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◎﹃こくこ﹄﹃国語﹄昭和一一十二年度以降使用

国立国語研究所編

第六期﹁あ〜つ﹈

刊行のことば

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

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

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

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

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

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

ここで国定読本というのは︑明治三十七年四月から昭和二十四年三月までの間に使用された文部省著作の小学校用国語

第三期

第二期

第一期

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

大正七年より使用﹃尋常小学国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻一〜十二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

明治三十七年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日イエスシ読本と俗称︶一〜八

教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従って示すと次の通りである︒

第四期

﹃初等科国語﹄一〜八︵今日アサヒ読本と俗

﹃国語﹂第三学年︵上下︶第四〜六学年︵各上中下︶︵今日みんな

﹃よみかた﹄三〜四

昭和十六年より使用﹃ヨ︑︑︑カタ﹄一〜二

昭和二十二年より使用﹃こくご﹄一〜四

称︶

第五期

第六期

いいこ読本と俗称︶

このたび刊行するのは第六期国定読本の用語総覧の第一分冊であり︑﹁あ〜

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄一冊にまとめ︑第二期国定読本から第六期国定読本まではそれぞれ
二分冊とする方針で刊行を進めてきている︒
つ﹂の部を収める︒

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

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

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

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

めた︒すなわち︑約一万三千の見出しのうち︑特に使用頻度の高いもの︵五期では度数計〇〇以上︑六期では二五〇以上︶

約五十語についてのみ︑文脈を固定長方式にした︒いわゆるKWIC方式である︒四段組を三段組に改めたのは︑右の変

更に伴うものである︒文脈範囲指定に費やす研究者の時間を節約するのが目的であり︑読者諸賢の御理解をお願いする︒
この﹃国定読本用語総覧10﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑室長 木村睦子︑調査員 林大︵名誉所員︶︑

貝美代子︑久池井紀子︑山田雅一︑乾とねである︒
国定読本の諸本の調査にあたっては次の機関及び諸氏のお世話になったことを記して謝意を表する︒

国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館︑東書文庫︑財団法人教科書研究センター附属教科書図書館︑山形

県立博物館教育資料館︑千葉県総合教育センター︑筑波大学附属図書館︑日本女子大学附属豊明小学校︑国立国語研

谷

国立国語研究所長

究所名誉所員芦沢節︑文化庁文化部国語課主任国語調査官安永実︑財団法人教科書研究センター附属教科書図書館

副館長中村紀久二︑山形大学教授石島庸男
また前九巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成七年四月

水
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︵三・三︶書誌・底本

︵三．二︶﹃こくご﹄﹃国語﹄各巻の編集

︵三．一︶﹃こくご﹄﹃国語﹄編集の考え方

︵三︶第六期国定読本について

︵二︶国定読本第五期から第六期へ

（一

五年間続いた一種類の教科書で統一された時代︵第三期に若干の例外あ

は︑民間の手による国語教科書の発行が始まり︑明治三十七年以来四十

一の小学校国語教科書であり︑文部省著作である︒昭和二十四年度から

経た後に使われた︒昭和二十二年度と二十三年度に全国で使用された唯

年度後期と昭和二十一年度のいわゆる﹁墨ぬり教科書﹂﹁暫定教科書﹂を

期国定読本はすでに昭和二十年八月の終戦で使用停止になり︑昭和二十

いこ読本﹂とよばれるものである︒昭和十六年から順次使用された第五

本が﹁サクラ読本﹂﹁アサヒ読本﹂等とよばれるのにたいし︑﹁みんない

ここでいう第六期国定読本とは小学校で昭和二十二年度と昭和二十三
年度に使用された﹃こくご﹄﹃国語﹄の合計十五冊である︒それ以前の読

︵二︶ 国定第五期から第六期へ

て述べる︒

読本発行の事情と︑今回の作業対象である第六期国定読本の概要につい

については﹃国定読本用語総覧8﹄に記したので︑ここでは︑第六期の

第四期国定読本については﹃国定読本用語総覧6﹄に︑第五期国定読本

用語総覧2﹄に︑第三期国定読本については﹃国定読本用語総覧4﹄に︑

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

（一

り︶は終わる︒

第六期の始まる昭和二十二年四月一日は︑教育基本法︵法律第二十五
号︶．学校教育法︵法律第二十六号︶の施行の日であり︑それに基づく

九年間の義務教育と六三制開始の日でもある︒国民学校令︵昭和十六年
学校教育法第一条に︑

三月一日︶は学校教育法により廃止になった︒

この法律で︑学校とは︑小学校︑中学校︑高等学校︑大学︑盲学校︑

聾学校︑養護学校及び幼稚園とする︒
には︑

とあり︑昭和十六年以来の国民学校初等科は小学校となった︒第十七条

小学校は︑心身の発達に応じて︑初等普通教育を施すことを目的と
する︒

教科書については第二十一条で︑

とある︒

小学校においては︑監督庁の検定若しくは認可を経た教科用図書又

は監督庁において著作権を有する教科用図書を使用しなければならな

前項の教科用図書以外の図書その他の教材で︑有益適切なものは︑

い︒

これを使用することができる︒

とある︒ここでいう﹁監督庁﹂は同百六条で文部大臣としている︒学校

二十二年四月一日から通用︶第二十九条では︑

教育法施行規則︵昭和二十二年五月二十三日︑文部省令第十一号︒昭和

小学校の教科用図書は︑文部大臣の検定又は認可を経たもの若しく

は文部大臣が著作権を有するものを使用しなければならない︒

教科については学校教育法施行規則第二十四条に︑

となっている︒

小学校の教科は︑国語︑社会︑算数︑理科︑音楽︑図画工作︑家庭︑
体育及び自由研究を基準とする︒

とある︒ここに国民学校期に国民科の中の一科目とされていた国語は︑

説

昭和二十二年九月十一日に文部省は検定教科書制度実施を発表︑同年十

独立した教科の位置を回復する︒
学校教育法号二十一条を法的根拠として検定教科書の時代が始まる︒

かりやすい国語・国字を用ひるやうにしたいものである︒﹂としている︒

の教育に一そう力をそそぐとともに︑教科書．教師用書などに正しくわ

﹁国語・国字を民主化すること﹂の中で﹁特に学校においては︑話し言葉

教授上遺憾ナキヲ期スルコトトナツタ﹂とある︒
昭和二十一年五月十五日置文部省は﹃新教育指針﹄を発行した︒その

改訂ヲ断行シナケレバナラナノーが差当リ訂正削除スベキ部分ヲ指示シテ

た︒その中で教科書については﹁教科書ハ新教育方針二即応シテ根本的

昭和二十年九月十五日に文部省は﹁新日本建設ノ教育方針﹂を公表し

︵三・一︶﹃こくご﹄﹃国語﹄編集の考え方

︵三︶ 第六期国定読本について

行中止となる︒

教科書とならんで発行されつづけたが︑次第に採用部数が減り︑のち発

これは一応完成させる必要がある﹂ため︵文部時報第八四六号︶︑民間の

るわけにはゆか﹂ず︑﹁また現に新教科書の企画は進行途上にあるので︑

いためにも︑あるいは一著作者としてみずからの著作発行や改訂をやめ

い検定教科書が出そろってくるまでは︑学校に不自由と不便とをかけな

昭和二十四年四月検定教科書の使用開始となる︒
昭和二十四年度以降も﹁みんないいこ読本﹂は︑﹁文部省としては︑よ

年上二二年下︑ローマ字教育会﹃ローマ字の教室﹄二の巻︶を発表し︑

月十三日置﹁教科書の発行に関する臨時措置法施行規則﹂公布を経て同
年十一月十二日に検定合格教科書名︵日本書籍﹃太郎花子国語の本﹄三

正︑同年七月十日の﹁教科書の発行に関する臨時措置法﹂公布︑同年八

用図書の検定の要領告示︑同年四月三十日の﹁教科用図書検定規則﹂改

二月十九日の教科用図書委員会官制改正︑昭和二十三年二月三日の教科

解
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第六期は編纂趣意書も教師用書も発行されなかった︒一方︑米国教育

一般編︵試案︶﹄が昭和二十二年三月二十口に発行されたが︑国語科の最

使節団の示唆のもと︑﹁学習指導要領﹂が発行された︒﹃学習指導要領

国語科編︵試案︶﹄が発行されたのは第六期開始後

八か月以上経た昭和二十二年十二月である︒﹁学習指導要領﹂編集と教科

初の﹃学習指導要領

﹃学習指導要領

国語科編︵試案︶﹄の﹁第一見まえがき﹂には国語科

書編集は平行して行われたという︒

学習指導の範囲と目標について述べている︒

国語科としての指導

国語科学習指導の範囲は︑
︵一︶話すこと︵聞くことをふくむ︶
︵二︶つづること︵作文︶

︵三︶読むこと︵文学をふくむ︶
︵四︶書くこと︵習字をふくむ︶
︵五︶文法

連関をはかるもの

︵一︶全教科︑ことに社会科課程の諸単元

二

︵二︶学校生活の諸経験

︵三︶家庭その他︑一般社会生活の諸経験
としている︒

国語科学習指導の目標は︑児童・生徒に対して︑聞くこと︑話すこ

国語科学習指導の目標は次のように示している︒

と︑読むこと︑つづることによって︑あらゆる環境におけることばの

つかいかたに熟達させるような経験を与えることである︒

ところが︑これまで︑国語科学習指導は︑せまい教室内の技術とし

て研究せられることが多く︑きゅうくつな読解と︑形式にとらわれた

作文に終始したきらいがある︒今後は︑ことばを広い社会的手段とし

て用いるような︑要求と能力をやしなうことにつとめなければならな
い︒

（5）

説
解

︵三・二︶﹃こくご﹄﹃国語﹄各巻の編集

昭和二十年十月十三日︑文部省に教科書局が設置され︵勅令第五七〇
号︶︑国民学校の国語科の教科書は第一編修課が担当することになる︵文
部省訓令︶︒国民学校が小学校となる昭和二十二年四月以降も第一編修
課の担当である︒教科書見が廃止される昭和二十四年五月三十一日まで
に﹃文部時報﹄は省内の職員抄録を三回載せている︒それにより次のと
おり知ることができる︒

教科書局長

大島文義︑山形寛︑金子平一︑戸田清︑竹下直之︑丸山

有光次郎

◎昭和二十﹁年二月十五日現在︵第八二五号︶

図書監修官

国雄︑久世誠一︑勝田守一︑松尾俊郎︑松田武夫︑木下広居︑関宙
市︑渡辺光︑岡銀次郎︑西村厳︑重松伊八郎︑石森延男︑湯沢幸吉
郎︑近藤唯一︑鈴木久春︑藤井信男︑丸山俊朗︑稲沼瑞穂︑豊田武︑

広田栄太郎︑吉田澄夫

長谷川淳︑浅野三郎︑和田義信︑小池善雄︑谷口孝光︑松本彦三郎︑
永田義夫︑島田喜知治︑宍戸良平

調査官
有光次郎

◎昭和二十一年十月二十日現在︵第八三五号︶

教科書局長
石山修平

第一編修課
課長

国語 石森延男︑藤井信男︑︵兼︶麓保孝

稲田清助

◎昭和二十二年六月二十五日現在︵第八四一号︶

教科書局長

石森延男︑藤井信男︑関軒燈

課長 林伝次

第一編修課

国語

文部省で新しい教科書︵国語とは限定していない︶の編集がはじまっ
たのは昭和二十一年一月ということである︒

六．三．三・四制を昭和二十二年度から実施すると決定するのは昭和
二十一年十二月末だが︑予算の了解もついて六・三制の二十二年四月か

らの実施が最終的に決定するのは二十二年二月二十六日である︒

第六期の教科書発行着手前の経緯について︑昭和二十二年十二月に教
科書局庶務課長近藤唯一は次のように記している︒

﹁よい教科書を編修する﹂ことは︑臨機的︑消極的には従来の教科書

を削除訂正する暫定本にはじまった︒この仕事は︑実際相当に手数の

か＼ることであったので︑かなりの時日を費した㌦め︑あと一箇年は

暫定教科書のうち使えるものは使い︑だんだん新教科書の体系を確立

するほかあるまいと考えられた︒しかし︑新学制の問題が起ったのと

前後して︑右の考方は御破算にして︑昭和二十二年度使用の分から全

面的に六︑三︑三の制度に即応する新教科書を作るということになつ

たのは︑時相に昨年の後半期に入ってからのことであった︒取急いで

新教科書の基調たるべき社会調査︑生徒児童の生活︑興味︑能力等の

調査や学習指導要領や教科書の編修に着手したもの＼︑一方において
教科書の重要な基本になる学制そのもの︑及びこれに伴う教科課程も

まだ審議を終らない問に︑これと併行してやって行かねばならない情
態であったから︑新教科書の発行には順序の上からも︑時期的にも︑

非常な不便と無理があったことはおおいがたい事実である︒以上のよ

うに︑従来とは根本から趣きを異にする事情の下に︑小学校から新制
高等学校︑師範学校にわたってその全学年の教科書を︑一箇年に一一

二学年分ずつ作っていた陣容で︑一挙にやり遂げようというのであ

る︒弁解がましいが︑なみたいていの苦労でなかったことは︑ことさ

ら申すもやぼな話であろう︒︵文部時報第八四四号︶

また石森延男は当時をふりかえって次のようにのべている︒

編集趣旨を定めることがなみたいていではなかった︒憲法もなし︑
教育基本法もなし︑学習指導要領もなしのまつ暗闇のさ中のこと︑し

かも従来の教科書とは︑一変した世界を築かねばならない︒編集委員

としても次の諸氏に加ってもらったのもこのときである︒︵谷川徹

説
解
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三・中野好夫・河盛好蔵・矢沢邦彦・輿水実・麻生磯次．片岡良一．

川端康成・岩淵悦太郎・佐藤信衛・西尾実・小林英夫．吉田精一．石
井庄司︒︶︵中略︶編集の方針は︑人間性に即して社会性を重んじると

いう単純素朴なことだけであった︒︵﹃言語生活﹄昭和四十年五月号
﹁占領下のころ﹂︶

また︑﹁国語の教科書を執筆した沖山光は︑﹁CIEは︑①明晰な思考︑

②生き生きとした話し方︑③簡潔な表現︑④楽しくわかりやすく︑の四
原則を示しただけで︑自由にかかせてくれました﹂と証言している︒﹂
︵竹前栄治﹃GHQ﹄一九八三年︑岩波新書︶という︒
また文部省は新国語教材を一般から募集した︒昭和二十一年四月九日
公募し︑当選者十二名の氏名文題は同年十月二十一日発表された︒十月

二十二日付けの朝日新聞によれば応募総数は一二二五点で採用は十二
点︑その当選者の内訳は児童生徒三遷︑訓導一名︑詩人二名︑作家型名︑
一般唱名である︒この発表内容は﹃学習指導要領国語科編︵試案︶﹄︵昭

和二十二年度︶巻末の参考二﹁小学校国語教科書における教材原作者な
らびに原典一覧表﹂に﹁けん賞入選﹂として掲載された十三点とは完全
には一致しない︒公募については三十年以上たってからの鼎談で︵石森︶
﹁募集したけれども︑一般の人から集まらなくて：：：︒﹂︵井上︶﹁こうい

﹃国語

一般の人に募集しても︑なかなか書けないでしょう︒﹂という発言もあ

う形にしたわけですね︒立派な方ばかりですから︒﹂︵石森︶﹁そうです︒
る︒︵﹁﹃みんないい子﹄読本をめぐって1国語科教育学の歩み一﹂

科学教育研究第七集﹄一九八一年六月︑明治図書出版︒﹃現代国語教育論
第六期読本の最大の特徴は﹁当用漢字表﹂﹁現代かなつかい﹂の採用と

集成 石森延男﹄に再録︶︒

﹁当用漢字表﹂が簡易字体を本体として採用したために第六期から字

体が新しくなった漢字は次の五十三字である︒
囲医栄誉円画会絵洋学関主観帰経軽鉱号残影辞実写図数声部削正続

具体台古点当読白墨変宝島万満予両礼労湾沢︵﹁沢﹂は振り仮名つき
の提出︶︵以上第五期が旧字体︶

独区︵以上第四期が旧字体︑第五期の提出なし︶

権︵第三期が旧字体︑第四期・第五期の提出なし︶

なお︑研糸虫賛はすでに第五期以前から簡易字体が用いられた︒

﹁当用漢字表﹂の字体の整理は昭和二十四年仁丹二十八日の﹁当用漢字

﹁当用漢字字体表﹂で初めて簡易字体が採用される氣縣軍書來國などは︑

字体表﹂︵内閣訓令第一号︑内閣告示第一号︶でおこなわれる︒このため︑

昭和二十三年二月十六日に﹁当用漢字別表﹂︵教育漢字︶が発表された

旧字体のままである︒

︵内閣訓令第一号︑内閣告示第一号︶︒しかし︑その日以前に修正発行ま

で終わっていた二十三年度用の各学年の上巻は﹁当用漢字別表﹂をとり

いれることはできなかった︒二十三年度用の中巻と下巻については︑巻

末の一覧表において︑該当する漢字を○でかこんでたとえば﹁○でつつ

かん字です︒﹂︵﹃国語第四学年中﹄昭和二十三年四月二日修正印刷︑同

んだかん字は︑﹁とう用かん字べつ表﹂︵教育かん字︶にはいっていない

二十五日修正発行︶のような注記をほどこすことによってその旨をしめ

おなじ昭和二十三年二月十六日に﹁当用漢字音訓表﹂︵内閣訓令第二

した︒

ない︒

号︑内閣告示第二号︶が発表されたが︑これも第六期には実現されてい

号・内閣告示第三十三号︶による︒国定国語読本が国定第二期︵明治四

○仮名つかい
﹁現代かなつかい﹂︵昭和二十一年十一月十六日公布︑内閣訓令第八

十三年︶から採用していた歴史的仮名つかいは︑昭和二十一年度末を

平仮名旧習である︒

○当用漢字表
提出された字種と字体は﹁当用漢字表﹂︵昭和二十一年十一月十六日公

もって終了した︒

布︑内閣訓令第七号・内閣告示第三十二号︶による︒このため第五期に
は漢字表記された桶・垣・柿・汁などは仮名表記である︒

解
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説

○仮 名

国定読本では初めての平仮名先習である︒﹃学習指導要領

国語科編

︵試案︶﹄︵昭和二十二年度︶では﹁書きかた﹂の一︑二︑三学年における

目標の中で﹁主として︑ひらがなをまちがいなく書けるようにし︑進ん
いる︒

では︑かたかなも書け︑漢字もまじえて書けるようにしていく︒﹂として

つぎに︑国定第六期の文字の扱い・文語・候文・横書き・ローマ字に
ついて述べる︒

﹃こくご一﹄の巻末に平仮名の五十音・濁音・半濁音・拗音・濁拗音・

①五十音図

る︒

字

半濁拗音の表が掲げてある︒﹃こくご三﹂の巻末に同様の片仮名の表があ

②漢

書

合

名

計

新出字数

六八四

六八四

第六期

一三〇一

第五期

学年別の一覧表の漢字提出数を第五期と比較すると次のとおりである︒

笠
口
著
筆
亡

各教科書の巻末に新出漢字の一覧表がある︒この一覧表では次の五字
﹁第四学年中﹂と﹁第四学年下﹂
﹁第三学年下﹂と﹁第四学年上﹂
﹁第五学年下﹂と﹁第六学年上﹂

輪

寝穴
昔
鼻

守
状
政

普傾

Z三四五九五
緕O四〇八○

﹁第四学年下﹂と﹁第六学年中﹂

計

一

﹁第三学年下﹂と﹁第四学年上﹂

﹁第五学年上﹂の一覧表十一字めの﹁着﹂は﹁看﹂の誤植である︒

本文中に振り仮名がなく用いられているにもかかわらず一覧表
と実際に出
合

一

緕O二四七二
O四五四六九

が重複して提出されている︒

ま
さらに︑

に載せられていない字が二十五字ある︒

各教科書の一覧表の新出字数︵重複提出の五字の修正後︶
現している一覧表外の字種は次のとおりである︒

♂」、

一
覧
表
外
字

労

重

課定床慣退取舟者

使

二
五

四三二五二五五四五八六四五三二
ｪ三九四三六一三〇三七七一〇〇
一二二二ニー

一

、

国国国国国国国国国国国こごここ
語語語語語語語語語語語くくくく
こごこご
第第第第第第第第第第第四三ニー
六六六五五五四四四三三
学学学学学学学学学学学
年年年年年年年年年年年
下中上下中上下中上下上
第第第第第第

Z五四三ニー
w学学学学学
N年年年年年

一

た湯兄句外横

ローマ字教育の教材はのせていない︒昭和二十一年七月に﹁昭和二十

二年二月二十八日に﹁国民学校におけるローマ字教育を行うについて﹂

二年度からローマ字教育を行う﹂旨の文部大臣の発表があり︑昭和二十

一覧表の六八四字とここにあげた二五字は︑すべて当用漢字表にふく
まれる︒このほか︑挿し絵にだけ出現する字に﹁郵﹂﹁龍﹂がある︒︵﹁郵﹂

走ｯ学校におけるローマ字教育実施要項﹂︶の通達があったが︑ローマ

は当用漢字︑﹁龍﹂は当用漢字外︶

③促音および拗音の表記
第六学年のおわり︵﹁国語 第六学年下﹂︶まで亭亭に小書きした︒

④分かち書き
第二学年のおわり︵﹃こくご 四﹄︶まで行われた︒

字は非必修︵ローマ早教育を行うかどうかは学校ごとに決定する︶であ

り︑第六期の国語教科書では扱わない︒

連合国軍総司令部の検閲は︑正式には昭和二十一年一月十七日の連合

第六期の教科書は発行前に連合国軍総司令部の検閲が必要であった︒

︵三・三︶書誌・底本

全調査はしていないが︑たとえば第五期で﹁表す﹂﹁現れる﹂﹁集る﹂

国軍最高司令官総司令部覚書﹁日本教育制度管理政策二関スルー九四五

年十月二十二日付指令ノ適用二関スル件﹂に﹁尚文部省ハコレラスベテ

ノ教科書︑教師用参考書及教材ノ英訳ヲ検閲及認可ヲ受ケルタメ当司令

通達の類では昭和二十一年四月九日に﹁本要領二依ル教科書ハ学校教

部宛提出ノコト﹂とあることにより始まる︒

第五期までとは異なり︑文語文の課はない︵短歌・俳句の課をのぞ

であって︑その奥付又はとびらには﹁＞O℃﹁o＜Φ血9ζ一巳ω闘将oh国α￠o卑

国軍総司令部の許可を得て︑印刷発行した国定又は検定のものに限るの

り︑六月六日には﹁本年度新学期から使用すべき教科書用図書は︑聯合

σ︽ζ一ぼω耳団oh国qロ8自︒口﹂ノ記入アルモノトス﹂︵発教三十七号︶とあ

員︑生徒︑児童ノ需給数供給ノ予定日シテ其ノ奥付ニハ必ズ﹁﹀燈蔑︒＜Φら

第四学年中﹄﹁二

らに組版許可を得て︑印刷に回す︒見本が認められて︑はじめて正式

うち︑CIEの係官に提出︑検討があって修正され︑認可される︒さ

当時は︑編集といっても︑決定原稿はすべて英訳し︑タイプに四通

石森延男は次のようにのべている︒

鉱︒⇒﹂と附記してある︒﹂︵発教六十三号︶とある︒

く︶︒口語文の課の中の一部の文語文としては﹃国語

文

降も例がある︒

⑧候

国定第六期には候文も﹁候﹂の語もない︒

の印刷が許可される︒この手続きは︑まことにきびしく行われ︑もし

⑨横書き・アラビア数字・英字
﹃国語 第四学年上﹄の﹁八

誤りがあれば︑文句なしに平せられた︒︵前掲﹃言語生活﹄︶

うさぎ日記﹂と﹃国語

﹁七 いねを育てて﹂は横書きである︒国定国語読本では初めてである︒

事前に提出する必要がなくなるのは戦後検定期にはいってからの昭和

二十五年九月十八日付覚書﹁日本教育制度の管理に関する最高司令官検

これらの横書きの本文中にアラビア数字と英字が出現する︒これも国定

⑩ローマ字

国語読本では初めてである︒

第四学年中﹂の

あぶらぜみ﹂に﹁やがて死ぬけしきばみえずせみの声﹂があり︑それ以

⑦文語文

ヤノ←ピアノ﹂﹁バタ←バター﹂﹁ハンケチ←ハンカチ﹂などがある︒

と表記が異なるものには﹁︵第五期︶イタリヤ←︵第六期︶イタリア﹂﹁ピ

従来どおり促音・拗音は小書き︑長音は﹁1﹂を用いている︒第五期

⑥外国の地名・人名及び外国語の表記

︵案︶﹂︵昭和二十一年三月︶と矛盾しない︒

くとも﹁表わす﹂﹁現われる﹂﹁集まる﹂は文部省﹁送りがなのっけ方

と表記したものが﹁表わす﹂﹁現われる﹂﹁集まる﹂となっている︒少な

⑤送り仮名

（「

説
解
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閲指令AG第三五〇号︵昭和二十年十月二十二日︶︵CIE︶の適用につ
第六期の書誌上の特徴に次のことがある︒

いて﹂による︒

国定第三期から国定第五期までは文部省原本があり︑見ることができ
たが︑第六期についてはまだ見ていない︒

国定第二期から第五期までは奥付にある符号により使用年度を特定す
ることができたが︑終戦時以降はこの符号がない︒
第六期の奥付には﹁＞O冨︒＜Φαげ︽ζ一巳のけ蔓oh国α醒8口︒口﹂と付記し

てあり︑その日付が印刷されてある︒

昭和二十三年八月十三日以降に発行された教科書の表紙には﹁文部省
著作教科書﹂と印刷してある︒これは﹁教科書の発行に関する臨時措置
﹁文部省検定済教科書﹂又は﹁文部省著作教科書﹂と表紙に記載すること

法施行規則﹂︵昭和二十三年八月十三日︑文部省令第十五号︶の第一条に

この期の底本は従来どおり︑初年度使用本を用いた︒ただし︑﹃国語

がさだめてあるためである︒

用である︒初年度使用本の決定は各巻の奥付の日付の情報によった︒﹃国

第六学年下﹄は昭和二十二年度量は発行されていないので︑二十三年度

第二学年後期用

第四学年下

第四学年中

第四学年上

第三学年下

第三学年上

こくご四

国語

国語

国語

国語

国語

東京書籍

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年十月十四日翻刻印刷

昭和二十二年十月二十五日翻刻発行

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年三月三日翻刻印刷

東京書籍

筑波大学蔵本

昭和二十二年三月二十日翻刻発行

東京書籍

昭和二十二年十一月七日翻刻印刷

日本書籍

国立教育研究所蔵本

昭和二十二年十一月二十五日翻刻発
行

昭和二十二年三月五日翻刻印刷

筑波大学蔵本

昭和二十二年三月二十日翻刻発行

東京書籍

昭和二十二年五月三十一日翻刻印刷

昭和二十二年七月五日翻刻発行

国立教育研究所蔵本

昭和二十二年十二月十八日翻刻印刷

東京書籍

昭和二十三年一月十日翻刻発行

第五学年中

第五学年下

第六学年上

芦沢節氏蔵本

芦沢節氏蔵本

国立教育研究所蔵本

昭和二十二年三月二十日翻刻印刷

日本書籍

昭和二十三年一月三十日翻刻発行

昭和二十三年一月七日翻刻印刷

東京書籍

昭和二十二年七月二十日翻刻発行

昭和二十二年六月三十日翻刻印刷

東京書籍

昭和二十二年三月二十日翻刻発行

昭和二十二年三月十一日翻刻印刷

東書文庫蔵本

東京書籍

第六学年下﹄以外の十四冊は二十三年度用の修正発行本があるの

国語

国語

国語

第五学年上

で︑発行︑翻刻印刷︑翻刻発行の日付が二十二年度用として矛盾のない

昭和二十二年二月二十日翻刻印刷

昭和二十二年三月十五日翻刻発行
芦沢節氏蔵本
昭和二十二年九月三十日翻刻印刷

東京書籍

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年十月十日翻刻発行
東京書籍

昭和二十二年二月二十一日翻刻印刷

昭和二十二年三月十五日翻刻発行

国語

語

第二学年前期用

第一学年後期用

第一学年前期用

この用語総覧の底本は以下のとおりである︒

ものは二十二年度用と判断した︒

こくご一

こくご二

こくご三

解

説
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国語 第六学年中

国語 第六学年下

昭和二十二年四月十日翻刻発行
芦沢節氏蔵本

昭和二十二年九月六日翻刻印刷

東京書籍

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年九月二十日翻刻発行
東京書籍
昭和二十三年八月二十三日翻刻印刷

国立教育研究所蔵本

昭和二十三年九月二十日翻刻発行

東京書籍

文部省

十九巻

6﹄一九七四年三月

二十五巻

国立教育研究所

二十三巻

昭

昭和二十一年一月〜昭和二十四年十

解説の執筆にあたっては以下の文献を参考にした︒

﹃文部時報﹄八二四号〜八六七号

二月
﹃学制八十年史﹄昭和二十九年三月

和三十二〜三十三年講談社

﹃近代日本教育制度史料﹄第十八巻

﹃日本近代教育百年史

水谷三郎﹃教科書懇話会の歴史﹄昭和三十六年

月

東京書籍株式会社

東京書籍株式会社社史編集委員会﹃近代教科書の変遷﹄昭和五十五年九
東京法令出版
一九八二年十月〜一

読売新聞社

昭和五十六年四月
別巻

﹃国語教育史資料﹄第六巻

三一書房

第二巻

﹃昭和戦後史 教育のあゆみ﹄一九八二年八月

九八四年二月

﹃戦後日本教育史料集成﹄第一巻

明治図書

教育出版センター
第一法規
文部省

石森延男﹄一九九二年二月

﹃有光次郎日記﹄平成一年八月

飛田隆﹃戦後国語教育史﹄昭和五十八年
﹃現代国語教育論集成

﹃学制百二十年史﹄平成四年十一月

﹃教科書年表﹄一九九三年二月財団法人教科書研究センター

例

（ll）

凡

凡

ロ
伊
j内容

︵二︶底本

︵四︶見

︵五・三︶品詞
︵五・六︶表記

︵七︶用例と所在

︵七・三︶層別

︵六︶見出し語の排列
︵七・二︶所在

︵五︶見出し

︵三︶用語採集の範囲
︵四・二︶読み

︵五・二︶漢字

︵四二︶単位

︵五二︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

︵五・四︶人名・地名などの注記 ︵五・五︶度数

語の 注 記

出し 語 の 立 て 方

（一

底

本

いては二十三年度本を参照し︑改められている場合はそれに従った︒

用本を底本にしたところ︑多くの誤りが目についたため︑其の部分につ

随所に誤植らしきものが見られる︒これまでの例にしたがって初年度使

本は︑戦後の混乱の中で非常に急いで編集され︑印刷されたものらしく︑

改める以外に手を加えることをしなかった︒しかし︑この第六期国定読

これまでは底本に忠実にしたがうことを宗とし︑編纂趣意書によって

の解説参照︒

各種機関または個人の所蔵本を底本として用いた︒詳しくは本書所収

︵二︶

列し︑その全用語のうちアからツの部までを収めたものである︒

語﹄︵いわゆるみんないいこ読本︒全十五冊︒︶の全用語を五十音順に排

本書は︑昭和二十二年度から用いられた第六期国定読本﹃こくご﹄﹃國

（一

︵三︶

①目録

底本のうち︑

②本文
③図版

用語採集の範囲

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は

除いた︒表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の

なお︑六期については編纂趣意書も教師用書も存在せず︑したがって

対象としない︒

読み方を指示するような資料はすくなくとも公には出されていないが︑

編集者らが調査した新出漢字と読み替えは︑テ以下の用例を収める﹃国

単

位

見出し語の立て方

定読本用語総覧H﹄の巻末にまとめて付録とする︒

︵四︶
︵四二︶

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞−用法と実例﹄︵国立

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言
い︒

例
う︒

③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行
④動植物名や固有名詞︵人名・地名・戦争名・課名・題名など︶は
全体で一単位とする︒

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の
異なるものは別見出しとして扱った︒ただし︑﹁会う﹂のように口
語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一
つの見出しにまとめた︒

複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し
て見出しに立て︑5で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

あいて←いろいろなあいて・はなしあいて
︵四・二︶ 読 み

五期までは︑漢字表記の読みを決定するにあたって︑編纂趣意書また
は教師用書に新出または読み替えとして提示されている漢字を参考にし
たが︑今回はそのような資料がなく︑編集者らの判断により︑普遍妥当

漢字

品詞

度数

表記

うみ

海

﹇▽みずうみ

後要素

と思われる読みを採用した︒したがって読みが問題となるような場合
に︑証拠として用いることはできない︒

︵五︶ 見出し語の注記

見出 し

うみ ﹇海﹈︵名︶ 81

L

各見出し語ごとに︑次のような事項を記した︒

例

凡
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度数

活用形

︽⁝ゲ︾

かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの

ささげる

表記

ぼくは海をわたってきたかったのだ︒

層別

三454囹

所在︵巻・ページ・行︶

品詞

用例

漢字
見出し

見出し

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十441

ささ・げる﹇捧﹈︵下一︶3

︵五・一︶

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し
た︒

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間
に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶漢字

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

︵五・三︶品詞

助詞

動詞

副助詞︵副助︶

係助詞︵係助︶

接続助詞︵接助︶

助動

連体詞︵連

形容詞︵形︶

副詞︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に示すような略号を用いて示した︒なお︑助

感動詞︵感︶

代名詞︵代名︶ 形状詞︵形状︶

接続詞︵接︶

名詞︵名︶

詞と動詞は︑さらに︑細分類を行った︒
体︶

詞︵助動︶

格助詞︵格助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

例

（13）

凡

並立助詞︵並助︶ 準体助詞︵準助︶
助︶

終助詞︵終助︶

四段︵四︶ 五段︵五︶ 上二段︵上二︶

間投助詞︵間

ナ行変

下二段︵下

サ行変格︵サ変︶

上一段︵上一︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒
二︶ 下一段︵下一︶ 力行変格︵力変︶

人名・地名などの注記

格︵ナ変︶ ラ行変格︵ラ変︶

︵五・四︶
見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

︵用例の数︶を記した︒

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

見出し語ごとに︑その使用度数

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

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

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

て示した︒

︵六︶

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

つやゆよ︶は普

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

①清音←濁音←半濁音

して排列する︒

すなわち︑拗音←直音︑促音←直音

③普通の仮名←長音符号

②小文字←大文字

以上によっても排列の決らないものは︑次の各項を順に適用して排列
する︒

動詞←形容詞←助動詞

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒

a名詞のなかでは次の順とする︒

⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶
⑥漢字︵振り仮名なし︶

助詞←間投助詞

格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

⑦アラビア数字

⑧ローマ字
︵五・七︶ 活用形

活用のある見出し語の用例について︑ 活用形の異なるものを列挙し

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

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

b漢字表記の付けられないものについては︑

用例文

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

︵七︶
︵七二︶

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒
漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

用例の長さおよび体裁は︑巻8から見出し語により二通りに分けた︒

すなわち出現頻度の高い語︵主として助詞・助動詞︶はKWIC形式と
し︑それ以外のものは︑従来通り可変長とした︒用例文の中間の一部を
省略する場合は︑︿略﹀のように示した︒

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

︵七・二︶所在
用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑底本の巻・ペー
ジ・行の順で所在を示した︒第六期国定読本は︑学年によって書名の表

ち︑﹃こくご﹄一〜四が巻一〜四に︑﹃世語﹄第三学年上下が巻五・六に︑

記が﹃こくご﹄と﹃國語﹂に分れるが︑巻番号は通しで数える︒すなわ

﹃國語﹄第四学年上中下が巻七〜九に︑第五学年上中業が巻十〜十二に︑

第六学年上中下が巻十三〜十五にあたる︒

五36図

なお︑図版中の語は︑

のように記し︑図版中の語であることが分かるようにした︒

︵七・三︶層別
文語文

候文
手紙文
会話文

韻文

①口語文

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

②散文
③地の文

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

上記の分類の第一字目によって︑図國囲團囹のように区分を示し

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒ただし第六期には候文は出てこない︒

い︒

1

あ一ああ

あ

あ

︵感︶25 ア
あ

﹁あ︑そうだ︑光だ︒﹂

あ︑
ほ た るだ︒

ア ドコヘイッタノー

﹁あ︑まちがった︒﹂と︑大声でいい

あ
二 十十十

﹁あ︑まちがった︒﹂とさけんだ弟よ︒

ああ

ああ

あご

ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

つしかないのだ︒

アア

ああ︑つかれた︒

︵感︶53

﹁ああ︑そのりんご︑いちろうにいさ

樂しいことがあるような︑ああ︑さわや
かな朝の空︒

六501圏

な査の空︒

六505圃考えごともできそうな︑ああ︑おおらか

きたないこともきえそうな︑ああ︑おご

そかな夜の空︒

六509圃

五

六606圃アアサワヤカナ七アサノソラー

六906園ああ︑おいしい水︒
六佃2園 ﹁ああ︑こわかった︒﹂
七189囹ああ︑とんでる︑とんでる︒
八436囹 ﹁ああ︑かわいいひめです︒﹂

八4711園
ああ︑せいいっぱいはたらいて︑晩ごは

ああ︑﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はう

んもいただいた︒

ああ︑﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はう

ちじゃおことわりだ︒

八516囹
八527囹

﹁ああ︑ありがたい︒﹂

﹁ああ︑﹃びんぼう﹄か︒﹂

ちじゃたくさんだ︒

八754囹

﹁ああ︑いいとも︒﹂くもは︑ちょう

八5310囹

九柵10園

ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

ああ︑すきとおった青い色ですか︒

ちょを手ばなしました︒
十1512園

十一136

ああ︑こおろぎさんですか︒

てきた旅人のような依違のする日だ︒

ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

十一一179園

にあらわれて︑目に見えぬかすみのようにたなび

十三611

十三76

いている︑

六3310囹
ああ︑おどろいた︒

十三418園

ああ︑リックサックも二つある︒

ういうしずかな午前にあって考える︑

ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ

六364園ああ︑またふいてくるよ︒
六401園ああ︑いい考えがある︒

六159園ああ︑助かった︒
六269囹ああ︑あたたかい︑あたたかい︒

あろう︒

五538囹ああ︑あれね︒
五861園ああ︑そうか︒
五938園 ﹁ああ︑きれいなお月さま︒﹂
五958園ああ︑よかった︒
六611園ああ︑なんというなさけない身のうえで

ました︒

四187圓 ﹁ああ︑かるいよ︒﹂
四635園 ﹁ああ︑よかった︑よかった︒﹂
四柳1園 ああ︑みえる︑みえる︒
四伽8囹 ああ︑だんだんちかづいてくる︒
四榴1園 ああ︑これははずかしいことを 申し

三59圓ああ︑お日さま︒

んからもらった︑のです︒﹂

一一543囹

一644園

ああ

のつくことばを︑ みんなであ

あ︑眞ちゃん︒

あ︑おばさん︒

巽誕髭籍

みましょう︒﹂﹁あたま1足

麺10鵠あ鰐蓼

あ1雨︑ゆき︑あられ︒

了8つ42三三一

あ
六あ四
9

三739園
四柵8囹 あ︑そうか︒
五105園あ︑あそこにきれいなさくら︒

六225園あ︑だれかと思ったら︑きりぎりすさん
でしたか

ました︒

十︻451園

十﹁116囹 あ︑大学のボートだ︒

は︑そのことをいいあらわしています︒

十544園 ﹁キントットガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂

ーイコウ

十498園キントットガ

＋1912園 ﹁あ︑きれいなにじ︒﹂

九621園あ︑きたな︒
九棚9園 あ︑そうそう︒
九旧6囹 ﹁あ︑こうもりだな︒﹂
雨露1園 ﹁あ︑びっくりした︒﹂

七725

六843園あ︑つりばりをとられた︒
六922園あ︑さようでございましたか︒
六968園あ︑それにちがいない︒
六972園あ︑これですっかりらくになりました︒
六977囹あ︑これだ︒
六 2園 あ︑人がこっちをみている︒
七239園あ︑わすれていた︒
七265園あ︑そうか︒

O

あああ一あいさつ
2

十三465ああ︑ヨットのようだ︒
十三551囹ああ︑よく來たね︒
ああ ︑ あ れ か ︒
十三6011園

十四382園ああ︑いい音がする︒
十四384囹ああ︑聞える︑夜明けの音樂が聞える︒
ああ︑やっと思いだした︒
＋四6012園
はもえつくしてしまって︑女の子のそばには︑ あ

ああ︑ そのときもとき︑ちょうどマッチ
十四977

つい︑かたいかべしかのこっていなかった︒

十五181図魍 ああ︑日本︑まさに立つべし︒
十五632園 ああそうか︒
十五677 ああ︑なつかしい新島のおばさんだった︒

十五699 ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで
もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒
十五712囹 ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

ペンをにぎっている︒

十五755

あかちゃんは︑﹁あ︑あ︑あ︒﹂といった︒

あい

﹇合﹈

﹇会﹈﹇▽めぐりあい

﹇間﹈むたにあい

あい ﹇愛﹈︵名︶8 愛δことばのあい・ははのあ

あい

あい・はなしあい・まげぐあい・わりあい

りあい・つかみあい・つきあい・つづきぐあい・ば

おつきあい・おつきあいする・ぐあい・しあい・し

﹇▽おきあい・おしあい・おしあいする・

あい

んぜんアール

アール ←いちアールあまり・さんじゅうアール・な

十609園

あああ ︵感︶1 あ︑あ︑あ

十五冊3園 ああ︑そうだ︒

うを守っていてくださったのだ︒

十一166

︑いちばん美しい花︑天と地にかがやく

ものの中で︑いちばん清らかな︑すみきったたま︑
それはおかあさまの愛です︒

朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ愛のしみ

それは︑フィリップの作品の中にみな

ずに︑うるおされ︑やしなわれて︑のびていく命

十一181
のわか葉︒

十四46

ぎっている大きな愛の氣持︑そこからさしてくる
長男に生まれて父母の愛を一身に集めて

とうとい光のためなのです︒

十五6010
いた身にとっては︑

﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ

十五753囹 ﹁愛はにくしみよりも強い︒﹂
十五㎜8園 ﹃母の愛の喜び﹄です︒
十五梱9
ます︒

おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑
いちばん美しい喜びなんですよ︒

＋五麗−o囹

という

そのあい色のふうとうには見おぼえが

みんなアイウエオ︑カキクケコ

そうして︑こんどは︑アイウ上層︑カキク
︵五十音図︶2
あいうえおく略V
あいこ

︻66図

﹇相子﹈︵名︶5

アイウエオ︿略﹀
あいこ

三18図

あいうえおく略﹀

あいうえおく略﹀

アイウ影響︿略﹀

ケコから︑じゅんじゅんにいってみたところが︑

六麗6

はいっている音ばかりではないか︒

五十音の中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中に

六佃11

あいうえお2アイゥエオ

ある︒

十五546園

十五763 ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ あいいろ ﹇藍色﹈︵名︶1 あい色

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

い

でも︑あいこだ︒﹂やまだ﹁なにがあいこ

だ︒﹂たかぎ﹁じょうぎひろってやったじゃないか︒

九987園

なにがあいこだ︒﹂たかぎ﹁じょうぎひ

ろってやったじゃないか︒﹂やまだ﹁ぼくだって︑

九988園

すみをみつけてやったじゃないか︒﹂

愛智者たち

よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も

だから︑あいこだろう︒

九9811園 だから︑あいこだ︒

九995園

九9910園

﹇愛国者達﹈︵名︶1

う一つなぐってやる︒

あいこくしゃたち

いかにして︑漕運をもとどおりにするか︑

これが︑デンマルクの愛國者たちの心をくだいた︑

十三183

もっとも大きな問題でありました︒

﹁あいこでしょ︒﹂五ひきのうさぎさん

じゃんけんぽんよ︑あいこでしょ︒

あいこでしょ︵感︶2あいこでしょ
一125圃

たちは︑大きな声でじゃんけんをして︑おにをき

六枷2園
めました︒

2あいさつ

︹課名︺

一33 あいさつ⁝⁝⁝二十四

あいさつ

﹇挨拶﹈︵名︶10 あいさつ与ごあいさつ

一247十一 あいさつ
あいさつ

ります︒

五529 天略﹀︒﹂と︑あいさつをしていく人もあ

十149 おとうさんのそばへきて︑あいさつをして

丁場につどうたおとなりどうし︑え顔

から︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十一417圏

感謝の心持をこめていうときと︑ただと

ごく二軍な﹁ありがとう﹂というあいさ

にほころびあいさつをする︒

十一一895

つにしても︑

十一一896

おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑い

3

あいされかた一あいだ

いかたもかわってくるであろう︒

あなたは

﹂と︑あいさっともつかず︑返事と

十五4410 ﹁たいへん嶢物がおすきのようですが︑
もっかない答えかたをした︒

十五552 あいさつを終って︑用事をきりだすと︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

2

愛されかた

愛しあう

愛情

あいず

﹇合図﹈︵名︶3

あいず

﹁︿略﹀︒﹂しんばんの先生のあいずで︑ぼ

︽ーサ・ーシ・一

世界じゅうの人から愛される眞珠︑これ
私は︑先生

これは︑﹃両親を愛する幸福﹄で︑

いうことを学んでいる日本の子どもさんたちにも︑

十五佃4囹 ﹃愛することの大きな喜び﹄ですよ︒

十五撹9囹

十五伽8囹 みんな元氣で︑この学校を愛してくれ︒

あいた

︵感︶1

あいた

あいだ

いる つくえも︑

間■このあいだ

﹁あいた︑あいたたたた︒﹂

﹇間﹈︵名︶77

九醜8囹

て︑

六412

長いあいだかかって︑やっと切りたお

あなたたちがねているあいだ︑お日

このような木が︑たおれて土にうずまり︑

ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを

立ちならぶビルディングのあいだがら︑と

ビルディングのあいだがら︑︿略﹀︑列をつ

びあがってくる親子のつばめ︒

六381

ておいて︑よかったね︒

六2610書芸のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒

五525

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五373

りました︒

四M6園長いあいだ︑ほんとうにおせわにな

すげるあいだ︑かさをさしてあげたのですね︒

四354園

生徒さんが子どものげたのはなおを

三月ほどのあいだに︑すくすくとせいがのび

三撹8 また︑小人のようだったおひめさまは︑

光をあげにいくのです︒

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

三775園

すことができました︒

三263

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒

一一591園 みなさんの つかって

あいだ

︿略﹀︑私を愛するため

そのかたの両うでの中に強

これをみても︑平和を愛した古代の人た

ご自分にはまだ子どもたちがのこって

自分を愛してくれる子どもたちのこと

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

そうした風景から︑自分の國を愛すると

十五8512園 あいそのいい人たちだからね︒

ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ あいそ ﹇愛想﹈︵名︶1 あいそ

﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

くらは場所をこうたいした︒

七524

九佃2

十681

き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑

アイスクリーム挙り

おいしい︑おいしいアイスクリーム︒
︵名︶一

愛する

アイスクリーム責りがやって來る︒

おさな心にも︑ことばを愛することを

﹇愛﹈︵サ変︶12

十五798

あるべきはずはない︒

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

十五7410

思いたいのです︒

を思って︑安らかに生きていてくださるのだと︑

十四911團

あさんを愛しているからだと︑

十四93国宣にしても︑私にしても︑心からおか

いる︑子どもたちはじゅうぶん愛していてくれる︑

十四73團

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒

十二撹2

くだきあげられました︒

にきてくださった

十二3212

を︑人工で作りだすことはできないものだろうか︒

十3710園

知って︑勉強したら︑どんなにしあわせでしょう︒

十1710囹

スル︾

あい・する

十三327

アイスクリームうり

十三327圏圓

十五794 私には︑あなたがた日本の小学校のみな アイスクリーム ︵名︶一 アイスクリーム

十五769

さんに︑このあいさつを送るだけの特別の権利が
あると信じます︒

︵五︶

︽ーウ・

﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず書きそえてあったの

﹇愛野﹈︵名︶1

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五8011 そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

十五615

あいされかた

﹇軒合﹈

を見ても︑その愛されかたがわかろう︒
あいしあ・う

十五㎜4園私は︑愛しあう人たちには︑いつでも

ーッ︾

しんせつにいたします︒
﹇愛情﹈︵名︶4

十五搬1園 愛しあって生きていけ︒
あいじょう

十99 その少女のわけてくれたくりは︑むじゃき
な心からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十一784 そうして︑あたたかい愛情のこもったこ
とばで︑しっかりするようにと病人をはげましま
した︒

に1愛情とかなしみとのまじりあった︑しみじ

十一787 病人がなんだかうれしそうにその話す声
みとしたそのちょうしに︑じっと耳をかたむけて
いるようにみえたからです︒

信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑

十一一425 これは︑ケラーのサリバン先生に対する
一つになったおかげです︒

あいだ一あいだ

4

くったつばめのむれが︑かかしの方へとんでくる︒
﹁ここに立って︑お月さまを枝のあいだ

からみてごらん︒﹂

六549園

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

六5410 すると︑月は枝のあいだにじっとしていま
六559 月は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑
木をずっとはずれてしまっていました︒

六㎜9 おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔
をだしている︒

六襯4 そのあいだに︑うさぎさんたちは︑手をつ
ないで︑そこをにげだしました︒

七386 私は︑人と人のあいだをかきわけていこう
としました︒

七457 それから︑二三どのおし問答が︑ふたりの

八992

あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し
葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたくさん

く植えました︒

八梱9

花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ

でてきました︒

八鵬5
だと思いました︒

ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ
いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ

くとれました︒

八㎜1
八鵬8

りこすってもみがらをはじきました︒

かこうがんの岩と岩とのあいだを流れ落

ちるしみずが︑せかれて︑たきになり流れになつ

九364團
て︑

九367国定のあいだ︑︿略﹀︑この谷まの流れには
そのあいだに︑やまだがいきかける︒

いって︑頭から水をあびるのが食しみでした︒
九965

水は大きなごろごろした石ころのあいだか

あいだにとりかわされた︒

七5211 ぼくらのほうのボールが︑よくあいてにあ

九佃9

ある日のタがた︑このくもは︑木と木のあ
くもが︑手でさすっているあいだに︑みつ

十346

旅の記念として︑本のあいだへでもはさ
このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑

佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑ぬのを

なぐさめたりしたのは︑母であった︒

十339

んでおきたいのです︒

十121園

ばちは︑︿略﹀︑にげていってしまいました︒

九槻9

いだに︑巣をかけました︒

九桝6

ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

たって︑ちょっとのあいだに︑勝つことができた︒

七565 家と家とのあいだに︑ほそ長く光っていま
す︒

八98 茶のまへにげこみ︑そこにすわっている私
のひざのあいだにもぐったり頭をつっこんだりし
ます︒

八741 がんのむれが︑そろってあしのあいだがら
とびたった︒

八746 青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の
ようにたちのぼった︒

八7510 そのあいだも︑たまの音はあしのあいだに

織るとき︑たて糸のあいだをぬっていく横糸で
じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

鳴りひびき︑てっぽうはひきつづいて火ぶたを

十一234

父親の生きているあいだは︑みんなはげ

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十735囹

あった︒

たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑

きった︒
八7511

なに苦しんだか︑

八879 あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん

ましあって︑どうにかこうにか切りぬけてきまし
たが︑

十一738待っているそのあいだが︑少年にはたい

感謝するような色が︑そのひとみに︑

へん長く思われました︒

十一774

心を休めるような希望と︑胸をこおらせ

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

もうすこしのあいだですから︒

るような失望とのあいだで︑たえずはらはらして

十一796
いました︒

十一8011囹

医者は︑病人の上にしばらくのあいだう

十一854園ぼく︑ここに五日のあいだいました︒
十一902

なんと呼ぼうかと思っているうち︑五日

つむいていましたが︑

のあいだ呼びなれていた名が︑しぜんと口にの

十一9210

ぼってきました︒

は︑﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たくさん

十二343それからいく日かのあいだに︑︿略﹀︑私

のことばをつづることを覚え︑

水がいきおいよく流れているあいだに︑

子どものときからききなれた傳説が︑そ

別の手に︑︿略﹀︑﹁水﹂という字を書いてくださ

十二3612
いました︒

ただ人々のあいだで語り傳えられている

のあいだにおりこまれているからである︒

十二555

だけで︑

十二559

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑

十三93 ものごとの原因と結果との関係や︑その

一つのことと他のこととの間に︑すこし

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

のつながりもなく︑原因と結果との関係もないの

十三113
に︑

十三193

5

あいだがら一あいて

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑
よく︑國土の地質や地味を研究しましたが︑

十三219 これをノルウェー産のもみの間に植えて
みると︑両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑
﹁キリキリ︑リリリリ﹂がひびく︒

十三335 だから︑車の動いている間︑たえまなく︑

るまわしながら︑面しそうなようす︒

十三3811 その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

くり返して読む︒

十三407 その間︑かた手に持ったさっきの手紙を
十三453 三郎くんのことばの間に︑あいてがなに
かいっているわけです︒

十四81團 ︸生の間︑いくたびとなく︑おとうさ
んのおことばを思いだすことにします︒

十四943

七5210

わいだ︒

あいて

相手5いろいろ

まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ

きよしさんは︑

じぶんを

あいてに書く

ぼくらのほうのボールが︑よくあいてにあ

まったので︑あいてのセンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさ

七491 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし

ことに︑氣がつきました︒

四284

四267 ﹁きりぎりす﹂をあいてに書きました︒

ん﹂にきめて︑つぎのような文を書きました︒

四201

ました︒

それぞれあいての人をきめてから︑文を書き

四197 先生がこうおつしゃつたので︑みんなは

ありません︒

四194園文もあいてなしには書けるものでは

りません︒

四194園 お話があいてなしにはできないよう
に︑文もあいてなしには書けるものではあ

なあいて・はなしあいて

女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし あいて ﹇相手﹈︵名︶28
それがもえ続けている間︑大きなろの前

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四959

たくさんの小さなろうそくが︑みどりの

にすわっていた︒

十四983
枝の間からかがやいて︑

祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

十五5110

いろいろな國の人々の間に︑友だちとし

たび結ばれることになった︒

十五801

水がめや︑ひっくりかえったかなえなど

て心のかよったおつきあいができるようになった
のは︑

十五825

の間で︑たべたり︑飲んだり︑

その間に︑﹁はちきれそうなわらい﹂は︑
光のこしのあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五941

間がら

﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあいだ
﹇間柄﹈︵名︶1

だきあいます︒

十五佃6

四487

﹁あいたっ︒﹂と︑声をたてました︒

ます︒

あいての人をうやまうとともに︑自分のつ

世間からはますますわらわれて︑だれひと

あなたが自然をあいてとして︑眞珠を世

界の人々にあたえたことに︑心から敬意をささげ

十4610囹

よせまってくる︒

りあいてにしてくれなくなり︑まずしさはいよい

十361

とめをはたすだけの勇氣を︑もちたいと考えます︒

十325

ないふりをしている︒

あいては︑町の︑いちばん強い学校だ︒

七531

たって︑ちょっとのあいだに︑勝つことができた︒
とて︑両者のつきあいはかなりひんぱんであった︒

あいてのセンターは︑ぼくをねらった︒

私の父とは︑心をゆるした間がらのこと
あいたたた

両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら

︵感︶1

七5311

あいたたたた

﹁あいたたた︒﹂と︑大きな声をたてま

︵感︶1

でさすっているあいだに︑

九撹8園﹁あいた︑あいたたたた︒﹂くもが︑手

あいたたたた

した︒

六1611囹

あいたたた

九9311

十五607

あいだがら

十四228園長い間つかっているうちに︑すっかり
なれてしまって︑日本語になったと考えていいだ
ろう︒

十四277園長いあいだつかっているうちに︑もと
もとからの日本語のように思われてきたのだ︒
船からほうりだされて︑黒い波の間をおよいでい

十四455 フランク・マッケンナも︑しずんでいく
ました︒

十四4811 助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た
ちが力をおとさないように︑

もっと大じかけに︑陸地と海との間に行われてお

十四763 これと同じような氣流のじゅんかんが︑

ります︒

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

十四766 これと同じようなことが︑山腹と谷との あいたっ ︵感︶1 あいたっ

日本の古い美術に対する愛着がふかく︑
日本美術皇居史十二巻という大作を著わした︒

十五514

十四768 これが︑︿略﹀︑アジア大陸と太平洋との あいちゃく ﹇愛着﹈︵名︶1 愛着
間におこると︑それがいわゆる季節風︵モンスー
ン︶で︑

あいにく一あう
6

十一62園 みるみるうちにあいてをぬいてしまう︒
ツの持ちあわせもございません︒﹂と答えました︒

まですが︑わたしには︑あいにく︑

一まいのシャ

十二827 清水選手の相手はチルデン選手でした︒

︵名︶一

このごろふとってきて愛らしくなった民

十二858 相手を一きょにうちのめすぜっこうの あいらし・い ﹇愛﹈︵形︶1 愛らしい ︽ーク︾
十一一2911
ちゃんをだいてやろうとすると︑

チャンスです︒

十二885 相手の人のいうことばのわけをよくきき
アイリッシュ・ナショナルほけんがいしゃ

アイリッシュ・ナショナル保除会社

わけて︑それによくかなうようにしなくてはなら
ない︒

員︑フランク・マッケンナも︑しずんでいく船か

アイリッシュ・ナショナル保瞼会社の社

らほうりだされて︑

十四454

ることばをよくききわけ︑のみこまなければなら

十二8812 話をきくときには︑相手の人のいってい
ない︒

せん︒

私たちの時代がはずかしく思われるよう
︹人名︺

一

アインシュタ

アインシュタイン博士の話によると︑う

ちゅうは︑けっしてはてしのないものではありま

十四344

イン博士

アインシュタインはくし

になることをいのります︒ーアインシュタイン

十五811

十二891 そうでないと︑相手の人に満足を與える アインシュタイン ︹人名︺一 アインシュタイン
ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒
十二8912 それは自分の生活を軽はくにし︑相手の
人をいやしめることにもなるからである︒

場のようすが相手にみえないから︑

十二933 書くことは︑話すこととちがって︑その
十三446 ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に
つかないだけです ︒

かいっているわけ で す ︒

﹁光るようにうつくしいかぐやひめに︑
﹁では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅ

ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道

ぼくはみなさんにあってお話がしたいと

わたし︑おかあさんにひと目あったら︑

思いましたが︑

九449團
九三7園

自分は︑︿略﹀︑たまたま︑あの白いちょう

もう︑命はほしいとは思いません︒

どこへいっても︑遊びたわむれている子ど

ちょにあうことができた︒

九幽1

十101

プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑

もにあいました︒

その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

十109

十146

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

年にもあいました︒

あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒

会いたくなったので︑学校から家へもどってきま

十二84
した︒

十三396囹

﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひどい目に

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ

十五5610園日本留学生第一号とでもいおうか︑私
う︒

十五962園

かけて行って会おうよ︒

あわせたのだよ︒

十五967園

ほかの者にまで会っているひまはない
よ︒

十五969園

この人︑まだぼくたちに会ったことが

十五佃2囹

さあ︑これで︑おまえたち︑私に会っ

だって︑ぼく︑その兄弟にあったよ︒

私がぼろぼろの着物を着ていても︑わかるだろう

たのだから︑あしたまた︑あの小さな家に帰って︑

十五脳6園

十五齪7園︺ こんどあったら︑わかるでしょう︒

ないんだってさ︒

十五㎜5園

ふたりは︑天の川で干しくあうことができ 十五9911園会ったおぼえがないもの︒
きみはみっともないから︑いいしあわせ
また︑ときには︑あらしや︑そのほかの思

九303図圃

ん︒

いがけないさいなんに︑あわないともかぎりませ

九189

にあうかもしれないよ︒

八738囹

ました︒

八3211

うとあうことをゆるしてやろう︒﹂

八326園

ひと目でもあいたいものだQ﹂

三鵬7囹

オ・iッ・ーワ︾Oおあいする・であう

十三453 三郎くんのことばの間に︑あいてがなに あ・う ﹇会﹈︵四五︶23 あう 会う ︽ イ・ーウ・一
十三454 ですから︑文字にあらわれていないあい
てのことばを考えて︑︿略﹀︑電話の話らしくしな
ければなりません ︒

十三457 あいてのいうことを聞いて︑それから三
郎くんのことばをいい︑

十五2912 右手に短刀をふりかざし︑左手で女の子
をかばい︑昔の物語に出てくる英ゆうのように︑
このたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

十五327 血まなこになって目の前のてきを相手に
あいにく

しているものには︑なんにも耳にはいりません︒
﹇生憎﹈︵副︶1

八495園 ﹁王さまに︑さしあげたいことはやまや

あいにく

7

あう一あおい

ね︒
あ・う

﹇合﹈︵五︶11

あう

︽ーイ・ーウ・ーッ・ーワ︾

呂あいしあう・いいあう・いましめあう・うけあ
う．おしあう．おそれあう・かさなりあう・からみ
あう・かわいがりあう・ささやきあう・しあう︒し

た︒

円価8
あ．える

︽ーエ・ーエル︾

みんなだまって︑あえぎながら登っていっ
あえる

だれにもお日さまはとられません︒雲

﹇会﹈︵下一︶3

三788囹
台網3園

さえでていなかったら︑まいあさあえますよ︒
十一877囹
﹇敢﹈

せきあえる

よしこ

にじ一あか一あお一き

青

じきまたあえるね︒

うまくおかあさんにあえたかしら︒

んじあう．だきあう・たすけあう︒つきあう・つつ
あえる

きあう．とけあう．とりあう・にぎりあう・にくみ
あう・はげましあう・はなしあう・はまりあう・ま
あお

お日さま

﹇青﹈︵名︶5

いろ一まる一四かく一三かく

一333

あお

みんなの心があわないと︑どこへもい

じりあう．まにあう・むかいあう・むきあう・もた
れあう

三602

︽ーギ︾

日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に

赤と青のしるしのついたもの︒

ジュデーは青がすきでした︒

青々とはれて︑すすきすこしゆれている︒

あ

︽ーイ・ーク︾

まだ青々とした木の葉の中から大きくの
青い

五515圃

島をとりまく

青い海︑青い海︒

五585圏なんだか︑青い︑青い水の中にういてい
るようだ︒

そうして︑青い海へはなしてやったよ︒

五585囹青い︑青い水の中にういているようだ︒
五671園

七92 星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ

ヨン画と同じだ︒

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

七257園

八596 山の上には︑青い空がすきとおるようにす
んでいる︒

すきとおった青い色ですか︒﹂と︑日本

それはすきとおった青い色ですよ︒

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

十一317圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

朝から逐うかれ︒

十﹁402圏山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

青い海︑青い海︒

十四921

き︑

寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くなつ

とんでいる景色を思い︑すすきの野原を心にえが

十二948 太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

えているが︑根はちっともみえない︒

つ三つ︑ついたりつかなかったりだったのに︑

二三年は︑青い小さな実が︑ほんの二

十ニー912囹

あおい

﹁あかい一画面い一あつまる

﹁青い色︑みえた︒﹂ジュデーがいい

一一66園

ました︒

のです︒

五35一

五514圃島をとりまく

ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている

三822囹

そぶ一あさい
あまい一﹂
二3710三指は︑ほんとうに青い色でした︒

﹇青﹈︵形︶26

ぞいているのもいい︒

十ニー43

七664

白い雲がとんでいました︒

あおあお ﹇青青﹈︵副︶3 青々
の海の美しさを︑思いうかべるようにいいました︒
三6710 青々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑ 十一154 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色

十1512園

十158囹

るくふくらんでいました︒

八梱3 二つにわってみたら︑中に︑青いものがま

けません︒
さ
ん
の
か
い
た
こ
と
ば
︒
八
745 青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の
三6010園 ﹁みんなの心があわないと︑どこへも ニー47 赤や青やむらさきのたまができました︒
ようにたちのぼった︒

三824

五1110園

いけないじゃないか︒﹂

になって︑丘の大きな木のところまでのぼ

三631 みんなの心があいましたから︑いっしょ

の﹁なかなかよくあつたね︒﹂

じのような︑赤や青の色がついています︒

十四637

りました︒

﹁心があわなくてはだめ︑だめ︒﹂

三654 また︑心があわなくなりました︒
三661園
が財齢卯

三692 みんなの心があいました︒
六191園

六193園 こんなによくあうと︑たいこのうちがい
もあるよ︒

十二893

あえぐ

十二643 葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

自分が話をするときには︑その場のよう あお．い

すによくあうように︑氣をつけて話さなければな
らない︒

十三112 このように︑道理にあわないことを信ず
るのを︑迷信という︒

十五382 ﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その

﹇ 喘 ﹈ ︵ 五 ︶1

漢字の意味にあった日本語をあてて読むこともし
た︒

あえ．ぐ

あおいとり一あおそら
8

ていた︒

十四947 女の子は︑両足を

そのあわれな︑小

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑ぼろぼ
ろの着物の下で重ねて︑どうかして︑あたためよ
うとした︒

﹃春の幸福﹄で︑きらきら光る青いた

着物を着ていますし ︑

十五皿12園 ﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の
十五塒5囹
まの色をしています︒

十五836園青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのな

あおいとり ﹇青鳥﹈︵名︶4 青い鳥
かまにまよいこんでいないともかぎらない︒
十五903囹 青い鳥をさがしているのです︒

青色

十686園
る ︽ーケ︾
十6812 こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま 十686園
十687園
十687囹
﹇青桐﹈︵名︶4

あおぎり

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒

十701園
十701園

イ・ーグ・iゲ︾

﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

﹇青黒﹈︵形︶2 青黒い ︽iイ︾

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

＋6912園 ﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂

八143夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生 ＋6912園 ﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂

あおぎり

みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

︽

青さ

すんだ青さをもちながら︑ときにはくも

﹇青﹈︵名︶1

青ざさをいれやりたればいけのふなは

﹇青笹﹈︵名︶1 青ざさ

青ざめる ︽ーメ︾

少年は︑勇氣をふるいおこして︑︿略V︑

はまの子ら火をたく青き月夜となり

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

﹇青空﹈︵名︶4 青空

かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青

空は一きれもみえず︑

九546

ています︒

いっしょに首をふりながら︑しっかり糸をにぎっ

六三7

あおそら

︽ーキ︾

青ざめた︑やせこけた顔をしている病人たちをみ

十一6711

あおざ・める ﹇青槌﹈︵下一︶1

や青き葉のかげにきておる

九帽1団圃

あおざさ

る書の空︒

六502囲

あおさ

つけられていました︒

六439青黒い夜空に大きな三日月さま︒
八梱8 葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み

あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木 あおぐろ・い

︑エ
4エ
0 ようちゅうが︑はいだして︑あおぎりのふ
ノ
といみきをつたって︑︿略﹀おりていきました︒
八161

しばらくすると︑れいのあおぎりの木でも︑

の根ものびています︒

八245

ほかのあぶらぜみが﹁︿略﹀︒﹂と鳴きはじめまし
た︒

あお・ぐ﹇仰﹈︵五︶3あおぐ︽ーイ・ーギ・ーグ︾

みんな空をあおぐ︒

そのなつかしい顔をあおいだ私の目から
あおぐ

でも︑風がどっきを運んできてはたいへ

﹇扇﹈︵五︶17

﹇青U︵形︶2 青し

まわしました︒
あお・し

九三1図魍

青ざさをいれやりたればいけのふなは
十6711﹁
園さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

や青き葉のかげにきておる

十五93図閣

十685園
十685園

十684囹 ﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂
十684園 ﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂

＋6712園 ﹁あおぐ︑あおぐ︒﹂

おぐ︒﹂

＋6711囹 ﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂
＋6712囹 ﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂﹁あおぐ︑ あ

いで︑風を向こうへやってくれ︒

んだから︑次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであお

十677囹

あお・ぐ

は︑たまのようななみだが流れ出た︒

十五678

十四4111

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

十五989囹あの子たちが青い鳥を持っていないこ 十二719 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪

十五906園 青い鳥とね︒

﹇青色﹈︵名︶1

とは︑わかっているのだからねえ︒
あおいろ

違うめ

三336園青色やちゃ色のくすりびんが︑たくさ
んならんでいました︒
﹇青梅﹈︵名︶1

青がえる

十一575囲 はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

あおうめ

あおがえる

こ
︸．
カ︑
し・︑ にがいくすり︑ 一つ一つしみる︒

﹇青蛙﹈︵名︶2

とかげや︑

ふきや︑

はっぱに︑じっとぶらさがっていまし

先生︑大きなあおがえるが︑とうもろ
二242囹

あおがえる
こしの
た︒

十三67 す み れ ︑ た ん ぽ ぽ ︑ わ ら び や ︑
たけのこや︑ ち ょ う や ︑ は ち ︑ へ び や ︑
青がえる︒

あおきさん ︹人名︺1 あおきさん

二63圏 ﹁あおきさん一あんどうさん︒﹂
あおぎつづ・ける ﹇扇続﹈︵下一︶1 あおぎつづけ

9

あおた一あかい

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

十42 青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の

着物を着ていますし︑
青田

十五撹12囹 ﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の
﹇青田﹈︵名︶1
﹇青葉﹈︵名︶1

青葉

九281図圏 二重にじ青田の上にうすれゆく

あおた
あおば

青みがかる

︽ーッ︾

あおむしがさなぎになったところを調い

教えてくださらなかったの︒

七289園

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ

たのが︑よくできたって︒

七295園

ぼくは︑あおむしは︑かくれみのをきて

んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

七297囹
いるようなものだと思った︒

七3210園

﹇青虫﹈︵名︶1

あおむしくん

さあ︑あおむしくん︑新しいごちそうだ︒
青め

いけがきのすぎの木ひくみとなり家

﹇青芽﹈︵名︶1

の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五106図圏

あおめ

あんなあおむしが︒

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

十一343圖麦のとりいれことなくすめば︑はい色 七2911囹 きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ
﹇青 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

雲が空うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒
あおみがか・る

あお向き
あおむけ

七248園

十三3310 青みがかった明かるい夜空に︑なんきん あおむしくん
﹇仰向﹈︵名︶1

だまのような星がばらまかれて︑
あおむき
﹇仰向﹈︵名︶1

九301圏 くれていく巣をはるくものあお向きに
あおむけ

︽ーテ︾

かと思うと︑こんどは両羽をあおりたて︑大きな

十五306

わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった

十五293 鳥は︑︿略﹀︑つかんでいた女の子をはな あおりた・てる ﹇煽立﹈ ︵下一︶ 1 あおりたてる
あおむし

して︑あおむけにたおれかかりました︒
﹇青虫﹈︵ 名 ︶ 1 5

風をまき起すようにして︑少年の周囲をおおい包

七229園 あおむしをさがしにくるのさ︒

あおむし

七2210園 あおむしをとって︑どうするの︒

むいきおいでせまって來ました︒

きもののすそが風にあおられる︒
風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

雲のひげがあおられて長くのびる︒

あか﹇赤﹈︵名︶8あか赤

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

十四868

六343

六319

七236園 おかあさん︑あおむしのことを︑話して あお・る ﹇煽﹈︵五︶3 あおる ︽ーラ︾

七231園 子すずめ︑あおむしをたべるの︒
いたんですよ︒

七239園 もう︑おさらいがすんだから︑あおむし
のせわをしよう︒

しを︑新しい葉にうつす︒

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

赤と青のしるしのついたもの︒

赤やき色できれいだね︒
五1110囹

ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

四柳6園

十一407圃

黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ

とりどもはひなたぼこ︒

日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に

られ︑にぎやかな話が続く︒

十三298
十四637

赤い ︽ーイ・ーク︾

しろいたま︑あかいた

﹇赤﹈︵形︶51 あかい

じのような︑赤や青の色がついています︒

たまいれ

一105圏

こんどは︑あかいたまをかぞえましょ

あかいたま︒
う︒

一501

﹁あかい

あおい一あつまる

﹂

あ

コしゅうかんに一ど︑赤いきものを

あさい一あまい

そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ

﹁赤い色︑みえた︒﹂ピーターがいい

四263魚りんごさんのほっぺたの赤いこと︒

ました︒

三816園

へしずんでいきました︒

三755

ありました︒

三345園 まつ白なかびんに︑赤い花がさして

きるものはなあにQ﹂

ニー84園

そぶ

二66園

うさぎさんでした︒

みんなながいみみのある︑あかい目の

一115園

ま︒

一96圃 あかいたま︑あかいたま︑しろいた

ま︒

一95圃 あかいたま︑あかいたま︑しろいた

ま︑しろいたま︒

一93圃四

←うすあかい

あか・い

赤や青やむらさきのたまができました︒

さんのかいたことば︒

七2411園 先生も︑あおむしをかっていらっしゃ
一
3
3
3
お
日
さ
ま
一
に
じ
あ
か
一
あ
お
き
いろ
まる1四かく1三かく
よしこ
るつて︒

一一147

七252園 あおむし︑大きくなりましたね︒
七2610園 あおむしが︑へんな色にかわっている︒

三817

ピーターは赤がすきでした︒

七272園先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

あかいぬ一あかえせいさく
10

えはじめましたQ

四753 り一りんごのような赤いほお︒
四835 ねえさんが︑赤いきれでなにかこしら

かかしの顔まで赤くなる︒

フランスのいなかによくみかける︑赤いか

で︑その数といったら︑三百でもきかないほどで
した︒

十144

オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色
もも赤く

畑にさいて︑れんぎょうは︑

あまがき・しぶがき赤くなり︑くりも

赤いへや︒

赤いところが黒くなったりするので︑

どうもよくない︒

十三5712園

寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くなつ

十四8110 しゅにまじわれば赤くなる︒

ていた︒

十四921

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑

十四947女の子は︑両足を一そのあわれな︑小

明かるい︑赤いほのおがかがやきだした︒

﹇赤犬﹈︵名︶1 赤いぬ

十四953
あかいぬ

こよりぞいぬのあらわる

九価5図圃赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ

十二棚6

まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほど

赤色のすやきの土人形で︑

こくありません︒

九161

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄 あかいろ ﹇赤色﹈︵名︶3 赤色
正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十一435

色く色づいて︑

十一392圃

ばらばら落ちだした︒

十一375圏

かきねを黄色にそめていく︒

十一314圃

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

十一153

いひもでいわえて数えました︒

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒
四837 赤いふくをきて︑︿略﹀︑まつ白なあご
十587うちに帰って︑十まいずつたばにして︑赤
ひげをつけたサンタクローズのおじいさん

五544園 それより︑ほら︑もっともっと高いとこ
赤い星︒

おばあさんは︑けがわのふくをきて︑︿略﹀︑

ろに︑學ばん星
五715

金のうでわをはめ︑赤いくつをはいていました︒

五879園 このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび
をしめている︒

五882囹 でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめに
なると︑へんでしょう︒

五884園黒いころもに赤いおび一かわいいよ︒
六4011

六268 あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

つばき︑げんげの花わ︑一つ一つつづろ︒

それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ
なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし
客のこしかける赤いいすや︑︿略﹀赤い
道具を入れた赤いはこを︑てんびんぼう

︵名︶2

赤インキ

手紙でもなんでも赤インキで書かなく

そこに赤インキがおいてあるでしょう︒

ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

よし︑どんなにお金に困っても︑どん

そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた あかえせいさく ﹇赤絵製作﹈︵名︶1 赤絵製作

なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒

十五509園

からはじめた︒

かして残したいと考え︑自分でまず︑焼くしごと

十五488

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

十五473

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五464

あかえ ﹇赤絵﹈︵名︶4 赤絵
田植えだというので︑里のおとめたちは︑

ては見えないようにおなりになったのですよ︒

十五7012園

十五709園

あかインキ

十一5710間じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い 十五437園美しい赤色だな︒
十一5710圃赤い︑赤いつばき︑

ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

六衙1 そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような

七58園赤い運動ぼうだ︒

十三475

でかついでやって來る︒

十三2810

はこを︑てんびんぼうでかついでやって來る︒

十三289

くいれてありました︒

十二768

てこしらえたうさぎでした︒

十二767

赤いたすきもかいがいしく︑朝から集まってきた︒

十二5910

はち切れそうになっていました︒

顔ははれあがってどんより赤く︑ひふは

十一701

ちをおどしたりかんだりします︒

八103 おこったりすると︑赤い口をあけて︑干た
八605 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと
りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒
じになります︒

九43 白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感
九44 この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤
い色だけでは感じられなかった明かるさがあらわ
れます︒

九45 この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤
い色だけでは感じられなかった明かるさがあらわ
れます︒

九619 これはみんな赤いズボンをはいたどんぐり

ll

赤しお

この赤しおのために︑芋貝はみな死んでし

ある年のこと︑赤しおが︑おびただしく発

﹇赤潮﹈︵名︶4

まった︒

十414

生した︒

十412

あかしお

雲長くたなびける見ゆ

十五484はん主からゆるされた十六人だけが︑有 十五125図圃 ガラス戸の外は月あかし森の上に白
田に赤絵町を作って住み︑この赤絵製作の方法が
他にもれないように︑保護されていた︒

あかえのはち ︹題名︺2 赤絵のはち

十五37 赤絵のはち
十五432 赤絵のはち

ふたたび︑赤しおがよせてきた︒

︽ーキ・ーク・ーシ︾

あかちゃん

アカチャン

あかちゃん

アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち

﹇赤﹈︵名︶12

あかんぼ︒﹂

どこかであかちゃんのなき声がしています︒

あかちゃんが生まれると︑ここに知らせ
九梱1

あかちゃんのなき声も︑子もり歌もきこえ
ませんでした︒

五六歩いったかと思うと︑よそのおばさん

十493囹イコウ

あげて︒﹂

﹁そとへでて︑あかちゃんにも︑みせて

十526園 ﹁アカチャンネテルワ﹂でした︒

が︑あかちゃんをおんぶして︑そばを通りました︒

十525

アカチャンネテルワ

九二4

ます︒

四43

二64園

﹁あかちゃん

ごがでさかりだった︒

十一485

アカシヤ

十431

あかし

あかし

︵名︶一

十五483 赤絵屋もあったが︑これははん主からゆ

﹇証﹈︵名︶1

﹇ 赤 ﹈ ︵ 形︶6

アカシヤ

さいわいに︑赤しおもよせてこなかった︒

赤絵屋

十449

み︑

あかえや

あか・し

﹇ 明 ﹈ ︵ 形︶1

あかし

いよよに重くかたむきふかむ
︽！シ︾

おもての通りへでていらっしゃった︒
又略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやった
ら︑あかちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十608

十三543

そのあかちゃんがキリストで︑そのおか

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十五155團 ひるすぎていよよにあかきばらの花 十三534 まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる

ゆららにあかく開き満ちたる

十五143図圏 大きなるべにばらのひと花思わぬを

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五108図魍ばらの木の赤きめをふくかきの上に 十603 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑

るばちならび赤き花さく

十五104図圃荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ 十602園

かにいてすぎの美しずか

九怖6図心 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

九275図魍草原に一本あかしはじもみじ

あか・し

七796園 あちらで︑あかしをたててもらおう︒

あかし

とは︑むずかしいことであった︒

ごとをしていたため︑ひとりでこの焼物を作るこ

十五486 いままで︑導く人と赤絵屋がわかれてし

有田に赤絵町を作って住み︑

たが︑これははん主からゆるされた十六人だけが︑

十五482 そのほかに︑色絵をつける赤絵屋もあっ

﹇赤絵屋﹈︵名︶2

るされた十六人だけが︑有田に赤絵町を作って住

あかえまち ﹇赤絵町﹈︵名︶1 赤絵町

あかえのはち一あかにし

﹇暁﹈︵名︶2 あかつき

あさんがマリアだということは︑すぐにわかりま
した︒

あかつき

の花にあかつきの

色ただよえば勇ましく︑す

十一335圃短か話しらむを待ちかねて︑だいこん

赤とんぼ

あかつきの光が窓から白くさしこんでき

き・くわ持って野にいそぐ︒

十一894
たとき︑

﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして︑す

﹁赤とんぼがとんでいる﹂

あかとんぼ ﹇赤蜻蛉﹈︵名︶9

十二941

いすいととびまわるかわいい赤とんぼを︑心の中

十二942

﹁赤とんぼ﹂﹁が﹂﹁とんでいる︒﹂

赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒

にえがきだす︒

十二943

このようにまとまると︑だれでも読んで︑すぐに

十二945

太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

そのわけがわかる︒

十二948

弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでか

とんでいる景色を思い︑

けたが︑

十二9412

野はぎがさいていだので︑赤とんぼはと

しょんぼりと校庭に立っていると︑赤と

らずに︑花を手にいっぱいつんで帰ったことを思

十二951
う︒

十二956

あかにし

﹁赤とんぼがとんでいる︒﹂こんな短い

んぼが自分のまわりをとんでいた︒
十二958

﹇赤螺﹈︵名︶1

文であるが︑
あかにし

古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑かき︑

しじみ︑あかにしなどをたくさんだべていたよう

十二9711
です︒

あかり一あかるい
12

あかり 与つきあかり・ゆうあかり

ル・

木の葉の船は

て︑流れていきます︒

六158

︿略﹀︑川の岸につきました

ので︑ありは︑ぶじに岸にあがることができまし

︽ーッ・ーリ・
た︒

あがる

︵五︶30

﹁へんなたこだな︒こんなものがあがる

けれども︑あげてみると︑なかなかよくあ
だれのたこよりもよくあがりました︒

がりました︒

六M7

ものか︒﹂といってわらいました︒

六M5囹

息うかびあがる・うきあがる・おあが

あがり Oあめあがり
﹇上﹈

レ・ーロ︾

あが・る

りなさる・おあがる︒おきあがる・おどりあがる︒

たちあがる・できあがる︒とびあがる︒のびあが
あがる・まいあがる・めしあがる・もえあがる︒も

る・はいあがる・はれあがる・ふきあがる・ふくれ
六餌7

ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた
ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ
﹁だいぶ手があがった︒﹂このときの﹁手﹂

思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆ
みんなが急停止をすると︑雪けむりが一ど

きゅうにあたりがあかるくなりました︒

明

でも︑おまえたちは︑どうしてここま

おまえたちがこの上まであがって來た

があらわれます︒

十五網12園
のは︑

十五備12園

﹇明﹈︵形︶36 アカルイ あかるい

であがって來られたの︒
あかる・い

一627

かるい ︽ーイ・ーク︾

あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

空があかるくなってきた︒

こしかけ

一どくらくなり︑またあ

うしたらえにかくことができるでしょう︒

ニー53

六のばめん

かるくなると︑おかあさんが︑いすに

二521

あかるくなってきた︒

て︑本をよんでいらっしゃいます︒

二657園

︼どに十もでたかと 思われ

あかるい山︒

二659園

お月さまが

三52圏
三麗6

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

もう明かるくなった︒

あかるく

あかるくかざったクリスマス︒

いままで くらかった へやが︑

四816圃

明かるい世界の空とんで︑
平和のうたを

なりました︒

四伽3

五105圓

園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑
両手をずっとさしのべて︑おめんじょうをいただ

茶わんからあがる湯げをよく見ると︑

六512

これで教室が明かるくなりました︒

小さな鉄のねじが︑ ふいにピンセットには

うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

月の明かるい晩でした︒

まる朝の空︒

六498圏

さまれて︑明かるいところへだされた︒

六43

五787

の星をみつけることは︑できませんでした︒

五5410 空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ

うたおうよ︒

五447圃

土地のねだんがあがって︑あるところで
十四6411

せんこうのけむりでもなんでも︑︿略﹀

なんとかしなければ︑おみこしはあが
雲のまくがあがると︑園の前の方に︑高
い大理石のまるい柱でできた大虚間のようなもの

十五822

りませんよ︒

十五631園

いくらかの古同さまでは︑まっすぐにあがりますが︑

十四6512

は︑百五十ばいになりました︒

十三255

いて︑

十一456

にあがった︒

九㎜10

るいけむりのあがるのがみえました︒

九412団

は︑文字を書くことをさしていますが︑

七1210

んをトントンあがってみたり︑

七710園

子で︑來年小学校へあがります︒

六柵5

二293園 きしにあがってから︑かずをかぞえて 六悩9囹 やあ︑よくあがる︒

りあがる・わきあがる
みました︒

きました︒

三174 はんたかは︑しずかにごてんにあがって

三316園 かいだんははじめに十五だんあがっ
て︑それからまた十五だんあがるようになつ
ています︒

三317囹︺それからまた十五だんあがるように
なっています︒

えが

三318園 一だんあがるごとに︑あたりのよう
すがかわります︒

三324圏 あがった ところの かべには︑
はってあります︒

とき︑白うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいま

三451 もうひと足でりくへ あがろうと いう
した︒

四784 ふ
ふけふけ風よ︑たこあがれ︒
四915 ひとはきはいて︑うちにあがっておい
でになると︑ひたいからゆげがたつ︒
四掴5囹 きょうは︑お礼にあがりました︒
五332 かんぱんのクレーンが︑あがったりさがっ
たりして︑荷物をつみこんでいます︒

五796 ピシャピシャと︑あがったりさがったりし
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あかるさ一あき

六602圏 ウスムラサキニi七 ホノボノト
五 アカルクソマルー七 アサノソラー五
七338 明かるい音樂︒
七566 明かるい月夜です︒
さっとさすころになると︑

いと思われるくらいであった︒

まもなくやって來る明かるい﹃大きな

﹇明﹈︵名︶2

明かるさ

喜び﹄の兄弟ぶんのようなものですからね︒

十五餌4園
あかるさ

そういっているうちに︑秋になりました︒

九月はお厚み︒

四705 あきの花ばたけととく︒
五972

四伽2 秋

した︒

五価11 秋になると︑また︑わたり鳥がやってきま

七97囹春には春の話︑秋には秋のものがたり︒

八838

ヨーロッパのつばめも同じように︑ヨー

秋がきた︒

しょうわ六年の秋︑オーストリアの都
九273圏

いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく

すみきったボールの音や秋の風

すると︑秋の終りには︑一びょうあまり

日はまた照って水たっぷりと︑いねの

秋

た秋の野原︒

はぎの花ふく朝風も︑音さえすずし

太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

十二研1 土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ

とんでいる景色を思い︑

十一一948

くなってきた︒

十一369

かぶばりこのうえもなく︑秋のみのりも思われる︒

十一364圏

の米を自分のものにすることができました︒

十一294

になりました︒

九413国秋になって︑ぼくは山へいくのが樂しみ

して︑秋も終り近くなりました︒

九314團

ウイーンでのできごとです︒

九1810

て︑冬ごしをします︒

南ヨーロッパを通って︑遠くアフリカまでもいっ

ロッパの北の方ではんしょくしたものが︑秋には︑

九182

になると︑みんな死んでしまって︑

八254にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋

秋のはじめのある晩︑

い色だけでは感じられなかった明かるさがあらわ

︽ーク︾

八52

七97囹春には春の話︑秋には秋のものがたり︒

明かるし

屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

﹇明﹈︵形︶1

少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ

﹇赤坊﹈︵名︶6

ながえ顔︒

あかんぼ

山から川のあかんぼが生まれる︒

﹁あかちゃん一あかんぼ︒﹂
五47

小さいたにまに︑小さいながれ山から川の
川のあかんぼ︑チョチ︑チョチ︑アワワ︒
あかんぼのくせに︑ひげなんか︒
人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず
にっかってちぢをのむのと同じように︑

八174

七328園

五52

あかんぼが生まれる︒

五51

二64園

んぼ

あかんぼn▽かわのあか

こり顔よごすとも︑わするるな︑明かるくすめる

十五167図魍

あかる・し

かるさ日のてる中に

虚無4図魍

れます︒

八241 朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が 九45 この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤

じになります︒

九43 白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感

もうすっかり明かるくなっていました︒

九4811 けれども︑いちろうが目をさましたときは︑
九5410 その坂を登りますと︑にわかにぱっと明か
るくなって︑目がちくっとしました︒

るように︑できないものでしょうか︒

十312 ぼくがいるために︑うちの中が明かるくな

をわからせることによって︑そのまつ暗なさびし

十二4011 しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というもの
い心を明かるくすることに成功しました︒
十二5810 ところがいま一だんというところで︑い
ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒
十三3311 青みがかった明かるい夜空に︑なんきん
だまのような星がばらまかれて︑

十四386囹 明かるいひびき︒

十四388遼東の空が明かるくなってくる︒

それから︑コンセテラは︑それから︑
みんなどうしている︒

あき

秋n▽かきのあき

まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ
﹇秋﹈︵名︶23

あきがきて月がうつくしくなると︑か
えました︒

ぐやひめのようすはいつそうかなしそうにみ

三鵬4

あき

ると︑よろけるんだよ︒

十三513

あかんぼうは

十一8310園

十四431圃 どんな暗い日だって︑それが明かるく あかんぼう ﹇赤坊﹈︵名︶2 あかんぼう
してくれる︒

は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四549D︒国明かるい地の上でくらしているかたに
十四952 明かるい︑赤いほのおがかがやきだした︒
十四9711 ほのおが明かるくもえあがった︒

十四992 じっと見つめているうちに︑一つの明か
るい星が落ちるのを見た︒

十四㎜12 まつ書間でも︑それ以上に明かるくはな

十三155 これで︑夜と書とがあるわけも︑春・
夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので
す︒

十五657 秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん

十三329 秋には︑なつめ跨りがやって來る︒
きょう と

秋風

とおばさんは京都へひきあげられたが︑
﹇秋風﹈︵名︶1

あきこ
﹇秋子﹈︹人名︺3 秋子

秋子

九274圃 秋風にプールの水がゆれている

あきかぜ
あきこ

鳥は︿略﹀︑ある岩角のすこしあき地の

地に︑草のしげっている場所を見つけて︑

十五283

あきつ

︽ーイ︾

明らか

たいていの人は︑あきらめてしまいまし

たが︑さいごまでどうしてもあきらめない人

三筆4

ず︑

いかにもざんねんだというふうに︑しばら

あきらめて歩きかけると︑水おけがありま

たのか︑おそろしいのか︑︿略﹀︑すこしもさわが

下につかまれている女の子は︑あきらめ

もうあきらめているときでした︒

十二851一 チルデン選手もそのおうえん者たちも︑

した︒

十5311

やっとあきらめていいました︒

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

九7111

が︑なん人かのこりました︒

あるところを目がけておりて行きました︒
が︑なん人かのこりました︒
鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさな 三価5 さいごまでどうしてもあきらめない人

﹇秋津﹈︵名︶1

いうちに︑

十五2810
あきつ

あきなう

少女たちよ︑花そだてつつあきない

﹇商﹈︵四︶1

十五76図無影絵めく牛馬朝日を織るあきつ
あきな・う

十五172図魍

て︑つづれ着るとも︑失うな︑やさしく清きなが
秋晴れ

あきらか

こまかに計算した結果︑コペルニクスの

の外明らかに月ふけわたる

﹂

十五128図暖翠をもてランプおおえばガラス戸の

あきらさん

あきらさん

外のつくよの明らけく見ゆ
︹人名︺1

﹁あつしさん

もうをとったり︑おにごっこをしたりして遊んで

いるが︑それにあきると︑そのボートをながめて

︽ーレ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はあきれてうながし

﹇呆﹈︵下一︶1 あきれる

は︑いろいろな話をしあつて樂しむ︒
あき・れる

ました︒

十﹁8410

あ・︿ ﹇開﹈︵五︶14 あく ︽ーイ・ーキ・⁝ク︾

すると︑しめきっておいたくらの戸が

あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ

のきょう︑みんな︑目があき︑

七968 ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日め

た︒

七61

まって︑音樂会をしています︒

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ

ひとりでにあきました︒

十五133墨黒夜のとこにねながら見ゆるガラス戸 三備3

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

十一53 川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す

世界の学者の研究によって︑天然眞珠とあ・きる ﹇飽﹈︵上一︶1 あきる ︽ キル︾

﹇明﹈︵形状︶5

種々のことがらの関係を明らかにして︑
十三151

きまった法則を知る︒

十三92

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十4511

あきらか

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3210團秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが 十五273

﹇秋晴﹈︵名︶1

あきこ
十一﹇9110 秋子も同じように︑﹁︿略﹀︒﹂と書いた︒

あきらさん

あきばれ

心︒

も︑そのなかみは︑おそらく︑太郎や秋子と同じ

十一﹇927 ほかの人がこれと同じ文を書いたとして
ではなかろう︒

﹁あつしさん
秋雨

﹂﹁あ

十二953 秋子は︑おと年︑この学校にうつってき
たときのことを思いだす︒

二61園

あきこさん ︹人名︺1 あきこさん

きこさん一﹂
﹇秋雨﹈︵名︶1

十一388圃 かきねににおうきんもくせい︑しとし

あきさめ

とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑かお

もとやま

このことは︑あくる日の新聞に出たマッ

いったとおり︑天は動くものではない︑地球が動

かみやま

十四506

りも高くはえてくる︒
秋空

くのだということを︑明らかにしました︒

﹇秋空﹈︵名︶1

十一378圏 こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

あきそら

お が

によくひびく︒
あきた
﹇秋田県﹈︹地名︺1 秋田縣

あきた

あきたけん

二つの山がある︒

あき地

十二574 秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という あきらけ・し ﹇明﹈︵形︶1 明らけし ︽ーク︾
﹇空地﹈︵名︶4

二510園

十五243 このひつじかいは︑がけの中ほどのあき あきら・める ﹇諦﹈︵下↓︶6 あきらめる ︽ーメ︾

らへいって︑あき地にまいておきました︒

十一2812 一にぎりのあぶらなの種をかりて︑かわ あきらさん

あきち

あきかぜ一あく

14

15

あく一あける

いているのをみつけたので︑

あぐ

︽ーケ︾

︽ーゲ︾■みあぐ

あく手

1

あくしゅする

かしの木は︑あくびを一つして︑︿略﹀︑そ

やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ
あくま

その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ

﹇悪魔﹈︵名︶2

その石を取るが早いか︑目の前ニメート

﹇明﹈︵連体︶15

εたずねあぐむ
あくる

あくる日︑おじいさんは海へやってきまし

あくる

た︒

た︒

五聖3

十一599

まさお

かずお

あくる日︑太郎は︑友だちの正男と一雄

サリバン先生は︑お着きになったあくる

と三人つれで︑学校から帰るときのことであった︒
十一一332

ところが︑そのあくる朝ながめると︑高

朝︑私をおへやに呼んで︑

十一一612

このことは︑あくる日の新聞に出たマッ

どのは消えてしまってあとかたもなく︑

十四506

そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

十五6710

﹇明掛﹈ ︵下一︶ 1

■あさあけ・よあけ

明けかける ︽一

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒
あけ

ケ︾

あけか・ける

夜は明けかけていました︒

あげはのちょうが︑まつのかげから舞っ

﹇揚羽﹈︵名︶1 あげは

十一933
あげは

てでる︒

十一125

ひくい屋根も︑あけはなした店も︑︿略﹀︑

﹇開放﹈︵五︶1 あけはなす ︽ーシ︾

﹇開放﹈︵五︶1 あけはなつ ︽ータ︾

そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ

﹁あけぼののむらさき﹂とか︑﹁こはく

﹇曙﹈︵名︶1 あけぼの

十五954

あけぼの

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒

十五6710

あけはな・つ

かれには︑みなめずらしいものばかりであった︒

十五461

あくる朝︑おとうさんから︑﹁︿略﹀︒﹂とき あけはな・す

その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑
あくる朝になりました︒

あくる日はいいお天氣で︑太陽は︑ごぼう
あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ

のつゆ﹂などがあらわれます︒

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

あける ︽ーケ・ーケル︾

﹁夜が明ける︒﹂
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十四387囹

︵下一︶

夜が明ける︒
あ・ける ﹇開﹈

十四393園

一夜明ければうれしいはつ日︒

十一415圃

あくる年から︑豊田式人力織機は︑國内に あ・ける ﹇明﹈︵下一︶3 明ける ︽ーケル・ーケレ︾
そのあくる日から︑金次郎は︑とりが鳴
あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく
さんの実がつきました︒

十一2812

くと︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

十一254

つかわれるようになったが︑

十372

た︒

八862

の上をてらしていた︒

八658

八3910

ピオという名がつけられました︒

八64

かれて︑ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

六751

しじゅうからは︑あくる日もやってきまし

五678

あぐむ

て︑全身の力をこめて投げつけました︒

ルほどまでせまって來たこのあくまの胸をめがけ

十五311

たく大きなあくまです︒

十五308

あくま

ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒

九733

れから︑ねむりにおちていった︒

七108

八775 あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ あくび ﹇欠伸﹈︵名︶2 あくび
八872 おりよく戸があいていたので︑あひるの子
は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒
家が一けんあったので︑

九208 さいわいなことに︑そのとき︑あいていた
九509 まつ白な岩のがけの中ほどに︑小さなあな
があいていて︑

九883 まくがあく︒

九悩11 大きな口をあいてたべようとしたとき︑
ち ょ う ち ょ は ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と頼みました︒

しろいお金です︒

十二佃5 四角なあながあいていたり︑︿略﹀︑おも
十三5912囹 この絵の前には︑一台の長いすがおい
てあったが︑見物の人が︑かわりばんこにやって
來て︑あいているときがなかったよ︒

博士は︑

十五596 私の顔を︑あなのあくほど見つめていた

あく

十五684 音もなくドアがあいて︑
﹇ 開 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

十五144園圃 目をあけてつくづく見ればばらの木

あ・く

﹇上﹈︵下二 ︶ 1

にばらがまっかにさいてけるかも
あ・ぐ

﹇握手﹈︵名︶1

とのもを見ればよきつくよなり

十五121図圃 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の
あくしゅ

︵サ変︶

十二868 ネットをはさんで︑両選手はかたいあく
﹇握 手 ﹈

手をかわしました ︒
あくしゅ・する
︽ーシ︾

大きくなる︒

五61 川は友だちとあくしゅして︑川はだんだん

あげる一あげる
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与うちあける・おあける・おしあげる・こじあけ
る・ひきあげる・まどをあけると

おまけに︑あみに大きなあなをあけてしま

いました︒

九七9

あげました︒

二508囹

﹁あげよう︒﹂じろうも︑となりのへや

二534

二528

さちこは︑またおかあさんにあげます︒

大きなりんごを︑おかあさんにあげます︒

いってしまいます︒

おしいれをあけるときになると︑

へ

十689

思いきって︑ふたをあけてみました︒

おとうさんが 十1911 窓をあける女の先生︒

そばにたっていました︒
十702

﹁つり皮あけずに中ほどへ︒﹂

一434 よなかに目を あけると︑

一465 かばんをあけてなかをみせますと︑
十一545圃

芭蕉はすぐ戸をあけました︒

あげる

三7510

三717園

﹁よその國の子どもたちに光をあげ

ピーターが大声をあげました︒

わたしがはきだしてあげよう︒

あなたたちがねているあいだ︑お日

紙にかいた字を︑どこへおくってあげ

きみのだいすきなきゅうりをあげよ

もうしばらくないてくれたら︑かご

ねぎもあげよう︒

わたくしは︑うちのにわにさいてい

は︑かさをさしかけてあげました︒

四329雷雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし

るコスモスの花をあげようと思います︒

四312團

からはなしてあげるよ︒

四272團

四271団

う︒

四271團

ましょう︒

三987

光をあげにいくのです︒

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

三776囹

るのですよ︒﹂

三771園

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

三紛5圃小さなひしゃくでおちゃくんで︑か

一528 おとうさんも目をあけました︒

母親は︑︿略﹀︑自分はちのみ子もあって︑

大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間
看護人は︑一つのベッドの頭の方に立ち
いたぎれを︑はば翌翌ンチ︑長さ九セン

十二759

すずりばこをあけた父にこういわれたら︑

アゲル

︽ーゲ・

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ
﹇上﹈︵下一︶98

げる・こしらえあげる・こみあげる・さしあげる・

およみあげる・かきあげる・きずきあげる︒くみあ

ーゲル︾呂おあげする・おあげなさる・おあげる・

あ・げる

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三401

水さしに水をいれて持っていくだろう︒

十二878

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

十二523

どまって︑カーテンをあけて︑

十一688

をみつめている者もありました︒

十一682

家をあけることができないので︑

十一6411

す か ︒ ﹂ お と ひ め﹁そうです︒

四柵1囹 これをあけてはいけないと いうので
四冊3囲 とほうにくれたうらしまは︑ あけて
みました︑たまてばこ︒

五95園じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん
せきをすこしあけてくれました︒

をかけさせておあげ︒
五2410囹

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五486 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日
五922園 そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの
まん中にあなをあけてやったら︑それ︑このとお
り︑いせいよくのびるわ︑のびるわ︒
きます︒

六293 戸をあけて︑きりぎりす一︑二がはいって

ちをおどしたりかんだりします︒

八旬3 おこったりすると︑赤い口をあけて︑干た
八111 学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の

しあげる・すくいあげる・すりあげる︒だきあげ
る・つきあげる・つくりあげる・つみあげる・とり

すげるあいだ︑かさをさしてあげたのですね︒

四355園生徒さんが子どものげたのはなおを

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

八117 くちばしから血をだして︑目さえあけたり

あげる・はさみあげる・はねあげる・はりあげる︒

四727

げます︒

四724

これをひいた人には︑なにもあげませ

これにあたった人には︑ハンケチをあ

こと︑いぬとをあげます︒

これにあたった人には︑おもちゃのね

とじたりして︑からだをふるわせてもう虫の息で

わたくしは︑おばあさんの手をとって

四721

ひきあげる・ひろいあげる・ふきあげる・ふりあげ
る︒まきあげる・みあげる・みがきあげる・もうし

す︒

一488

あげる・もちあげる・よみあげる

八146 親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

かたい皮にあなをあけて︑ていねいに生みつけて

一489

にもつをもってあげました︒

おとうさんは︑うしろのおきゃくさんの

お い て く れ ま し たの︐で︑

く植えました︒

八993 あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し
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あげる一あげる

ん︒

四728 ﹃あげられません﹄というわけです︒
四7210 これがあたった人には︑にっきちょうを
あげます︒

一つ持っていってあげ

五243園 ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ

四992園 この人にうってあげようか︒

ついでですから︑

の人をすわらせてあげました︒
五2910園
ましょう︒

五388国 きみの受持の子どもたちに︑それを送っ
てあげよう︒

五6611園 それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら
でもあげるといったが︑
たをしてみせてあげよう︒

五888園 きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか
六2310園 ぼくがひょうしをとってあげる︒

六639 つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ

六303囹 花のみつをわけてあげよう︒
しておこった︒

六7111園 雪だるまはお話はしないけれども︑はる
えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

六722園 だるまさんのうたをつくって︑うたって
あげようか︒

う︒

六875園 では︑私がいいことを教えてあげましょ
六885囹 早く船にお乗りなさい︒おしてあげます
から︒

六桝4 診たこ ︿略﹀︒はじめてあげにいったと
きに︑みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒

六M6 けれども︑あげてみると︑なかなかよくあ
﹁ 作 っ てあげようか︒﹂

がりました︒
六備2園

六伽4園
かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

これ︑ただしちゃんにあげるの︒

うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま

んのところへ持っていってあげるんだ︒

六㎜10囹

六慨2
六擢4園

りすさんは︑くるみがだいすきだそうだ

あげるよ︒お受けなさい︒

つかさをあげようと︑話しあいました︒

六野4囹

りすさん︑さ︑あげるよ︒

﹁あげよう︒﹂

から︑あげようか︒
六桝5園

どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に

てんぷらは︑これであげるんだ︒

六悩6園
七187囹

七504

では︑その願いどおりにしてあげましょ

整列して︑式をあげた︒

う︒

わたしについておいで︑大きな世界の鳥

みんな手をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車によ

八396園
八586

びかけた︒

八673園

人がしんせつにしてあげるときは︑喜ぶ

小屋へつれていってあげるからね︒

八824園

わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

ものですよ︒

八939

あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

﹁小公子﹂をみなさんにお話してあげて

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒
九463團
ください︒

九839園

﹁でも︑みてあげよう︒﹂

てとっておきなさい︒
九撹11園

三百五十メートルも登ったところで︑つえ

オモタイカラモッテイッテアゲルノ

自分の命は︑つばめさんにあげよう︒

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

九m1
九宙9園

十497園

ヨ

十506

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん

その足をなめたので︑

に︑三たばずつあげました︒

十5811

十602園 ﹁そとへでて︑あかちゃんにも︑みせて
あげて︒﹂

十7212 すると︑太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔

少年は︑するどいさけびをあげて︑その

をおおい︑おいおい大声をあげてなきだしました︒
十一8110

場に立ちすくみました︒

わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ

十一856園ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ
げるのです︒

十一876園

家内じゅうが歓声をあげているといって

ほかになにもあげるものがありません︒

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十一915園

簡軍な人形の作りかたを教えてあげよ

も︑いいすぎではありません︒

十一一236

う︒

十一一4810囹

十一一566 次にいくつかの例をあげてみよう︒

十一一6010 高どのに立っていた長者は︑日のまるの

おおぎをあげて︑しずみかけた日をさしまねくと︑

十二707 いろいろお手計いをしてあげたい︒

十二733園

︵顔をあげて︑そのことばを味わうよう

おじさんも手傳ってあげよう︒

れども︑

十二708 下男のように住みこんであげてもいいけ

十三432

ラファエルのかいたマドンナのかわっ

に︑︶生きて帰って來ました⁝⁝

十三5811園

たのを見せてあげよう︒

十三604 ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

あご一あさ
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﹁満ぼう︑いいところへっれて行って

あげるから︑さあ︑出かけよう︒﹂

十五6111園

をしてあげよう︒

あご

アコーデオン

ようね︒

あしたの あさも︑ お日さまは

よるの

きっと

ほしも︑あさの風も︑みんなの

あさからばんまで︑トッテンカントッテ

あしたのあさも︑またかけっこをし

四568園

あしたのあさ︑出発してもいいよ︒

しものあさ︑白いいき︒

あすのあさ︑出発しよう︒

四798 し

四613園

た︒

ずっとさがって︑まぶたをすこしひらきまし

四559 つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつが

にあたりました︒

四476

あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ

四275国

ンカンとはたらいています︒

四95

ものです︒

三943

かえってきてくれるの︒

三7710囹

あつめてみましょう︒
十五505園 ほかの外面人にも話してあげましょう︒
かべにかかっている一まいの絵を見ました︒
十四1510国 おかあさん︑これからたびたび手紙を 十五5610七並がはじめて会った日本人について話 三777園 それから︑あさになって︑お日さまが
あなたたちのところへかえってくるのです︒
あげることにしましよう︒

十四239園たとえば︑ここにあげたことばの中で
も︑クレヨン︑ズボンはフランス語︑

顔をあげてへき面を見あげると︑おじさ
ねこは︑ひとことも口をきかず︑︿略﹀︑

幸福どもは︑喜びの声をあげながら︑い

やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり

﹇顎﹈︵名︶2

鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で

あそこ一﹂

︵名︶3

アサ

あさ

つけた

朝むまいあさ

五492

五194

近いところに製材所ができて︑のこぎりの

あさの光に︑身をきよめるのはうれしい︒

二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑

六4310

うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

さわやかな朝の空︒

かな朝の空︒

臥しいことがあるような︑ああ︑さわや

まる朝の空︒

六498圏

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

五鵬11

ん︒

かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア 四898 雪だというと︑あさ早くはねおきて︑
そとにとびだして︑雪かきをなさるおじいさ
コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七416

アコーデオン

作って︑のりでとめる︒

十二5011

あした

二45園﹁あたま足あごあさひ

あご

の目にはなみだが光っていました︒

十五㎜7

やがる子どもたちをひきずって行こうとする︒

十五9312

黒いまくをあげて︑すがたをかくしてしまいます︒

十五831

んの大きな写眞があった︒

十四5310園 暑い日に照らされながら︑せっせと養 十五691
分をこしらえて︑送ってあげたからですよ︒

十四549園 それは︑大部分︑根の私が︑土の中か
ら吸いとって︑送ってあげたものです︒

十四552園 水と養分とを吸いとって︑夜も書も
送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒

なったものでも︑私が運んであげなかったら︑

十四564藩学さんが︑︿略﹀︑養分におこしらえに
りっぱなかぼちゃの実にはなりません︒

十四567園高いところがおすきなようですが︑そ
こへっれて行ってあげるのは︑この私です︒

十四571園私は︑いっしょうけんめいそれをなお
して︑あなたがたがかれないようにしてあげたの
です︒

て︑みんな私がわけてあげたのです︒

十四596園 さっきから問題になっている養分だっ

あごひげを

サンタク

青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり
のケースにおさめた︒

七469

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

十四597園水だって︑ためておいてあげたのです︒ 七463 青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ
十四5911園 ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ

ちしてあげなかったら︑実は一つもつかなかった
のですよ︒

まつ白な
﹇朝﹈︵名︶67

ローズのおじいさんができあがりました︒

四838

十四618園 このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人 あごひげ ﹇顎髭﹈︵名︶1 あごひげ
間にあげてしまっても︑さしつかえないと思いま
すが︑どうでしょうか︒

十四696 一つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒ あさ

あさのこくばんきれいだな︒

六501圏

一172

十四鵬5

六583 雪の朝

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒

十五272囹だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私 一522 もうあさでした︒
二74圓 ﹃あさ﹄ということばのつくものを︑
がいますくってあげるから︒
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あさあけ一あさい

︿略﹀︑はき物に 雪 が つ い て こ ろ び ま し た ︒

六584 このあいだ雪の降った朝︑一年生の子が︑

朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ

さいていませんでした︒

八㎜2

朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ愛のしみ

これを持って︑朝早く工事場へいきまし

三月のある朝︑いなかの人らしいひとり
そうして︑朝になると︑また看病をはじ
先生は︑お着きになったあくる朝︑私を

十四418園

十四412園

わたしたちの前に︑朝がきた︒

この美しい朝をむかえよう︒

小雪の降った元日の朝︑人々が︑マッチ

詣りのむすめの︑ひえきった小さななきがらを見

十四撹2

つけたとき︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど

十五85図圏きみわれ口そそぐ朝のそこここの小
流れ

十五209
ずつ︑

十五217

朝の冷たい空氣の中を︑アルプスの深い

ものように散歩に出ました︒

十五278

カーネギー博物館のあるピッツバーグに

谷の中を︑大わしは︑︿略Vおりて行きました︒

十五534

喜んだ私は︑朝早くからそれをガラガラ

着いたのは︑暑い員夏の日の朝であった︒

とひきまわすので︑

十五6510

浅い

︽ーイ・ーク︾

あおい一あつまる一あ

あまい一﹂

﹁あかい

﹇浅﹈︵形︶6 あさい

一一66園

あさ・い

星の夜の美しさ︒

十43 朝明けの空︑タやけの空の美しさ︑月の夜︑

田植えだというので︑里のおとめたちは︑
あさあけ ﹇朝明﹈︵名︶1 朝明け

ところが︑そのあくる愚ながめると︑高
朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

そぶ一あさい

それは︑かた方の足あとが︑一つおきに

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩 一一289園 あさいところをわたりました︒

十三57

その深く進んだものを科学的知識という︒

知識には︑浅いものと深いものがあるが︑

するどい角をのぞかせた︒

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

あさくなっていましたので︒

七838園

十四394囹みんなの朝がくる︒
十四395園わたしたちの︑樂しい朝がくる︒
十四405園おおらかな朝︒

八1910

十四406園おごそかな朝︒
十四407園日本の朝︒
十四408囹わたしたちの朝だ︒

十三87

十四389園朝が近づく︒

いて來る︒

十三3112

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三128

どのは消えてしまってあとかたもなく︑

十二612

赤いたすきもかいがいしく︑朝から集まってきた︒

十二5911

おへやに呼んで︑一つの人形をくださいました︒

十二332

めました︒

十一771

の少年が︑︿略﹀︑父親をたずねました︒

十一633

朝から大うかれ︒

十一318圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

た︒

十一222

ずに︑うるおされ︑

十一1712

九435團朝早く庭にでて︑

六603圃ウスムラサキニ 七ホノボノトー 216 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か
九
五アカルクソマル 七アサノソラー五
ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒
六607圃 タノシイコトガー七 アルヨウナ

五アアサワヤカナ七アサノソラー五
六619 毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書

おや︑

あくる朝︑おとうさんから︑﹁︿略﹀︒﹂とき

きつけましょう︒
六751
かれて︑ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

六833園 朝から一びきもつれないなんて
ひく︑ひく︒

七219 日曜日のはれた朝︒
よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419 かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持
七933 朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや
に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

七983 朝早くいってみたら︑言うさぎは巣の中で
ねていて︑親うさぎだけが︑草をたべていました︒

八77 朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい
ものです︒

八137 いなかのしものふかい朝の野にでたとき︑
﹁あすの朝から︑たしかにそのようにな

︿略﹀ほおじろの 声 を き く と ︑

八398園
るでしょう︒﹂

︑
90
ノ∩﹂− あくる朝になりました︒
り︑美しい砂地がみわたされた︒

八562 朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

すぐにみつけられ た ︒

八784 朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

八862 あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ
た︒

あさおき一あさつゆ
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あさがお

あさごはん

あさおき ﹇朝起﹈︵名︶1 あさおき

﹇朝顔﹈︵名︶18

二710園 ﹁あさばん
﹂

あさがお

一387 あさがおのはながさきました︒

あさおき

一388 あさがおのはながいつつさきました︒

十一513

あさかぜ一

ふきま

あさがお日記

朝風

あさがおの花

あさつゆ

なえが朝風にゆられるようになりました︒

﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ
はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく

朝がた

朝風にひびくすずの音︑
﹇朝方﹈︵名︶1

︹題名︺1
﹇朝霧﹈︵名︶1

あさからよるまで
朝ぎり

あさからよるまで

あさからよるまで
あさぎり

﹇浅黒﹈︵形︶1

朝ぐもり

あさ黒い

考えぶかそうな目をしていました︒

︽ーイ︾

そのむかし︑いじめられたり︑あざけられ

豊田佐吉は︑村の人々から︑こういつてあ

さきち

たりしたときのことを考えた︒
とよだ

十3210

村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

ざけられた︒

そのゆめのような考えをわらった︒

十407

まわりの者から︑どんなにあざけられ︑か

あさごはん

あさおき

朝ごは

らかわれても︑その助力者となってくれたのは︑

十409

﹇朝御飯﹈︵名︶4

つまのうめであった︒

あさごはん

あさごはん

あんしんして︑たのしいあさごはんをた

二79囹 ﹁あさばん

ん

一﹂
四636

あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ

べました︑

五626

朝ざくら

王さまは︑朝ごはんをめしあがろうとなさ

たきゅうりをたべました︒

八4011

朝ざくら
朝ざくら

﹇朝桜﹈︹題名︺2

いました︒

あさざくら

十五24
十五61

朝ざくらみどり子にいうさようなら

﹇朝桜﹈︵名︶1 朝ざくら

十五63圃

あさざくら

あさつゆ

よ︒

あさき夜の月影清み森をなすすぎの

﹇朝露﹈︵名︶3

あさつゆ

朝つゆ

あしたもあさっても︑せいくらべをします

﹇明後日﹈︵名︶1 あさって

十613

あさって

こぬれの高きひくき見ゆ

十五131図魍

朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう あさ・し ﹇浅﹈︵形︶1 あさし ︽ーキ︾
﹇朝曇﹈︵名︶1

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五212
あさぐもり

八933

庭のあさがおの花は︑みんなふきちぎら あざけ・る ﹇嘲﹈︵五︶4 あざける ︽ーラ・⁝リ︾

﹇朝顔日記﹈︵名︶1

れ︑へちまの葉は︑みんな下向きになってしまつ
た︒

︹課名︺2

毎日書いてきたあさがお日記︒

あさがおにっき
七645
あさがおのはな

あさかぜ

五33 あさがおの花⁝⁝⁝五十九
﹇朝風﹈︵名︶7

五596八 あさがおの花

す︒

一﹂

二77園
八978

あさがた

十五213

十四416囹朝風がふいてきた︒

なってきた︒

十一371圃

なことばをつけてみましょう︒

九89

﹁あさがお

一374あさかぜが︑そよそよとのはらを

あさつゆ一あさかぜ1あさかぜ

一391 うすももいろのあさがおのはなが︑いつ

﹁あさがお

つかきねにさきました︒

二77園
1﹂
五438国ぼくのすきな花は︑あさがおです︒
五439団 空色のあさがおです︒
五597 かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ
きました︒

五5910園 おかあさん︑あさがおがさきましたよ︒
ですよ︒

五629園︺このきゅうりだって︑あさがおとおなじ

花もおなじだよ︒

五636園 あやこも︑このきゅうりも︑あさがおの

大きくなったのでしょうが︑

五6311園 あさがおやきゅうりは︑自分ひとりで︑

﹁あさがおの花﹂を思いだしました︒

六7910 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった 八726 朝がた︑かもがとびおきた︒

へん近いもののように思われました︒

六7910 そうして︑自分とあさがおの花とが︑たい 三852
七123 ﹁あさがおに手をやりましょう︒﹂
はありません︒

七125 これは︑あさがおのだしている手のことで

あさぐろ・い

七126 あさがおのつるがまきつくように立ててあ 九302夕風 まえ向けるすずめは白し朝ぐもり
る︑竹や木のことをいうのです︒
ます︒

七583 あさがおの花が︑ラジオの音樂をきいてい 十一637 少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑
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あさなわ一あし

二77園
一﹂

四715

﹁あさがお一あさつゆ一あさかぜ一

あさなわ

と︑

へんな

にいっています︒
あざむく

︽ーカ︾

あさ夜

︽ーイ︾

足呂あとあし・あまあ

足となかのいいことば︒

足も二ほん︑ひだりみぎ︒

みあしよあし・りょうあし・ろっぽんあし

なでて︑

あさひ
足を

この町の手となり足となって︑はた

足がつるりとすべって︑﹁あっ︒﹂というま

そのひょうしに足をいためて︑歩けなくな

トンネルのさか道に足をすべらせて︑ころ

むりにわりこもうとする男の人もあり︑足

はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

﹁頭はとうきょう︑足はおおさか︒﹂

それ

七377囹

八229

だすときに︑わらを足でけったりして︑あ

親うさぎのちぢにすがりつきますと︑親う

歩いているとき︑追いかけてきて︑かかと

足もでました︒

足がだんだん強くなり︑

八1710 虫は︑︿略﹀︑大きくなるにつれて︑六本の

や足の指をつっついたりするのです︒

八106

さぎは︑足でけって︑のませませんでした︒

七979

ばれました︒

七925

知っているのです︒

七819囹 しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと

から一﹂といってから︑ちょっと考える︒

七772園 そうして︑左の足が一本短くて

そうに私の方をみていましたが︑

七399

をふまれて︑おこっている女の人もありました︒

七346

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六㎜5 五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた

んにかないません︒

六悩5 どうせ︑足の早いことにかけては︑しかさ

ころと︑下の方へころがりこんでいきました︒

六榴10

りました︒

六587

に︑川の中におちてしまいました︒

六137

ていった︒

六86 ねじは︑しごと台のあしのかげにころがっ

らいています︒

五434團ぼくのねえさんは︑あさひがわへおよめ 四133
﹇欺﹈︵四︶1

あざやか

子どもたちは︑そのあざやかな色どりに︑

﹇鮮﹈︵形状︶2

これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑
朝夕

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

﹇朝夕﹈︵名︶1

﹇浅夜﹈︵名︶1

︽ーリ︾

ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか
あさる

﹇嘲笑﹈︵五︶1

あざわらう

わか草のはっかにもゆる庭に來てす

﹇漁﹈︵四︶1

あざわら・う

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114図魍

あさ・る

わずは鳴くも夏のあさ夜を

九稲7図圃

あさよ

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五699

あさゆう

もっとよく︑あざやかに見えます︒

十四705

正月氣分を味わう︒

十三358

あざやか

十五71図圏冬の水一枝の影もあざむかず

﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒あさあざむ・く

﹇麻縄﹈︵名︶1

つゆととく︒こころは︑﹃は﹄の上にある︒
九282図魍朝つゆの中に自馬車のりいれぬ
あさなわ

﹁あさねぼう︒﹂

あさばん

朝日

あし

﹁︿略﹀︒﹂といってあざわらいました︒

﹇足﹈︵名︶61

十一一52

あし

あさひ一

あさごはん一あさおき

こえで

ひももっかい︑色のちがった貝や︑じゅずだまを

十五351 また︑木の皮や︑あさなわなどであんだ
結びつけることも行われた︒
二82園

あさねぼう ﹇朝寝坊﹈︵名︶1 あさねぼう

いったので︑みんなわらいました︒
あさのこくばん ︹課名︺2 あさのこくばん

一29 八 あさのこくばん⁝⁝⁝十七
﹇朝晩﹈︵名︶1

一171八あさのこくばん
あさばん

一一79囹 ﹁あさばん
あさひ

﹁あたま1足1あご

﹇朝日﹈︵名︶8

一﹂
あさひ

二45囹
あした一あそこ一﹂

し・うしろあし︒かたあし・てあし・てとあし・ぬ

一294

この足で︑どこへいったでしょう︒

きあしさしあし︒ひとあし・ふたあし・まえあし・

一303

光った︒

六629 朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと

八241 朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が

七53 朝日の光がななめにさしてきた︒

一313

﹁朝 日 が ︑ 朝 日 が の ぼ る ︒ ﹂

さっとさすころになると︑
十四415園

この足で︑どこへ

めくらは︑

足1あご

いくでしょう︒

﹁315

﹁あたま
﹂

五人めの

あそこ

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

一﹇363園

あした

二45囹

十四415園 ﹁朝日が︑朝日がのぼる︒﹂

十五76図閣 影絵めく牛馬朝日を織るあきつ
しい少年をほめたたえているようでした︒

十五339 まつ白な山までも︑朝日の中のこの勇ま
あさひがわ ﹇旭川﹈︹地名︺1 あさひがわ

あし一あじ
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八4611 けらいたちは︑足をぼうにしてさがしまわ
りましたが︑やはりみあたりませんでした︒

八605 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと
りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

八669園 あのうまく足をつかうようすや︑あのし
せいのいいのをみてもわかる︒
八718 あひるにはかみつかれ︑︿略﹀︑えさをくれ
るむすめには足でけとばされた︒
八7711 にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご
を生んだ︒

八8510 あひるの子は︑あながこおってしまわない

ように︑いつも足をつかっていなければならな
かった︒

九174 すると︑その右の足に︑日本の文字をしる
した小さな金ぞくのいたがついていました︒
九347團 ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように
一かぶから七本も八本もでていて︑
九562 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑
足もひどく曲がってやぎのようですし︑

九953 そうしてさっさといきかけるが︑舞台はし
で足をとめる︒
いるところです︒

九伽5 あぶが︑足をひっかけて︑ブンブンいって
﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑足をふんばって身

がまえをしました︒

二言1

九二2 くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば
してみました︒

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

これは︑足がおそいというためばかりでな

ろですが︑妹にはそうはいきませんでした︒

十482
く︑

十506
その足をなめたので︑妹はびっくりして︑

﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに﹁くっ

わたしのためには︑いばらの道をもふみ

つけるよ︒﹂というのです︒

十509

十一173

右手を受け持つ人︑左手だけの人︑足

けれども︑その足も動かすことはできな

わけたその足︒

十一527
かった︒

十二451園

二ひきのうさぎが︑うしろから手をふり

だけの人と︑それぞれ手わけしているんだが︑

十二鵬9

するが

十五564園私は︑小手をかざして足の下にひろが

そうして︑足をばたばたさせながら︑

る駿河湾の海岸線をながめ︑

﹁︿略﹀︒﹂と命令した︒

十五6411

﹃腹のへらないときに物をたべる幸

十五846園小ひつじの足に︑小うしのかんぞうも
ある︒

十五8711園

ひら手でたたいたり︑いそがしく足で

福﹄で︑︿略﹀︑ふたりとも︑足はうどんこです︒

あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ

﹇葦﹈︵名︶6 あし

けったりして氣ちがいのようにはねまわります︒

十五脳12
あし

がんのむれが︑そろってあしのあいだがら

て休みたいと思った︒

八729
八741

あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ

とびたった︒

ていた︒

八744

足をふって︑おうえんをはじめました︒

十四5611園ごらんなさい︑私のこの足を︑手を︒

たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑

ことばはひびく︑あしの葉のふえよ︒

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

するどい角をのぞかせた︒

十三57

十一558圏

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

八7511

足がつめたくなって︑立ちどまったため
子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ

であろうか︒

十四885
十四892

女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出

て︑足でトントンとふんでみたり︑

十四908

自分の足だか︑ひとの足だか︑わからな

のだそうです︒

八944 品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂という

だから︑その足のつめたいことといった あじ ﹇味﹈︵名︶11 あじ 味

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒
十四9110
らなかった︒

十四9111

九㎜9 あまいような︑すずしいような︑氣の晴れ

まい味がしました︒

九3611血止にとってロへいれると︑つめたくてあ
寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くなつ

九撚1 それで茶をたててみると︑いままで味わっ

かわずだまりて人の足大きくすぐる

九櫨3 すると︑いい味は︑もっと遠いところで感

たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

晴れするような味だった︒

女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

自分の足だか︑ひとの足だか︑

いくらいだつた︒
十四9112
ていた︒

十四921

九衛4 いままでにこの手で︑この足で一くもは︑

九備3 ふしくれた手︑とがった足︑

十四962

十五84宴楽

やくほのおの方へのばした︒

自分ながら自分のからだが︑そらおそろしく思わ
れてきました︒

十479 ところが︑私たちの足では十二三分のとこ
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じられる︒

九槻4 右岸や左岸では︑その味がきえてしまうこ
とがあっても︑中ほどでは︑いい味はたえなかっ
た︒

九擢5 中ほどでは︑いい味はたえなかった︒
九旧3 大きな支流が流れこむところへくると︑と
きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九旧11 ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい
味がはっきりと感じられるようになった︒
ほとりを流れていた︒

九悩4 近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の

︹地名︺一

アジア

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

九三1 そこからさらに︑すこしさかのぼって水を
アジア

アジア大陸

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな影絵しばい

十二466囹 日本ではあまりさかんでなかったが︑

︹地名︺一

ができている︒

アジアたいりく

十四768 これが︑もうひとまわり大じかけになつ
て︑たとえば︑アジア大陸と太平洋との間におこ
﹇足跡﹈︵ 名 ︶ 1 0

足あと

ると︑それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑
あしあと

らくだの足あとがつづいていました︒

﹁あたま1足

あした一あそこ一﹂

みちがえるように︑まっすぐな︑しっかり 二46園

した足あとがついている︒

八576

ようね︒

十五斜12

あご

あさひ一

あした︑めんどうな裁判をしますから︑

いっしょにあやまろう︑あした一

ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も

さあ︑これで︑おまえたち︑私に会っ

足どり

村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ

女の子は︑あぶない足どりで︑山の上の

顔して︑その足どりもいそいそと︒

十一386圃

帰ってくる︒

十256 坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に

でかみてにさっていきます︒

六254 ありはなんにもいわないで︑おもい足どり

い足どりで︑海へやってきました︒

五758 おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな

あしどり．﹇足取﹈︵名︶5

ね︒

私がぼろぼろの着物を着ていても︑わかるだろう

たのだから︑あしたまた︑あの小さな家に帰って︑

十五M7囹

うすこしここにいさせてください︒

十一859囹

よ︒

十613 あしたもあさっても︑せいくらべをします

九撹3圓

おいでなさい︒

九476團

らわせてみせるぞと思ったが︑

六m8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ

思っているのです︒

あした山へつれていって︑はなそうと

あしたのあさ︑出発してもいいよ︒

十四878 その人の足あとをしるべに︑第二の人が
三
7710囹 あしたのあさも︑お日さまは きっと
歩いて行く︒
かえってきてくれるの︒
やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人 四275国 あしたのあさも︑またかけっこをし
も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒

十四8711

十四881

あした

てんきになあれ︒

五988圏

ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野 四568園
足音

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど

﹇足音﹈︵名︶6

を横ぎる一すじの道となる︒
あしおと

おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

六73
六白3

渡りろうかをとおる足音がきこえる︒

たちは︑うまくにげました︒

七83

ドアのぞとに足音がきこえて︑やがて︑
﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえました︒

十一814

私は︑近づいてくる足音を感じましたの
で︑︿略﹀︑両手をさしだしました︒

十二324

夜明けの足音︑しずかな夜明け︒
足かけ

かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意

﹇足掛﹈︵名︶1

十四3810園
あしかけ

十一一鵬5

の足かけをしました︒

ことに︑その足さきは︑しゃもじのような
そうして私は︑くだけた人形のかけらを
だされたくつを見て︑にこにことわらっ

あした

﹇明日﹈︵名︶12

一183翻

あした

鳥のようにとびだした︒

た私は︑それを足先につっかけるなり︑すぐ︑小

十五641

足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒

十二359

かたちだったのです︒

九563

七8211園私がさばくを旅していますと︑砂の上にあしさき ﹇足先﹈︵名︶3 足さき 足先
七831囹 それなのに人の足あとがみえません︒

七838園 それは︑かた方の足あとが︑一つおきに
あさくなっていましたので︒
けてみようと思って歩きだした︒

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ
八565 すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ
とが曲がっている︒

八575 いま歩いてきた足あとをみると︑

あしなみ一あせだく
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足なみ

方に︑︿略﹀︑とかく家庭教師の手からはなれて行

﹇足並﹈︵名︶1

きそうにしていました︒
あしなみ

十一112園 いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
なみをそろえてくれるにちがいないよ︒
あしばや ﹇足早﹈︵形状︶1 足ばや
かけぬけていって︑
﹇足踏﹈︵名︶1

あしぶみ

十77 おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに
あしぶみ

十四469

このときぐらい︑しみじみと歌のありが
︽iエ︾

︽ーケ︾

足もとの枝をおろして︑やっとおりてく

やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい

だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに

だんだんのぼり坂になると︑からだがほ

十五653

した︒

十二851

ひと日のあせもおさまって︑夕風ふけ

﹇汗﹈︵名︶1 あせだく

庭に

きびしい夏の日に︑私をせにおいながら︑

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま

ばたいこ鳴り︑

十一365圏

みの声さわがしく︑書の休みもあせがでる︒

十一355圃庭にかがやくひまわりの花︑あぶらぜ

てってあせがでる︒

九価8

してほっています︒

九846

ながら︑いちろうの手をとりました︒

九698

とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑

九549 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ

ると︑からだじゅうがあせです︒

九397團

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六㎜4 五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた

六1810上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき台
をおりてきて︑あせをふきます︒

あせをふきふきあるいていました︒

どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑

ほおにはあせがったわっている︒

四537 あせをいっぱいかいているがんたちに
は︑この風がなんともいえないいい氣もち．
でした︒

あじわえる

﹇味﹈︵下一︶1

四917

あす

あずける

ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま
﹇預﹈︵下一︶2

ねきにあずかりました︒
あず・ける

父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑金

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十338

十一286

あすご

次郎は親類のまんべえさんのところに︑あずけら
﹇彼処﹈︵代名︶2

れることになりました︒
あすこ

あすこに新しいのがいるよ︒

あすこに︑ずっと後の方に︑ベールを

五294囹

はたらかないものには︑この樂しさ︑こ

たさを味わったことはありませんでした︒
あじわ・える

六279園
﹇明日﹈︵名︶5

の喜びはあじわえないだろう︒

あすのあさ︑出発しよう︒

あす

四613囹

あすの朝から︑たしかにそのようになる
ランプとコーヒー入れとは︑あす︑送

八398園
でしょう︒

十四101團

きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒

らせます︒

十五773

ほどなくあらわれるあすの日を待ちな

足もと

十五冊1囹

﹇足元﹈ ︵ 名 ︶ 6

一237 ﹁くつがなる﹂では︑あしぶみを しまし
た︒

八583ふり返ってみると︑足もとの森や林の中に︑
がら︒

あしもと
みえがくれにお寺の屋根や停車場が目についた︒

︽ーウ・ーッ︾

三147

九376国 じめじめした足もとがきみがわるく︑そ あずか・る ﹇与﹈︵五︶1 あずかる ︽ーリ︾
のうえ︑︿略﹀雑草がいちめんにはえていて︑

九396團上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき
落し︑足もとの枝をおろして︑

九613 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ

九401国國 足もとをよくみて︑氣をつけてね︒
しおのはねるような音をききました︒

味わう

子どもたちや︑芭蕉の足もとに落ちて︑

十二735 白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

﹇ 味 ﹈ ︵五︶5

八9110園

あじわ・う

九梱11 それで茶をたててみると︑いままで味わっ

十五㎜7園

かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

十646 みなさんも︑大きくなったら︑︿略﹀よい

あせだく

もえたつはげいとう︒

あせをふきふき歩かれた新島のおじさんと︑
あせ ﹇汗﹈︵名︶16 あせ
藝術を味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒
十三359 子どもたちは︑そのあざやかな色どりに︑ 二399 たろうは︑あせをふきながら︑あたりの あぜ ﹇畦﹈︵名︶1 あぜ
十一379圏 あぜに火とさくまんじゅしゃげ

がして石を切る︒

けしきをながめます︒
正月氣分を味わう︒
︵顔をあげて︑そのことばを味わうよう 三509圏 目もとをすえて石を切る︑あせをな

十三433

に︑︶生きて帰って來ました⁝⁝

25
あせばむ一あそぶ

﹇汗︺︵ 五 ︶ 1

あせばむ

︽iン︾

かげでさ︑いまこうしてあたたまることもできる

六273園 毎日あせだくだったね︒﹂あり一﹁そのお
し︑

あせば・む

九鵬3 急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ
﹇汗﹈︵名︶1

あせまみれ

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒
あせまみれ

あぜまめ

十248 あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで︒
﹇畦豆﹈︵名︶1
﹇畦道﹈︵名︶1

あぜ道

十一3410圃 いねはそだつし︑あぜまめのびて︑

あぜまめ
あぜみち

十﹁601 その近道というのは︑田のあぜ道で︑と

﹁あたま

﹇彼処﹈︵代名︶6

足1あご一あさひ一

あそこ

ちゅうに︑︿略﹀ 一 本 橋 が あ る ︒

あそこ

二46園
あした一あそこ一﹂
五105囹 あ︑あそこにきれいなさくら︒
五118園 ほら︑あそこをごらん︒

た︒

︽ーレ︾

あそびたわむ・れる
れる

﹇遊戯﹈︵下一︶1

遊びたわむ

遊びつづける

どこへいっても︑遊びたわむれている子ど

もにあいました︒

十101
﹇遊続﹈︵下一︶1

遊び友だち

遊び場所

遊ぶ

︽ーバ・ービ・

あ

そうして︑そこでおもしろくあそんでか

さっき︑

みんなと

いっ

ねこねずみをして

三793 むちゅうであそんでいましたので︑
四203團

あそびました︒

て︑あそんでくることかな︒

四292 ぶどうえんのおじさんのところへ

﹁早口あそび﹂これは︑いいにくいこと

ばをみつけて︑それをまちがえないで︑早く

四665

星のきれいなこのよるを︑みんなで

いってあそぶのです︒

なかよくあそびましょう︒

四815圃

このかめをころがしてあそぼう︒

一びきのかめをとり

クリスマスツリーのそばで︑みんなであ

四人の子どもが︑
四967園

さあ︑あっちへいってあそぼう︒

ころがしてあそぼうよ︒

どうぞゆっくりあそんでいってくだ

世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

みんなは︑︿略﹀︑日のかんかんてるところ

いっしょにあそぼうよ︒﹂かごの中のひ
六88囹

いまあそばないで︑いつあそぼうという

﹁ここであそんではいけない︒﹂

のさ︒

いで︑いつあそぼうというんだね︒

まあいいや︑こんないいときにあそばな

六2310囹 ここで際しくあそんでおいで︒

いつあそぼうというのさ︒

六231園

わは︑なかまをよびました︒

五鵬3囹

で長くあそばないことなどを︑話しあいました︒

五827

であそぼうよ︒

五446圃

さいませ︒

四相1囹

四9910囹

四988囹

まいて︑あそんでいます

四966

そびました︒

どれも身なりはきれいではないのですが︑ 四844

﹇遊友達﹈︵名︶1

ふたりは︑毎日野原で樂しく遊びつづけま

あそびつづ・ける
︽ーケ︾

八3111
した︒

あそびともだち
十一一7210

あそぶ

子どもたちにとっては︑かけがえのない︑

﹇遊場所﹈︵名︶1

芭蕉は︑いつも遊び友だちにしていました︒
十三2710

あそびばしょ

樂しい遊び場所であり︑
﹇遊﹈︵五︶69

﹁あかい一あおい一あつまる

ーブ・ーボ・ーン︾畢おあそびなさる・はいあそぶ

あそ・ぶ

一一66園

しゃぼんだまをふいてあそびました︒

五562園 あそこに大きく光っている星ですよ︒

ニー46

おわりに︑ひとりがいったことばから︑

かんがえものをしてあそびました︒

﹂

八6710園 あそこにいるあひるの子をさ︒

二201

ニー75

そぶ一あさい一あまい

十五8310園私たち︑あそこへ行ってもいいの︒
び・かいぶんあそび・ことばあそび・トランプあそ

あそび ﹇遊﹈︵名︶2 あそび 遊び呂いろはあそ

おもいついたことばをじゅんじゅんにつづけ

た︒

三633

ある日︑みんなであそびにでかけまし

て︑あそびました︒

﹁かいぶんあそび﹂これは︑上からよん

三588

び・なぞあそび・はやくちあそび・ひとりあそび・

四671

ふくびきあそび

でも下からよんでも︑おなじになることばを

した︒

六231園

なって︑それをまねようとしました︒

考えだすあそびです︒
ら丘をおりてみずうみへでました︒
十二336 私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく 一一一697 それからみんなはおもしろくあそびま

六243園

あそびじかん ﹇遊時間﹈︵名︶1 遊び時間

五人の子どもが︑もみじのこかげのす
なばであそんでいます︒

三791
十568 私は︑遊び時間にふくろうをみにいきまし

あそべる一あたえる
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六243囹 いつあそぼうというんだね︒
げふみをして遊んでいました︒

六514 ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か

ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

﹁もうきみとは遊ばないからな︒﹂

が︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

九469團天中のよい日は︑︿略﹀︑先生とみなさん
九909園

だれがきみなんかと遊ぶもんか−

道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで

十523

十三281

夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か

遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十三282

おもちゃや絵本などを持って遊ぶわけで

本などを持って遊ぶわけではない︒

十三282
はない︒

すもの︒

お日さまは︑よその國の子どもがあ

﹇遊﹈︵下一︶2 あそべる ︽1ベル︾

十五価10園ぼくたちは︑よくいっしょに遊ぶので
あそ・べる

あた・える

これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑

あなたがく略﹀︑眞珠を世界の人々にあ

﹇与﹈︵下一︶9 あたえる 與える ︽一

あそべるようにこしらえることにしました︒

四734

そべるように︑光をあげにいくのです︒

三人の少女は︑その葉をひろい集めて︑ 三776園

その少女たちも遊びにきています︒
﹁早く︑あの野原で︑遊びたいな︒﹂

道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

エ・ーエル︾

十4610囹

私がしばらくその人形と遊んでいますと︑

それは︑先生が與えてくださった新しい

そうでないと︑相手の人に満足を與える

木材があたえられたうえに︑いい氣候が
十三2412

星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

いい氣候があたえられました︒

十五748

兄が特権を與えられねばならないという

親としてみれば︑自分の子女にはすべて

理由はすこしもない︒

十五746

てくれるにちがいありません︒

十四3710

あたえられました︒

十三2411

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十二892

目で︑すべてをみるようになったからです︒

十二382

たのです︒

ざめさせ︑光と希望と喜びとを與えることになつ

この生きた一ことが︑私のたましいを目

たえたことに︑心から敬意をささげます︒

﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね

十二3710

いつも砂原で︑すもうをとったり︑おに

十二334

ある日︑私が新しい人形を持って遊んで
いますと︑

十二7111

﹁みんなは︑雪が降ったら︑なにをし
すすきの野原を心にえがき︑自分もそん
なところにいって遊んでみたいと思う︒

十二9410

て遊ぶの︒﹂

十二731園

同じ氣持でした︒

そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑

十二349

らんなさい︒

十ニー13園あの廣場で遊んでいる子どもたちをご

ごっこをしたりして遊んでいるが︑

十一53

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十736囹

だったり︑

じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

︿略﹀︑そこで遊んだりしたからでした︒

十484

十2112園

十113

︿略﹀︑遊んでいました︒

十1012

いたりしますと︑

十82

がすきですから︑

しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶこと

六516 三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒

﹁こんどはなにをして遊ぼう︒﹂

十81

九9010園

ていきました︒

六673 お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を斎い

さるは子ぐまをみてこわがって︑

六677園遊びましょう︒﹂と︑子ぐまがいうと︑

ルをしたりして遊びました︒

六梱7 五ひきのうさぎさんは︑︿略﹀︑フットボー

六槻9 うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び
ました︒

六梱8囹
﹁しかさん︑ただ遊ぶんだよ︒﹂

まうよ︒

六搦1囹 あなをほって︑トンネルをこしらえて遊

六二7園

六偽8園 ただ遊ぶんじゃ︑おもしろくない︒
いますよ︒

七284園 はるおは︑さっきから︑おもてで遊んで
七307園 さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒
七665 うら山に︑みかんを持って遊びにきている︒

口さきにふくんだえさをとらせたり

八510 かたへ乗せたり︑てのひらで遊ばせたり︑

かた足でふんでしまったのです︒

八112 うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑

八274 むすめたちが︑樂しげに歌ったり︑花つみ
をしたりして遊んでいました︒
八2810囹 ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる
のに︑うちのむすめは︑︿略V感心なことだ︒
八865 子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑
あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

九442国妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ
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あたたか一あたま

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑社会に
あたたか

巣だたせたいのが念願である︒
﹇暖﹈︵形状︶3

三54囹あたたかなかぜ︒

あたたか

︵形︶

19

あたたかい

暖かい

私は暖かい日なたにでかけるのだと知っ

て︑おどりあがりました︒

十一一362

自分の生まれたところは︑なんともいえ

ない暖かい感じのするものである︒

十一一553

は︑

読む人の心がひかれるのは︑ものごとを

まるやきの鳥が︑ほかほかとあたたかい

その両手をあたためるために︑一本の

重ねて︑どうかして︑あたためようとした︒

十四9410

︵副︶1

あたふた

マッチで︿略﹀︑火をともすことができたならば︑

あたふた

おまねきをいただきながら︑そうあた

ふたとおいとますることもできませんからね︒

十五937園

﹂

﹁あたま1足1あご一あさひ一

﹇頭﹈︵名︶54 あたま 頭

あそこ

一一45囹

あたま

あした

になでてやります︒

二548 おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか

ながかわるがわる︑つめたい水で︑あたまを

四551 かっちゃんはねつがでてきたので︑みん

ひやしてやりました︒

あたたかさ

あたたまる

︽ーメ・

したので︑

五917園

でました︒

このたけのこが︑えんの下にあたまをだ

五267 といって︑かるくあたまをさげて︑そこを

あたまをさげたので︑

四645 かっちゃんが︑わびるようにちょこんと

上からつたわってくるあたたかさと︑かわ
﹇暖﹈︵五︶1

﹇暖﹈︵下一︶7

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた
地面の空氣が︑日光のためにあたためら

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ
両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の下で

あたまからせなかにかけて︑き色がかった

おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒

汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

新しいことがあたまにうかんだので︑

﹁頭はとうきょう︑足はおおさか︒﹂

頭の上で声がしました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑頭をさげました︒

七411 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑

七383

七377園

七368

さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

七352

六七9

六366

美しい鳥になりました︒

へやはいそいであたためられ︑︿略﹀︑つば 五9511

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

くすりをのませるやら︑あたためるやら一 五9111囹 のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

あたためる

そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま

︽ール︾

﹇暖﹈︵名︶1

十四948

けいあたためられるので︑

十四757

へんあぶないものです︒

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい

十四751

めに︑特別にあたためられると︑

十四681

めたちのとまるところがつくられました︒

九2010

一あらゆる手あてをつくしましたが︑

八1111

ーメル︾

あたた・める

ることもできるし︑

六275園

あたたま・る

きかたとで︑︿略﹀を知ります︒

八206

あたたかさ

いきをたてて︑テーブルの一方におかれてあった︒

十四972

あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四8910

︿略﹀つめたい空箸が下からふきこんできて︑

十四684

あたたかい翌翌がのぼっていくあとへ︑

三364園 こづかいさんのおへやはあたたかです︒ 十四671 春さきなどの︑ぽかぽかあたたかい日に
八825圓あたたかなへやにはいってさ︑ものごと

﹇暖﹈

を教えてもらえる人たちのなかまいりをしたんだ
もの︒

あたたか・い
︽ーイ・ーク︾

二651園 あたたかいかぜがふいてくる︒
二653囹 ふいてくる︑あたたかいかぜ︒
四162 せなかがほかほかあたたかい︒
六269園 ああ︑あたたかい︑あたたかい︒﹂あり
一﹁夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめてお
い て ︑ よ か っ た ね︒﹂

六269園 ああ︑あたたかい︑あたたかい︒

六梱4園 このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ
くりとねむりたかったのさ︒

八844 はくちょうはく略﹀︑ この寒い國からあた
たかい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八937 太陽はあたたかく︑おだやかにてらした︒
九2110 なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ
ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九224 それでも運びきれなくて︑九月十九日の晩
には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた
かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

しめしたもっとも人間らしいあたたかい減益は︑

九237 この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに
十一308囲 ひがんすぎれば風あたたかく︑
しっかりするようにと病人をはげましました︒

十一784 あたたかい愛情のこもったことばで︑

あたらしい一あたらしい
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せなかから︑腹までふりまかれて︑

七924 おくへはいってでてこないので︑小屋へ頭
をいれて︑だきあげて︑そとへだしました︒

七996 揃うさぎと7ひきの善うさぎは︑頭をそろ
えて︑なかよくにんじんをたべていました︒
るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

八67 だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま
八98 私のひざのあいだにもぐったり頭をつつこ

九研6園

﹂ガヤガヤ︑

この中で︑いちばんばかで︑︿略﹀︑頭の

頭のとがったのが

九693囹
つぶれたようなやつが︑いちばんえらいのだ︒﹂

こがねのどんぐりニリットルと︑しおざ

どんぐりどもは︑しいんとしてしまいました︒

九723園

やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

けの頭と︑どちらがおすきですか︒

九725
九糊5

だれかが︑くもの頭をなでています︒

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

たというふうに︑

九欄9

んだりします︒

八227 頭がでます︒

小鳥が︑はばたいてでて︑くるくる︑く

月はもう頭の上まできていました︒

十五226

その大きなへやのはしまでいくと︑看護・

少年は包みを下におくと︑頭を病人のか
医者は︑まったくだめだといわんばかり
そのくちた草をとりのけようとすると︑

よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか
人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔

その﹁ビューン﹂がとまると︑︿略﹀子
頭から大波をかぶっても︑平氣で歌を続

それは︑頭のぼうしで︑日︑水︑土︑は
みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか

ちたちだということがわかりました︒

十四574

けていました︒

十四4810

どもが︑もう︑頭をつるつるにそられている︒

十三293

や頭がみえないようにする︒

十二5311

いたり頭の毛をぬる︒

十二514

大きなえんまこおろぎが一びき頭をだしていた︒

十ニー52

に頭をふりました︒

十一7911

たのところへさげて︑

十一691

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

十一688

るくる︑ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめる︒

十一159

九備1

ろにさげました︒

八232 虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし
八661 水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに
うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八677 そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな
ぎの頭のことであらそっていた︒

八748 頭をねじ曲げてつばさの中にいれた︒

八905 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも
のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒
うのまえにきて頭をさげた︒

八9211 年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

八932 どうしていいのかわからないので︑つばさ
の中に頭をかくした︒

へやにはいってくる人があると︑たちまち︑その

九213 いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑
かたや︑頭や︑手にとまりました︒

九368團 この谷まの流れにはいって︑頭から水を
あびるのが樂しみでした︒

九645園 なんといったって︑頭のとがっているの
がいちばんえらいのです︒
いちばんえらいんです︒

九665囹 なんといったって︑頭のとがったものが︑

わしが大きなくちばしで女の子の頭でも

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒

十五266

大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

つつけば︑大けがをするか︑殺される心配がある︒

十五301

じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

金だの︑眞珠だの︑宝石だのを︑頭に

しずかに頭をさげた︒

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五702
十五727

いっぱいつけています︒

十五828

︽ーイ・ーク︾

一年生がはいってきます︒

こんど︑みなさんが二年生になったら︑

あたらし・い ﹇新﹈ ︵形︶ 55 あたらしい 新しい

あたらしい

二604園

五683園金のさかなさん︑おばあさんが︑新しい

おけがほしいといっています︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑

五686園帰るまでには︑新しいおけができていま
すよ︒

五688

新しいおけを持っていました︒

五鵬6園 小鳥でも感心なものだ︑新しいことをど

新しいことがあたまにうかんだので︑もう

んどんおぼえていく︒

六柵9

五十音について︑新しく思いついたことを

そんなことはどうでもよくなってしまった︒
六備10

新しいおにがきまって︑またはじめようと

みんなに話して︑

六伽2

毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

したとき︑

たしのそばへやってきた︒

七98園

七99園毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ

ばからさっていった︒
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七104園渡し終ると︑またひき返して︑新しい子
﹁新しく手をつけた︒﹂このようなときの

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

七135
﹁手﹂は︑どんないみにっかわれているのでしょ
う︒

七248囹 あおむしくん︑新しいごちそうだ︒
しを︑新しい葉にうつす︒

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ
七888 うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ
ばかりたべて︑

﹁あすこに新しいのがいるよ︒﹂

八726 そうして︑新しいなかまをみた︒
八9110囹

﹁新しいのが︑いちばんきれいだ︒﹂

八921園新しいのがきた︑きた︒
八927園

うのまえにきて頭をさげた︒

八9210 年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ
八9211 新しいはくちょうは︑すっかりはにかんで
しまった︒

八936 にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの
まえに枝をたれた︒

八979 黄みどりの新しいなえが︑だんだん育って
いきます︒

八柵2 どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが
でてきました︒

5㎝ぐらいになりました︒

八梱5 1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑

でてきました︒

八㎜9 葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたくさん
八梱1 新しい葉は︑まるまってでてきます︒

九86 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった
新しい思いをおこさせます︒

九543 谷川の南の︑まつ黒なかやの木の森の方へ︑

新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で

新しい小さな道がついていました︒

九938

いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新

新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ

はないので︑なおあたりをさがしている︒

十239
いさん︒

十364

日本の新しい出発にあたっても︑この自動

しい設計図をこしらえあげた︒

十377

かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ
ろう︒

十416

かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく

おしにがかった︒

ように︑

十563

私も︑ここで︑いままでの作文のからをぬ
ぎさって︑新しい世界にふみだしていこうと思い

十564
ます︒

ボートは向きをかえて︑あぶないとこ
ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

ろからぬけだして︑新しい方向に進んでいく︒

十一77園
十二349
いますと︑

私は︑︿略﹀︑新しい人形を手にとって︑

新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三511

町村が︑

いたるところに生まれました︒

十三254すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

十四256新しいものが世の中にできてくると︑

十四257新しいものが世の中にできてくると︑こ

ることが︑ 考えられる︒

とまも︑ それにつれて︑新しく生まれるものであ

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

十四409囹新しい世界のおとずれ︒
十五456日本の手工業も︑外國から新しい方法を
学んで︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五517

十五塀12園 それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

いま來ようとする新しい﹃喜び﹄をむ

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒
十五柵12園

そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさ

かえているのですよ︒

十五m7園

新しい出発

新しい出発

新しい出発⁝⁝⁝四十三

︹課名︺2

新しい旅の門出︑希望をもって︒

と幸福とがますのですよ︒

十五悩2

五

十一31 五

あたらしいしゅっぱつ

十一431

十36

新しい世界

十554 新しい世界

﹇辺﹈︵名︶34

たろうは︑あせをふきながら︑あたりの

きゅうにあたりがあかるくなりました︒

あたり

あたり

一627

三318囹

一だんあがるごとに︑あたりのよう

けしきをながめます︒

一一401

あたり呂ちゅうぶアラビア

それは︑先生が與えてくださった新しい あたらしいせかい ︹題名︺2 新しい世界

ゆかにたたきつけました︒

十二357

十二382

私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

目で︑すべてをみるようになったからです︒
十一一394

外論から書物が新しくはいってくること

しい日を待つことを知りました︒

十二椥1

新しい学問をきり開いていくときは︑

は︑外國人の心が傳わることで︑
十一一慣2

こんどの新しい憲法は︑この議事堂でた
んじょうしました︒

十二M9

あたり一あたる
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すがかわります︒

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

三麗6 お月さまが 一どに十もでたかと思われ

ろいています︒

四㎜1 うらしまは︑あたりのうつくしさにおど
五402團 きゅうにあたりが美しくなると︑私は︑
．なんだか︑ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五431團 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る
ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒
は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑

五549 それから︑あたりをみまわしましたが︑空
五576 あんまり大きな声をだしたので︑あたりの
人がわらいました ︒

六44 ねじは︑おどろいてあたりをみまわしたが︑
六515 そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ
て︑かげがみえなくなりました︒

八162 あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木
の根ものびています︒

八209 あたりのくらくなりかけた夕ぐれをみはか
らって︑︿略﹀地上にはいだします︒

八254 やがて︑秋になると︑みんな死んでしまつ
て︑あたりもひっそりとしずかになります︒

八275 天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが
すようになさいました︒

八303 天帝は︑︿略V︑黒うしのしっぽのあたりを
一つきおつきになりました︒

八569 まえのよりはまっすぐだが︑︿略﹀︑わきみ
をしたあたりが横にそれている︒

八617 そうして︑みどりの葉の下で︑あたりをみ
まわした︒

みまわし︑

八764 なん時間もたってから︑ようやくあたりを

九272図如月の夜をわが家のありしあたりまで
すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた

りをみまわしますと︑

九407團
男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

あたりまでまっかになり︑

九5710

新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で
くもが氣がついてみると︑あたりにいいに

はないので︑なおあたりをさがしている︒

九939
九樹2
おいがします︒

あたりには︑やはりばらの花のにおいがし
そのあたりは︑フランスの國道にそった景

ていました︒

九川1
十106

色のよいところですから︑

いぬに近よってみると︑ひふ病にかかって
大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

いて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒

十504
十一684

しいくすりのにおいがただよっていました︒
そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑

そのあたりにいるのは︑川べりにある船

同じ氣持でした︒

十二7111

十二725

大工の子どもや︑︿略﹀りょうしの子どもたちで︑

5かぜあたり・さしあたり・てあたり
あたりまえ

くったふねだもの︑いきおいのいいのがあた

三286園あのいきおいのいいくすのきでつ
りまえさ︒

ものとことばが︑いっしょになっている

︽ ッ・ーラ・ーリ・

ということは︑あたりまえのことだが︑なかなか

十四254

﹇当﹈︵五︶26 あたる

おもしろいと思った︒
あた・る

日のあたるようにするには切るより

日があたらないで︑こまったものだ︒

ール︾与いきあたる・つきあたる・みあたる

三237園

あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ

ほかにしかたがあるまい︒

三257園
四476

これにあたった人には︑おもちゃのね

にあたりました︒

このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ

それが︑にしもりさんのせなかにあたりま

これがあたった人には︑にっきちょうを

これにあたった人には︑ハンケチをあ

こと︑いぬとをあげます︒

四719
四724
げます︒

あげます︒

四7210
五8010
した︒

ろう︒

虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

高いすぎやまつのはえているところは︑

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

十377 日本の新しい出発にあたっても︑この自動

書でもうすぐらく︑日があたらないので︑

九381團

たるようにきちんとかけました︒

八柳1

そうです︒

八2311

くあいてにあたって︑

ことごとく波にのまれてしまったように︑ 七5210

先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

死のしずけさがあたりに廣がりました︒

十四4510

十五236

てあたりをかけまわる︒

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ
﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五737
十五941
﹇当﹈

のあたりを︑力まかせにおさえました︒

あたり

﹇当前﹈︵名︶2

しだい︒ひあたり
あたりまえ
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あちこち一あつい

の光明を太陽とするならば︑作製に失敗したわた
た︒

七61

あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ

﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ費りの女の

こちらにまわすのです︒
十四905

ボールは︑すばやくあちこちにとんだ︒

けらいたちは︑あちこちとさがしまわりま

いえば︑

﹁あっ︑びっくりした︒﹂

﹁あっ︑でた︑でた︒﹂

ふさぎこんで下をみつめていた女の子が︑

﹁あっ︒﹂というまに︑川の中におちてし

﹁あっ︑ビゴウキダ︒﹂

あっ

あっ︑それだ︒

︽ーテ︾

ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ

あつい ︽ーイ・ーク︾

一方の手にあつくほうたいをしたひとり

﹇厚﹈︵形︶4

大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ

私のつくえの上には︑日本のみなさんが

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒

十五7910

しかのこっていなかった︒

十四978

大きくてあつい︒

十二684

の男が︑︿略﹀︑そのへやにはいってきました︒

十一818

あっ・い

な子や夜はいろりの火にあてており

九千3図圏

﹇当﹈︵下二︶1

九963囹

のまにいたうちじゅうのものがびっくりして︑

七211囹あっ︑こっちにも︒
八114耳 ﹁あっ︒﹂と︑女の子ばかりでなく︑

七2010囹
あっ︑白いちょうちょがとんできた︒

六鵬−o囹

六365園早く︑早く︑あっ︒

まいました︒

六138

思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

六108園

丁田5園

五112圓

︵感︶10あっ

子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒

七542

甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑ あっ

したが︑

八465

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

七749

十471園 養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた
しは︑星にもあたらないでしょう︒
十667囹 そちらからふいてくる風にあたっても︑
たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十697園 それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに
あたって死んでいるはずじゃないか︒

それを舞台のおくになげすてて︑なお︑あ

あちら

おまえがきれいなことばで

さあ︑あちらのへやへ

﹇彼方﹈︵代名︶8

こちと︑こよい愛しいぼんおどり︒
あちら

一466囹
一一426囹

みんなはあちらこちらにわかれました︒

あ・つ

あちらの村でもこちらの村でも︑こう

あちらだって︑きれいにいうさ︒

三2310

いらっしゃい︒

十一367圃タ風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

ちこちさがしつづけながらさる︒

十6911園 ぐずぐずしているうちに︑どっきにあた 九935
日のあたるところ︑かげになったところ︑

るにちがいない︒
十ニー512

十二243 わたしには︑かわいいめいとおいにあた
ります︒

たったりふところにとびこんだりします︒

十一一739 あられはその手にはのらないで︑顔にあ

どうがどらにあたるQ

十三301 歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん

﹁あちらへっれていけ︒﹂

いって︑この大きな木をみあげました︒
おにがあちらからくると︑こちらへかくれ︑

五749園

六野4

こちらからまわっていくと︑みんなはあち

ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四566園 花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる
十四672 土のしめっているところへ日光があたっ

六伽5

いや︑あちらで︑あかしをたててもらお
それから︑あちらの遠い遠い金色の雲
の中に︑︿略﹀いる人︑だれなの︒

十五佃1園

う︒﹂ふたりは︑旅人の両手をとる︒

七796園

らへこっそりわたりました︒

て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒
見ると︑

十四7211 日のあたっているかべや屋根をすかして

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五317 少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑
十五458 ハギンスの祖父にあたるプリンタリーが︑
ものです︒

三307

私もその人の手ににぎられながら︑あちら

調子をととのえるには︑どうをあちら

六133

あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い

5むしあつい

憶説を重く全國で調べてみると︑よくに あっ・い ﹇暑﹈︵形︶9 あつい 暑い ︽ーイ・ーク︾
十四1110團

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十一一564

こちらへまわりました︒

五202

十五519囹 じつは︑私は今右衛門のまごにあたる あちらこちら ﹇彼方此方﹈︵代名︶5 あちらこちら
あちこち ﹇彼方此方﹈︵代名︶8 あちこち

いと中にはいりました︒

四2110團 あちこちまわっているうちに︑ぴょ
四554 そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ
ちでみはりばんをしました︒

茶

あつい一あつまる
32

てくると︑のどがかわきました︒

六271園夏のころはあつくてたいへんだった︒
七946 お書に︑うさぎのところへいってみたら︑

暑いのでねむっていました︒
てかえりました︒

八148 暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ
八991 よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒

あつい

熱い

︽ーイ・ーク︾

十四725

湯の︑中までも熱いところと︑わりあい
これに日光をあてると︑熱いところとつ

にぬるいところとが︑いろいろに入りみだれて

十四η7
めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

つぎには︑熱い茶わんの湯の表面を︑日

■きちがいあつかい・のけものあつかい

光にすかして見ると︑

十四735
あつかい

あっけ

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま
ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

﹇厚紙﹈︵名︶1

あっ紙

あっけ

たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
暑さのきびしい夏の日に︑私をせにおい

︹人名︺1

あつしさん

さあ︑あっちへ

あきらさん

いけ︒﹂

﹂

いってあそぼう︒

﹁こら︑雨︑あっちへ

﹇彼方﹈︵代名︶9 あっち

一一510園 ﹁あつしさん
あっち

三798園

ひとところで︑からすが鳴くと︑あっちで

あっちにも︒

四9910園
七212園

七617

あっちでもこっちでも︑だっこく機︒

もこっちでも鳴く︒

草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色

九527園南なら︑あっちの山の中だ︒

七653

九617

こっちからあっちへいくとなると︑すぐ

もとの場所において︑あっちへいこう︒

のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

十二271

十6910園

に手をついて︑いざり歩きになります︒

あっちこっちほってみて︑なんにもみつ

アッポ

アッポタイテルよその人には︑なんの

﹇集﹈︵名︶1 集まり

この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の

﹇集﹈︵五︶36

あつまる

﹂

あおい

あまい

﹁あかい

みんなあつまれ︒

あさい

あ

集まる

あつまる

虫の名は十五あつまりました︒

花の名は十二あつまりました︒

魚の名は十三あつまりました︒

あつまれ︒

三192

三191
三193

三81囹

三710囹

そぶ

二66囹

︽ーッ・ーリ・ール・！レ︾﹇▽よりあつまる

あっま・る

大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒

十四335

あつまり

ことか︑おそらくわからないでしょうが︑

十499園

︵名︶一

からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

九8010囹

これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑ あっちこっち ﹇彼方此方﹈︵代名︶1 あっちこっち

ずねました︒

ノーピストをしり目に︑げんかんに出て︑

十五5912

﹁︿略﹀︒﹂と︑あっけにとられているタ

﹁︿略﹀︒﹂だんなは︑あっけにとられてた あっぽ

﹇呆気﹈︵名︶2

あそべるようにこしらえることにしました︒

四734

あつがみ

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四875

いにちあつかうところです︒

四68

δとりあつかう

九313国 こちらへきたときは夏の暑いさかりでし あっか・う ﹇扱﹈ ︵五︶ 2 あつかう ︽ーウ・ ッ︾
たが︑

十三244 ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜はと
きに︑しもさえ見ることがあったのです︒
十四539囹 じりじりと暑い日に照らされながら︑

﹇ 熱 ﹈ ︵ 形 ︶11

着いたのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒

十五534 カーネギー博物館のあるピッツバーグに
あっ・い

二231園 はとをだいていたら︑たいへんあっ
いとおもいました︒
なってきました︒

五804 水の音をさいていだら︑せなかがあつく 十733
十四622 中には︑熱い湯がいっぱいはいっており
ます︒

十五653

暑さはどこへやら︒

十一359圃

十四631 熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに あつさ ﹇暑﹈︵名︶3 暑さ
なったのが︑無数にむらがっているので︑
が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

ながら︑

博士の家族たちは暑さをどこかにさけて︑
家の中はがらんとしていた︒

十五738

熱さ

湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

﹇熱﹈︵名︶1

あつしさん

さとのむらが︑どうなるかということは︑

十四741

あつさ

十四6411 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯
十四651 熱い湯ですと︑︿略﹀︑どんどんとさかん
にたちのぼります︒

十四707 それも︑お湯が熱いほど︑もようがはっ
きりします︒

十四721 ひえた水が下へおり︑そのまわりの︑わ
りあいに熱い表面の水が︑そのあとへ向かって流
れ︑

33
あつみ一あつめる

三194 鳥の名は十四あつまりました︒
八2410

七742

めいめい︑シャ．ベルや移植こてなどを持つ

ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

つえをつきながら︑そこへ集まった︒

九価2

て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒

九765

音樂会のようになりました︒

そこへなかまが集まってきて︑にぎやかな

みんな︑集まれ︑集まれ︒

三346園みんながそのまわりにあつまって︑
しゃせいをしていました︒

三鵬8 まいにちまいばんあつまってきて︑お
じ．いさんの家のまわりをとりまきました︒
きます︒

四114 町じゅうの友だちがみんなあつまって
四499

童話の本に︑人形が夜中に集まってお

﹇集﹈εことばあつめ

あっ．める

﹇集﹈︵下一︶25 あつめる 集める ︽一

二44園

﹃あ﹄のつくことばを︑みんなであ

メ・ーメル︾εひろいあつめる・よぴあつめる

﹃あさ﹄ということばのつくものを︑

つめてみましょう︒

﹁え﹂のつくことばをあつめました︒

﹁い﹂のつくことばをあつめ．ました︒

あつめてみましょう︒

二75囹
二85

﹁お﹂のつくことばをあつめました︒

二88
二89

あつめたことばを︑みんなかきとめて
おきました︒

っくることになりました
しました︒

四5710
四677

二組のあつめた﹁かいぶん﹂︒

一組であつめた﹁早口あそび﹂︒

さっそくけらいたちを集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

おいいつけになりました︒

八461

おいでになりました︒

八375 もっとたくさんこがねを集めようと願って

ておいて︑よかったね︒

六2610園夏のあいだに︑こんなにたきぎをあ．つめ

四691

がんたちもあつめました︒

すっかり用意ができると︑みはりばんの

四578くだものをあつめたり︑花をかざったり

ねを

三2610
そこで︑大ぜいのだいくをあつめて︑ふ

三195あつめたことばにえをかきそえました︒

三185四くみは鳥の名をあつめました︒

三B4三くみは魚の名をあつめました︒

三183二くみは虫の名をあつめました︒

三182 一くみは花の名をあつめました︒

ちゃになっています︒

試合を見物しようと︑方々の國の人々が︑ 二94園せっかくあつめたことばが︑ごちゃご

みなさんがたの代表が︑全國からここに
どこからともなく︑女の人たちが集まつ
これを聞きつけて︑子どもが大ぜい集ま

子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ
氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お
あつみ

のこぎりは︑あつみをもっている︒

﹇厚﹈︵名︶2

十二683

どんなにはたらきがあっても︑それにあ

あつめ

をわたることができない︒

つみと廣さがなかったら︑正しくりっぱに世の中

十二696

あつみ

おぜいのひつじかいが集まって側ており︑

十五331

て︑足でトントンとふんでみたり︑

十四892

た︑美術の中心のフロレンスで︑

の︑ミケランジェロだのという天才の集まってい

十三5611園そのころ︑レオナルド・ダ・ピンチだ

る︒

十三313

て來て︑糸屋さんをとりまく︒

十三297

集まって︑いろいろなことを相談します︒

十二個5

そのコートを目がけて集まりました︒

十二8211

赤いたすきもかいがいしく︑朝から集まってきた︒

十二5911 田植えだというので︑里のおとめたちは︑ 二91

どりだす話がありましたよ︒

二十九わのがんは︑あわててかっちゃん 十二438囹

のところへあつまりました︒
四609 しかたがないので︑二十九わのがんは︑
テーブルのまわりにあつまりました︒

四843 そのつぎの日の夜︑お友だちがあっま
りました︒

四951 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒
五561 もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ
つまっていました︒

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

五832 おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ
五889 子どもたちが︑みんな︑りょうかんさんの
まわりにあつまりました︒

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ
まって︑音再会をしています︒

六209 テーブルのまわりにあつまって︑まるくな
ります︒

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

六567 私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど

る︒

七165 学校の運動場に︑子どもたちが集まってい
七547 みんな︑また運動場に集まって︑終りの式
をした︒

七741 みんな︑集まれ︑集まれ︒

あて一あと

34

て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

九203 協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ
︻235

δほりあてる

﹁うたをうたえば﹂では︑くちに

てを

﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その

漢字の意味にあった日本語をあてて読むこともし

十五382
た︒

﹁にいさん﹂にあてて文を書きました︒あと ﹇後﹈︵名︶58 あと 後

あてて︑らっぱのようにしました︒

二69圏 ﹁あとで︒﹂といいました︒

四227

なんのえか︑あててごらんなさい︒

てきた物があるか︑おしらべなさい︒

九866園 それから︑道具を集めて︑めいめい持つ

四228團

あてはめる

あてる

︽ーメ

書いた手紙です︒

時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳

ほら︑左のむねのところに手をあててご

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒

六1111

六793園

ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ

らんなさい︒

七516

センターが︑外野のセンターにれんらくを

ぼくもあてられた︒

ンターまで︑外野にでてしまった︒
七517

七531一

センターが︑外野のセンターにれんらくを

とって︑どんどん︑あてにあてた︒
七531一

でも︑ハンカチを目にあてているときに

とって︑どんどん︑あてにあてた︒

十一768

これに光をあてて影絵にしてみせるの

は︑じっとみつめていました︒
十二4610園

だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十四563園葉さんが︑それを日の光にあてたり︑

十四6911

それを日なたへ持ちだして︑じかに日光
これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒
十四704

もっとよく︑あざやかに見えます︒

これに日光をあてると︑熱いところとつ
めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

十四726

ほかのものは︑あとになり︑さきにな

まだ︑からだがじゅうぶんではないか

を

﹁を﹂の字は︑ことばのあとに

すずめ親子のねたあとは︑さらさら

おまつさんはあとからきますよ︒

あとで写生してごらん︒

はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ

しかさんは︑うさぎさんたちのあとを︑ど

そこから︑あとをつけてきたのだ︒

いました︒

七9510

1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして

のと同じです︒

七684 あとのやりかたは︑文章をきりつめていく

けました︒

七404 私は︑いそいで︑さぶろうのあとを追いか

六夢5囹

んどん追いかけました︒

六摺7

から声のでる音ではないことがわかった

モの二ぎょうだけで︑あとは︑︿略﹀︑みんなはな

六麗8

五8510園

五605囹

さらと雪の音︒

四896圏

つく︒

四759

こうQ

ら︑あとのものがじゅんじゅんにたすけてい

四651園

りして︑はげましはげまし︑さけびました︒

四507

いかと思ってね︒

四4510園あとからなにかおっかけてきやしな

あとで︑できた作文を︑ひとりびとりよ

九913 一︑二も︑たかぎの落した物を集める︒

三308

19

みました︒

﹁いもうと﹂にあてて書きました︒

︽ーラ．

私は︑としおさんが︑みつおさんにあてて

四243

あてはまる

五152

十五5012 プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ
きつけられていろいろな焼物を集めた︒

十五6010 長男に生まれて父母の愛を一身に集めて
いた身にとっては︑

あて ﹇当﹈︵名︶1 あてOてあて・めあて

﹇宛﹈呂ぼちあて

まよいこんでいないともかぎらない︒

ど︑青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのなかまに

十五835園 どうもあんまりあてにはならないけれ

あて

あてこすり ﹇当擦﹈︵名︶1 あてこすり

十649 狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ
ぬきや︑ひやかしなどで︑できている
あてな ﹇宛名﹈︵名︶1 あて名

五173園 ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて
﹇当嵌 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒
あてはま・る
ール︾

とのあてはまるものがみつかりました︒

六612 いろはがるたやことわざの中にも︑このこ

﹇当嵌 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

十三1011 漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑ 十四634 日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ
のでもおいてすかして見ると︑
この考えのまったくあてはまらぬことは︑いうま
でもない︒

レ︾

あては・める

︵下一︶

︽ーテ・ーテル︾

十3810園 このわけをあてはめれば︑自分のゆめも︑

﹇当﹈

実現できないことはあるまい︒
あ・てる
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あと一あと

八481囹 あとはぐっすりねるばかりだ︒

八647囹 いままでだいていたのだし︑あと四五日
はすわることもできますから︒

八964 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
． て ︑ ． あ と で な えがよくとれないそうです︒

九234．そのころ︑オーストリアは第一次世界大戦
のあ之で︑まだそのいたでがなおっていないころ
でした︒

九381圏 日があたらないので︑雨の降ったあとの
ようにぬれています︒

九4210團母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく
たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

九753 それからあと︑﹁やまねこ辞﹂というはが
き は ︑ ． も う き ま せんでした︒

九833園 あとでよくみてあげるから︑かごにいれ
てとっておきなさい︒

九8511團 さあ︑あと三十分ほってみましょう︒

九864あとの三十分は︑ひじょうにみじかく思わ
れました︒

九913．そのほかの友だちが︑落ちているやまだの
かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

﹁でも︑いやだな︑けんかしたあとの氣

九921 そのあと︑学校帰りの女の子ふたり︑通り
すぎる︒

九㎜11園
持って︒﹂

九二4 のだ先生が先頭に立たれ︑いしい先生は︑
み ん な ・ の あ と か らこられた︒

十213 そのあとから︑小さな子どもが︑よちよち
．はきだしもせず︑死にもしないものでも︑

と旨い口てくる︒

十401

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

十422圏 あと半分だ︒﹂幸吉とうめは︑たがいに

はげましあった︒

門からもどってきて︑道にでたとき︑あと

冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ

をふり向きました︒

十5212

十﹇399圃
すりするばかり︒

少年は︑勇氣をふるいおこして︑その後

からついていきながら︑

十一6710

けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

つめたあとで︑目を閉じました︒

十一7011

ねむったあとでは︑目を開いたときに︑

父親は︑じっと病人の方をみつめたあと

その小さな看護人をさがすようにみえました︒

十﹁777

十一831

で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒
みなさん︑これも人のしたあとでは︑
夏じゅう美しい花をつけていたが︑あら

なんのぞうさもないことでございましょう︒

十二512園
十ニー38

いま︑民ちゃんがく略﹀︑正男のあと

かたちって︑あとにいくつかの実がなっていた︒

十二297囹

﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しん

を追っかけて道まででていたのよ︒
十二351

だあとでした︒

この人形だって︑みんながねしずまつ
たあとで︑動いているのかもしれないよ︒

十二4310囹
十二604

雲が消えてしまったあとには︑いまいっ

リーに着きました︒

た︑ちりのようなものばかりがのこっていて︑

十四647

あたたかい空便がのぼっていくあとへ︑

入れかわりに︑そのつめたい空氣が下からふきこ

十四684

ひえた水が下へおり︑そのまわりの︑わ

んできて︑大きなうずができます︒

十四721

それが︑おりた水のあとへとどくじぶん

りあいに熱い表面の水が︑そのあとへ向かって流
れ︑

にはひえて︑そこからおります︒

十四722

はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ

て︑あとは︑十文字の小さな木ぎれをはさんで︑

十四791

ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

私はあとのほうの映画に心をひかれた︒

チョンチョンとたたいて︑みごとに割っていまし
た︒

十四874

十四8510

おじさんとおばさんはそのあとを追って

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十五644

十の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹

出て來られたが︑

十五6610

一方が先に生まれ︑他方があとから生ま

たちをあとに残し︑︿略﹀京都に移った︒

十五745

いねの花のすんだあとをさわってみると︑

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

九㎜6 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが

くなっていました︒

いままでぺしゃんこだったさきが︑ふくれてかた

八尋1

れないで︑のこっている葉がありました︒

七841筆草をくいとったあとをみますと︑かみき

いいだしたことはあとへひかないので︑
れたというだけのことで︑
もうあとわずかというところで︑日はは あと ﹇跡﹈︵名︶6 あと■あしあと
十一一607

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

﹁ビューン﹂と︑あとをひくようなひび

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒
十三291
きがする︒

十三449

ん︑それからおとうさん︑そのあとはマンシュウ

私は短い旅をしたあとで︑七時にパ

から帰って來た眞二くん︑おしまいにおかあさん︒

十四66国

あとあし一あなた
36

とほつ

十一1711 かなしみもいたみも︑あとなくぬぐわれ
ます︒

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

十二571 雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五
十五冊7囹 おまけに︑いっかランプをつけるとき
あと足

やけどをしたあとまであるよ︒
﹇後足﹈︵名︶1

あとかた

七946 あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

あとあし
いれていました︒
﹇跡形﹈︵名︶1

十二613 ところが︑そのあくる朝ながめると︑高

あとかた
どのは消えてしまってあとかたもなく︑

︽ーシ︾

あとずさり・する ﹇後退﹈︵サ変︶1 あとずさりす
る

あとずさる

︽ーッ︾

八75 だんだんあとずさりして︑︿略﹀︑テーブル
﹇後退 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

のはしからころげ落ちたりしました︒
あとずさ・る

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

十五309 少年が女の子を後にかばうようにして︑

﹁ア ド デ エ ﹂ と き こ え る ︒

あどでえ 一 アドデエ
六二10囹

︽ーシ︾

あともどり・する ﹇後戻﹈︵サ変︶1 あともどりす
る

穴﹇Vほらあな

九窩3 あともどりして飲んでみたり︑ずっと上流
あな

へいってためしてみたり︑
﹇穴﹈︵名︶21

六櫛1園
まうよ︒

あなをほって︑トンネルをこしらえて遊
五ひきのうさぎさんたちは︑めいめいにあ

﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ

あなはずんずん長くなっていきました︒

なをほりはじめました︒

六鵬3
六伽5
六楢7囹

﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ

けようか︒﹂

六搦7囹
けようか︒﹂

親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

かたい皮にあなをあけて︑

八145

せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな
しかし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわるあ

を地表に向けてほっていき︑

八208
八859

十三284

そのへんを走ったり︑地面にこしをおろ

ことばみじかにその関係を物語る私の顔

して︑あなをほったり︑

を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑

十五596

あなたはそのたまをもっていますか︒

﹁けさ︑あなたは︑その目でなにを

﹇貴方﹈︵代名︶82 あなた

一288園

あなた

一556園

あなたのおうちにおいていただいた

あなたはいのちのおんじんです︒

みましたか︒﹂

一586園

あなたも︑おとうさんも︑おかあさんも︑

おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこになりま

一603園
した︒

一621園

それなら︑あなたの目のなかにふた

みんないい人ですもの︒

一656園

あなたのお力で︑いのちびろいをいた

あなたがうらしまさんでいらっしゃい

五249囹

はるおさん︑ほら︑あなたのみつけた二

ぼっちゃん︑あなたもおかけなさいな︒

﹁お金持のおくさん︑これであなたもま

﹁女王さま︑これで︑あなたもごまんぞ

くでございましょうG﹂

五744園

んぞくでしょう︒﹂

五719園

ばん星よ︒

五565園

五168園あなたは︑どこまでいくの︒

まわずにかえっておしまいになるでしょう︒

四齪7囹 はごろもをお返ししたら︑あなたは︑

ますか︒

四柵3園

しました︒

四聖1園

あなたの花まつり︒

ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは

つひかっていますよ︒

ながだんだん小さくなっていった︒

三108囲
がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

あひるの子は︑あながこおってしまわない
ように︑いつも足をつかっていなければならな

八859

かった︒

九509

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや

おまけに︑あみに大きなあなをあけてしま
いました︒

九㎜9

十ニー54

いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

くあなの中へかくれてしまった︒

十二523

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒
るめ︑指の線をほる︒

五922園 ゆかいたをはがして︑たたみのまん中に 十二524 あなの両わきを切りこんで︑手さきをま

あな

あなをあけてやったら︑

四角なあながあいていたり︑︿略﹀︑おも

しろいお金です︒

十二⁝⁝5

通してぬいつける︒

六114 ピンセットでねじをはさんで︑きかいのあ 十二535 手は︑手さきのほうをいれて︑穴に糸を
なにさしこみ︑
がもれないようにして︑

六鵬8 自分ではなをつまんで︑はなのあなから息
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あなた一あなた

たをけらいにしたいといっています︒

五767園 海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな
九594園

九566囹
いったい︑あなたはたれですか︒

あなたはやまねこを知りませんか︒

﹁あなたの名はなんといいますか︒﹂天

あなたは︑こがねのどんぐりニリットル

のお考えをうかがいたいと思いましたのです︒

九722園

あなたが︑この四五日︑なんにもたべな

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒

九鵬2囹

︿略﹀︑眞珠を世界の人々にあ

世界のために︑きっと︑あなたの願いが

いことをちゃんと知っています︒
十4011囹
かないます︒
あなたが

養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

たえたことに︑心から敬意をささげます︒

十4610園

十4612園

いいことと︑正しいことは︑おかあさま︑

の光明を太陽とするならば︑

このかた︑あなたのおとうさんですか︒

あなたの目から教えられました︒

十一177
十一728囹

﹁あなたと同じように︑いなかのかた

外学から帰ったばかりで︑ちょうどあ

ですがね︒﹂と︑看護人が答えました︒

十一864園

十一866囹

十四96団

あなたの声もたいそうよくおなりでは
ピアノの先生が︑散歩にいらっして︑

あなただってその実をそんなに美しく
あなたの歌には︑そのさびしい型持が

いま︑おかあさんが力をおとしておし

でているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2110囹

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十ニー96囹

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑

十ニー93園

ありませんか︒

十ニー710園

年ぐらいのむすこがいるらしく︑

まいになったら︑あなたのルイは︑たいへんかな

十四137国
さようなら︒

十四147團

あなたを思うすべての心をかたむけて︑

そうして︑おかあさん︑あなたのこと

を思うとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑こんなことが思われて
くるのです︒

十四165團あなたが私を思ってくださるとき︑私

あなたのルイ

もおかあさんのことを思っていると︒

十四179團

﹁たいへん焼物がおすきのようですが︑

十四5910園花さん︑あなたが︑どんなに美しくさ
いたって︑

十五449囹

すると︑あなたは︑そのプリンタリー

あなたは一﹂
十五518園

はるばるたずねてみえたあなたへのご

さんのおまごさんでしたか︒

十五569園

ちそうに︑︿略﹀︑私がはじめて会った日本人につ

いて話をしてあげよう︒

あなたはそう思うの︒

あなた︑どなたです︒

あなたの知っているのは︑ぼくたちだ

ぼくたちは︑いつだつて︑あなたのま

十五梱5園 あなたは︑やっぱり︑なんにも知らな

の︒

べたり︑飲んだり︑︿略﹀︑くらしているのですも

十五川1囹 ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た

わりにいるのですよ︒

十五㎜12囹

けですよ︒

十五㎜10聖天

十五9110囹

十五871囹

十一8610園どうやら︑あなたのむすごさんと同じ 十五871園 え︑あなた︑ぼくを知っているの︒

なたが入院したと同じ日に︑入院したんです︒

年四月十︼日

しい思いをしなければなりません︒
ちょっと裁判に困りましたので︑あなた 十四112團 あなたのルイから パリー︑千九百七

五868園 おまつさんか︑あなたがみえなかったか
九6010園

ら︑かぜでもひいたかと思って︒

六787囹 ごろうさん︑あなたは︑ねむってしまつ

六397園 あなたのしごとはこれからよ︒
たら動かなくなるでしょう︒

六794囹 あなたが︑それを動かそうと思って動か
しているの︒

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六797囹息と同じように︑あなたがねむっている
六871囹 もしもし︑あなたは︑どうしてないてい
らっしゃるのですか︒

六8711園 あなたは︑その大きな木にのぼって︑
まっていらっしやいQ
六9111園あなたは︑どなたでいらっしゃいますか︒
六研3團 けれども︑あなたの角はおりません︒

七237園 あなたは︑きょう︑しいくびんのなつぽ
を︑とりかえましたか︒

七7811園 あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれ
ていったのにそういない︒

八297圏

七852園 らくだは︑あなたがぬすんだのではない︒
帝は︑その男にたずねました︒

そのみ知らぬ人がいいました︒

八383園 ﹁王さま︑あなたはお金持ですね︒﹂と︑

八431囹 あなたは︑こがねと一ぱいの水と︑どち
らをえらびますか︒

八8110囹 あなたは︑私のいっていることがおわか
りにならないのです︒

九475團 あなたは︑ごきげんようしいそうで︑
けっこうです︒

あなたがた一あなたたち
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いのですね︒

十五⁝川6囹 ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし
らですよ︒

十五皿3囹 でも︑ぼくたちがなにをしていても︑
あなたには︑なんにも見えないし︑
福﹄です︒

十五皿6園ぼくは︑あなたにっかえる﹃健康の幸
十五柵5園 まあ︑どうあなたがやってみたって︑
あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

十五鵬3囹 あなた︑あの女の人を知らないのです
か︒

十五㎜4囹あなたの二つの目をたましいのどん底
におちつけて︑よくごらんなさい︒
十五㎜5園 あの人︑あなたを見ています︒

十五鵬7囹 あれが︑あなたの﹃おかあさんの喜
び﹄です︒
十五柵4園 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに
にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五摺6囹 あなたは﹃光﹄なんですね︒
十五柵7園 あなた︑この私がおわかりですか︒

あなた︑私をこぞんじですか︒

ていた﹃正義であることの喜び﹄でございます︒

十五帽10囹私は︑それは長いこと︑あなたを求め
十五⁝⁝2園

十五佃2三三は︑あなたをすいている﹃美しいも
のを見る喜び﹄でございます︒

あなたがた

十五柵2囹あなたは︑私の子どもたちに︑それは
こしんせつでした ね ︒

﹇貴方方﹈︵代名︶28

四3910園 ただしい ことばは︑いつも︑あなたが

あなたがた

たのいいお友だちになったり︑先生になった

とばにいろいろであうでしょう︒

わたしたちのなかまがわるい虫をとって

四㎜3囹 天人のはごろもと申しまして︑あなた
がたには︑ご用のないものでございます︒
六399囹

そだてたいねを︑こんどは︑あなたがたがまもる
﹂

あなたがたは︑なにかさがしておいでの

んですもの︒﹂かかし﹁そりゃそうだけど

七7511園
ようだが

七763囹 あなたがたは︑らくだをにがして︑それ
をさがしていらっしゃるのではありませんか︒

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか

にすすめましたが︑

みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の

けはなれているために︑

十四323
十四372

星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

生活にもつらい思いをしていますが︑

てくれるにちがいありません︒

十四3710

をかまわずに︑あなたがたが︑かってに花をさか

十四542囹あれは︑私たちの養分をこしらえる力

せたからですよ︒

あなたがたは︑自分のことしか考えな

あなたがたは︑どうして地面にはえた

私には︑あなたがた日本の小学校のみな

私は︑あの美しいあなたがたのお國を親

しくおたずねして︑

十五795

あると信じます︒

さんに︑このあいさつを送るだけの特別の権利が

十五793

のか︑考えたことがありますか︒

十四606園

いようですが︑

十四578囹

たがたがかれないようにしてあげたのです︒

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた 十四571園 こんなに大きなきずができていますが︑
私は︑いっしょうけんめいそれをなおして︑あな

あなたがたの家に︑写豊丘があるでしょ

がつたのも︑むりはない︒

七856囹
十二963
う︒

それにはあなたがたのおとうさんや︑お
あなたがたの小さいときの写眞などもあ

じいさんや︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

十二964
十二965

その写眞帳をひろげてみると︑あなたが

るでしょう︒

十二967

たの家の昔からいままでのことがさまざまに思い
あなたがたおふたりの写眞は︑いま︑

だされるでしょう︒
十四1310團

十五903園

たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

十五8011 あなたがたの時代がきたときには︑

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

三835囹

かえってくるのです︒

それから︑あさになって︑お日さまが

﹁あなたたち︑にじがみえて︒﹂

あなたたちのところへ

三777囹

光をあげにいくのです︒

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

三774囚囚

あなたがたは︑これからの日本にとって あなたたち ﹇貴方達﹈︵代名︶6 あなたたち
あなたたちがねているあいだ︑お日

あなたがたに見てもらいたいものがある

︿略﹀︑私の前においてあります︒

のです︒

十四292
十四315

だいじなかたがたです︒

あなたがたの考えひとつで︑日本はよく
あなたがたのものを見る目︑ものを考え

もわるくもなるのです︒

十四317
十四319

る力が大きくなっていけば︑
りしてくれます︒
四403園 あなたがたは︑これから︑りっぱなこ 十四321 さて︑私は︑あなたがたに星を見るよう
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あなたのおもっていることは一あに

五π8園 あなたたちはまだいい︒
十1211園 あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑
わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒
ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

十四576園戸の外で聞いていると︑あなたたちは︑
あなたのおもっていることは ︹乙名︺ 2 あなたの
思っていることは
七

十27 四 あなたの思っていることは⁝⁝⁝二十

兄

十271四あなたの思っていることは
﹇兄﹈︹話手︺3 5

七221 また︑すずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁しずか

あに

にして︑みていてご ら ん ︒ ﹂

七223 兄﹁すずめが︑だいこんの葉をみている
よ︒﹂

にげちゃったよ︒﹂

七227 兄﹁はるお︑あまり大きな声をだすから︑
七229 なにしにくるの︒﹂兄﹁あおむしをさがしに

七254

なん日ほどたっているかしら︒﹂兄﹁ちょっ

日記帳をみながら︑兄﹁たまごから小さい

とまってください︒

七256

どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑わ

虫になるのに︑七日かかっています︒
七2511

にいちゃん︑わからないのかい︒﹂兄﹁なま

かりますか︒﹂兄﹁どうしてかしら︒﹂

七262

はっぱと同じになるのは︑鳥などに︑すぐ

いきいうな︑はるお︒﹂

七265

あおむしが︑へんな色にかわっている︒﹂

にいちゃん︑にいちゃん︒﹂兄﹁どうしたの

みつからないためですよ︒﹂兄﹁あ︑そうか︒﹂

さ︒﹂

七269
七271

兄﹁いいえ︑どうなるか︑みんな自分でし

兄﹁ほんとうだ︒

七274

兄﹁観察日記に︑さっそく︑これを写生し

らべるようにと︑おっしゃっただけです︒﹂

七2711

兄﹁おかあさん︑ただいま︒

ておこう︒﹂

七283

くるのさ︒﹂

兄﹁おかあさん︒﹂

七294

どうして︒﹂兄﹁あおむしがさなぎになった

どんなふうに書いたの︒﹂兄﹁よんでみま
兄﹁自特車のチューブのようにふわふわし

しょうか︒﹂

七292

ところを書いたのが︑よくできたって︒﹂

七289

られたの︒﹂

兄﹁きょうね︑道議の時間に︑先生にほめ

七287

七285

あおむしをとって︑どうするの︒﹂兄﹁臥す

ずめにやるのさ︒﹂

七2211

七232 子すずめ︑あおむしをたべるの︒﹂兄﹁だい
すきさ︒﹂

ていたんですよ︒﹂

七236 兄﹁おかあさん︑あおむしのことを︑話し
七239 きょう︑しいくびんのなっぱを︑とりかえ
ましたか︒﹂兄﹁あ︑わすれていた︒

兄﹁さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒﹂

た︑黒っぽい︑かわいいあおむしは︑
兄﹁おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒﹂

七307

にいちゃん︑なあに︒﹂兄﹁ちょうになった︑

れないようにさ︒﹂

七246 どうして︑葉を砂の中に立てるの︒﹂兄﹁か

七248 兄﹁さあ︑あおむしくん︑新しいごちそう

七309

ちょうになった︒﹂

七313
兄﹁ねえ ︑ お か あ さ ん ︒

だ︒﹂

七2411

七3111

美しい羽ですこと︒﹂兄﹁あの羽をしぼった

七323

おや︑ひげをはやしてる︒﹂兄﹁ほんとう一

兄﹁羽をふるわせている︒﹂

ら︑きれいなしるがでそうね︒﹂

七327

あかんぼのくせに︑ひげなんか︒﹂兄﹁ほん

1ひげだね︒﹂

兄﹁︿略﹀︑ここからだして︑庭のだいこん

とうにきれいね︒

七329
七3211

にいちゃん︑早くいこう︒﹂兄﹁きっと︑と

の葉に︑うつしてやりましょうね︒

びだすよ︒

七334

兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

﹇兄﹈︵名︶13 兄

六9210園

あに

兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒

てしまいました︒

七242

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑

しを︑新しい葉にうつす︒

母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

八713
九346国

かれ枝のたくさんついている高い木をみ

で︑三日間かかりました︒

つけると︑兄かぼくがのぼる役をひきうけました︒

九392團

九3911三下では︑兄や︑母や︑おばが︑﹁︿略﹀︒﹂

兄は︑大きくなって農業をするために︑

とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑

いま知りあいの家でみならいをしています︒

九458国

十227 ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種

家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄

まきをしている︒

せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ

や姉の手助けとなりたいと思います︒

十308

十二233

あね一あの
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て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

十五744 兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力
のちがいは別として ︑

﹇姉﹈︵名︶6

姉

らないという理由はすこしもない︒

十五746 それによって兄が特権を與えられねばな
あね

八713 おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑
﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

十308 家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄
や姉の手助けとなりたいと思います︒

十二235 ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと
いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

りまえさ︒

三942

三747囹

四232団

あのまどから︑にいさんとよく星を

あの丘の上を︒
あのまつ白な雲もみんなのもの︒

みましたね︒

あの白い雲に︑だれかが︑ちぢまって

帰るといったって︑あんな遠いところl

さあ︑あのかかしったら︑︿略﹀なんべ

ほんとうにあのかかしが帰っているだろ

lでも︑もう一どあの村に帰り．たいなあ︒

六406園
六442園
う︒

六4411囹

六726

いったい︑あの雪だるまは︑死んでいるの

な波の音︒

六495間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白

おな海の色︒

んもさけんでいたよ︒
四248団 おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ
六488圃 ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ
のそばまでさんぽしてきました︒

四881

じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん

あのかめさんかい︒

いるようです︒

五95園

四鵬8園

六齪3囹

決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒

六824園

あの大きなたいをつってみたいのです︒

﹁にいさん︑あの人だあれ︒﹂

あの山のてっぺんか︒

﹁あの山のてっぺんさ︒﹂

か︑生きているのか︒

どこかでありがとうといいたいと思った

六柵4園

六鵬3囹

をかけさせておあげ︒

けれど︑いうところがなかったものだから︑それ

あのガスは︑なにから作るのでしょう︒

それでも︑まいにちあのつるをのばした
五6110園

あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

あのつぼみをこしらえたのは︑だあれ︒

あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑

あの屋根にとまっているのは︒
ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

きあげられてしまわなければなりません︒

あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ

などということはできません︒

たのだ︒

六川4囹

あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

やっぱりあの男の子だった︒

七51園あの白いブラウスの女の子かな︒
七57圏

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた

あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七94園

七3111園
そうね︒

がつたのも︑むりはない︒

七856囹

かたい皮にあなをあけて︑

六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ 八145 親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

六385囹

たら︑どうなっていたかしれない︒

六159園もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

︿略﹀︑どれをみても大きくてえらそうである︒

六66園

してやりたい︒

五754園

のは︑だれかしら︒

五617囹

しているようにみえますね︒

五603園あの三つの花が︑そろってしんこきゅう 六悩9 しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

五352

六悩7 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ

であの人にいったのよ︒

十二2412 姉だけにわかるへんなことばをいってい 五129囹
五274囹
ます︒
十二254 姉が︑いそがしいので︑おしめカバーを
させたままほっておくと︑

姉たち

十二295 ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大 五275囹 でも︑あのかた︑わかったかしら︒
﹇姉達﹈︵名︶1

さわぎしていました︒
あねたち

あの

十二232 長いこと外地にいた姉たちがひきあげて
﹇彼﹈︵連体︶ 鵬

きました︒
あの

一582園 あの とき︑たろうさんがくろいぬを
おってくださらなかったら︑どうなっていた
かわかりません

三53園山のあの色︒
三266 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い いました︒

つ

三283 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑

くったふねだもの︑いきおいのいいのがあた

三284園 あの いきおいの いい くすのきで
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あの一あの

八257 あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ
にかたくすがりついています︒

九468團

あの廣い学校の運動場で︑先生とみなさ

んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒
九582囹

あのはがきは︑わしが書いたのだよ︒

くもさん︑あのお月さんのところへいっ

たまたま︑あの白いちょうちょにあうこと

あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる
おまえは︑だんながだいじにしているあ
たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ
あのとおりひきさいてしまいました︒

まえからあぶないといっておいた︑あ

てはいけない︒

十一616囹

ここにあのおじさんがいます︒

の橋を渡ったのではないかね︒﹂とたずねた︒

十一854囹

あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

十一856園ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ
げるのです︒

あの廣場で遊んでいる子どもたちをご

﹁だれですか︑あの人は︒﹂

ら︑ゆるしてください︒

十一857園

十ニー13園

わたしはまた︑あのような絵のぐがあ

あのざくろの色もかけてないや︒

十一862園
らんなさい︒

十ニー72園

十二2010園

でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

ればいいなと思いましたよ︒

氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2111囹

あのころは影絵もあったよ︒

あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒

十二462園

私はいまでも︑あのときのことをわすれ

植えたなん千アールのあの美しい田さえなく︑

十二613 そのあくる朝ながめると︑︿略﹀︑きのう
十二8111

あの小さいからだが︑まほうつかいのよ

ることができません︒

十四3312

十三304 あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒

うになって︑

十二846
工場でも︑また︑日本の國全体だって︑同じこと

あの子は︑どうかしているのではない

しかし︑たとい︑男まえはわからなくて

みなさん︑ごらんなさい︑あの天上の星

世界が︑なおいくつかあるのです︒

十四359
を︒

びいてくるように感じられるではありませんか︒

も︑あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳にひ

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑ 十四509

あの橋はあぶないから︑けっして渡っ

あのぎんが系に負けないほど大きな星の
だと思う︒

十一1011生船ばかりではなく︑あの町でも︑あの

十737園

ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

十737囹

の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十727囹

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十674

十2112囚圃早く︑あの野原で︑遊びたいな︒

たくりの実の落ちるころでしたから︒

十91

いちょうちょは︑どうしたろう︒

目黒2園お月さんのところへとんでいったあの白

ができた︒

九構1

てみたいと思いませんか︒

九鵬11囹

い物がちらちらとみえるでしょう︒

﹁あの字もなかなかうまいか︒﹂

りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ
九592囹

そう︑あの向こうの小高いところに︑白

八333天の川は︑なん千なん万という星がかさな 九576園 あの文章は︑ずいぶんへただったろう︒
うな光をはなっているようにみえるのです︒

九781囹

八348 光のとどく時間ではかると︑あの星と地球
とのきょりは︑二十分や一二十分ではありません︒

八354 あのたなぼたものがたりのはたおり星は︑
二九・五光年ですから︑

八595 あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき
がみえるだろう︒

八669園 あのうまく足をつかうようすや︑あのし
せいのいいのをみてもわかる︒

八6610圏 あのしせいのいいのをみてもわかる︒

八689囹あの一わをのけたほかは︑みんないい子
だ︒

八819園 世界じゆうで︑あの人ほどりこうな人は
ありはしないから︒

くちょうをわすれることはできなかった︒

八848 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは
八851 あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん
でいったのかということも知らなかった︒
たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八853 しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ
八854 どうして︑あの鳥のもっているような美し
さをもったらなどと望むことができよう︒

十一604囹

いろいろと思いださせる︒

十一4611

だろうか︒

十﹁272囹

八893園私は︑あのけだかい鳥のところへとんで 十﹁1011園あの町でも︑あの工場でも︑
いこう︒

八898囹 冬じゅうひもじい思いをしたりするより
は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

いのでしょう︒

九2410 あの家ののき下につくった古巣がなつかし

あの一あばく
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十四5812園あのかわききった夏のさいちゅうに︑
ようだ︒

十五858園

しい︒

十五891園

なんだか︑あの人たち︑こっちを見た
それから︑あの︑なかまにはいらない

あの男のことは︑きかないほうがよろ

で︑せなかをむけているのはだれです︒

十五8811園

あの雨のおかげで︑かれるのが助かったことを考
えてごらんなさい︒

十四591圏あの雨のおかげで︑
のものだといってもいいのです︒

十四601園だから︑あのかぼちゃは︑みんなぼく

あのとおり︑さわぎやどもが︑おまえ
たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

さんがたを呼びたてているでしょう︒

十四611囹 もし︑あの人間がいなかったら︑︿略V︑ 十五896園
私たちは︑はえもしなければ︑

いいえ︑あの人は︑あんまりはっきり

顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこわがるだろうっ

十五備11園

あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん

て︑心配しているのですよ︒

十五⁝川2園

私たちが︑あの人をずいぶん待ちわび

待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

十五宙2園

あのね︑帰りの電車はとてもこんでいた

の

⊥ハか年の思い出を残してくれたこの運動

ていることを︑知らないのだろう︒

十五伽6

場︑この校舎︑あの農園︑みんなありがとう︒

﹁あのね︒﹂といいました︒

ぼってさ︑それからさっさとかけおりてみず

三616園あのねえ︑丘の木のところまで

一一71囹

あの︵感︶5あの

あの︑育ちのわるいわかい女はだれだ

まあ︑あのふとった子のわらうことは

んです︒

五233囹

うみへいこうよ︒
きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒

﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と﹁ネ﹂︑︿略﹀がいい

あの子たち

あの子たちを知っているの︒

﹇彼子達﹈︵代名︶4

あのつくことば

いる︒

十五9810圏

あの子たちが青い鳥を持っていないこ

︹課名︺2

﹁あ﹂のつくことば

それにあの子たちは︑大急ぎに急いで

とは︑わかっているのだからねえ︒

十五989囹

十五986園ぼく︑あの子たちとおどりたいなあ︒

十五9510囹

あのこたち

にくいらしい︒

六㎜3

きこえる︒

﹁あのねえ﹂というのが︑﹁アドデエ﹂と

十五価9園

すると︑あの女はさがしに行きたがっ
あなた︑あの女の人を知らないのです
あの人︑あなたを見ています︒
の戸だなの中にはいっているの︒

あの人がつれて來てくれたの︒

の着物を着ていても︑わかるだろうね︒
十五幡3園

﹁あ﹂のつくことば⁝⁝⁝四

一
私︑あの人を見たことがなかったよ︒

あの人︑だれなの︒

︽ーイ︾

二22
十五備7園

あばく

﹁あ﹂のつくことば

﹇暴﹈︵五︶1

二41

十653 かれらは︑だんなのねこかぶりをあばいた

あば・く

あの人は︑おまえたちふたりをかわい

十五稲5囹

十五佃7園

あの人︑顔を見せることはないの︒

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒
十五備10囹

六脳9

でもぼくは︑まだわかいから︑あの人

十五佃5園

か︒

十五燗3園

て︑

十五研7囹

のわらうのを見たことがありません︒

十五鵬2園

どうです︒

十五978園

ね︒

十五9111囚囚

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

十四7212 あの﹁かげろう﹂がたつのは︑︿略﹀氣 十五904園
流のむらが︑光をおり曲げるためなのです︒

十四808 人々に傳えるうちに︑あのような︑短く
て調子のいい︑氣のきいたものになったものと
げんじものがたりまくらのそうし

十四醜4園あの子は寒さでこごえ死んだのだ︒
十五402 あの有名な源氏物語や枕草子などは︑
十五437囹 あの︑ニューヨークのメトロポリタン

博物館の一
十五541 あの有名な﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダ
ブリュー・ジェー・ホランド博士︑

十五756 一ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ
して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒
たがたのお國を親しくおたずねして︑

十五795 といいますのは︑私は︑あの美しいあな

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

十五8311園あの人たちは下等でもあり︑たいてい 十五麗2園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ

がしをわすれたのじゃないかな︒

十五8412園だが︑おまえさんたちは︑あのさとう 十五榊7囹 あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ
十五851囹 あのとおりテーブルの光栄になってい
るさとうがしを︒

十五854園 あのさとうがしをわすれたのじゃない
かね︒

幸福そうな顔をしているなあ︒

十五856囹 あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑
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あははは一あひる

り︑いたずらをしたり︑

あははは︵感︶3あははは
﹁あははは︒﹂と︑大声でわらいました︒

三456囹 あははは︒﹂といってわらいました︒
六糊11園

︽ーシ︾

と︑あなたたちは︑ずいぶんかってなことをいっ

︽ーレ︾

あそこにいるあひるの子をさ︒

みにくいあひるの子も︑いっしょになって

どこかへいってしまった︒

八664
およいだ︒

八6710圏

できず︑

いているのをみつけたので︑そこから中へはいつ

八774 あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ

朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

ていった︒

八7810囹

すぐにみつけられた︒

八785

年よりのあひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

これからはあひるのたまごもたべられる︒

八688

八793 そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小
風がひどいので︑あひるの子は立つことも

﹁︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒

そこで︑あひるの子はでかけていった︒

あひるの子は︑︿略﹀︑その首をはくちょう

あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ

あひるの子は︑︿略﹀︑いつも足をつかって

八865

八864

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

すると︑あひるの子は生き返った︒

くだき︑うちへっれて帰った︒

八862 あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

いなければならなかった︒

八859

なければならなかった

おってしまわないように︑水の中をおよぎまわら

八856

でいったのかということも知らなかった︒

八851 あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん

くちょうをわすれることはできなかった︒

八848 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは

の方へさしのべ︑︿略﹀大きな声をだした︒

八846

になった︒

八845 あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持

八834

ので︑にわとりに思わずその話をした︒

八807 あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった

てばかりいた︒

八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ

八798

しにおいてもらった︒

みにくいあひるの子は︑︿略﹀︑にわとりか

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか
あわれなあひるの子は︑立っていたほうが

あひるにはかみつかれ︑︿略﹀︑えさをくれ

﹂と︑

そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを
﹁これも自分がみにくいばかりに
あひるの子は思った︒

八721

とびこえてにげだした︒

八719

るむすめには足でけとばされた︒

八717

なかった︒

いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

八707

らわる口をいわれるばかりでなく︑

八702

らもぶたれたり︑つつつかれたりした︒

八702

あひるの子の首すじにかみついた︒

十四576園あははは︑いま︑戸の外で聞いている 八681 もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい
ていましたね︒

五874囹 あはははは︒
あばれだす

あはははは ︵感︶1 あはははは
あばれ むおおあばれ
﹇暴出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

八306 黒うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ

あばれだ・す

だしました︒

あばれまわ・る ﹇暴回﹈︵五︶1 あばれまわる
︽ーッ︾

あばれる

四944 黒い︑こまかいものがとんでいる︒あ
﹇暴﹈︵ 下 一 ︶ 2

ばれまわっている︒
あば・れる

七926 だすときに︑わらを足でけったりして︑あ
ばれました︒

あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ

あひるの子は︑ここで一晩横になった︒

あわれなあひるの子はきもをつぶした︒

しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき

あひるの子は︑ため息をついた︒

むいた︒

︑
ノ4
71
1はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

八748

て休みたいと思った︒

八724
︽ーセ︾

八729

あびせる

しもさわがず︑あばれもせず︑じっとしています︒
﹇浴﹈︵ 下 一 ︶ 1

十五275 女の子は︑あきらめたのか︑︿略﹀︑すこ
あび・せる

十五303 少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短
刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

八755

あひる ﹇家鴨﹈︵名︶53 あひる5おやあひる・み

八763

八7610

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

八768

あがる氣にもなれなかった︒

八608 みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ
﹁︿略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よりのあひ

一わのあ ひ る が す わ っ て い た ︒

にくいあひるのこ
ろに︑

八629

﹁︿略V︒﹂年よりのあひるは︑そういって︑

るがいった︒

八649

あびる一あぶらえ

44

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

三469園

あひるども

つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ
しておこった︒

六641

七498

あぶなくころびそうになった︒

あぶなかったが︑わずかのちがいで勝った︒

ボートは向きをかえて︑あぶないとこ

だいじょうぶかい︑あぶなくはないかい︒

うからぬけだして︑新しい方向に進んでいく︒

十一604園あの橋はあぶないから︑けっして渡っ

まえからあぶないといっておいた︑あ

てはいけない︒

ひょっとすると命を失うようなあぶな

の橋を渡ったのではないかね︒

十一615園
十一627囹

地面の空理が︑日光のためにあたためら

いときでも︑

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい

十四753

へんあぶないものです︒

女の子は︑あぶない足どりで︑︿略﹀︑と

ひつじかいは︑身のあぶないこともわす

かく家庭教師の手からはなれて行きそうにしてい

十五2112

ました︒

十五248

すると少年は︑あぶないことが近づいた

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

十五285

あぶら

油

みんな︑あぶないよ︒

と感じたので︑

十五866園

﹇油﹈︵名︶5

あそこ

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あぶら︒﹂

十﹇2810

その油を自分でとりたいと思い︑となり

夜の勉強には油がいります︒

これを油にかえて︑本を読み続けました︒

﹇油絵﹈︵名︶2 油絵

十四2612

デッサンとか︑モデルとか︑バックとか

いてみえます︒

つって︑がくにいれた油絵のように美しくかがや

九331古聖のすがたが︑さかさまに湖の中にう

あぶらえ

十一291

かわらへいって︑あき地にまいておきました︒

のおばさんから一にぎりのあぶらなの種をかりて︑

十︻2810

七185囹︺よくみのってから︑油をとるんだからね︒

あした

二48囹﹁あたま足あごあさひ

あぶら

﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて
白うさぎはすぐ海の水をあびました︒

いるがよい︒﹂とおっしゃいました︒

三471

夏のあいだ︑︿略﹀︑この谷まの流れには

八868 そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ
るたるの中へとびおり︑
九368国
いって︑頭から水をあびるのが樂しみでした︒

︑8
61
0おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ
ノ
るの子をうった︒
﹇家鴨黒田﹈︵名︶1

ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま

わるほうがすきであったからである︒

八612

あひるども

八8611 子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう 十四413囹 この光を全身にあびよう︒
として︑︿略﹀︑わらったりさけんだりした︒

八873 おりよく戸があいていたので︑あひるの子
は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

あぶが︑足をひっかけて︑ブンブンいって
くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ

あぶはちとらず︒

あぶが一びきとんで計る︒

十四8011図

十三479

ぶは︑︿略﹀︑すいとにげていきました︒

九㎜7

いるところです︒

九伽5

八878 あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん あぶ ﹇虻﹈︵名︶4 あぶ
いそうである︒

なに苦しんだか︑ここで話すにはあまりにもかわ
八881 ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑
ぬまの草むらの中で横になっていた︒
をばたつかせることができた︒

八883 すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ

はくちょうはあひるの子をみた︒

八8811 あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい あぶく ﹇泡﹈︵名︶1 あぶく
た︒

八8911

﹁あぶないところだった︒﹂といって︑

大いそぎで木からとびたっていきました︒

六174囚囚

のはみんなとりあげられてしまいました︒

﹇461かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも

ク︾

八903 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも あぶな・い ﹇危﹈︵形︶16 あぶない ︽ イ・ーカッ・
のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

八9010 それは︑ぶかっこうなみっともないあひる
の子ではなかった︒

八911 生まれがはくちょうのたまごであってみれ
ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

七545

八9310園私がまだみにくいあひるの子であったと 七191囹 あぶないよ︒
き︑こんな幸福があろうなどとは︑ゆめにも思わ

そんな高いところ︑あぶないから︑早

十一76園

十68！0園

くおりておいで︒

九403国園

なかった︒

十212 その下を︑あひるがならんで通っていく︒
十三3610 あひるが︑﹁ガア︑ガア﹂とさわいで行
く︒

あ・びる﹇浴﹈︵上一︶4あびる︽ービ・ービル︾

45
あぶらぜみ一あまのがわ

いうことばも︑西洋の油絵がはいってきたときに
傳わってきたのだということが想像される︒
あぶらぜみ ︹課名︺2 あぶらぜみ

八23 二 あぶらぜみ⁝⁝⁝十四
八141 二 あぶらぜみ
八144 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生

あぶらぜみ ﹇油蝉﹈︵名︶6 あぶらぜみ
みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八196 あぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親
になることができないといいます︒

なって︑いかにもあぶらぜみらしくなります︒

八244 黒いところは黒く︑茶色のところは茶色に
八245 れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜ
み が ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と鳴きはじめました︒

八247 このわかいあぶらぜみは︑きゅうに元氣に
なって︑そろそろと歩きだしました︒

あぶらな

1

あふれでる ︽一

あふ・れる

﹇溢﹈︵下一︶6

あふれる

︽ーレ︾Oみ

たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑あふ

ちあふれる・わきあふれる

七695
あふれている︑あふれている︒

れている︑あふれている︒

七696

あまい

あつまる一あ

︽ーイ︾

あおい
﹂

﹇雨具﹈︵名︶2

ばらばら落ちだした︒
あまぐ

雨具

くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

十二66 すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

十二71囹雨具をかりたいのですが︒

︵名︶2

アマスト大学

あまだれ 雨だれ

慶磨三年九月二十一日︑マサチュセッ

﹇雨垂﹈︵名︶3

ピーターは︑はのさきにあまだれがあ

みんながみますと︑そのあまだれの中

に︑小さなにじがみえました︒

三847

るのをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三843

あまだれ

ツ州アマスト大学に入学︑

十五588図

けいおう

をつとめていたころ︑

十五5612囹私がまだわかくてアマスト大学の助手

アマストだいがく

京都時代のもの︑なつかしい数々の写眞があった︒

十五732 手には︑古ぼけたアマスト時代のもの︑

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた アマストじだい ︵名︶一 アマスト時代
あふれそうな乗客にまじって︑どうやら

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一282
十一522

大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

乗車口へもぐりこむことができた︒

十二研10

雨あし

読んでいるうちに先生がたに対する感謝

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十五捌8

の念があふれてきた︒
﹇雨脚﹈︵名︶1

﹇甘﹈︵形︶6

十1842いけのおもてにはじける雨あし︒

あまあし

あま・い

﹁あかい
あまい

あまいような︑すずしいような︑氣の晴れ
大きな支流が流れこむところへくると︑と
うまそうなあまいにおいがして︑黒っぽい
すいかずらのあまいにおいにひかれて︑
あまがえる

﹇甘茶﹈︵名︶1 あまちゃ

うななみだがこぼれおちる︒

三95間あまちゃの中からひょっこりと︑おで

あまちゃ

ふだんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸

つくば

﹇雨戸﹈︵名︶1 雨戸

になったか︑おしゃかさま︒
あまど

をゆさぶったり︑大川の波の音がバサリバサリと︑

十二751

三

三

天の川

天の川

天の川⁝⁝⁝二十六

︹玉名︺2

まくらにひびくのでしたが︑

あまのがわ

八26

あまの川 天の川

これはあまの川ですよ︒

﹇天川﹈︵名︶12

一526囹

あまのがわ

その下で︑きょとんとしているあまがえる︒ 八261

﹇雨蛙﹈︵名︶1

あまがき

あまがき・しぶがき赤くなり︑くりも

﹇甘柿﹈︵名︶1

十一375圏

あまがき

十187

あまがえる

庭の小道をおりていきました︒

十二366

ものがはいっていました︒

十703

きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九榴2

晴れするような味だった︒

心拍7

まい味がしました︒

九3611團手にとってロへいれると︑つめたくてあ 六376 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ

そぶ一あさい

十一354圃庭にかがやくひまわりの花︑あぶらぜ 二67園
﹇油菜﹈︵名︶1

みの声さわがしく︑査の休みもあせがでる︒
あぶらな

十一2811 その油を自分でとりたいと思い︑となり
のおばさんから一にぎりのあぶらなの種をかりて︑
かわらへいって︑あき地にまいておきました︒

アフリカ ︹地名︺2 アフリカδみなみアフリカ
九182 ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの
が︑秋には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアフリ
カまでもいって︑冬ごしをします︒

︵下一︶

カのエジプトには︑そうした絵文字とよばれるも

十五359 いまから五六千年ぐらいまえに︑アフリ

﹇溢出﹈

のがあった︒
あふれ・でる

九捌1 泉をあふれでた水は︑さらさらと走って︑

デ︾

あまみず一あまり

46

紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

まんばあまり・はっぴやくねんあまり・よんじつキ

一6010園 それでは︑みんな︑あまの川でだいや いっぴょうあまり・さんじつセンチあまり・じゅう
もんどをひろってきたのですね︒

3

あまり

←いちアールあま

あひるの子が︑︿略﹀︑どんなに苦しんだか︑

あまりしんぱいしましたので︑かみのけ

じると︑すぐはがれますよ︒

さぎさんたちがあまりガヤガヤ話をするので︑目

六柵9とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う

はるお︑あまり大きな声をだすから︑に

をさましてしまいました︒

七227囹

あまり遠くへいかないうちに︒

げちゃったよ︒

七859園

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑おそ

八8710

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

ここで話すにはあまりにもかわいそうである︒
命をすてておわびをしょうと考え︑

十739囹

三側！

が白くなり︑こしもまがってしまいました︒
あまり長くなりますので︑もう︑おい
とましょうと思います︒

四M9園

あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

男の子はゆびさきでそれをつまもうとした

ぶっとこごとをいいながら︑

五215

六83

でも︑のりがかわかないうちにあまりい

みんなもあまりわらってくれない︒

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒

六研1

六⁝⁝6囹

る︒

十四222

日本ではあまりさかんでなかったが︑

あまりかわいい少年だったので︑よくみ

あまり廣くもない道の両がわの土べいの

それが︑あまり古い時代にはいってき

どうも日本人は︑むかしから︑あまり星

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297

らの日本語のように思われてきたのだ︒

て︑長いあいだつかっているうちに︑もともとか

十四276園

私たちは︑あまり多いのにおどろいた︒

上から︑︿略﹀の枝などが︑ずっとのびだしてい

十三269

ていますと︑

十二788

ができている︒

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな影絵しばい

十二465囹

あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃになって︑

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九93 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

とがわかりました︒

八鵬4 両方をくらべてみて︑あまりちがわないこ

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

八963 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

たをおることをわすれてしまいました︒

八316 はたおりひめは︑あまりうれしいので︑は

ねをすると︑﹁これ︒﹂としかったり︑

あまりテーブルの上でぎょうぎのわるいま

八71

戦いによって失われたシュレスウィヒと

まりあることになりました︒

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三259

ろしさのあまり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒

八866

ごでまにあわせました︒

六宙6

一653囹 あまの川のだいやもんど︑おかあさん ロあまり

﹂

﹁あまの川︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あつしさん

のおみやげにいただいたの︒
二56囹

あきらさん

八282 やがて︑大きな天の川にさしかかりました︒
西の岸を通っていらっしゃいました︒

八293 天帝は︑︿略﹀馬車を走らせて︑天の川の

ちこもうとしましたが︑

八308 黒うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落

の岸のこてんにもどしてしまい︑けんぎゅうを西

八322 天帝は︑︿略﹀︑はたおりひめを天の川の東 あまり ﹇余﹈︵形状︶4 あまり
の岸に帰しておしまいになりました︒

ました︒

八3211 ふたりは︑天の川で樂しくあうことができ

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか
けはなれているために︑自分たちとはえんがない

十四323

と思っている人もあるでしょう︒

八332 天の川は︑なん千なん万という星がかさな
りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ

いた︒

十五469囹そのねだんのあまりに安いのにおどろ

うな光をはなっているようにみえるのです︒

八361 夜になって天の川をみると︑なんともいえ
ない大きなふかい感じにうたれます︒

雨水

いている天の川の内がわにあるたくさんの星のむ

十四338 このぎんが系というのは︑地球をとりま あまり ﹇余﹈︵副︶25 あまり
れなのです︒

﹇雨水﹈︵名︶1

十189 3わら屋根ののきから︑たきのように落

あまみず
ちる雨水︒

あまやどり ﹇雨宿﹈︵名︶1 雨やどり

︵名 ︶

十1810 その下で︑雨やどりをしているにわとりの
むれ︒

﹇余﹈

り・いちまんキロあまり・いちメートルあまり・

あまり

十四298 ですから︑星のおとぎ話は︑日本にはあ

リ・ール︾

九鵬8

あみにつきあたってはたいへんと︑くもが
あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま

思ったとたんに︑

九鵬10

くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑

ま地面に落ちました︒

無心9

あみをはり︑かくれていて︑ほかの虫が

また︑あみをかけようと考えました︒

九幽10

ひっかかると︑いきなりとびついてかみころすな
んて︑なんとひどいことをしてきたものだろう︒
あみかた

たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあ

﹇編方﹈︵名︶3

十293

あみかた

ペキンの町には︑ホートンが︑あみの目
あみ目

あみ物

︽ーン︾

1くも
なみ

かぜ

あめ

ゆき一きた

あめがやんで︑にじがでました︒

み

二52園ふるあめですか︒たべるあめですか︒
Q

いけ︒﹂

いどをいっぱいにして

﹁こら︑雨︑あっちへ

雨でした︒

雨にぼくの

雨は︑みんなのいうことにはおかまい

そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす

お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼん

でも︑雨が

ふると︑どこかで休んで

雨の日にはどんな音︒

雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし

雨︑ゆき︑あられ︒

その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑

七884

七881

5月6日

5月5日

㈲

㈹

雨のち晴

雨

七622 雨が降る︒

七581 雨がはれて︑にじが大きくでました︒

がおりる︒

五43 山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ

四7810あ

四555

は︑かさをさしかけてあげました︒

四327国

ふっていました︒

四316国 きのう︑学校からかえるとき︑雨が

いると思います︒

四258團

三902

だまみたいに光らせるのよ︒

三8310園

すんでいきました︒

三812

なしに︑どんどんふりつづけます︒

三807

れちゃった︒

三804園ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ

もらうんだから︒

三7910園

三798園

三797

二204 かぜゆきあめかさまんと

一一

まりありません︒

︽

十三266

﹇網目﹈︵名︶1

のように通じている︒
あみめ

細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑はや
﹇編物﹈︵名︶1

ふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

十三44
あみもの

たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあ
あむ

みかたはどんなあみかたか︑

十293

﹇編﹈︵五︶1

おほしさま

?ﾟ雨5おおあめ・にわか

十五351木の皮や︑あさなわなどであんだひもも

あ・む

つかい︑
﹇雨﹈︵名︶

あめ

あめ

一324お日さま一おつきさま

P4

十四636 つぶがあまり大きくないときには︑
うことは︑まだ︑あまりよくわかっていないよう

十四7311 このふしぎなもようがなんであるかとい
です︒

十四761 これがあまりはげしくなると︑きけんに
なるのです︒

あまる

十五9010園 というのは︑その鳥をあまり上等とは
﹇ 余 ﹈ ︵ 五︶3

思わないからです︒

みかたはどんなあみかたか︑なぜ︑このようなあ

あま・る

七145 ちょっと︑手にあまるしごとだな︒

みかたをしなければならなかったのか︑よく考え
そのあみかたはどんなあみかたか︑

十589 たばが十あって︑五まいあまりました︒
十293

らなかったのか︑

なぜ︑このようなあみかたをしなければな

てみたいと思います︒

みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒
あみ←かなあみ

十294

十738園 次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲
﹇網﹈︵名︶13

五509圏 あみひく人の 黒いかげ 黒いかげ︒

あみ

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

五656 おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば あみのめ ﹇網目﹈︵名︶1 あみの目

げました︒

五6510 ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな

あみもはることはできませんでした︒

九柵2 ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑
九旧4 そのとき︑あみがにわかにゆれました︒
いました︒

九梱8 おまけに︑あみに大きなあなをあけてしま

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九糊7 風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

九捌6 みつばちは︑くものあみを知らないで︑
まっすぐにとんできました︒

九麗10 みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい
切って︑にげていってしまいましたQ
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あまる一あめ

あめ一あやこ

48

雨のちくもり

雨

くもりのち雨

雨 漫 雨
雨

七9126月28日
七9217月20日
七949 獅Q3日
七982 獅Q9日
八9555月5日
天
㎝0
ノー− 8月18日
天0369月7日
ノー

㈹㈹出出㈱㈹㈹㈱

﹁おかあさん︑雨がはれてきれいね︒﹂

かれるのが助かったことを考えてごらんなさい︒

前日雨でも降って︑土のしめっていると

あめ

﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけ

ころへ日光があたって︑

十四671
十五鵬12園
ています︒

﹇飴﹈︵名︶3

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あめ︒﹂

二51園﹁あたま足あごあさひ

あめ

あそこ

ふるあめですか︒たべるあめですか︒

あした

二53囹

雨あがり

﹁たべるあめです︒﹂

雨あがりの麦のほ︑子どもと子どもとかけ

﹇雨上﹈︵名︶1

二54囹
あめあがり

ていく︒

七661

八222

八212

あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

あめ色をした六本足の虫が︑

六

雨の中
雨降り

雨の中⁝⁝⁝五十一

︹課名︺2雨の中

われめができました︒

十一34

あめのなか

六

㈹

雨

26度

本語になおしたものです︒

とうきよう

おおもり

いとぐちとなったのは︑アメリカのモー

ルスという学者が︑東京の大森の且つかを発見

十二9810

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・

してからのことであります︒

︿略﹀など︑世界の大半につかわれている文字で

十五408
ある︒

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

ぎんざ

十五433

そのころ留学生としてアメリカのスタン

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

フォード大学に学んでいた私は︑

十五524

をひき︑向こうは日本︑こちらはアメリカといっ

十五578園大きなつくえのまん中にチョークで線

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

て︑たがいに向かいあい︑

十五7312

アメリカきって

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

ばんだい

アメリカ

チルデン選手は︑アメリカきっての名手

アメリカきって ︵名︶一

です︒

十二827

じ

外人の中で︑富士山や磐梯山のいただ

ふ

アメリカさんがくかいかいいん ︵名︶ 一

山がく会会員

きをきわめたのは︑アメリカ山がく会会員であっ

十五561園

アメリカ人

ユングフラウの山中のホテルに︑アメリ

︵名︶2

ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

あやこ

あやこは︑それをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

︹人名︺3
いました︒

五598

あやこ

ものように散歩に出ました︒

十五217

力人の一家族が來て︑しばらくとまっていました︒

十五205

アメリカじん

きょうは雨降り た私がはじめてだろう︒

うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

﹇雨降﹈︵名︶2

十一51！
あめふり

七898

9月7日

きらいなのでしょう︒

画論7

でした︒

あめ屋さん

アメリカ

いまのは︑あめ屋さんだ︒

﹇飴屋﹈︵名︶1

十三305園

あめやさん

︹地名︺8

コロンブスがアメリカを発見して帰った
これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ
の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑日

十一一397

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒

十一一43

アメリカ

十四591園夏のさいちゅうに︑あの雨のおかげで︑

十四5812園空から降る雨︑あれだって水ですよ︒

十二71園 雨で困っております︒

十一633 雨の降っている三月のある朝︑

客の耳にきこえそうもない︒

十一533 大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

ていた︒

十﹇518 雨にうたれながら︑電車のくるのを待つ

雲が空うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒

十一343鶴麦のとりいれことなくすめば︑はい色

十218園

十192 小学校のかわら屋根から雨がしたたる︒

あみもはることはできませんでした︒

九伽2 ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

石落8 流れは急流だし︑雨の日も風の日もある︒

︿略﹀︑雨の降ったあとのようにぬれています︒

九381團高いすぎやまつのはえているところは︑

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

九217 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か あめいろ ﹇飴色﹈︵名︶2 あめ色

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

︿略﹀寒さになり︑雨が降りつづきました︒

八価3 9月29日 くもりのち雨
九114 つぎには︑ 雨の降るところであった︒
九193その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

11 10

49
あやこさん一あらす

らなくなってしまいました︒
ほら︑ちゃんとあやまるだろう︒

いっしょにあやまろう︑あした一
歩み

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

﹇歩﹈︵名︶2

このような歩みをたどってきた日本を︑

﹇歩来﹈︵力変︶1

歩みく

︽ーク︾

九305図魍歩みくる胸のへにちようとびわかれ

あゆみ・く

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十一一備3

紙かいにゆく月夜かな

九M2図闘

あゆみ

九皿3園

一一434園

五624 あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか あやま・る ﹇謝﹈︵五︶2 あやまる ︽ール・ーロ︾

︽ーイ︾

﹂﹁あ

五636囹 あやこも︑このきゅうりも︑あさがおの
花もおなじだよ︒

あきらさん

あやこさん ︹人名︺2 あやこさん
二62園 ︒﹁あつしさん
きこさん一﹂﹁あやこさん︒﹂

あやしい

五618囹 あやこさんがひっぱったの︒
﹇ 怪 ﹈ ︵形︶2

七793圏 あやしい︒

あやし・い

五886圏型

あやまち

︽ーッ・ール︾

七188園

六363園

あら︑そうですが︒

あら︑子どものかかしだね︒

話すこともできないので︑物持があらあらしくな
り︑かんしゃくもちになったのもむりはありませ
ん︒

サリバン先生が︑このあらあらしいわけ
﹇洗﹈︵五︶8

あらう

︽ーウ・ーッ︾

のわからないケラーをしつけていくのには︑

十二408
あら・う

一わが︑きず口を

ていねいに

あらって

まのほをしいて︑その上にねるがよい︒

三487園早く川の水でからだをあらって︑が
四545

手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた

やりました︒

六637

ら︑つるつとすべった︒

にさしあげる︒

六973 女の人はつりばりを水であらって︑海の神

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七724 うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

七902 ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ

はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑

足で︑耳や顔をなでていました︒

十一133

うんぜんだけ

われわれの心をあらうようにきこえる︒

まえの海で顔をあらうのを樂しみにしていた︒

十二5610 みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

一本のざくろの木があって︑夏じゅう美

﹇嵐﹈︵名︶7

あらしδおおあらし

電車は︑歯ぎしりでもするように車の音

見物人たちは︑しばらく︑あらしのよう

心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか

荒らす

︽ース︾

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

﹇荒﹈︵五︶2

十二5812

おには約そくをまもって︑そののちはも

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十二579

あら・す

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒

十五227

雪がふろうが︒

十四424圃

なはく手をおしみませんでした︒

十二8610

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一528

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

九216 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か

ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒

九188 ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ

八773 あらしはますますはげしくなってきた︒

あらし

しい花をつけていたが︑あらかたちって︑

十ニー37

博士は︑しずかに歩みよる私が手にして あらかた ﹇粗方﹈︵副︶1 あらかた

﹁あら︑おかしいわよ︒﹂

あら︵感︶4あら

いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五544

七812園 それに︑もっとあやしいことは︑この人 あゆみよ・る ﹇歩寄﹈︵五︶1 歩みよる ︽ール︾
は︑私どものらくだのことについて︑それはよく
知っております︒

あやつり ﹇操﹈︵名︶1 あやつりεにんぎょうあ
やつり

あったし︑
﹇ 操 ﹈ ︵五︶3

あやつる

十二461園 あやつりは文節よりもっと古くから 五927囹 あら︑りょうかんさん︑ちがいますよ︒
あやつ・る

イ・ーク︾

十242 エレベーターをあやつる大きな車輪が︑ま あらあらし・い ﹇荒荒﹈︵形︶2 ゐらあらしい ︽
わっている︒

織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

十3611 その織機をあやつって︑りっぱにぬのを 十二403 みることもできず︑きくこともできず︑
十二4512平文樂は手でつかうのだが︑そのほか︑
指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑糸であやつ
﹇過﹈︵名︶2

るものなど︑いろいろ種類がある︒
あやまち

八132 ころしたのは︑もちろんあやまちですが︑

あやまり

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

八133 信用してくれていたものを︑あやまちのた
﹇誤﹈︵名︶1

十三163 ガリレオは︿略﹀自分の説はあやまりで

あやまり

あったということにして︑ゆるしてもらいました︒

あらそい一あらわす
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﹇争﹈︵名︶2

あらそい

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒
あらそい

九609囹 おとといからめんどうなあらそいがお
こって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

︽ーッ︾

雨︑ゆき︑あられ︒

︽ーイ︾

十二737園

十二739

やあ︑あられだ︑あられだ︒

小さな手をしゃくしにして︑受けようと
﹇現方﹈︵名︶2

表わしかた

しますが︑あられはその手にはのらないで︑

あらわしかた

あらわす

表わ
5いいあらわしかた・いい

現わす

これらの表わしかたとともに︑事物の形

ソ︾

﹇現﹈︵五︶32

︽ーシ・ース・

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑かぐやひ

九126

ですぎたことかもしれませんが︑このか

色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら
音の組みあわせも︑いろいろな氣持をあら
その中で︑たいこのたたきかたによって︑

水の音をたいこであらわすことなどは︑
それから︑水の中にドブンととびこんだと
風といえば︑︿略﹀︑﹁ビュウビュウ﹂とか

風といえば︑︿略﹀︑それをたいこであらわ

もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降っ

すというのだからおもしろい︒

九1111

いうことばであらわしているが︑

九1110

きの音もあらわした︒

九116

ちょっと考えられないが︑

九109

いろいろな心持をあらわすことができるし︑

九104

わします︒

九611

わすのと同じように︑

九69

んしゃの氣持を︑あらわしたいとぞんじます︒

七438囹

めは︑またすがたをあらわしました︒

三佃4

ぼんこのかきあらわしかた

あらわす・かきあらわしかた・かきあらわす・にっ

す

あらわ・す

を絵にうつすことも行われた︒

十五355

に特別の表わしかたをしなければならない︒

人に知らせるためには︑文字に書くか︑またほか

十四426圏天には雲︑地にはあらそいがたえなか 十五346 それをその場にいない人や︑遠くにいる
あらそう

ろうが︑心に太陽をもて︒
﹇争﹈︵ 五 ︶ 1

八677 そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな

あらそ・う

あらためて

ぎの頭のことであらそっていた︒
﹇改﹈︵副︶1

あらっぽい

調川5 そこで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂と

あらためて

﹇荒﹈ ︵ 形 ︶ 1

いってみた︒
あらっぽ・い

九襯8 それにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽ
いくらしをしていることだろう︒

アラビア 5ちゅうぶアラビアあたり
アラビアンナイト ︹題名︺一 アラビアンナイト

七96囹 アラビアンナイトのように︑いろいろな
話がある︒

あらゆる ︵連体︶3 あらゆる

八1111 くすりをのませるやら︑あたためるやら一
あらゆる手あてをつくしましたが︑

十二3211 私の心の目をあらゆるものに向けて開い
てくださるため︑

十二3712 私の手にふれるあらゆるものが︑生命を
もって動いているように感じはじめました︒
四7810 あ

あられ ﹇霰﹈︵名︶6 あられ5たまあられ
八839 雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ
ていた︒

十二721圏國 雪やこんこん︑あられやこんこん︒
十二737園 やあ︑あられだ︑あられだ︒

てくるところをあらわしたひびきである︒

音というものは︑︿略﹀︑心持まであらわす

九145 音というものは︑情景をあらわすばかりで
なく︑

ことができるものらしい︒

九146

十317 自分のもっているいいところを︑えんりょ

しないであらわし︑

十648 そうして︑能が︑美しさを現わそうとする

人間には︑︿略﹀︑心にあることを︑な

のとちがって︑狂言は︑

にか美しいものであらわそうとする氣持がある︒

十二473園

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台

十二477園命のない人形を思うままに動かして︑

にあらわそうとする望みもあるのだ︒

大きなチルデン選手を追いつめるものす

ごさは︑ことばではあらわすことができません︒

十二847

のいろいろなすがたをあらわしています︒

十二梱9 赤色のすやきの土人形で︑︿略﹀︑男や女

舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ

りによって︑このお面は︑生きもののように︑い

十二㎜11

まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

ろいろな表情をあらわします︒

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ

に︑金や銀のこなをまいて︑もようをあらわした

十二柵9

ものです︒

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五343

それで大昔には︑なわを結んで︑その結

びかたや︑なわの色や︑なわの太さなどによって︑

十五349

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

いろいろな考えを表わした︒

十五3512

形のないものは︑この方法では表わすご

字から起り︑

十五366

51
あらわす一あり

とができない︒

十五367 数という形のないものを表わすのに︑線
﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒
十五369

には︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえに
﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑した

おいたり︑したにおいたりして表わした︒
十五3610
においたりして表わした︒

十五373 それに線を加えて︑﹁もと﹂とか︑﹁す
え﹂とかいう考えを表わすことにした︒

十五375 また︑それまでに作られた文字を組みあ
その文字の左側に﹁木﹂を書いて︑︿略﹀︑

わせて表わすこともくふうされた︒
十五379
﹁木﹂に関係のある こ と を 表 わ し ︑

たかなや︑ひらがなを．作りだすようになった︒

十五393 漢字から︑日本語を表わすのに便利なか
十五732 やがてすがたをあらわした博士の手には︑
﹇ 著 ﹈ ︵ 五︶1

著わす

︽ーシ︾

︿略﹀︑なつかしい 数 々 の 写 眞 が あ っ た ︒
あらわ・す

十五515 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑
あらわる

︽ール・ーレ︾

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒
﹇ 現 ﹈ ︵ 下二︶2

九備1図圏赤いぬの一びきゆけばこの町のそこご

あらわ・る

こよりぞいぬのあらわる

現われ

十五57図圃歌のもと末ふたたびも︑友の心に
﹇現﹈︵名︶1

あらわれぬ︒

あらわれ

るのも︑ごくささいな感情をひろいあげて︑
あらわれる

現われ

一首

十四865 ↓びきのこん虫をながねんかかって調べ

﹇現﹈︵下一︶22

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒
あらわ・れる

る︽ーレ・レル︾

魚がでてきてならぶと︑そのうしろか

ら︑おとひめさまがあらわれます︒

四三1
そこへ年をとったかたがあらわれて︑

うさぎさんたちのまえに︑大きなしかさん

六931囹

六麗9

中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑

があらわれました︒

七43

おくやみになっていらっしゃると︑きのう

ぼうっとあらわれる︒

八429

の︑み知らぬ人があらわれました︒

ところが︑木のしげみから︑二三ばの美し

いはくちょうがあらわれてきた︒

八8810

九46

そこへ両選手があらわれました︒

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたがあら

さかんな春のきざしは︑よもにあらわれ

われていることに氣がつくことでしょう︒

十三612

文字にあらわれていないあいてのことば

て︑目に見えぬかすみのようにたなびいている︑
を考えて︑

十三454

園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で

ほどなくあらわれるあすの日を待ちな

﹁こはくのつゆ﹂などがあらわれます︒

できた大廣間のようなものがあらわれます︒

十五823
十五956

がら︒

十五佃12園

﹇蟻﹈︵名︶22 あり

ありをころそうとしたとき︑にいさ

一びきのありがいました︒

ありは大きな声をだしてさけびました︒

﹁︿略﹀︒﹂ありはそういって︑すぐ木の葉

六161 ありは︑心から木の葉におれいをいいまし

きました︒

ましたので︑ありは︑ぶじに岸にあがることがで

六157 木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

の船につかまりました︒

六153

流れました︒

六151 木の葉は船のようになって︑ありのそばを

そばにおとしてやりました︒

六149 はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

けました︒

六145 ありは︑いっしょうけんめいにさけびつづ

六141

としました︒

六136 ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう

六133

んのことばを思いだして︑ころしませんでした︒

四394園

高い︒﹂といいました︒

三522圏ありはすみれの花にのぼり︑﹁高い

この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤 あり

い色だけでは感じられなかった明かるさがあらわ

﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく

れます︒

九77

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九411半道もないところがら︑木こりのすがたが

狂言には︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃ

すると︑五つぶの黒円眞珠が現われた︒
じろう

あらわれます︒

十4310

十652

が︑現われます︒

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎
そのひとみの中には︑﹁︿略﹀︒﹂という色

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十一一578
十二8012

十二834

食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

があらわれていました︒

十二899

﹁ごちそうさま﹂にしても︑そのときそのときの
心持があらわれるはずである︒

話すことばは︑その場その場にあらわれ
屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

るその人の面影ということもできよう︒

十一一905
十二脳10

た︒

六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど
が弓矢を持って通りました︒
六168 ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの
ぼりました︒
六169 小さなありでも︑力まかせにかんだので︑
かりうどもびっく り し て ︑

ゆっくりでてきま す ︒

六216 そのとき︑しもてから︑ありが三びき︑
六251園 荷物がありか︑ありが荷物か︒
六251園 荷物がありか︑ありが荷物か︒

六254 ありはなんにもいわないで︑おもい足どり
でかみてにさっていきます︒
しもて半分はそとになっています︒

六261 二のばめん かみて半分はありのいえの中︑
七603 考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒

あり

︽ーリ・ーレ︾﹇Vこれ

十5412

わずかのことばですが︑この中には︑妹の

おじさんは︑そういいながら︑目を細く

すがたが︑ありありとうかんでいます︒

十三576

だれかと思ったら︑きりぎり

あり一

して︑ありありとその絵を目の前に見るようなよ

あり一﹁あ︑

﹇蟻一﹈︹話手︺8

うすをなさいました︒
ありいち

六225

すこしでもいいから︑わけてください︒﹂

かQ﹂あり一︑二︑三﹁ ﹂齢い約物す﹁いいだろう︒

あり一︑二︑三﹁1﹂遺め躍りす﹁どうかたのみま

六2910

す︒

ありがたい ︽ーイ．

どうもありがとう︒

ありがた・い ﹇有難﹈︵形︶22
ーウ・ーク︾

このあいだは︑うちのかめをおたすけ

四996囹うってくれるかね︒それはありがたい︒

四336團圓

あり一﹁せっかくですが︑わたしたちはみ 四佃6園

すさんでしたか︒﹂

六2311

これはこれは︑おみやげまでいただき

くださいまして︑ありがとうございました︒

まして︑ありがとうございます︒

四描9園

五98囹どうも︑ありがとうございます︒

あり一﹁さ︑そろそろ夕ごはんにしよう 四麗1囹 それは︑ありがとうございます︒

あり一まどからそとをみて︑﹁雪が降って

んな︑はたらくやくそくをしているのです︒

六263
きた︒﹂

か︒﹂

六266

ぐ木の葉の船につかまりました︒

六152囹﹁ありがたい︒﹂ありはそういって︑す

ました︒

五4110圏
このあいだは︑お手紙ありがとうござい

六2610 あり；夏のあいだに︑こんなにたきぎを 五123囹どうもありがとうございました︒
五137囹どうもありがとうございます︒
五266園ありがとうございました︒

あり；そのおかげでさ︑いまこうしてあ

あつめておいて︑よかったね︒﹂

六274

たたまることもできるし︑
あり一﹁お元氣ですか︒﹂
あり一﹁どうしょう︒﹂

あり一

六紹9 五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん

﹇蟻一﹈︵名︶2

どうもありがとうございます︒

あり︻は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

七382園

ありがたい︑ありがたい︒

では︑ありがたくいただきます︒

﹁ああ︑ありがたい︒﹂あひるの子は︑

ありがたい︑ありがたい︒

八481園

九2310

また︑飛行機という文明の利器が︑このし

ため息をついた︒

八754囹

八481囹

七459囹

ほんとうにありがたく思います︒

樂しい音樂をきかせてくださる心持を︑

のことばを︑たいへんありがたく思いました︒

あり一︑二︑

おや︑だれかたずねてきたらしい︒﹂あり
﹇蟻一二三﹈︹話手︺2

ここでいっしょに音樂会をやろうじゃない

七437園

あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ
あり一︑二

あり一︑二をさそい︑大きな荷物を︑

﹇蟻一二﹈︵名︶2

六2211

三

ありいちにさん

一︑二が戸の方をみています︒

六291

﹁︿略V︒﹂と︑かけ声をかけて持ちあげます︒

六247

ありいちに

てもってきます︒

あ り

ノ、

九621囹 ありのようにやってくる︒

﹇在﹈︵ラ変 ︶ 4

ゆじま

＿」刷

ノ、

十三463 ありが︑ちょうの羽をひいて行く︒
あ・り

あり

九272図魍月の夜をわが家のありしあたりまで
十四816図 かべに耳あり︒
十四819図 親しきなかにも礼儀あり︒
うえの
十五137図韻 月照らす上野の森を見つつあれば家
ゆるがして汽車ゆきかえる
ありあけ
ありあけかい ﹇有明海﹈︹地名︺1 有明海
とロつ

十二571 仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五郎

ありあけ

が畑をうったときのくわのあとで︑そのとき落ち
た土くれが︑有明海の中にある湯島であるという︒
ありあり ︵副︶3 ありあり
すがたがありありとうかんできて︑

八138 鳴いているほおじろの声をきくと︑ピオの

＿」＿
＿」＿

！、

6

8ち1

4

3029
い

3026
＿」＿

ノ、

あり一ありがたい
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ありがたさ一ありた

た︒﹂あり三﹁毎日あせだくだったね︒﹂

六278 あり三﹁はたらかないものには︑この写し

あり三﹁おや︑だれかたずねてきたらし

さ︑この喜びはあじわえないだろう︒﹂

六2810

六294

六292

あり三﹁花のみつをわけてあげよう︒﹂

あり三﹁きりぎりすさんじゃないか︒﹂

あり三﹁おはいり︒﹂

い︒﹂あり一︑二が戸の方をみています︒

六303

おやおや︑ありさんがきたよ︒

﹇蟻﹈︵名︶5 ありさん
六2110囹

ありさん

ありさん︑ありさん︒﹂よばれても︑あ

ありさんったら︑ありさん︒﹂ありたち

ありさん︑ありさん︒

りたちは氣がつきません︒

六221園

六223園

六221園

ありがとうございます︒

六249園

ありさんたち

ありさんたちだよ︒

ありさんたち

こんな零しさも知らないで︑氣のどくな

苦労しょうのありさんたちだな︒

﹇蟻達﹈︵名︶2

ありさんったら︑ありさん︒

ははじめて氣がついて︑

ありがとうございます︒

六223囹

一581囹

ありさま

みなさん︑ありがとうございます︒
﹇有様﹈︵名︶3

七4411園
ありさま

あり三﹁風がでてこなければいいね︒

でも︑夏のころはあつくてたいへんだっ

ありた

それからいく年たっても︑せっくがくる

ありた

九州の有田です︒

有田に赤絵町を作って住み︑

たが︑これははん主からゆるされた十六人だけが︑

十五483 そのほかに︑色絵をつける赤絵屋もあっ

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

十五476 有田に焼物がはじめられたのは︑いまか

十五471園

きゅうしゅう

とをわすれなかった満ぼうの心から︑
ありた
﹇有田﹈︹地名︺3 有田 有田

ごとにその人形をかざって︑ありし日をしのぶこ

十五665

十五593 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

長者は︑高どのの上からこのありさまを ありし ﹇在﹈︵連体︶2 ありし
このものすごいありさまを映画化するこ

ながめて︑得意になっていた︒

十二606
十四8611

まあ︑そのようなありさまで︑せっか

とは︑たやすいことではあるまいが︑

十五557園

くのおたずねもむだになるようなわけだが︑
あり三

あり三﹁でも︑わたしたちは︑はたらける

あり三﹁うちへ帰るところなんです︒﹂

﹇蟻三﹈︹話手︺9
六229

ありさん

六2410圏

六306圓

とうございます

ありがとうございます﹇有難御座﹈︵感︶3ありが

さつにしても︑

ごとにっかわれたということを︑たいへんありが
六829園ありがとう︑にいさん︒
たいことだといわずにはいられません︒
六979園ありがとう︒
九6911園 どうもありがとうございました︒
六979園みなさん︑ありがとう︒
十五8912囹 いいえ︑どうもありがとう︑﹃ふとつ 九502囹
くりの木︑ありがとう︒
た幸福﹄さん︒
九516囹ふえふき︑ありがとう︒
十五窩6 樂しい六か年の思い出を残してくれたこ
九528囹きのこ︑ありがとう︒
の運動場︑この校舎︑あの農園︑みんなありがと
九539囹りす︑ありがとう︒
う︒
九柵1園 ﹁ありがとう︑くもさん︒﹂
ありがたさ ﹇有難﹈︵名︶1 ありがたさ
十一918園ありがとう︒
十四469 このときぐらい︑しみじみと歌のありが 十一926園看護婦さんありがとう︒
たさを味わったことはありませんでした︒
十一927園お医者さん︑ありがとう︒
ありがたみ ﹇有難味﹈︵名︶1 ありがたみ
十二261園ありがとう︒
十179園 外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分 十二895園ごく早取な﹁ありがとう﹂というあい
の國のことばのありがたみを知りました︒

ありがとう

五24 三 ありがとう⁝⁝⁝二十一

ありがとう ︹課名︺2 ありがとう
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﹇有難﹈︵感︶

五211 三 ありがとう
ありがとう

二491園 ﹁にいさん︑ありがとう︒﹂
四999園ありがとう︑おじさん︒
四餌2囹 ありがとう︒
五125園おにいちゃん︑ありがとう︒
五261園 ﹁おねえさん︑ありがとう︒﹂
五2610囹
はるこさん︑いま改札口の人にありがと
うっていったのは︑ ど う い う わ け ︒

いうところがなかったものだから︑

五272園どこかでありがとうといいたいと思った
けれど︑

五301園ありがとう︒
五307圏
ありがとう︑ありがとう︒

六265

ときにはたらくのですよ︒

六245

五鵬11園 ありがとう︒

六273

五307園ありがとう︑ありがとう︒

六451園ありがとう︒

ありたち一ある

54

ありたち

﹇蟻達﹈︵名︶3

ありたち

六222 ありさん︑ありさん︒﹂よばれても︑あり
たちは氣がつきません︒

六224 ありさんったら︑ありさん︒﹂ありたちは
はじめて氣がついて︑

八256 せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ
てひいていきますが︑

六269
いQ﹂

あり二︑三﹁ああ︑あたたかい︑あたたか
ありのまま

自分をえらそうにみせかけたり︑人をだま

﹇有楽﹈︵名︶2

十3110

ありのまま

したりしないで︑ありのままのすがたで︑つき
また父にきびしくただされて︑太郎は︑

あっていきたいのです︒

十一619

レ︾

七4111
﹇或﹈︵連体︶79

ある

あるところに︑川がありました︒

ある

た私には︑しみじみときかれた︒

三㎜6

あるとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきのものに

十五夜がちかくなったある夜︑

ある日のこと︑うらしまは︑父や母の

おたずねになりました︒

三備4

守備3

二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑

ことを思いだして︑

ある日のゆうがたでした︒

︿略﹀︑ある町のゆうびんきょくにつきました︒

五196
五212

げました︒

五659 ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな

六182

六181

あるきりぎりすはふえをふいています︒

あるきりぎりすはチェロをひいています︒

す︒

六181 あるきりぎりすはバイオリンをひいていま

ちのまつの木におりてきました︒

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき 上価11 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう

やっときょうのことを︑ありのままにうちあけた︒
ありったけ ﹇有丈﹈︵名︶2 ありったけ
七355 私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう ありふ・れる ﹇有触﹈ ︵下一︶ 1 ありふれる ︽一
をかばうように両手をつっぱりました︒

十五993 廣間の中にかけこんで來て︑ありったけ
の 声 を は り あ げ て ︑﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑

二261園

ありときりぎりす ︹題名︺2 ありときりぎりす

六25 ありときりぎりす

あるところに︑六人のめくらがあり

ました︒

二323園

むかし︑あるところに︑

ねきにあずかりました︒

三147
三222

あるちえのあるおじいさんがいいまし

がはえました︒
た︒

三252

ました︒

ばが︑うまく発音できなくなっている︒

六柵6 弟ははながつまっているために︑あること

つ林の中で︑︿略﹀遊びました︒

六梱4 ある日のこと︑五ひきのうさぎさんは︑ま

秋のはじめのある晩︑一家そろって︑ぎん

八443 あるところに︑ひとりの王さまがいらっ

かぞえておいでになると︑

八381 ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物を

いました︒

八373 あるところに︑金持の王さまがいらっしゃ

八1011 ある土曜の午後︑

八53 あるデパートのまえのうすくらがりに︑

ざの大通りを歩いていましたら︑

八52

ある日︑はまべにでてみると︑わにざ 七267 それから︑いく日かたったある日の午後︒
いましたので︑これはいいと思って︑

三434
めが

一本のくすのき

ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま 六672 あるところに︑一びきの子ぐまが住んでい

六176 ありときりぎりす

ありとはと

ありとはと ︹題名︺2 ありとはと

六24
六132 ありとはと
あり二

さあ︑はいりたまえ︒﹂あり二﹁でも︒﹂

﹇蟻二﹈︹話手︺5

六234
あり二﹁今夜はつもるかもしれない︒﹂

ありに
六264

六271 夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめて
おいて︑よかったね︒﹂あり二﹁ほんとうだ︒

六2711 はたらかないものには︑この寒しさ︑この

三588ある日︑みんなであそびにでかけまし

三欄1 ある年の春のころから︑

りこ︑とつぜんおたちよりになりました︒

＝而6 ある日のことです︒
三期1 みかどは︑︿略﹀︑ある日︑かりのおかえ

と

た︒

喜びはあじわえないだろう︒﹂あり二﹁たしかにそ
六302

うだ︒﹂

どうしょう︒﹂あり二﹁かわいそうだね︒﹂

三㎜2 むかしあるところに︑﹁竹とりのおきな﹂
いうおじいさんがすんでいました︒

六226 あり二︑三﹁きりぎりすさん︑こんにち

ありにさん ﹇蟻二三﹈︹話手︺3 あり二︑三
は︒﹂

二︑三﹁そうしよう ︒ ﹂

六267 さ︑そろそろ夕ごはんにしようか︒﹂あり

しゃいました︒

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑

ある日︑太田道筋は︑たかがりにでかけ

おおたどうかん

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

のは︑

ある日︑リビングストンが木かげで書物

ある町角の廣場で︑

ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大
ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

めばえてこようとする心のはたらきと
おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ
ある年の夏︑
昔︑あるまずしい人が︑︿略﹀︑この岩屋

ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

同じ名まえの人も世の中には多いが︑あ

もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ

ある人は︑たいへん不幸になっている︒

十三231園

大もみがある大きさ以上に生長しない

で生長をとめました︒

十三224

十三109

不幸になっている︒

る人は︑幸福なくらしをし︑ある人は︑たいへん

十三109

いると︑のどがかわいてきた︒

十一一628

からぜんやわんなどの家具のでることを知った︒

十一一617

十二599

んをきずきだした︒

十二584

いったようなあるふしぎなものを感じました︒

十一一376

いますと︑

十一一349

さわぎしていました︒

十二295

を読んでいました︒

十ニー110

十二911

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

十二83

ました︒

八581 ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった︒ 十二63

八768 くれがたになって︑あひるの子は︑ある小
さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

天
ノ3
80
1ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで
あった︒

九58 オルガンで︼つの音だけひいてきいても︑
その音には︑ある感じがこもっているものです︒

九172 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど
もがつばめをつかまえました︒
九175 さいたま縣のあるところで︑

九242 つまり︑ことしある家ののき下で巣をつ
くったつばめは︑來年また︑同じ巣へもどってく
るというのです︒

九472 ある土曜日の夕がた︑

九872 ある晴れた日の午後
九梛5 ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ
いだに︑巣をかけました︒
一ふくろや っ た の が は じ ま り で ︑

十116 ある日のこと︑おとうさんが︑︿略﹀おか
しを︑

十412 ある年のこと︑赤しおが︑おびただしく発
生した︒

十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑
海水が茶色にかわるほどになるのである︒
十4110 あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい
るうちに︑一つの半円形の野臥を発見した︒
十5511 あるとき︑なにげなく妹の作文をみました︒
十659 ある村に︑けちんぼのだんながありました︒

十662 あるとき︑このだんなは︑用事で︑となり
村までいかなければなりませんでした︒

もしある時期になって︑小もみを切り
小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの

はらってしまったら︑

十三233園
十三237

土地のねだんがあがって︑あるところで

生長をうながす力をもっているが︑

十三255

ある家の︑かぼちゃのとりいれまつりの

千九百二十年十月の︑ある月のない夜の

は︑百五十ばいになりました︒

十四452
ことです︒

ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

ある夏のことでした︒

晩のことでした︒

十四512
十五204

鳥は︿略﹀︑ある岩角のすこしあき地の

ものように散歩に出ました︒

十五217
十五282

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

ぎんざ

あるところを目がけておりて行きました︒

ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

十五434

十五4511

ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

ところがある日のこと︑せんぽいの教

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五463
十五571園

ある日のこと︑せい書をギリシア語で

授がやって來て︑

︵五︶

脚 アル ある

︽ーッ・ーリ・i

ある日のこと︑おじさんとおばさんが外

読みたいといいだした︒

十五5711園

十五619
﹇在﹈

出の用意をととのえて︑

ル・ーレ・ーロ︾Oおある・せいぎであることのよろ

あ．る

こび

園

はながかざつてありました︒びいいっ

ます︒﹁けんさがあるようですね︒﹂﹁︿

一165
つかいます︒まあ
だります︒なんでしょ
る︑なげる︒まだあります︒足となか
︑はしる︒ほかにありませんか︒この

2

6
1

2

十一633 雨の降っている三月のある朝︑

十二46 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

453030

49

55
ある一ある

ある一ある

56

ひろったことがありますか︒﹂﹁︿略﹀︒

なながいみみのある︑あかい目のう
︑はなれぼしにあるがっこうにはい
うに︑みおぼえのあるかおが︑たくさ

ずらのたまごほどあるだいやもんどを
なばたけのなかにありました︒おじいさ

たくしは︑そこにあったこしかけにも
んなさい Oまだありますよ︒﹂﹁あかい
ちにちにニへんあるのに︑いちねんに
ほへと﹄までもありました︒どうして
ところに︑川がありました︒くつが
﹁せまいはしがありました︒二ひきの
⊥ハ人のめくらがありました︒そのうち

をみたことがあるかい︒﹄といいま
さわったことがあるかい︒﹄と︑また
は︑おとうさんもあります︒おじいさん

三359園 いている人もあります︒かなづちで
三361園 っている人もあります︒ガタガタ︑
三365園まどがふたつもあります︒火がもえ
大きなながしもあります︒こづかいさ
三369園

四553 ってくることがあります︒そこで︑目
四713 は︑﹃ろ﹄の上にある︒﹂﹁︿略﹀︒﹂四組
四716 は︑﹃は﹄の上にある︒﹂四組の﹁ふく
四953 なに雪のたねがあるものだ︒降って
四鵬5 かけが二つおいてあります︒そこへ︑か
四備6囹 ︑どんなことがあっても︑おあけに

四522よういなことではありません︒どうか
四527 つくるどころではありません︒ちょうど
四532 の山のむこうにあるみずうみのとこ
四5310もりとした林がありました︒がんの

いちう

五226さは︑それだけではありません︒いちろう
﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五231園
﹀︒﹂﹁まだほかにあるの︒どんなこと︒
五232園
﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒そうしたら
五245囹

五2110っていった子どもがありました︒

五154ねのところに書いてありますから︑まちが
五155すから︑まちがいはありません︒けれども
五191から︑おちる心配はありません︒私たちは

五1310略
囹V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ありません︒﹂﹁︿略﹀︒

三373囹
うさぎをかってあるところにきまし
三583うちは︑丘の上にあるのでも︑ふもとに
三584 のでも︑ふもとにあるのでもありませ
三584もとにあるのでもありません︒丘のち
三585ょうどなかほどにあるのです︒それで︑
三586 れば大きな木のあるところへでられ
三703 かの上になにかあるのをみつけまし
三709かびかしたものがあります︒﹁︿略﹀︒﹂デ

三皇−o園 さないくふうはあるまいか︒﹂と︑ふ

三779園 ひるとよるがあるのです︒﹂﹁︿略﹀︒
三795 たりするひまもありませんでした︒に
三843さきにあまだれがあるのをみつけて︑﹁
三棚1 と光る竹が一本ありました︒ふしぎに
三鵬5囹 のにんげんではあるまい︒﹂とお思い
＝而8囹 のは︑﹁するがにある山がいちばん

ます︒おじいさんもあります︒けれども︑

なったにちがいありません︒それは︑

四88

あさんのせいではありませんよ︒﹂おと
五634園

五42！団ところにならべてあります︒私は︑まだ

ものことが書いてありますよ︒﹄といっ
五317園
五385こんなことが書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂
どから下は︑雪がありません︒山の木の
五395国

四309国いをしようではありませんか︒おてが
四343囹 ついたことはありませんか︒﹂先生
四357囹だしたことばがありますね︒﹂﹁︿略﹀︒
四367囹 ︑こんなことがありました︒﹂といっ
四373園たくてしょうがありませんでした︒思
四378園おさえたものがありました︒それは︑
四422 にのびることもあるし︑きゅっとち

花が︑三本かざつてありました︒かおより
五779

王になっているではありませんか︒そばに
五7311

︑まるい目が二つあって︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五871園

やったりしたじゃありませんか︒﹂﹁︿略
五632囹

五6211か
囹あさんの力ではありませんよ︒﹂﹁︿略

うへいったことはありません︒けれども
五422国
五529さつをしていく人もあります︒まさごが︑
めがでないことはありません︒わたしが
五614囹

四423 とちぢむこともありました︒どのよう
四515 うとするものはありません︒﹁︿略﹀︒﹂

四426 でしまうことはありませんでした︒﹁︿

書けるものではありません︒﹂先生が
四195園
話ししない日はありません︒お話を
四254團

たくさんうえてあります︒よくみが

ません︒しかたがありませんから︑はん

ほかにしかたがあるまい︒﹂といいま

した︒あるちえのあるおじいさんがい
ると︑あのちえのあるおじいさんが︑﹁
ぶように走るではありませんか︒大略﹀

ると︑あのちえのあるおじいさんが︑﹁
一だんあ
そうじが してあります︒

は︑えがはってあります︒﹃︿略﹀︒﹄と
略﹀︒﹄とかいてあります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

ばこがたくさんあります︒ぎょうぎ
大きなもけいがありました︒青色や
まるいびんもありました︒へやの

い花がさしてありました︒みんなが
っている人もあります︒のこぎりを

五873園
は︑三つも四つもあるかと思っていたよ
五877囹
いわ︒目が四つもあっちゃ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五905園
でなさったことがあった︒それでな︑さ
五907囹
んにおかあさんがあるって︑おかしいな
五916びているたけのこがありました︒﹁︿略﹀︒﹂
六783園よく考えた︒命のあるものは︑日に日に

六779

六7410

六743園

六743囹

︑それだけでは命があるとはいえないと︑

えたらわかるじゃありませんか︒﹂とお

な命というものがありますよ︒それを考

七148

七147

七127

は︑﹁手﹂だけではありません︒﹁︿略﹀︒﹂

がつたつかいかたがあるのは︑﹁手﹂だけ

きつくように立ててある︑竹や木のことを

七96園︑いろいろな話がある︒春には春の話︑

七95下話したら︑いくつあるだろう︒アラビア

七68園

ととが︑ちがう人がある︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿追

六礼6 してくれるみこみもありません︒とらさん

六715園

いました︒﹁口があるから︑お話もする

いきをするから命がある︒うしもうまもそ

がって︑

はりがねが六本あることまでわかる︒

ろうと考えたからである︒十

たこ

お

いクレヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

いうなつかいかたがあります︒じょうずな

六観2

六佃11

七116

ている手のことではありません︒あさがお

なると︑人の手ではありません︒これは︑

︒﹁もう帰る子がある︒一年生だ︒手を

七125

七122

三
七346

もうとする男の人もあり︑足をふまれて︑

七1610園生︑きょうは風がありませんから︑ちょ

どもいったことがあるのですもの︒それ

こっている女の人もありました︒私と弟の
七359園

七347
略﹀︒﹂といったのである︒ぼくも︑もちう

七4111

七389

かぜぎみである︒しかし︑ねつは
ようにいったことがあるのではない︒ しか

とに氣がついたのである︒ぼくは︑ 夜︑勉
もいえることばとがあるのだろう︑ と考え

できないことばとがある︑ということに氣

だいすきな飛行機である︒ぼくは︑ ここだ

たから感心したのである︒ そこで︑ぼくも

七477

七4610

七464

七4210

の﹁はないずみ﹂であった︒駅の名も美し

高いオペラの序曲である︒私は︑汽車のま

七449園

七4211

いう文章が︑ニへんあります︒はじめに書

︑いきつくものではありません︒文章は︑

ちのこころざしであります︒お受けとり

と︑しらがの老人である︒﹁︿略V︒﹂車中の

きな声をだした人があった︒みると︑しら

七487

七483

ドッジボール大会があった︒ぼくも︑せん

めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人に︑

りでひいたのでもありません︒ただ︑た
がでない音のはずである︒ぼくは︑ いまま

七481
これらもはなの音であることがわかった︒

がぬけているだけである︒そこで︑あらた

七453園

ノ﹂のつくことばがあったら︑﹁ダ﹂や﹁

なから声がでる音であることはたしかとな

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき

むにも︑よういではありません︒そのとき
そうなことばつきである︒ その︑弟がまだ

えから︑

だ︒

向こうの家の屋根であった︒
﹁︿略﹀︒﹂こう

543981989542977107

うえで作ったものであることがわかって︑

五9511でした︒ひばりでもありませんでした︒あ

五9510︒ひなはすずめではありませんでした︒ひ

六792囹 ︒﹁息ばかりではありませんよ︒ほら︑
六803園いさん︑お願いがあります︒﹂編ぼ肋の
六811園 みこと﹁お願いがあるのです︒﹂ほでり
六858園 こと﹁申しわけがありません︒どんなご
六876園よう︒そこに船がある︒あれにお乗りな

七1411

いうなつかいかたがあるのは︑おもしろい
100

守備4

五975には︑ひわのむれもありました︒さんちゃ
五梱9 ひるまえは︑水道のあるいどぼたの高いと
五塀4囹 おもしろいことがあるのかい︒﹂﹁︿略﹀︒
五観5園 略﹀︒﹂﹁いろいろあるよ︒﹂そういって︑

六8710園
門のそばにいどがあって︑そのそばには

は︑おもしろいではありませんか︒
ノ、

︒そんなに大きくはありませんが︑これを

六48 ここは時計屋の店であることがわかった︒
六61なのははしら時計である︒ねじは︑これら

六893囹なところにいどがある︒きれいな水だな
六954園 ︒いや︑たしかにあるはずだ︒だれか知

七159

口159

六695

六66園なさけない自分であろう︒あのいろいろ
六69園きくてえらそうである︒ひとかどの役目

ついそこにあるようにみえるでは

六610園
不足はなさそうである︒ただ自分だけが

六95囹︑役にたつことがあるのかしら︒﹂と喜

六72園けない身のうえであろう︒﹂ふいにバタ
六76 ︒男の子と女の子である︒ふたりはそこら
六1011ん喜んだのはねじであった︒時計屋さんは

六173をつがえているではありませんか︒﹁︿略﹀
六194囹
いこのうちがいもあるよ︒じつにゆかい
六1911囹
いときは︑二どとありませんね︒﹂しき

六206囹
と休みしようではありませんか︒﹂みん
六2011さんおさらにもつてあります︒みんな︑樂

は︑お茶が用意してあり︑くだものが︑た
六2010
六3411
Il圭戸がでないのである︒雲﹁だいじょう

六401囹ああ︑いい考えがある︒心配しないでま
六499圏
︒ 聾しいことがあるような︑ ああ︑
六544 ついて︑まえの方にある木の下へいきまし
六605圏イコトガ
七アルヨウナ
五ア
六667いくか︑些しみではありませんか︒お話の
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八173えてくれたことではありません︒人間のあ

八603 かは︑いいお天氣であった︒麦ばたけは黄

八573 きあげてある小船がある︒よし︑あれを目

八573 さきに︑ひきあげてある小船がある︒よし

八606 りには︑大きな森があり︑森の中には深い

八604 らすむぎはみどりであった︒野原にはかれ

八592 らし台にすえつけてある望遠鏡をのぞいて

八3410︒五日や二十日でもありません︒五ヶ月や

八284 ︑林の中にごてんがあって︑中から︑はた
八349二十分や三十分ではありません︒五日や二
五ヶ月や八ヶ月でもありません︒﹁光年﹂
八3410

八712 わるくなるばかりであった︒おしまいには

八691圓

八652

八607 には深いみずうみがあった︒みずうみの岸

八3411ほど︑遠いきょりであります︒さて︑空の

八351 のくらいのきょりにあるのでしょう︒二十
八353う︒二十光年の星もあり︑三十光年の星も
八353り︑三十光年の星もあります︒あのたなぼ
八358ろに光っている星があります︒百光年の星
八359ます︒百光年の星もあり︑一千光年の星の
八359千光年の星のむれもあり︑一万光年の星も

八7310

七779園

乙﹁それにちがいありません︒﹂甲﹁どこ

七768囹 だは︑かた目ではありませんか︒﹂ふた

くだをみたのではありません︒﹂甲﹁え︑

ましたね︒﹂甲乙﹁ありました︒﹂旅人﹁そ

七781囹 から︑つけた荷がありましたね︒﹂甲乙﹁
七786園

七782園

七787園 しくこぞんじではありませんか︒﹂乙﹁そ
七789囹 も︑きいたのでもありません︒﹂ふたり

だまされたことがあってね︑そのひなに

してまもないものであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︿略﹀︒﹂このときである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑空

それははくちょうであった︒はくちょうは

八733

八723 して︑大きなぬまのあるところへやってき

﹁あれは美しくはありませんが︑たちは

へんみにくいものであった︒親あひるは︑

八638園

八613 すきであったからである︒とうとう︑一つ

八613 まわるほうがすきであったからである︒と

八609 をかえしているのであった︒けれども︑親

八3510り︑一万光年の星もあります︒それどころ

八743 ちがはじまったのである︒かりうどは︑ぬ

七546た︒ぼくたちの勝である︒みんな︑また巧
七556くなっていくことがあります︒心にはっき
七558宝石のようなものでありますから︑よけい
七559とばは︑ちりほどもあってはなりません︒
七671ちで︑ふとんほしてある︒炭を切る音も小
七675 ︑二つのやりかたがあります︒ 一つは︑は
七682せていくやりかたであります︒まえのやり
七733さのいけがきの上である︒ぼたんでもさい

八4211な
園かなしいことはありません︒﹂﹁︿略﹀︒

八374いいひとりの王女もあって︑なにひとつ不
八374ひとつ不足なことはありませんでしたが︑
した︒﹁すこしはある︒けれども︑まだ
八387囹
八425ねよりもたいせつであったからです︒﹁︿略

美しくしずむときであった︒草むらから︑

ほどりこうな人はありはしないから︒﹂﹁

七764園 らっしゃるのではありませんか︒﹂ふた

七818園 らくだがびっこであることも知っていま

七815園 らくだがかた目であることを知っていま

八8310

八819園

八843

は︑バターのいれてあるたるの中へとびお

すと︑いぬのかってある家がありました︒

むかえてくれる人があったら︑その人のと

えてくれるにちがいありません︒けれども

福のほしくない人はありませんから︑どこ

八9310囹くいあひるの子であったとき︑こんな幸

八935 のうえになったのである︒にわとこの木で

八932

八915

八911

八9011

八882

︒ほんとうに幸福であったが︑すこしもい

幸福をさとったのである︒大きなはくちょ

くちょうのたまごであってみれば︑あひる

りにもかわいそうである︒太陽がてりはじ

八868

ぬのかってある家がありました︒その家の
︑そこの家にかってあるいぬが︑おそろし

八9311囹

ていた︒美しい春であった︒すると︑とつ

︒それから︑かってあるにわとりに氣をつ

八946 した︒ういたもみがあったので︑手ですく

八8711

は︑うさぎのかってある家のまえへいって

き︑こんな幸福があろうなどとは︑ゆめ

つた︒はくちょうであった︒生まれがはく

でしたが︑なさけのある人とみえて︑台所

八466とみつかるものではありません︒金持だと
八468りなかったり︑金もあり︑からだもりっぱ
八477 つな一けんの小屋がありました︒その小屋
より幸福なものはあるまい︒ほんとうに
八482園

八453れをきいて︑ちえのある人たちは︑みんな

七823園︑知っているじゃありませんか︒﹂甲乙﹁

七824園︑この男にちがいありません︒どうぞ︑
七828囹︺にも︑いいぶんがあるかね︒もしあるな
七828園 があるかね︒もしあるなら︑ここで︑は
七835園 の草ばかりたべてあったからです︒﹂裁
七842囹 のこっている葉がありました︒それで︑

七8411囹﹁それはほかでもありません︒道に︑麦
七897 には︑とても元氣があります︒うさぎでも
七913 ︑うさぎは︑元氣がありません︒なるべく

八88 いだろうと思う人もありましょうが︑それ

八45 ︒いぬでもねこでもありません︒鳥一そ
八96 わてかたといったらありません︒びっくり
八144 ぶらぜみのたまごがありました︒親ぜみが
八149 ました︒ニミリほどある︑白いうじのよう
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大きなかぶは30本もありました︒こんどは

ないいねが︑5かぶありました︒先生にお
ように雑草の中にありました︒手にとつ
九3610團

九358團んぶで三百五十本目りました︒それは︑

十センチあまりもあります︒三びきもと
九3310団

九相11

九相7

九佃9

すべられるところである︒たちまち先生の

ものなどさまざまである︒みんなが急停止

んという勇ましさであろう︒みんなは思わ

感じがするにちがいありません︒四色︑五

十

ちよ紙

九鼎2 生がとばれるばんである︒先生は︑はちま

物をふいている風である︒風の音よりも︑

九8210園︒先生のところにあるのと同じだね︒﹂﹁

九762学校から四キロほどある貝つかへいきまし
九774囹たべていたときがあったらしい︒その貝
九801園がみつかることがあるのです︒ひとっこ
九805園 した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ありそうなところをほ
九806囹略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ありそうなところって

九7211囹ょうどニリットルあります︒﹂やまねこ

九393国 ︒八九メートルもある木の上で︑なたで
九395團きこえないときがあります︒上の方のか
九399團にのぼったことがありました︒のぼるた
九411団うに炭やき小屋があって︑ゆるいけむり
九432團も︑二本や三本はあります︒ぼくたちの
九434團なかきの木が三本あります︒朝早く庭に

九個1

九伽8

九楢6

九伽6

九搦4

︑それでもう終りであった︒茶人は︑そこ

ようとわきでる泉があって︑それでもう終

れもないうまい水であった︒そこで︑谷川

九搦3 落ちる小さな谷川がある︒そこをくんで飲

九櫛6 あって川べりに道もあったが︑いまはそれ

九慨5 ロほどは︑村ざとがあって川べりに道もあ

九槌7

それは︑みつばちであることが︑くもには

しんだということである︒

九擢5 きえてしまうことがあっても︑中ほどでは

十のころであった︒私は父につれ

ほんとうにゆかいであった︒

九371團 って帰ったこともありました︒ぼくはは
九374国くのが︑すきではありませんでした︒だ

九佃2 求めて

あらわしたひびきである︒たいこを︑ひく

九841園らみたいなものがあるじゃないか︒﹂先
九852囹具につかった物があったでしょう︒それ
針や︑もりなどがあります︒石で作った
九852囹
九855園もりなどいろいろあります︒ここからで
九857囹ようにみえる物もあります︒それから土

九獅9

九平11

九3710団
なん十メートルもある高いすぎやまつの

けてうち鳴らすのであるが︑いかにも雪が

ひとりもありませんでした︒弔
きく人は︑

っとふいてくる風であり︑竹やぶを流れて

ぶを流れてくる風であり︑町の通りを︑濯

なるのは︑ふしぎである︒しばいで︑ゆめ

もっていないからであろう︒もし︑きく人

場面を演ずることがある︒こんなときにも

ならんでいることがあります︒この中には
︑一つばめほどこくありません︒口ばしの

ようから四千キロもあるフィリピンで︑あ

黄色にみえるのさえあります︒こうして︑

うリアまでいくのがあるということです︒

けっしてふしぎではありません︒しかし︑

まつ川からひいてあるのだ︒﹂泉をあふ

うそれはただの水であった︒﹁︿略﹀︒﹂茶人

一びき

十63 ちつづけたいものである︒心がけひとつで

十58 いまも︑どこにでもある︒ただ︑その美し

十45 いものはどこにでもある︒高い木が大きく

九川10 ︑わらっているではありませんか︒くもは

こと耳にしたことはありませんでした︒ま

十二

九悩9園はまつ川の上流にある︒﹂茶人は︑長い

九悩8

九悩2園︑泉はこの近くにある︒﹂茶人はつれの

九槻8 ︑雨の日も風の日もある︒さかのぼるのも

なくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九慨1 この上流にいい泉があるのではないかと氣

九梱5 うまさがだいいちである︒なんとかしてう

九国4 し︑ひとりの茶人があった︒茶のうまさは

九伽11囹

九佃4 こまれた美しい泉があった︒父は︑その泉

に落ちてきたことがあります︒その年は早

九861

たちさわぐところである︒つぎには︑雨の
︑雨の降るところであった︒それから︑水

いていた家が一けんあったので︑協会では

九即7囹 ちょさんは︑羽があるからいいな︒﹂と︑

九田9 た︑口にしたこともありませんでした︒い

をきいているようであった︒つぎに︑風の

にはいってくる人があると︑たちまち︑そ

九867園い持ってきた物があるか︑おしらべなさ
九884わけられたところである︒たかぎには友だ

、

すと︑やはりそうであることがわかりまし
一万キロあまりもありますが︑つばめは

九962園の名まえが書いてある︒﹂たかぎ﹁あっ︑
九脳9 の一本すぎのそばであった︒ぼくたちは︑
九餅1 とびこんだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
九鵬8 ておきあがるものもある︒にこにこわらい

さがしていたすみである︒受けとりにくい
九9410

いう一つのことばがあります︒このことば
︑たしかに水の音である︒はじめに︑川の

てきこえるにちがいありません︒色の組み

653816102214821176432854228514

九317国もわすれたことはありません︒先生のこ
九319国︒先生︑おかわりありませんか︒みなさ
九326團は︑山のふもとにある森の中の小さな農
九333純︒四五十センチもあるこいもいます︒い

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八
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十711 さけて通ったこともありました︒しかし︑

十64 る︒心がけひとつである︒心がけひとつで
十347

十346

十344
へといききするのであるが︑これを人の手

をぬっ．ていく横糸であった︒横糸はおさに

らない︑というのである︒佐吉が︑はじめ

十477ころに︑患い草原があるので︑そこへっれ
十483りでなく︑道ばたにあるものを︑なんでも
十485 べつにいそぐこともありませんでしたので

十84 わしてやったこともありました︒二月半ば

のは︑やつでほどもありました︒﹁︿略﹀︒﹂

十376

眞珠

﹁︿

自動織機のはじめである︒日本の新しい出

四才のときのことである︒あくる年から︑

わりをはたすことであろう︒

＋64！2 が︑狂言はそうではありません︒つぎの﹁

十643いものが︑たくさんありますが︑能は︑そ
十644 ︑すぐれたところのあるものとなっていま

＋6311︑それぞれのめんがあります︒そのために

十5311かけると︑水おけがありました︒そこに︑

任3410

十1112

ばへこない女の子もありました︒﹁︿略﹀︒﹂

織られていくからである︒佐吉の考えは︑

十102 ナフという石の橋があって︑イエンヌとい

十812 わけてくれる少女もありました︒あのとげ

十128

十108 ︒その橋のたもとにあるプラタナスのなみ

十104 れていました︒岸にある丘の上には︑セン

十3412 い空想になりがちであった︒たまたま︑そ 十588うしたら︑たばが十あって︑五まいあまり
十356 は︑なかったからである︒﹁︿略﹀︒﹂佐吉は
十613 ︑はなのところまでありました︒あしたも
十361 も︑まんまと失敗であった︒世間からはま 十628うものをみたことがありますか︒能を知ら
めいじ
十3612 たのは︑佐吉の母であった︒それは︑明治 十631 いを︑きいたことがあるでしょう︒能は︑
十634 いうちがうところがあります︒いちばんち

十132園 にこわいものではありませんよ︒﹂おと
十378

十371

十135 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ

十659けちんぼのだんながありました︒おかみさ

十138 ヒi茶わんのおいてあるテーブルをかこん 十383 ︑ひとりのわか者があった︒眞珠は︑海の
十1310 しい子どもたちではありませんか︒あんな 十386

なんでもないものであった︒丘珠鳶頭の中

十1311 ︑わるくいう旅人もありますが︑おとうさ 十389 とがわかったからである︒﹁︿略﹀︒﹂それか
十148 は︑そのいなか町にある商業学校の下の学
十392

られた御木本幸吉であった︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉

十3811園

たために死ぬものもあった︒たとえ︑はき

ば︑成功するわけであったが︑理論と実際

十721園︑うまいくふうがある︒﹂といいながら

十7111でなく︑わるちえがあったから︑おちつき

十705園﹁こんなどくってありはしない︒ひとつ

十279 トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

十42！

十415

十414

の心からの助力者であったうめが︑この世

発生した半円眞珠であることが︑わかった

もみなかったことである︒かれは︑新しく

わるほどになるのである︒この赤しおのた

のは︑つまのうめであった︒うめは︑﹁︿略

ところで︑かわりのあるはずはない︒しか

ならないと書いてありました︒金次郎は

そのお金は多くはありませんでしたが︑

十一233下にふたりの弟がありました︒いちばん

十一223の切れている人もあります︒金次郎はわ

十一215にたたないことはありませんでした︒そ

のていぼう工事があって︑どの家からも
＋一2012

十一195えもんという人がありましたが︑たいへ

十一103三﹁では︑実力があって︑力いっぱいは

十一43 くには小高い丘があって︑そこからおき
十一57 になっているのである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

きもとこうきち

十152 ︑きれいなところもあり︑きたないところ

十3912

十398

現できないことはあるまい︒﹂それから︑ 十693 いじそうにしまってあった︑ 一つのまるい

十153 ︑きたないところもあり︑日本も︑やはり

十2711 に巣をかけることがあれば︑巣のはりかた

十42！1

とびあがった︒﹁あった︒あった︒﹂ゆ

十﹇256

十二文はずむ者もありましたが︑金次郎

み

十175園 れもわかるものがありません︒そういう

十2810

十437園

つた︒﹁あった︒あった︒﹂ゆめにもわ

十一267
一つは︑ダ

十一302

十一279

︒そればかりではありません︒いろいろ

その十二文さえもありませんでした︒そ

︵二︶

つたことが︑二つあります︒

におどろくにちがいありません︒

十4010

十293 ば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあみかた

十437園

リアや南洋の島々であるが︑日本産のもの

十一278

十403

十321 な考えをもちたくはありません︒ぼくは︑

十4311

珠は︑まがいものであるといった︒しかし

十197 もうあ学校の教室である︒ひとりの生徒が

十322 がえのないひとりであることを︑ほこるよ

十455

珠とまったく同じであることが︑明らかに

十276 自分の身のまわりにあるものを︑よくしら

十324 の中の部分︑部分があっての全体︑という

十4510

十468園︑ダノーヤモンドであり︑いま一つは︑眞

十467囹

﹁どんなことがあっても︑親子四人︑

十331 ていたが︑ひまさえあれば︑織機のことを

十4511

十3311 佐吉の考えはこうである︒人間の衣食住と

眞珠が取れたわけである︒﹁︿略﹀︒﹂かれは 十﹁251囹

十3310 たりしたのは︑母であった︒佐吉の考えは

十332 べつづけていたのである︒村じゅうの者か

十3312 なたいせつなものであるから︑ぬのを織る

十一607 められていたのである︒が︑いま︑友だ

十一603 け渡した一本橋がある︒太郎は︑まえか

十一5910

十一597園
帰るときのことであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

しいことばではありませんか︒﹂﹁︿略

十一436 かびんがかざつてありました︒ようち園

十一433 うち園の卒業式がありました︒弟が卒業

十二241

十二237

十二222囹

十二222園

十二222園

も︑いいすぎではありません︒やしきが

十二223囹

あたり困ることはありません︒ふたりの

るし︑友だちもある︒どんな絵の大家

わかい︒先生もあるし︑友だちもある

父もある︒母もある︒まだわかい︒先

﹁自分には父もある︒母もある︒まだ

ヶ月まえのことでありました︒この日の

にかとりっく物があるとすぐに立ちあが

なものがこの世にあることさえ知らず︑

十二314てくださった日であります︒それは一八
十二341

十二316

十二265

十一681 ようにみえる者もあれば︑びっくりでも

それぞれ名まえのあることを知ったのは

十一6410 自分はちのみ子もあって︑家をあけるこ

十一68望みつめている者もありました︒また︑子
十二346

十一639 ︑ナポリの近くにある村からきたのでし

十一683 うなっている者もありました︒大きなへ
十一6911

十二356

十二353

十二3411

冷たいものの名であることを知りました

形が同じ名まえであることをわからせよ

いっているものであることを︑はっきり

二つとも同じ名であることを私にわから

十一703 親らしいところはありませんでした︒息

十二378

これが父親であろうとは︑とても思

十一758囹 ど︑まだ望みがある︒氣をつけておあ

にはみな名まえのあることがわかったの
﹂などのことばがあったことを思いだし

ばらしいことではありませんか︒ケラー

うあ教育に経験のあるサリバン先生にき
おどりだす話がありましたよ︒﹂﹁︿略
かずお
動く人形だってあるよ︒一雄くんは︑

十二3911

十二404
十二406

なったのもむりはありません︒ケラーの

十一一3811

十二3711

十一781 いくらかわかるであろうと思うと︑いろ
十一801 なぐさめることがありました︒それは︑

はた織

いをみたことがあるかね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

な人形しばいがある︒その人形などは
ル以上のものもあるが︑まるでたまし
とびだすこともある︒人形はものをい

v﹁︿略﹀︒﹂﹁あるとも︒いまいった

樂のほかにまだあるんですか︒﹂﹁︿略

いろいろ種類がある︒あやつりは文樂
もっと古くからあったし︑おじさんの
のころは影絵もあったよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

しい色がつけてある︒これに光をあて

4了

いろんなものがあるんですね︒﹂﹁︿略

47

47

47

4了

のいいところがあるからね︒ところで

うとする望みもあるのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

もある︒音曲もある︒命のない人形を

もあれば︑絵もある︒音樂もある︒命

︑かならず詩もあれば︑絵もある︒音

うとする面持がある︒だから︑人間が

ありあけ

ゆじま

んなにはたらきがあっても︑それにあっ

いる︒はたらきのある人は︑はをもった

こぎりには︑はがある︒のこぎりのはは

りだということである︒七みえない

にはひとりの母がある︒母にそのからだ

の岩屋というのがある︒昔︑あるまずし

これが湖山の池である︒昔︑この里に長

り十型キロの湖がある︒これが湖山の池

しょうけんめいであるから︑みるみるう

てやるというのであった︒おには︑これ

という二つの山がある︒どちらもけっし

の中にある湯島であるという︒ 九十九

が︑有明海の中にある湯島であるという

ゆじま

雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

とロつ

に共通なものさえある︒次にいくつかの

ただおもしろみがあるばかりでなく︑と
︑とうといことである︒傳説を鳴く全中

ってしまうものもある︒それで︑おじい

名になったものもあるが︑ただ人々のあ

もとづいたものもあるが︑昔からいい傳

まれているからである︒下説には︑正し

きのある川などがあるためばかりではな

山や︑おもむきのある川などがあるため

感じのするものである︒なつかしい山や

47

ていても︑心にあることを︑なにか美

51211674373421115321087644317555431
囹園医】園園囹張工
47

48

55

55

55

55

55

55

55

56

56

56

十一8312囹 がけないこともあるものだ︒﹂少年は

十一869囹 ところに家族があるのでしょう︒どう
十﹇891 目にうかぶこともありましたが︑それも
十﹇915園 もあげるものがありません︒これを病
十二712 をたくしたものでありました︒

十二59 より立とうはずがありません︒このとき

十ニー36 本のざくろの木があって︑夏じゅう美し

奪十十十十十十十十十十十

56

5了

5了

57

58

58

59

43

44

44

44

十二88 と立って︑そばにあった小がたなをとり
十ニー61 つた角︑まるみのある面︑重みのかかっ

てくれるものがありません︒せんだつ
し︑へたなのもある︒毎晩鳴いている

じょうずなのもあるし︑へたなのもあ
ような絵のぐがあればいいなと思いま

V。

59

61

63

63

67

69

69

17

十ニー68 絵のぐがたくさんあった︒しかし︑パレ

十十十十十十

44

45

45

45

46

46

46

よくおなりではありませんか︒はじめ

園園園囹墨筆

したよ︒あれがあれば︑どんなかげの

93111110387449
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十二707 につけて不自由であろうから︑いろいろ
十二726 るのは︑川べりにある船大工の子どもや
十二7412 三日は困ることもありません︒ふだんは

十二749 とってきてくれてあるし︑そのうえ︑台
十二756 入口をたたく者があります︒又略﹀︒﹂そ
十二768 の目らしくいれてありました︒曾良は︑

十二765囹︑みせるものがあるよ︒﹂芭蕉は︑え

十二789
﹀︒﹂﹁いきたくありません︒﹂﹁︿略﹀︒

人らしいところもあるので︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二788 げまされたことはありませんでした︒あ
十二798園

十二815 手は世界的名手でありますが︑私もどう
十二8410 おされるものではありません︒もう然と

十二829 およぶところではありません︒それでも
十二861 送ってやったのであります︒チルデン選
十二862 だしたしせいではありましたが︑やわら
十二897 もかわってくるであろう︒食事のたびご
十二899 あらわれるはずである︒そうでなかった
十二901 とにもなるからである︒どんなたっとい
十二904 いからねんぶつである︒話すことばは︑
十二9112 ︒太郎と同じ文であるが︑その中にたた

十二923 きのこがたくさんあったこと︑りすをみ
十二928 同じでないためである︒みんなが﹁遠足
十二9210 やはりこのためである︒しかし︑たたみ
十二932 ばとしての性質があり︑おもしろさがあ
十二932 り︑おもしろさがある︒書くことは︑話
十二937 ことがたいせつである︒文を書くときに
十二947 は文字のおかげである︒ところがこれを
十二959 ﹂こんな短い文であるが︑読み手によっ
十二963 の家に︑写眞帳があるでしょう︒それに

ここに貝がらがあります︒みたところ

してからのことであります︒

石器と土

ゆめどの
こしらえたものがあります︒ 夢殿の観

二

え

ど

汽車第

眞理

る土台にするのである︒たとえば︑花の

ものと深いものがあるが︑その深く進ん

せつなことがらである︒知識には︑浅い

生よ︑長くそこにあれ︒﹂

うしずかな午前にあって考える︑ズ略﹀

くよりほかに道はありません︒ことばを

間を走ったものであります︒汽車にかぎ

かわいい汽車ではありませんか︒これは

げられるものではありません︒

はめこんだものもあります︒黒うるしの

ますが︑そうではありません︒江戸時代

ローマ字で書いてあります︒外國から書

物絵巻の一場面であります︒平安時代の

の毛皮がひろげてあります︒くだものを
へい
やお屋らしいのもあります︒これは︑平

という建物の中にある名高いほうおう堂

にならんだ文字があったりして︑おもし

に作られたものであります︒夢殿の観音

がよくわかるではありませんか︒はにわ

まなどがかざつてあります︒このやさし

は一メートルほどあり︑男や女のいろい

式土器というのがあります︒それは︑も

いろいろのものがあります︒じょうもん

なわ目のもようがあるので︑じょうもん

す︒また︑土器もあります︒これは︑食

で作ったつり針もあります︒また︑土器

ます︒石のおのもあります︒しかの角な

う︒石の矢の根があります︒石のおのも

195768769641061121093610421！7952985311
わるいから不幸があるなどといった︒今

知るようなものである︒知識が開けず︑

移って困った人もあれば︑わるいといつ

のよくなった人もある︒同じ名まえの人

いことはたくさんあるが︑それは︑学者

ると︑信ずるのである︒原因・結果の関

だまだ進むことであろう︒

他のことの原因であると︑信ずるのであ

道は︑だえん形であって︑太陽はいつも

て︑さかえるのであります︒このとき︑

か︑ということでありました︒これをノ

1産のもみの木でありました︒これなら

あれ地に育つ木があるかないか︑まず︑

草を植えることにありますが︑もっとも

くしげった森林がありました︒しかし︑

は︑ただ二つしかありません︒その第一
︑その第二は木でありました︒ユートう

ダルガスのゆめであります︒このゆめを

のできない土地であります︒これをこえ

ルクの半分以上もあって︑その三分の一

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

ぺんの空想家ではありません︒かれは︑

たひとりの軍人がありました︒職場から

とも大きな問題でありました︒論いは敗

ンの生まれた國であります︒世界の寸寸

な︑しずかな國であります︒美しいおと

もなく︑いい港があるのでもなく︑わが

ほかには︑鉱山があるのでもなく︑いい

と︑そんなことはありませんでした︒﹁︿

の説はあやまりであったということにし

春・夏・秋・冬のあるわけも︑すっかり

れで︑夜と書とがあるわけも︑春・夏・

レオという学者がありました︒わかいこ
︑それは一種ではありません︒自差とい

ガリレオ
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十二966 ときの三野などもあるでしょう︒その写
十二974

十二969悲しいことなどもあるでしょう︒次の写
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

このホートンではあるが︑ここに住んで

は︑小路のことである︒どこの家も︑高

れて︑なおあまりあることになりました

もさえ見ることがあったのです︒そのこ

されなかったのであります︒デンマルク

ンマルクの希望であるこの植林は︑みご

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希

十三568園

十三555園

十三551園

十三548

十三538

十三533

十三453

十三418囹

十三413囹

るく原色ですってあります︒まだわかい

十三419園

しろいことでもあるのか︒﹂そういっ

手で︑こう書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

十三421園

画館にかざってあるよ︒ラファエルは

こし大きいのがあるよ︒﹂といって︑

んは︑絵かきではありませんが︑絵がす

十三425園

へんじょうずであった︒が︑そのころ

いのむずかしさがあります︒三郎くんの

⁝⁝そう︑二つあるのならもらうよ⁝

よ︒話がうんとある︒見せたいものだ

クサックも二つある︒そうだ︒おばさ

だってたくさんある︒いっしょに読も

ある︒なんでもあるよ︒いっしょにつ

＋四3312
なかなかそうではありません︒あのぎん

十四338天の川の内がわにあるたくさんの星のむ

十四3211てもいいすぎではありません︒みなさん

ふかいつながりがあるのです︒人間は︑
＋四3210

十四324と思っている人もあるでしょう︒けれど

十四322略﹀︒﹂という人があるかもしれません︒

十四311が特別の國ででもあるかのように考えて

十四301だろうという人もありますが︑そればか

十四299 ︑日本にはあまりありません︒日本は景

十四294そういうものではありません︒だれでも

十四293どこかにしまってあるもののように聞え

十四285園典というものもあるから︑それを調べ
十四292もらいたいものがあるのです︒見てもら

も︑大小さまざまあって︑音色もちがう

いろいろなものがある︒まず︑もの詰り

たりしているのである︒もの音には︑い

い思い出の天地である︒冬は冬で︑風あ

十三5911園

十三592囚四

十四354もかなしむことはありません︒そのバク

十四345しのないものではありません︒博士の計

十三582園よくない︒色のあるのは︑その点はよ 十四341が︑なおいくつかあるのです︒こうなつ

十三569園

長いすがおいてあったが︑見物の人が

デンの美術館にある絵で︑﹃シストの

とえ︑鳴りものであろうと︑呼び声であ

十四63

十四43

せまってくるではありませんか︒

けっして少なくはありません︒けれども

十四379するようなことがあったら︑どうか天上

十四377 いことは︑なんであるかということも︑

美しく︑星の夜であれば︑またさらに至

十四133團

十四108国

十四106国

︑小さなさらがあります︒それは︑コ

ずかしいことはありません︒いたって

に小さなかさがあるとか

それには

十四457れば︑氣が氣ではありませんでした︒助

汽船が︑十ばいもある定期船につきあた
十四4411

＋四3710てくれるにちがいありません︒ 四 夜

できないことがあるとしたら︑それは

れん﹂が書かれてある︒れんは︑めでた

十四141團私の前においてあります︒おとうさん 十四469を味わったことはありませんでした︒な
した︒パリーにある︑なにかそういっ

な文字で書かれてある︒小さな子どもは

十四1611團

十四152團分には子どもがあるということをお考 ＋四5010に感じられるではありませんか︒ 六

のも︑このころである︒やなぎのわたが

こそ天上の音樂である︒中庭のあんずが

十四267

十四257

十四221一

傳わったことばであろう︒また︑雨請の

く生まれるものであることが︑考えられ

チャも︑外國語であったとお話しになつ

十四531園
ことはうたがいありません︒﹂﹁︿略﹀︒

は︑花の一部であるめしべの根もとが
＋四5211囹

ないかぼちゃはありませんが︑それだ
十四527囹

くなって︑文字であることがわかり︑そ

﹀︒﹂﹁ずいぶんあるなあ︒﹂といって︑ ＋四5210園
んな︑十キロもあるような大きなかぼ

電話がとりつけてある︒左手につくえ︒

十四574 いってきたものがあります︒それは︑頭
十四583囹
えてみたことがありますか︒﹂水が続
十四608園︑考えたことがありますか︒﹂花も︑

つけてとばすのであるが︑とぶと︑風を
︒ふえには大小があるから︑はとがむれ

十四2012囹

句や︑詩の一節であるが︑みな︑りっぱ

十四368 ︑まずしい学生であったとき︑物理の了

ろうと︑呼び声であろうと︑トンネルの

十四98迂るなんて︑どうあっても考えのたりな

十四87團

パリ

わからないほどである︒それだけに︑空

運ぶ一輪車の音であろう︒水に不便なぺ

十四356算したりするではありませんか︒これを

でやって詣る者もある︒まんじゅう屋が

長ずるにちがいありません︒﹂といい
︑発見されたのであります︒このおかげ

訳しい遊び場所であり︑なつかしい思い

園

．

．

いよ︒ぼくのがある︒なんでもあるよ

話番号が書いてあったもんだから：⁝・

十四283園

十四2611

たかなで書いてあることばは︑たいて

ってきたことばであろう︒また︑図画工

園園．
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

すのちがったのもあります︒だから︑ど

落ってさしつかえありません︒もっとも

おおわれた地方があると︑あたたかい上

大じかけなものがあります︒それは︑ら

るのを見ることがあるでしょう︒茶わん

らなんメートルもある︑高い柱の形にな

がたつことがよくあります︒そういうと

どにできることがあります︒春さきなど

度を計る寒暖計があるなら︑いろいろ自

しんになるものがあって︑そのまわりに

ることがどっさりありますが︑それは︑

に︑茶わんが一つあります︒中には︑熱

十四936えたことはそれであった︒女の子は︑窓

十四917 いだと思ったのであろう︒そこで︑その

＋四8910 つて書かれた文である︒

十四8811きの雪どけごろである︒半年も雪にとざ

十四888がちがつたものであろうか︒雪國でいち

十四886ちどまったためであろうか︒それとも︑

十四885にふかれたからであろうか︒足がつめた

十四884 こうと思ったのであろうが︑いつのまに

十四873 ことができそうであるGふぶきのやんだ

＋四8612たやすいことではあるまいが︑ばんそう

＋四8610てしまうことすらある︒このものすごい

十四868などもその一つである︒風にあおられた

十四865同じ心の現われであろう︒﹁雪國﹂の映

えんのあるものであるが︑私はあとのほ
＋四8510

十五389

十五389

十五389

十五388

十五3712

十五379

十五374

十五372

十五371

十五365

十五3511

十五3510

十五347

十五337

十五312

十五295

たいくつかの訓のあるものもある︒たと

の音のあるものがあり︑またいくつかの

︑いくつかの音のあるものがあり︑また

がつた読みかたがある︒しかも︑字によ

︑﹁木﹂に関係のあることを表わし︑字

かいう字はそれである︒また︑それまで

してできたものであるが︑それに線を加

かいう字の起りである︒木は︑もともと

ら発達したものであるが︑形のないもの

にも必要な方法である︒それで大昔には

ここでいうまでもありません︒目の前の

はずれようはずはありません︒大わしは

にそまった短刀があります︒少年は︑必

十五389

の訓のあるものもある︒たとえば︑﹁上

七百年ほどまえであるが︑日本では︑﹁

これににた文字があった︒漢字も︑もと

とよばれるものがあった︒中部アラビア

によくにたものであるという一つの例に

＋四9310でも︑満足したであろう︒女の子は︑手

十五3910

マッチ早

たようすはなにもありませんが︑それを

十四949 ︒けれどもだめであった︒両手もまた︑
十四9811しかにそれは星であった︒又略﹀︒﹂女の

十四973 の一方におかれてあった︒そのとき︑ま

作りだしたものである︒かなは︑日本の

らとなにか関係があることだけはたしか

十五416

十五412

全部で二十六字である︒この二十六字の

るのもそのためである︒ローマ字は︑全

字から出たものである︒このエジプト文

われている文字である︒ローマ字は︑ま

て書かれた作品である︒しかし︑いまで

十五417

は世界的の文字であるから︑日本語が世

十五403

＋四㎜12 思われるくらいであった︒おばあさんが

十四㎜6

でなかったことであった︒おばあさんは

十五42！

つかっている國があろうか︒日本のこと

れるようになるであろう︒

十四995 のしんせつな人であったおばあさんが︑

十四川4

十五422

されるかたむきがあります︒これがあま

してそれることがありません︒ただ︑困

ばまだいくらでもありますが︑ここでは

十五95圃やげおりすててある道のまんじゅしゃ

十五428

十五4010

えられているのもあるかもしれません︒

十五193という美しい山があります︒スイスの首

十四998 てきかせたことがあった︒女の子は︑ま

雪國﹂というのであり︑もう一つは﹁雪

十五197 ルばかりの高さがありますが︑そのほと

方法がないものであろうか︒私たちは︑

山腹と谷との間にあって︑山谷風と名つ

﹁雪﹂というのであった︒﹁雪國﹂は︑

十五429

今右衛門僥じゃありませんか︒古い焼

ンドにかざられてあるさらやはちを︑し

十五283 のすこしあき地のあるところを目がけて

十五267 ︑殺される心配がある︒そんなことのな

十五465

十五463

いみごとな焼物であったからである︒﹁︿

しいものばかりであった︒ある小さな店

いで︑たばの中にあったマッチをみんな

映画にしたものである︒雪が降りだして

十五201くつかの停車場があって︑そこには︑氣

十五435

できるというのである︒﹁︿略﹀︒﹂こんな

そのころのことであった︒ある日︑ブリ

日本語の書

あつかったものである︒﹁雪﹂というの

十五2211と︑三メートルもあるような羽をひろげ

十五4510

十五442囹

えもんやき

映画にしたものである︒ただ一ひらの雪

十五2311とびついたものがあります︒だれでしょ

十五238ばたしているではありませんか︒さあた

ちらも雪にえんのあるものであるが︑私

いま

にしくんだものであった︒空から降って

だ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑

1

なもようがなんであるかということは︑

十

のが見えることがあります︒あの﹁かげ

く理科の本などにある︑ビーカーのそこ

2
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十五673

十五673

十五672

には︑おもむきのあるかねがつるしてあ

出た︒そのことのあったあくる日︑私は

日曜学校の生徒であった私は︑そのクリ

新島家のとなりにあった教会の日曜学校

かたくとざされてあった︒そのうちにク

十五鵬3園

十五鵬2囹

十五鵬11囹

十五9910囹

のは︑﹃善人であることの大きな喜び

のを見たことがありません︒その後に

のは︑﹃正義であることの大きな喜び

て︑そんなことあるものですか︒﹂チ

十五968園︒私たちに用のあるものは︑どうせこ

物であったからである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

十五4610園

十五6710

十五465

十五477 かりまえのことである︒佐賀はん主は︑
十五6712

︑まだほかにもありますか︒﹂﹁︿略﹀︒
さ が

十五487 むずかしいことであった︒今右衛門は︑

十五482 をつける赤絵屋もあったが︑これははん

んの大きな写眞があった︒きずのあるみ

しゅもくがそえてあったQ﹁︿略﹀︒﹂とよ

十五佃4囹︑星がいっぱいある︒ほんとうにおか

十五櫨1園

十五4911 とめて買うことがあるということを聞い
すことにしたのである︒﹁︿略﹀︒﹂これを 十五681

があった︒きずのあるみけんの下にかが

十五備6園

どこにしまってあるの︒それは︑おと

十五692

十五帽11園

十五柵3園福は︑世の中にありませんよ︒﹂チル

十五692

写眞がかざられてあるではないか︒ああ

とよびかけそうであった︒﹁︿略﹀︒﹂おぼ

るかねがつるしてあって︑これでたたけ

十五694

十五6712

十五516 でになったものである︒主人は︑新しい

十五698

ていた﹃正義であることの喜び﹄でご

んに︑ふたりはありませんよ︒どんな

そのころは眞夏であったので︑博士の家 あるいは ﹇或﹈︵副︶1 あるいは

しい数々の馬券があった︒ふかい思い出

のせた︒町の東にある寺の一角に︑こけ

十五協9

十五梱10

というクラブがあり︑おかしなもよお
十五5511園

十五7911

十五799

十五794

十五789

十五787

十五7411

十五7411

にがかったことがあるからです︒私のつ

けの特別の権利があると信じます︒とい

ても眞実だからである︒人の心をひくた

間にとって老実であるものは︑他人にと

すべて兄弟姉妹である︒それで︑世界平 あるいは ﹇或﹈︵接︶5 あるいは

種的な区別など︑あるべきはずはない︒

われわれが最初であります︒それ以前は

さ とぼつ

つばめのくちばしからころげ落ちることができた

くもは︑力いっぱいもがけば︑あるいは︑

んないい同級生であった︒﹁︿略﹀︒﹂

︑せつない所持であった︒受持の佐藤先

十五733

ことはみな同じであって︑そこになんの

十五伽2 きょうは修業式があった︒校長先生のお

十五738

せたいのが念願である︒神の目から見れ

十五4912

十五523 つたころのことである︒そのころ留学生

十五523 大戦がたけなわであったころのことであ

十五7010園

十五備7囹をしたあとまであるよ︒でも︑ずっと

十五533 ーネギー博物館のあるピッツバーグに着
十五719

十五543 いうしあわせ者であろう︒博士は︑しず

十五743

インキがおいてあるでしょう︒おじさ

十五5312 しん士のすがたであった︒学生時代から

十五534 い眞夏の日の朝であった︒目ざすりっぱ

十五546園
には見おぼえがある︒わかった︑わか

十五749

九㍑2

＋五5410
すをすすめるのであった︒私がこの博物

十五549って︑かたわらにあったいすをすすめる

十五562園山がく会会員であった私がはじめてだ
十五563園の高さも不明であった︒そこで︑山の
十五568園はふかい関係があるのだが︑きょうは
十五576園たが︑室は二つあっても︑つくえは一
﹁︿略﹀︒﹂とある
新島褻という
＋五581こ
0ま
ー︑ー

十五803

むかしは︑星を見て世の中がみだれると

それは︑なん回もなん回も︑あるいは︑

いただきまで高山植物のさきみだれてい

とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり
＋五9012園つといいものがありますよ︒わたした

を進めて︑

ボストン︑ニューヨーク︑ワシントンと無事に旅

にたたずみ︑あるいはナノーヤガラのたきをながめ︑

十五531

きざんでいる深い深い谷の上を︑

るけいしゃ面を︑あるいは︑氷河が無言の流れを

十五198

の眞理だと思われたので︑

なん代もなん代もやってみた結果︑とうとう一つ

十四806

︿略﹀などといった︒

いったり︑︿略﹀︑あるいは︑きつねがっくとか︑

十三912

かもしれません︒

ものがたくさんある︒きょうは︑もう
＋五5910囹

︑いつもおかれてあります︒歴史の上で

十五601 て︑横づけにしてあったりっぱな自動車
めいじ

十五845園 ︑あんなに肉がある︒ちょうづめもあ

＋五8311囹
たちは下等でもあり︑ たいていはまあ

十五608かなりひんぱんであった︒ふつう﹁満ぽ

十五845圏︒ちょうづめもある︒小ひつじの足に

十五605明治二十年の夏であった︒当時︑母校札
みつ
＋五6010いたずらざかりであった︒ことに︑長男

十五847囹しのかんぞうもある︒﹂パン﹁いかにも

十五965園くさん︑幸福はあるのだから︒けれど

十五8911囹
んと席がとってありますよ︒﹂チルチ

十五615 ︑必ず書きそえてあったのを見ても︑そ
十五616なにえらいかたであるかを知らなかった
そうせい

十五617幌の創成川の岸にあった家につれられて
十五622石の上にそろえてある大小二つのくつを

あるかす一あるく
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十五531 とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり
歩かす

︽ーサ︾

にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑
﹇歩﹈︵ 四 ︶ 1

九価3図魍着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

あるか・す

とたおれそのままなくも
あるがぞう ︹尊名︺2 ある画像

﹇▽いざりあ る き

十 三 5 3 1 七 ある画像

十三310七ある画像⁝⁝⁝五十三
あるき

あるきか・ける ﹇歩掛﹈︵下一︶2 あるきかける
︽ーケ ル ︾

﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道の

八567

そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて

にして歩きだした︒

妹は︑また︑ちょこちょこ歩きだしました

かたにかけると重いから手に持つのだと︑

が︑よその家の門の中へ︑はいっていこうとしま

十528
す︒

十538
﹇歩始﹈︵下一︶1

歩きはじめる

ませたことをいって︑歩きだしました︒

ここで遊んでいたいと︑私にねだったり︑

あるきはじ・める
︽ーメ︾

十524

︿略﹀していましたが︑やっと歩きはじめました︒

きまわる

かめは︑うらしまの手をとって︑そこら

︽ーッ・ーリ・ール︾

七602

考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒

をぐるぐるとあるきまわります︒

四鵬4

十5311 あきらめて歩きかけると︑水おけがありまあるきまわ・る﹇歩回﹈︵五︶5あるきまわる歩

歩きかける

した︒

十546
わきで︑たき火をしていました︒
あるきかた ﹇歩方﹈︵名︶2 あるきかた

國じゅうのものわらいに

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

歩く

︽ーイ・ーカ・

看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ
あるく

﹁のみちをいけば﹂のところは︑げんき

コ︾﹇▽おあるく・はしりあるく・ふれ

︹歩﹈︵五︶73

ーキ・ーク・

ある・く

て︑へやを歩きまわっていました︒

十一686

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九梱8

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

五727園女王さまのようなあるきかたも︑口のき 八605 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと
きかたも知らないで
なるよ︒

ろいろな表情をあらわします︒
︽ーシ︾

歩きだ

りによって︑このお面は︑生きもののように︑い

十二佃10 舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ

す

あるきだ・す ﹇歩出﹈︵五︶7 あるきだす

一305

﹁みんないいこ﹂をうたいながら︑あ

たつ︑あるく︑はしる︒

よくあるきました︒

一228

二438 のぼろう︒﹂たろうはげんきよくあるき あるく
だします︒

六705囹 にいさん︑この雪だるま︑歩きだしそう
ね︒

三394

三326園

ぼくらはくさはら道をあるいてかえり

しずかにあるくこと︒

るいていきました︒

八247 このわかいあぶらぜみは︑きゅうに元凶に 二576
なって︑そろそろと歩きだしました︒
けてみようと思って歩きだした︒

八565 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ

ました︒

三402

ぼくらは

かたをくんで︑くさはら道を

あるいてかえりました︒

三405きょうならったばかりのしょうかを︑大

ぼくらはふたりになって︑麦のほとす

声でうたいながらあるきました︒

三416

それで︑みんなはいすをおりて︑その

れすれにあるきました︒

三746

もえている火をもってあるくかわ

光の中をあるいていって︑

四榴7園

りに︑わたくしをもってあるきます︒

四榴7囹わたくしをもってあるきます︒

四梛5 けしきにみとれながらあるいて います
と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

しんきちくんは︑電車をおりてから︑元氣

五68 野原をゆっくりあるいていく︑
五279

どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑

にあるいて帰りました︒

のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ

あせをふきふきあるいていました︒

五294園

五414国

ねてばかりいたのが︑はうようになり︑

るいていました︒

五639囹

立つようになり︑あるくようになって︑

六134 あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い

そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

てくると︑のどがかわきました︒

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164

ほんとに歩くとおもしろいな︒

子ぐまはまた歩いていきました︒

ていきました︒

六674 お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を歩い
六682

のそり︑のそり︑そばに歩いてきました︒

六706園
六柵2
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七222 しずかにして︑みていてごらん︒﹂すずめ

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

九778

九伽1

先生について︑五十人のなかまが︑おくれ

いっしょに歩いているうちに︑きゅうに

おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに

くもはのそのそと歩きました︒

岸にそって上流に向かって歩きながら︑

つかみあいをはじめるんだもの︒

九917園

して歩きました︒

は︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはたけの中を歩く︒
ないように歩いていきました︒
七7410 甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑ 九869 帰りは︑みんなかわるがわるリヤカーをお

七808囹 おどろいて︑方々をさがして歩きました
が︑みあたりません︒
でて歩いていました︒

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から
九圃10

そのあとから︑小さな子どもが︑よちよち
家から十二三分ばかり歩いたところに︑廣
いつもその本を手からはなさず︑くり返
ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていくん
民ちゃんをなんとかして早く歩くように
なにかとりつく物があるとすぐに立ちあ
けれども︑かんじんの歩くことはまだで
かた足をなげだして︑おしりでいざって

立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二
﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし
ばかりの動詞も知りました︒

十二345

足ほど歩きました︒

十二292

歩くのです︒

十一一273

きません︒

十二2612

がって︑そのまわりをぐるぐると歩きます︒

十一一268

してやりたいものです︒

十一﹇249

ですから︑しぼんでしまいます︒

十一9112園

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十一672

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

十一271

い草原があるので︑

十477

と歩いてくる︒

十213

かけぬけていって︑

七985 お書ごろみたら︑云うさぎは︑7ひきとも︑ 十77
巣からでて歩いていました︒
歩いていましたら︑

八52 ある晩︑一家そろって︑ぎんざの大通りを
八105 歩いているとき︑追いかけてきて︑かかと
や足の指をつっついたりするのです︒

虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

ふかい朝の野にでたとき︑

八136 町はずれの野原を歩いたりいなかのしもの
八165

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八183 土の中は︑たとえ一ニセンチ歩くにも︑ト
ンネルをほっていかなくてはなりません︒

八213 あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし
て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑
かかりました︒

八474 どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし
八475 日がくれましたが︑王子は︑もうしぼらく
さがそうと︑歩いていきました︒

八565 すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ
とが曲がっている︒

八571 しっかり目あてをみさだめて歩いてみよう︒
八575 いま歩いてきた足あとをみると︑
八707 あひるの子は︑立っていたほうがいいか︑
歩いていたほうがいいかさえも︑わからなかった︒

十三294

荷車をひきながら︑ゆっくり歩いて凝る︒

歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん

一面の銀世界となった丸い野原を︑第一

大通りを︑ぶたがぞろぞろと歩いて行く︒

どうがどらにあたる︒

十三2912

十四878

十三369

その人の足あとをしるべに︑第二の人が

の人が歩いて行く︒

十四879

歩く人は︑おそらく︑まっすぐに歩こう

歩いて行く︒

十四883

と思ったのであろうが︑いつのまにか曲がってし
十四883

﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ費りの女の

まっすぐに歩こうと思ったのであろうが︑

まう︒

十四905

かわいそうに︑その子は︑おなかがすい

子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒
十四9212

やいた鳥は︑︿略﹀︑テーブルからとびお

て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒
十四976

りて︑ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子の

十五83圃

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

さくらさくら人が人が子を歩かせて

方へずっとよってくるではないか︒

十五219

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

ぎんざ

︿略﹀︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五434

おじさん︑早く歩いてよ︒

私をせにおいながら︑あせをふきふき歩

いていたが︑

十五651園

十五654

︽一

ねこは︑ひとことも口をきかず︑これも︑

かれた新島のおじさんと︑

十五8212

﹇歩﹈︵下一︶4 あるける 歩ける

右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑
ある．ける

四323国男の子は︑げたのはなおが切れてあ

ケ・ーケル︾

アルコールーあれ
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るけなかったので す ︒

六587 そのひょうしに足をいためて︑歩けなくな
りました︒

十二246 めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一
年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

十二294 民ちゃんは三足四足と歩けるようになり
ました︒

アルコール ︵名︶4 アルコール

六631 朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと
光った︒

六633 アルコールは銀の水︒
十四21！一 コレラ︑マラリア︑トラホーム︑アル

そうして︑かれがふと思いうかべたのは︑

アルプス産の小もみを移植してみたらどうか︑と

十三217
いうことでありました︒

﹇彼﹈

︵代名︶65あれ

よってはたされなかったのであります︒

十三225 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ
るのはふせがれましたが︑その生長は︑これに

あれ

先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ

一531園あれは︑みんなだいやもんどですよ︒
一537園あれはふしぎなだいやもんどですよ︒
一632囹いいえ︑あれはたろうさんたちのおく
にですよ︒

二241園

わたくしにとどけようとして︑手をここまで

あれは門のぞとにいますので︑このはちを

の水でしょうか︒
﹈ール︑ガーゼ︒
十四2311園 ゴム︑ランドセル︑コーヒー︑コレラ︑ 三169囹 これははんたかの手でございます︒
アルコールはオランダ語︑

アルコールランプ ︵名︶一 アルコールランプ

五578園

五565園

ねえさん︑あれが星なの︒

あれ土星というのよ︒

五894團國高い山からたにそこみれば︑うりやな

五588囹あれが︑ぼくのみつけた二ばん星かなあ︒

うらの山から海べをみれば︑波にうか

すびの花ざかり︒あれは︑よいよいよい︒

んださどが島︒あれは︑よいよいよい︑これは︑

五898圏

よいよいよい︒

﹃さどが島﹄とおうたいになったとき︑

おじぎをなさいましたね︒あれはどうしてですか︒

五902園

六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと
みくらべて︑あれはなんの役にたつのだろう︑

︿略﹀と考えているうちに︑

六91園ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

あれがないと︑町長さんのかいちゅう時

つしかないのだ︒

六92園

六876囹

六748園

そこに船がある︒あれにお乗りなさい︒

あれはちがいますよ︒

計がなおせない︒

あれ︑あれごらんよ︒

のばしたのです︒

三704園

あれなあに︒

十四716 よく理科の本などにある︑ビーカーのそ

三724囹

五5210園

ああ︑あれね︒

親あひるにつれられたひなたちが通って

すると親あひるは︑﹁あれは美しくはあ

九期2園

羽音がだんだん近づいてきます︒﹁あれ

あれがスキー場だ︒

が︑うまくひっかかるといいな︒﹂

九梱4囹

ちらとみえるでしょう︒あれが貝つかです︒

九782園向こうの小高いところに︑白い物がちら

りませんが︑たちはほんとうにいいんです︒

八691囹

だ︒あれだけはしくじったね︒

八689園あの一わをのけたほかは︑みんないい子

いくと︑一わの鳥が︑﹁あれをみるがいい︒

八6710囹

八574 五百メートルほどさきに︑︿略﹀小船があ
る︒よし︑あれを目じるしにしてやってみよう︒

こをアルコールランプで熱したときの水の流れと︑

あれがかぐやひめだな︒

りょうし﹁あれはなんだろう︒﹂
あれ︑なにかしら︒

シグナルだよ︒あれをみて︑汽車が︑と

な星が光っていました︒

の方をみると︑日がしずんでまもない空に︑大き

五5210圏まさこが︑﹁あれあれ︒﹂というので︑西

まったりとおったりするのだ︒

五121園

五1110圏

四枷9園

います︒﹂

四研3囹かめ﹁あれがりゅうぐうのこ門でござ

三柳6園

同じようなものになるわけです︒

あるしゃしんちょう ︹課名︺2 ある写眞帳

十二37 十一 ある写眞帳⁝⁝⁝九十六
十二961 十一 ある写斗帳
アルプス ︹地名︺3 アルプス
九222 つばめをのせた飛行機は︑︿略﹀︑アルプス
をこえてヴェニスへとんでいきました︒

もっとも高い山の一つに︑ユングフラウという美

十五192 ヨーロッパのアルプスの山々のうち︑
しい山があります︒

五538囹

あれ︑三ばん星︒

十五278アルプスの深い谷の中を︑大わしは︑少
年をせにのせ︑少女を下にさげて︑ずんずん︑落

五542園

まさこが︑﹁あれあれ︒﹂というので︑

ちるように︑下へ下へとおりて行きました︒
アルプスさん ︵名︶2 アルプス産
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十一97囹 おきを大きな船が通っていくよ︒あれ
十五975園

あれは︑歌を歌ったり︑︿略﹀するけ

十五鵬4囹

十五価8園

あれが﹃不幸﹄に行くのをとめること

あれは︑﹃大きな喜び﹄ですよ︒

た﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄ですよ︒

はどこへいく船だろう︒
れど︑まだ︑お話はできないのだよ︒
十一1312 いつまでも小鳥の鳴く声をきいていよう︒十五塒4囹 あれは︑不幸のほらあなからにげて來

あれは︑あわてもののほおじろだ︒
十一141 あれは︑元氣もののこがらだ︒

十﹁142 あれは︑この村のさみしがりやの評すず
めだ︒

は︑なかなかむずかしいのです︒

てしまうのです︒

﹃不幸﹄そのもののように︑みじめなものになつ

十二2011囹 わたしはまた︑あのような絵のぐがあ 十五鵬7園あれにうっちゃられると︑ぼくたちは︑

ればいいなと思いましたよ︒あれがあれば︑どん
なかげのところでも︑美しい色にできますがねえ︒

十二455園

その後に︑﹃もののわかる喜び﹄が

十五佃4園

あれは︑﹃愛することの大きな喜び﹄

あれはわるくなってしまったのです︒
ですよ︒

十五佃5圏

あれは︑人がまだ知らずにいる﹃喜
そら︑手をひろげてこちらへかけてく
けれども︑思うことがすこしも書けてい

いっている人々の目には︑︿略﹀見えなくなって

﹇彼是﹈︵代名︶3 あれこれ

しまいました︒

六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと

あれこれ

みくらべて︑

れこれといじりはじめた︒

六79男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ

荒れ地

適温ー46 文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も

あれ地

近所の荒れ地を三十アールばかりかいこ

﹇荒地﹈︵名︶10

とをかこうと決心した︒
あれち

んして︑

十二239

こんどは︑のこった土地の大部分をしめ

るユートランドのあれ地と遇い︑これを豊かな土

十三196

もっともむずかしいのは︑あれ地に木を

地にしょうとする大計画をたてました︒

十三208

植えることです︒

これなら︑ユートランドのあれ地にも育

十三209 このあれ地に育つ木があるかないか︑

つだろうと思って︑実際に試験してみると︑

十三2012

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

十三212

みどりの野はできたが︑ユートランドの

せんでした︒

十三223

あれ地から建築用材を求めるダルガスの熱望は︑

ユートランドのあれ地には︑おいしげっ

ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十三263 誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三2410

たもみの林が見られるようになりました︒

十三2310

ないことに氣がついた︒あれもいいたい︑これも
あれ

実現されません︒

︵感︶2

三704囹︺あれ︑あれごらんよ︒

あれ

いいたいと思った︒

十五梱5

る︒あれが︑あなたの﹃おかあさんの喜び﹂です︒

十五鵬7園

び﹄たちです︒

十五鵬9囹

すっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

どうあなたがやってみたって︑あれを

十五研4園

す︒

にももののわからない幸福﹄をさがしているので

立っていますが︑あれは︑いつでも︑兄弟の﹃な

ほら︑分家のおじいさんの記すきな 十五描11園

じょうるりさ︒あれにあわせてしばいをするんだ︒
十三607囹 あれも︑西洋の名画でしょう︒
ああ︑あれか︒

十三6011園 あれは︑ミケランジェロのかいた︑て

十三6011園

んじょう画の︸部だ︒

十四215囹 あれもそうか︒

十四541囹 とちゅうから︑黄色くなって落ちてし
まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒あ
れは︑︿略﹀︑あなたがたが︑かってに花をさかせ
たからですよ︒

＋四5812園
空から降る雨︑あれだって水ですよ︒

十四938園あれはやき鳥だろうか︒
いま
えもんやき
十五441園あれは今右衛門焼じゃありませんか︒
＋五6812囹
あれをごらん︒﹂と指さされるままに︑

十五834園光﹁あれがこの世の中でいちばんふ
とっただれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五891園あの男のことは︑きかないほうがよろ

ていればいいや︒﹂

もう︑がけの上で﹁あれあれ︒﹂と

﹁あれあれ︒﹂とさけぶばかりです︒

十五2711園

十五239園

しい︒あれはすこしひねくれ者で︑
十五857園 あれ︑﹃キャッキャッ﹄といっている︒
十五963囹 チルチル﹁でもいいや︒あれだけ残っ あれあれ ︵感︶2 あれあれ

十五973園光﹁あれは﹃子どもの幸福﹄だよ︒﹂

あれにわ一あわてる

荒れ庭

荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

﹇荒庭﹈︵名︶1

﹇荒野﹈︵名︶1

あれ野

︵下一︶

1

あれはてる ︽一

ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑

﹇荒果﹈

旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて

たいていの人は︑しょうとつのときにあ

てしまったのに︑

わてふためいて︑そのためにかえって波にのまれ

十四477

四851 すると︑みきこさんのいもうとのたつこ 八96 とつぜん︑上へ飛行機でもとんでくると︑
そのあわてかたといったらありません︒
さんが︑それにあわせておどりました︒
四麗4 魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか あわてふため・く ﹇慌﹈ ︵五︶ 1 あわてふためく
︽ーイ︾
なおんがくにあわせておどりはじめます︒
五五6

大きな荷物を︑力をあわせて運んできます︒

うたいました︒
六218

音をうまくあわせると︑とけあった美しい

ねずみたちは︑あわてて

﹇慌﹈︵下一︶11 あわてる

四222團

わの

ぞとへ

︽ーテ︾

二十九わのがんは︑あわててかっちゃん

にげました︒

あわてないで︑しずかにごらん︒

のところへあつまりました︒

四498
五573園

六⁝⁝9 一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

います︒

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑
あれにあわせてしばいをするんだ︒
それが音樂や歌にあわせてしばいをす 六伽4 たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわてて

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九67

十二455園
るわけだ︒

十二4611園

九589 その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき

二まいあわせて︑図の点線のところをぬ 八1110 みんなあわてて︑口々によんで︑元詰づけ
るやら︑くすりをのませるやら︑
三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

十二5211
う︒

れ︑

﹇粟粒﹈︵名︶1

あわただしさ

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

あわつぶ

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて

のまえのところの草をかりました︒

先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

店の主人はあわてて︑﹁たいへん僥物が

おすきのようですが︑あなたは一﹂

十五447

てあたりをかけまわる︒

十五236

て家にもどって行ったりする︒

毎日の生活のらんざっとあわただしさの中 十三347

十五376

あわつぶ

に︑それを失っている︒

十512

あわただしさ

﹇慌﹈︵名︶1

こえましたので︑いちろうはあわてていいました︒
このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒
﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作ら 九628 ぎょしゃもたいへんあわてて︑こしから大
きなかまをとりだして︑ザックザックとやまねこ

十二皿1

あわ・てる

あわてもの ﹇慌者﹈︵名︶1 あわてもの
みことは︑それにあわせておどりをおどる︒
十一1312 あれは︑あわてもののほおじろだ︒

そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

六9710

六柵2

つかいかたです︒

﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同じ

で上と下とまん中をはりつけました︒

︽ーレ︾

七1110

あれる

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

﹇ 荒 ﹈ ︵ 下 一︶8

︽ーサ︾

﹇合﹈︵五︶Oくみあわす

みたらどうでしょう︒

山があれた︑海があれた︑かぜであ 九65 ほかの樂器を︑いっしょにあわせてひいて

﹇ 遭 ﹈ ︵ 五︶1

るかわからなかった︒
あわ・す

﹇▽くみあわ せ ・ も ち あ わ せ

るかわからない︒

あわせ

あわせる

あわす

﹇合﹈︵ 下 一 ︶ 1 5

十395

それを︑巻貝の体内にさしいれてみた︒
四681 かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ
あわてかた ﹇今方﹈︵名︶1 あわてかた
こ︑あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ︒

せる・はりあわせる・みあわせる

ル︾5かんがえあわせる・くみあわせる．つぎあわ

あわ・せる

︽ーセ．ーセ

十718園 だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ

あわす

八769 小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ

六354囹 ないだりあれたり︑海みたいなものさ︒

五731 海はまつ黒になってあれていました︒

五706 海はあれていました︒

五679 海はすこしあれていました︒

三552圃 海があれた︑かぜであれた︒

三551三山があれた︑海があれた︑

れた︒

三547圃

あ・れる

ついに︑あれはててしまったのです︒

十三204 しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

テ︾

あれは・てる

みどりの野が廣がりました︒

十三211一

あれの

るばちならび赤き花さく

十五104ロロ凶圃

あれにわ
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あわれ一あんな

あわれ

﹇哀﹈︵形状︶7

あわれ

︿略﹀︑からだをふるわせてもう虫の息です︒

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

あんしんして︑たのしいあさごはんをた

︽ーシ︾

八117 あわれにも︑くちばしから血をだして︑ あんしん・する ﹇安心﹈︵サ変︶4 あんしんする
安心する

安心して︑ゆっくりおあがりなさい︒

よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい

あんず

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

﹇杏子﹈︵名︶1

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

十三363

あんず

がいますくってあげるから︒

十五271囹だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私

るので︑安心しました︒

七998

六⁝⁝⁝4園

べました︑

八133 信用してくれていたものを︑あやまちのた 四636
めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

八707 あわれなあひるの子は︑立っていたほうが
なかった︒

八748 あわれなあひるの子はきもをつぶした︒
九236 この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに
しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑

九588 その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき
こえましたので︑

あわれ

暗室
安心

︵下︸︶

1

安心させる

下からねらわれているときには︑ばら

そこらが

一ばん安全らしい︒

四512
が︑

あんな

どこでもいいから︑安全な場所へおりな

︵形状︶28

アンデルセン

アンナ

あんな

それであんなにおおきいのです︒
あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

一634囹
ニー53

わたくしも︑早く大きくなって︑あん

うしたらえにかくことができるでしょう︒
三347囹

なきれいな花をかきたいとおもいました︒
三494圃 かぼちゃの花がさきました︑あんな

ところにさきました︒

よくもあんなに雪のたねがあるもの

およめにもらいたいものだ︒

三838園 あんなところにだれがかけたの︒
三惑3囹 どうかして︑あんなにきれいな人が

だ︒

四953

五271囹 だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと

あんな小さいの︒

ころまで︑一日でいって帰ってきたのですもの︒
五543囹

帰るといったって︑あんな遠いところI

五547圓 ﹁五ばん星︑あんなところ︒﹂

六405園

サキマシター

lでも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒

サキマシター五

カボチャノハナガー七

死んでいたら︑︿略﹀︑あんなに元氣のいい

アンナトコロニー七

六6011圏

1五

顔つきもしていないはずだ

六729

おや︑あんなところにいどがある︒

七3210囹 あんなあおむしが︒

六892囹

十621

あんなになかのいいふたりが︒

くもさん︑あんないいお月さん︑みえな

あんないなかはつまらないと︑わるくいう

たけのこは︑どうして︑あんなに早くのび

旅人もありますが︑

十1310

いの︒

九搦7園

九894園

う︒

九585囹 四年生だってあんなには書けないでしょ

んなふうになっただけですよ︒

こしょうのできた飛行機乗りが︑安全な 八6910園たまごの中にあんまり長くいたので︑あ
︹人名︺一

おとぎばなしを︑世界の子どもたちにお
くった︑アンデルセンの生まれた國であります︒

十三176

アンデルセン

着陸地を上からさがしているような義士で︑

十五2610

ければならないと︑少年は思いました︒

十五268

ないから︑安全です︒

八188

親たちの大できのすずめもねこもやってこ

ばらになって︑はなれてとべば安全なのです

四472園

十四947女の子は︑両足を一そのあわれな︑小あんぜん ﹇安全﹈︵形状︶5 安全
﹇哀﹈︵感︶2

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑
あわれ

十五44図圃空にはなちしわがそ矢は︑あわれ
いずこに落ちにけん︒

あんがい

十五51図魍空にとなえしわが歌は︑あわれい
﹇案外﹈︵副︶1

ずこに落ちにけん︒
あんがい

﹇暗室﹈︵名︶1

わりきのこがたくさんあったこと︑

十二922 くりはあんがい少なかったこと︑そのか
あんしつ

﹇安心﹈︵形状︶2

十204 9暗室︒
あんしん

六柵3園 ここまできたら︑もう安心だね︒

セ︾

﹇安 心 ﹈

八94 私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す あんどうさん ︹人名︺1 あんどうさん
きな︑安心なところはないというように一
二63囹あおきさん一あんどうさん︒
︽

あんしんさ・せる

十一875園 わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ

るのでしょう︒
十一99園 あんな大きな船の船長と︑コックスと︑
ほら︑あんなにぼくをみています︒

どっちがむずかしいだろうね︒
十一8510園

十四482 こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ
くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒
うれしそうにしているふとった人たちは︑

十五832園 あんなにうまいものをたくさんだべて︑
十五844園 それに︑あんなに肉がある︒
十五欄6園 みんな︑いつでもあんなにきれいなの︒
﹇Vごあんないいたす
︵サ変︶

3

あんないする

十五備9囹 なんで︑あんなに顔をかくしているの︒
あんない
﹇案内 ﹈

︽1・ーシ︾呂ごあんないしなさる

あんない・する

はいってきます︒

四鵬6 そこへ︑かめがうらしまをあんないして

あんまり

九588

﹁︿略﹀︒﹂その声が︑あんまり力がなく︑

あんまり乗らないでください︑満員で

ぼくがあんまりじまん話をするもんだか

あわれにきこえましたので︑

らIl一

九川7園
十一5211園
すから︒

いや︑わたしはあんまりへたなので︑

耳ざわりでいやがっておいでだろうと思いました

十ニー95囹

どうもあんまりあてにはならないけれ

ど︑青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのなかまに

十五835囹

うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ

まよいこんでいないともかぎらない︒

あんまりはっきり顔を見せると︑﹃幸

て︑ひまがないのだよ︒

十五M5囹
十五冊11園

福﹄たちがこわがるだろうって︑

キタナイワンワン
﹁アンヨナメテルワ﹂といって︑私に知

私は︑しばしためらったのち︑意を決し
︵終助︶56

いδはだをかぶのかい

て大きなドアをコツコツとノックした︒

十五537
い

ワン

ワン︑ゲタナイ︑アンヨ︑イタイ︑イタイ︒﹂

十二3010園﹁チロイ︑ワンワン︑チッポ

らせたのです︒

十507

チャンーアンヨナメテルワー

六918 まもなく︑ほおりのみことをあんないして あんよ ︵名︶3 アンヨ
十491園 クロイワンワン
でてくる︒

﹇余﹈︵副︶ 1 3

十五959囹私たちをあんないに來た︒
あんまり

二244囹 あんまりいうがにているので︑ぼく︑
はじめはきがっきませんでした︒
から︒

四569囹ぼくたちのたびが︑あんまりおくれる
五576 あんまり大きな声をだしたので︑あたりの
人がわらいました︒

五581囹 あんまり長くみていないで︑さあ︑おか
わり︒

んなふうになっただけですよ︒

八699囹たまごの中にあんまり長くいたので︑あ

かみつきたくなるんだよ︒

八686囹 あんまり大きすぎてみっともないから︑ い ﹇意﹈︵名︶1 意

い

あんない一い
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一134圃

一126圃

もういいかい︒

もういいかい︒

もういいかい︒

みんなは︑ぞうというものをみたこ

一132圃

二326囹

いや︑目でみなくても︑手でさわった

とがあるかい︒

ことがあるかい︒

二332園

たろう﹁だれだあい︒﹂
二4010園

だいじょうぶかい︒
四5610囹

山びこ﹁だれだあい︒﹂
二411園
三135園わかったかい︒
三622園 ﹁それでいいかい︒﹂
三625囹 ﹁デビッドもそれでいいかい︒﹂
三669園 ﹁それでいいかい︒﹂
三673囹 ﹁それでいいかい︒﹂
四563園いいのかい︒

りすさん︑ がんの なかまを みかけな
四5910園
かったかい O
かったかし ︑

O

四602囹ふくろうさん︑がんの なかまをみな

0

四641囹 ﹁どうだい︑かっちゃん︒﹂
四柵8囹 あのかめさんかい︒
先生からかい︒
五288囹
五859園どうしたのかい︒
五言4囹 ここにいて︑なにか︑おもしろいことが
あるのかし ︑

五佃1囹 おりてこないかい︒
六235囹どうだい︒
六351園だいじょうぶかい︒
い︒

六752囹どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかったか

ごろうくんは︒
六7611囹 なんだい︑
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いい
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﹁きみ︑作れるかい︒﹂

︑

︸

︑

0

﹁もう ︑ い い か い ︒ ﹂

︑

﹁どこの生まれだい︒﹂

10

い

以

おまえ︑見たことがなかったかい︒
ゐ

いろはがるた

い

いの

一ばん︒

いの一ばん︒

﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒

﹁い﹂のつくことばをあつめました︒
い

七

四775

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂をつかう︒

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂をつかう︒

つかう︒

四775ゐ一﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂を

四742

四742白いろはがるたい

一一85

い

十五備12園

い︒

﹁もう ︑ い い か い ︒ ﹂

﹁もう ︑ い い か い ︒ ﹂

四7010

﹁はなをかむのかい︒﹂

六摺11囹

六塒8圓
心向7園
六御6園
六枷9囹
四70図

八81園

六畜4園 しし訊謁し
七261囹にいちゃん︑わからないのかい︒
八621圏これが世界だと思っているのかい︒
八797園 ﹁おまえさんは︑たまごを生むことがで
四775

﹁い﹂は﹁以﹂︑﹁は﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は

いい

︽ーイ︾δみんないいこ

から作りだしたものである︒

︵形︶㎜

十五399﹁い﹂は﹁以﹂︑
﹇良﹈

一606園はねちゃんも︑ものをはっきり

になりました︒

いう

まきげちゃんも︑おともだちとなかの

いいこになりました︒

一607園

あなたも︑おとうさんも︑おかあさんも︑

いい︑やさしいこになりました︒

みんないい人ですもの︒

一622園

ニー01囹人のなと︑そうでないものとに︑わ

けたらいいとおもいます︒

ニー06囹くさのなと︑とりのなと︑そのほか

vﾚにみえるものと︑みえないものと

のものとに︑わけたらいいとおもいます︒

に︑わけたらいいとおもいます︒

でしょうか︒

したので︑これはいいと思って︑

﹁いいよ︑ いいよ︒﹂
三599園
三599園 ﹁いいよ︑いいよ︒﹂
三622囹 ﹁それでいいかい︒﹂
三625園 ﹁デビッドもそれでいいかい︒﹂

三628園 ﹁みんなそれでいいね︒﹂
三665囹 ﹁どっちへいったらいいか︑風に

いて みようよ︒﹂と︑ いいました︒

三669園 ﹁それでいいかい︒﹂
三673園 ﹁それでいいかい︒﹂

き

はまべにでてみると︑わにざめがいま

おいのいいのがあたりまえさ︒

くすのきでつくったふねだもの︑いき

つ

三208 どんな虫がいい虫とおもいますか︒
三255囹 こんな大きな木を︑切っていいもの

三285園あのいきおいのいいくすのきで
三286囹

一475囹これはいいおこさんだ︒

くったふねだもの︑

一43圃おはなをかざる︑ みんないいこ︒
一52圃きれいなことば︑ みんないいこ︒
一54圏なかよしこよし︑ みんないいこ︒

三435

十二792囹そうだったのかい︒

一476園げんきないい おこさんだ︒

一605園

やもんどですが︑

十三599園ふふん︑そう思うかいQ
＋五梱−o園 みんな 聞 い た か い ︒

一538園しんせつないい 人がひろうと︑だい

いいですよ︒
一466囹

一134麗もういいかい︒

一132圃もういいかい︒

一126圃もういいかい︒

い・い

P0

きるかい︒﹂と︑ あひるの子にたずねる︒

八802園せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした
り︑火花をだしたりすることができるかい︒

︻135圏もういいよ︒

﹁仁﹂というように︑漢字の全体をくずしたもの

一296手となかのいい

ことま︒

十五398

＋6810圏 ﹁だいじょうぶかい︑あぶなくはないか

九497囹やまねこがここを通らなかったかい︒
九512囹やまねこがここを通らなかったかい︒
九521園やまねこがここを通らなかったかい︒
九533園やまねこがここを通らなかったかい︒
九653園だめだい︑そんなこと︒
九889園いやだい︒
九894園どうしたんだい︒
九梱3園 かんにんするかい︒
九麗5囹 けんかの話をするのかい︒
九柵6園 ﹁なんだい︑なんの用かね︒﹂
九襯3園 おまえは︑わたしをわすれたのかい︒

ことま︒

ふるえ 声 で い い な が ら ︑

一303足となかのいい

い︒﹂と︑

一一

ぴょんちゃんも︑きれいずきないいこ 三829園 ﹁き色でもいいじゃないか︒﹂

十五価3園 このらんぼうなやつ︑いったいなんだ

＋五9210囹
來いというのに聞えないのかい︒

＋6810園
あぶなく は な い か い ︒

P0

し、し、

し、し、
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五436團

す︒

五491

四209国國 さあ︑用意はいいですか︒
四211団圓 はい︑いいです︒
五602囹

ねえさんはいい声でした︒
いい色ですこと︒

いい氣持がして︑たのしくなった︒

四283團 ふわふわとして︑氣もちがいいだろう
な︒

四3010團 おてがみを書いてもいいし︑えをか 五624 あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか
五835園

いいおびだ︒︐

﹁いいですか︑写しますよ︒﹂

らなくなってしまいました︒

四311團 えをかいてもいいと思います︒
五8710園

いてもいいと思います︒
四401囹 ただしい ことばは︑いつも︑あなたが

顔つきもしていないはずだ1
六826園

では︑私がいいことを教えてあげましょ

このつりざおを持っていくがいい︒

でも︑つってみるがいいさ︒

六8110園 たった一日だけでいいのです︒

六828囹
う︒

すると︑海の神は︑きっといいことを教

六875囹
六883園

これは︑いいものがみつかった︒

えてくださるでしょう︒

なんでもいいから︑きてください︒

六996園
六二4園

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

おちぢをコップコップといただいて︑こ

六柵5

六m4

んなにいいおぼうさんになったのだよ︒

ひわが︑いい声でさえずりはじめました

いまにいい声でさえずりますよ︒

のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの

ごでまにあわせました︒

六帽6 紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

﹁︿略﹀︒﹂と︑元肥のいい声でいいました︒

五964園

よ︒

六宙7

六192園

いいだろう︒

ほんとうにいい氣持だ︒

天承﹀︒﹂と︑いい声で鳴いて︑

六231囹

いいじゃないか︒

六伽9囹 早くかわくといいな︒

ちっともいいことではないと︑うさぎさん

たちは話しあいました︒

六悩11

おってしまってもいい︒

﹂
︑ 0
六齪4︑園 ︑しし
カし
六槻5園 いいとも︒
六榴1囹 いいよ︒
六悩4園 そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角を︑

うQ

六伽1園 もう︑いいよ︒
六梱2囹 うさぎたちは︑なんてひとがいいんだろ

六梛11囹 もう︑いいかい︒

﹁もう︑いいかい︒﹂

﹁もう︑いいかい︒﹂

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ︑

六235圏

いい音だろう︒

りができました︒

六237園

まあいいや︑こんないいときにあそばな

南へひきあげるついでだから︑えんりょ

ああ︑いい考えがある︒

わたしもせきがでたらいいなあ︒

いま︑この雪だるまが︑お話をすればい
死んでいたら︑︿略﹀︑あんなに元氣のいい

六佃6

六242囹

まあいいや︑こんないいときにあそばな
風がでてこなければいいね︒
六401囹

六729

いって︑いっていたところよ︒

六712園

六636

しなくてもいいのよ︒

六424園

六299園すこしでもいいから︑わけてください︒

六265囹

いで︑いつあそぼうというんだね︒

六242囹

いで︑いつあそぼうというんだね︒

六梛6園
六梛9囹

五餌10

五987園

このままかっておいたらいいでしょう︒

五986囹

五9010囹

たのいいお友だちになったり︑
四455園 おしまいは氣がらくでいいからつて︑
いったじゃないか︒

四465囹 わがままはもうよすがいいよ︒
四471園 まん中がいいな︒

ないいい氣もちでした︒

四539 がんたちには︑この風がなんともいえ
四563園 ﹁いいのかい︒﹂
四568囹あしたのあさ︑出発してもいいよ︒
四585園ねているうちに︑いいこと考えたん
だ︒

四642囹どうでもいいや︒
四鵬7囹 いいお天冠で氣もちがいいな︒
四鵬7囹 いいお天氣で氣もちがいいな︒
四枷3園 きょうばいいお望月だ︒
四坐3園 なんとまあ︑いいけしきだろう︒
五143園にいさん︑もうおりていいの︒
五144園いいよ︒
五178園あなたたちはまだいい︒
五277園でもいいの︒
五301園きみは小さいから︑まあいいよ︒
五316囹これには︑きみのようないい子どものこ
とが書いてありま す よ ︒

五405團 白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で
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︑

O

あわれなあひるの子は︑立っていたほうが

おまえなんかは︑ねこにくわれてしまえ

歩いていたほうがいいかさえも︑

きみはみっともないから︑いいしあわせ

にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご
おすでなければいいが︑まあ︑かってお
でも︑水の上をおよぐのは︑いい馬持で

九754

又略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

たと︑いちろうはときどき思うのです︒

よくなにかをほりあてたらいいが︑

九809囹

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

もういいったら

あんなになかのいいふたりが︒

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

九812囹
九894園

いいとも︑だれがきみなんかと遊ぶもん

︒

九902園
九9010園

ユ
一
刀
1
もういいったら一
九9011囹
九919囹もういいじゃないか︑そんな話llI
九959囹なんだっていいじゃないか︒
九986囹 つかなくたって︑いいよ︒
九皿6園 してもいいさ︒
九皿7園 そう︑してもいいね︒

中ほどでは︑いい味はたえなかった︒

こういいわたしたらいいでしょう︒

九餅4圓 あれが︑うまくひっかかるといいな︒

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

九⁝⁝1 そこからさらに︑すこしさかのぼって水を

﹁春鳥4 近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の
ほとりを流れていた︒

味がはっきりと感じられるようになった︒

九榴11 ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

九慨5

じられる︒

九旧3 すると︑いい味は︑もっと遠いところで感

いかと氣がついた︒

九櫨1 茶人は︑ この上流にいい泉があるのではな

八817宙水の上をおよいだり︑もぐったりするの 九㎜6園 先生︑もういいでしょう︒

すからね︒

八814園

いてみよう︒

八791圏

を生んだ︒

八781

にあうかもしれないよ︒

八738園

八716園遠いところにいてくれさえずればいい︒

ゴ
︸よ
一︑
U︑
しo

八714園

八708

八707

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒
いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

︑

なかった︒

︑

六糊11園 いいところへきてくれた︒

六価2園 ししカ
六価5 ズ略﹀︒﹂と︑元旦のいい声をかけました︒
六糊2二 ﹁いいごちそうができた︒﹂

七78囹一どでいいから︑風になりたい︒
七276囹先生は︑いいことをおっしゃいましたね︒
七306園いいな︑にいちゃん︒
七332園それがいいわ︒
七476どこまで書きたしても︑それでいいという
ところまでは︑なかなか︑いきつくものではあり
ません︒

七512園 じゃんけんをして︑いいほうのボールを
つかいなさい︒

七829囹 もしあるなら︑ここで︑はっきりいうが
いい︒

八56 鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほう
がいいかもしれません︒

いい友だちはみんなそうしたものだよ︒

がいい氣持かどうか︒

八8210園

八710園 ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒

八931

きょうは︑お天爵がいいので︑もみまきを
いい音樂をきいても︑それがわからないの
きょうは︑そこが日あたりがいいようだ
から︑そこんとこの草をかれ︒

九624園

は︑

九147

しました︒

八961

の中に頭をかくした︒

どうしていいのかわからないので︑つばさ

八603 いなかは︑いいお天氣であった︒
みたいだけみさせてやった︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは
八645園 そんなものはほっておいて︑ほかの子ど
もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒
八658 あくる日はいいお天氣で︑
八6610囹 あのうまく足をつかうようすや︑あのし
あれをみるがいい︒

せいのいいのをみてもわかる︒
八6710囹

九683園

いいにおいをかいでいると︑︿略﹀苦し

かったからだのいたみもきえていきました︒

あたりにいいにおいがします︒

九位2
それは︑やめたほうがいいでしょう︒

九悩4

これからは︑用事これあるにつき︑明日
九717園

出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九715園

八689囹あの一わをのけたほかは︑みんないい子 九6711囹 どうしたらいいでしょう︒
だ︒

八693園 あれは美しくはありませんが︑たちはほ
んとうにいいんで す ︒

八697園 ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑

し、し、一し、し、

76

九鵬7博くもさん︑あんないいお月さん︑みえな

九悩8園 ちょうどいいや︒
十一442

十一2111
みんな元氣のいい返事をして立ちます︒

金次郎はいいことを考えつきました︒

十三4111園 いいじゃないか︒

十三414園

十三399囹

いっしょにっかえばいいよ⁝⁝

行ってもいいでしょう⁝⁝はい︑はい︒

十二481圏一

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ

たいへんいい絵だなと思いましたが︑

ランプについては︑いろいろいいこと

くぎへかけるようにしたほうがいいと

よく説明しておもらいになるといいと

が︑きはつ油をおつかいになったほう

どこまでコーヒーを入れていいのか︑

つかっているうちに︑すっかりなれて

その中で︑かたかなで書いてあること
十四382圏

なんだか︑すうっといい氣持になって︑

ああ︑いい音がする︒

いつも日あたりのいいところに出て︑

葉は︑平貝のいい青年でした︒

いちばんいい種を︑來年もわすれずに

まいてもらうことができさえずれば︑

十四617園

のものだといってもいいのです︒

十四603園だから︑あのかぼちゃは︑みんなぼく

十四538園

十四533

まったほどでした︒

自分が水の中にひたっていることも︑わすれてし

十四4610

ばは︑たいてい西洋からきたことばと思っていい︒

十四284囹

しまって︑日本語になったと考えていいだろう︒

十四229囹

おわかりになります︒

十四132團

がいいのです︒

十四118團

思います︒

十四108團

か︑調節ができるとか︑

十四103團

を教えてくれました︒

十四102團

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒

十三565圏

十三561

たほうがいいよ⁝⁝

せっかくの記念品だから︑とっておい

デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ

十二488囹きみもひとつ︑作ってみるといいよ︒

十三425園

十一507

いの︒

くは︑いい農夫になろう︒

十一7511園力をおとさずにいるがいいよ︒
高いところがらたれさがったのもいい︒

十一873園

ろへいきたいと思います︒

九廻3園 わたし一どでいいから︑お月さんのとこ

十ニー43

もういくらもいなくてもいいでしょう︒

槍柵4園 だから︑わたしをたべてもいいと思って

九㎜10囹ああ︑いいとも︒

まだ青々とした木の葉の中から大きくの

だが︑根もとのところに三つ四つかた

まってしだれているところもいい︒

十ニー45

ぞいているのもいい︒

十ニー44

いるんだけど︒

九㎜11園 さあ︑早くとんでいくがいい︒
九柵7園 ちょうちょさんは︑羽があるからいいな︒

軍備9 くもは︑なんといって返事をしていいかわ

いい色の絵のぐがたくさんあった︒
たいへんいい色になりましたね︒

十ニー68
十ニー77園

からないので︑そのままだまっていました︒
九襯2 それから︑いいゆめをみることもできた︒

そこへいくと︑こおろぎさんよりよほ

どいいのです︒

十ニー98園

しないであらわし︑

十二2010囹

ればいいなと思いましたよ︒

わたしはまた︑あのような絵のぐがあ

十317 自分のもっているいいところを︑えんりょ
十318 友だちのいいところを︑すなおに学んでい
きたいと思います︒

はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ
ごれていないほうが氣持がいいので︑

十357囹 こんなことでいいのか︒

一代二代はいい人で︑よくさかえたが︑

な︑無責任なく略﹀考えをもちたくはありません︒

十3112 自分ひとりぐらいどうでもいいというよう 十二259

十一42 川口はいいところだ︒

十二596

住みこんであげてもいいけれども︑芭蕉

絵には絵のいいところがあるからね︒

十一81囹ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒

十二708

芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪
このような歩みをたどってきた日本を︑
デンマルクは︑︿略﹀︑鉱山があるのでも
木材があたえられたうえに︑いい氣候が
あたえられました︒

十三2411

なく︑いい港があるのでもなく︑

十三174

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十二価4

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

十二7110

はひとりしずかにしているのがすきだというし︑

十一92園 いつもそのうえを考えていて︑いいこ
とをはっきりきめる︒

十一103園 では︑実力があって︑力いっぱいはた
らくいい船員には︑だれがなるのさ︒
ていくのさ︒

十一1012園 いいコックスが日本を正しい方へつれ

十一112園 いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
なみをそろえてくれるにちがいないよ︒
正しいことは︑

十一174 いま︑わたしが知っているいいことと︑
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いいあう一いいえ

から︑熱がにげるためだと思っていいのです︒

十四7010 ひえるのは︑湯の表面の茶わんのまわり

︾

︑

︑

︑

十四777 木を割るときには︑もとのほうから割る
カし一︾

十四777 竹を割るときには︑うらのほうから割る
がいいという教えでした︒

十四808 人々に傳えるうちに︑あのような︑短く
て調子のいい︑氣のきいたものになったものと

よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

﹇言表方﹈︵名︶1

いいあらわし

﹁︿略﹀︒﹂といいあいました︒

いあつているのをききながら︑

六542

十一253

いいあらわしかた

八803園

九5810園

いちろうはあわてていいました︒﹁いい

﹁いいえ︒﹂

どんぐりどもは︑口々にさけびました︒

え︑大学の四年生ですよ︒﹂

九644園

いいえ︑ちがいます︒

いいえ︑ちがいます︒

﹁いいえ︑だめです︒

九648囹

いいえ︑お礼はどうかとってください︒

かた

九667園

その場のようすが相手にみえないから︑

九707園

十二934

ことばづかいやいいあらわしかたには︑いっそう

︵感︶30

いいえ

イッタノ﹂

いいえ︑あれはたろうさんたちのおく
いいえ︑これは︑お月さまが︑くもから

いいえ︑︿略﹀帰ってくるとちゅう︑よ

これ︑死んでいるの︒﹂母﹁いいえ︑生き

だれかにおききになったのですか︒﹂旅

﹃はい﹄﹃いいえ﹄︑やさしいことばで

ひょっとすると命を失うようなあぶな

十一853囹

先生

いいえ︑おとうさん︒

十五撒4囹

﹁いいえ︒﹂

ちゃんと席がとってありますよ︒﹂チ

母の愛﹁いいえ︑いいえ︒

母の愛﹁いいえ︑いいえ︒

十五麗4囹あの戸だなの中にはいっているの︒﹂

と︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

母の愛﹁いいえ︑これは︑おまえたちのほおずり

十五棚1園 きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠なの︒﹂

福﹄さん︒

ルチル﹁いいえ︑どうもありがとう︑﹃ふとった幸

十五8912園

十五4611園 いいえ︑もうこれだけです︒

十二794囹

によりも︑私を愛するためにきてくださった

けて開いてくださるため︑いいえ︑それよりもな

私の心の目をあらゆるものに向

十二3211

いえ﹄ということばはいいにくいのだ︒

いときでも︑ いいだすことのできないほど︑﹃い

十一628園

には︑ほんとうの玉藍がいる︒

十一625園芸のいうことに﹃いいえ﹄といいきる

はありませんか︒

十一597囹

ということばだ︒

十一596園 ﹃はい﹄ということばと︑﹃いいえ﹄

氣をつけなくてはならない︒

シ︾

いいえ

は︑そのことをいいあらわしています︒

十545

﹁キントットガ﹂﹁アドコヘ

十五202 そこには︑氣持のいい︑小さなホテルが いいあらわ・す ﹇言表﹈︵五︶1 いいあらわす ︽一
ここかしこに立っています︒

十五239 どうしたらいいか︒
ければならないと︑少年は思いました︒

十五268 どこでもいいから︑安全な場所へおりな

五289園

でてくるところです︒

一一466囹

にですよ︒

十五6111囹 満ぼう︑いいところへっれて行ってあ 一632囹
げるから︑さあ︑出かけよう︒

＋五8310園
私たち︑あそこへ行ってもいいの︒
十五8311園いいとも︒
＋五8512園
あいそのいい人たちだからね︒

いいえ︑はじめてです︒

その人からもらったんです
五3010園

十五9011園
だが︑まあいいでしょう︒

おまえは︑なにかつったか︒﹂編齢抽の﹁い

＋五9012園
もっといいものがありますよ︒

ん︒﹂

あひるの子にたずねる︒﹁いいえ︒﹂

八799囹

たまごをうむことができるかい︒﹂と︑

人﹁いいえ︑みたのでも︑きいたのでもありませ

七789園

ていますよ︒

七279囹

どうなるか︑みんな自分でしらべるようにと︑

七274囹教えてくださらなかったの︒﹂兄﹁いいえ︑

いえ︑つれませんでした︒

六849囹

五619園あやこさんがひっぱったの︒﹂﹁いいえ︒﹂

ことを︑みんな見るといいのですよ︒

十五912囹なかまにはいって︑わたしたちのする

いたいものですね ︒

＋五9212ぎ
囹ょうぎのいいことばをつかってもら
十五963囹 でもいいや︒
十五963園 あれだけ残っていればいいや︒

十五974園話をしてもいいの︒
十五梱3園 それから︑ぼくは︑まだなかまのうち
でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒
十五m12園 だまっておいでよ︑いい子だから︒
十五旧9 ほんとうにみんないい同級生であった︒

いいあ・う﹇言合﹈︵五︶2いいあう︽ーイ・ーッ︾

いいかえる一いいにくい
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あの人︑顔を見せることはないの︒﹂

十五瑠11園 いいえ︑それは同じことですよ︒
十五描！1園

チルチル﹁いいえ︑あの人は︑あんまりはっきり

︽iエ

顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこわがるだろうっ
いいかえる

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

﹇言換﹈︵下一︶3

て︑心配しているのです

ル・！エレ︾

いいか・える

六m4
﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

十三93 いいかえれば︑ものごとの原因と結果と
の関係や︑その間に行われる法則を知って︑とと
のった知識とし︑

1

いいかける ︽⁝

十四783 うらのほう︑いいかえると︑竹の先のほ
︵下一︶

民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて

﹇言掛﹈

うから割ってみると︑
いいか・ける

十一一2412

ケ︾

いますが︑ちょっときいてもわかりません︒
いいかげん ﹇手加減﹈︵形状︶5 いいかげん

いいき・る

いいきる

︽ール︾

︽ーサ︾

読みたいといいだした︒

四662

いいにく・い

﹇言付﹈ ︵下一︶ 5

いいつける ︽

﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒

﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑それから︑きびし

長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

いい傳える ︽一

よその民族から教えられて︑それからい

﹁早口あそび﹂これは︑いいにくいこと

﹇言悪﹈︵形︶7 いいにくい ︽ーイ︾

い傳えられているのもあるかもしれません︒

十四804

というだけのもののほうが多い︒

十一一557 傳説には︑︿略﹀︑昔からいい傳えられた

エ︾

いいった・える ﹇言伝﹈︵下一︶2

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十一一603

い声でいいました︒

十664

しゃにいいつけました︒

九627 ﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑喰いそぎでぎょ

五7410

まもってくださることになりました︒

三相6 それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑

ケ︾εおいいつける

いいつ・ける

﹃いいえ﹄といいきるには︑ほんとう いいつけ且﹀おいいっけ

﹇言切﹈︵五︶1

十一625囹
いいすぎ

家内じゅうが歓声をあげているといって

﹇言過﹈︵名︶2

の勇氣がいる︒

いいすぎ

十一一237

星によってみちびかれ︑星によって生き

も︑いいすぎではありません︒

十四3211
いいたげ

病人はしげしげと少年をみつめながら︑

﹇言﹈︵形状︶1

ているといってもいいすぎではありません︒
いいたげ

十﹁8812

いいたす

︽ーシ・ース︾

﹁︿略﹀︒﹂といいたされた︒

﹇言足﹈︵五︶1

︿略﹀︑なにかものをいいたげにしました︒

十五762

いいた・す

いいだす

おまえからいいだしておいて︒

﹇言出﹈︵五︶9

六861園

いいだ・す

なにかいいたそうに︑しばらくひげをひ
ねって︑目をぱちぱちさせていましたが︑とうと

九713

ここで遊んでいたいと︑私にねだったり︑

う決心したらしく︑いいだしました︒

十524

ひょっとすると命を失うようなあぶな

そのくせ︑でかけようといいだしたりして

十﹇627囹

ばをみつけて︑それをまちがえないで︑早く

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八162 だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで

いってあそぶのです︒

いいだすことのできないほど︑﹃い

のだ︒

十一628囹︺

おとうさん︑こんないいにくいことば

﹃いいえ﹄ということばはいいにくい

やさしいようだが︑なかなかいいにく

いことばだよ︒

十一598圏

ばを知っているよ︒

十﹁593園おとうさんは︑もっといいにくいこと

は︑ほかにないでしょう︒

十一5810園

﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

いときでも︑

ある日のこと︑せい書をギリシア語で

六佃4

いえ﹄ということばはいいにくいのだ︒

里の人たちはおどろいたが︑いいだした
これを最初にいいだしたのは︑︿略﹀︑
﹁︿略V︒﹂こういいだしたのは︑根のし

十五5712圓

るしをつけた老人でした︒

十四518

ポーランドのコペルニクスという人です︒

十三1312

ことはあとへひかないので︑

十二603

だしたのかと思いながらやってみましたが︑

人々は︑なんのためにこんなことをいい

九6310囹 いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒

さあ︑いいかげんにして
いいかた

十二58

九662圓 いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒

九896囹︺ふたりとも

九674囹︺いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒

﹇言方﹈︵名︶2

帰ろうよ︒

いいかた

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の

いいかたそっくりになった︒

六㎜5

十二897 ほんとうに感謝の心持をこめていうとき
と︑ただとおり一ぺんのあいさっとしていうとき
とでは︑いいかたもかわってくるであろう︒

十﹁6212囹 ﹃はい﹄もいいにくいことばではない
一525

いったとき︑しゃし
︒﹂と︑わたくしが

＞︒﹂ひとりごとい
を うと︑となりのお

した︒﹁︿略﹀︒﹂い
とって︑おれいをい

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂い
と って︑ぽけっとから

一534
一559

か︒

一588

いいぶん

おじいさんがこい
ううと︑しろちゃんは

いさんはおれいい
をいました︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂い
と って︑おかあさんは

と︑おじいさんい
がいました︒おんがく

した︒﹁︿略﹀︒﹂い
といますと︑﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂い
と って︑わたくしの

して︑﹁︿略﹀︒﹂い
といました︒﹁︿略﹀︒﹂

一609

一659

U10

んが︑﹁︿略﹀︒﹂と いいました︒すると︑

一636

一631

一624

一618

一614

一606囹ものをはっきい
りういいこになり

いって︑おれいい
をいました︒それから

十一36 八いいにくいことば⁝⁝⁝五十八
︽ーサ︾

いいにくいことば ︹課口︺2 いいにくいことば

いい残す

一588

﹇ 言残﹈︵五︶1

十一583八いいにくいことば．．
いいのこ・す

﹇言分﹈ ︵ 名 ︶ 1

十五667新島のおじさんがいい．残された願いに
よって︑

いいぶん

ね︒

1 いいや

七828園なにか︑そちらにも︑いいぶんがあるか
︵感︶

いいよう

五9910い
遭いや︑この鳥はとべなくなったらしい︒

いいや

いいよう ﹇言様﹈︵名︶2

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂

は︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぞうをとめ

二342園とそのぞうというものに︑さわら

W囹

をなでて︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄
二352園
さわって︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄
二355園
て︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒四人めの
二359園
て︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒五人めの
二362囹

て︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒おしまい
二365園
しっぽをもっていいました︒﹃︿略﹀︒﹄
二367園

P園 かってなことをいうので︑ぞうつかい
S園 えがロぎたなくいうからだよ︒おまえ

れいなことばでいえば︑あちらだって
二426囹
って︑きれいにいうさ︒﹂たろう﹁ほん
二427園
ほんとうだとも︒いってごらん︒﹂たう
二429園

二525 ます︒﹁︿略﹀︒﹂という︑さちこの声が

二584わず︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑そのか

す︒﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑さちこは︑じ

二586 たは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑にこにこな

いう

︽

いいわたす

︽ーシ︾

イ・ーウ・ーエ・ーオ・

δおとというもの・てということば・

ニー11

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と いいました︒又略﹀︒﹂

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と いいました︒ただしさ

二667
きゅうにしずかにいう︒けれども︑うこ

いうことだよ︒わか

いうのは︑きたない

いうでしがいました

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒この

二田7

︵二
いいました︒﹃︿略﹀︒﹄

二2710園︑べつのやぎが いいました︒やぎと

二277園 一びきのやぎが

いいました︒﹂

わりに︑ひとりがいったことばから︑

U園た︒﹃︿略﹀︒﹄と

ニー96

二678うで︑﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒ぶた
二684 っそうげんきよくいう︒ 紳う﹁きこえ

す︒﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑いちろうを

二74園

と︑へんなこえでいったので︑みんな

二72

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑いい

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と いいました︒はるこさ

﹇言渡 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

んねんだというふ う に ︑
いいわた・す

しょう︒

ワ︾

﹇言﹈︵五︶㎜

一

九682囹 そんなら︑こういいわたしたらいいで
い・う

ッ・

二327園 が︑﹃︿略﹀︒﹄と

二325園んなは︑ぞうと いうものをみたこ

三235 東がわな
のん十と いう村々が︑日かげ

三234 西がわな
のん十と いう倍々が︑日かげ

三朽6

いうことがわかりま

︑ほかのものが いいました︒﹃︿略﹀︒﹄
二3210園

いって︑大さわぎを

一467の人がやさしく いいました︒つぎの

一445かで︑﹁︿略﹀︒﹂と いうこえがしました

二336園 は︑﹃︿略﹀︒﹄と いいました︒こんな

x﹃︿略﹀︒﹂と

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

いって︑とおしては

いうことにちがいな

いって︑おとうさんの

三252 あお
るじいさんが

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

三2310ら
村の
でも︑こう いって︑この大きな

みて︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇474
のぞいてみながら

二337囹どしんどしんと いうおとがしてき
二341単 ︑ぞうつかいが いいました︒﹃︿略﹀︒﹄

いいました︒﹃︿略﹀︒﹄

一478た︒﹁︿略﹀︒﹂そう

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

二319園

二315園たは︑ぶうぶう いってさわぎたてま

W

いう川だろう︒﹂ひと

いうひとつのことば

一一
一一

三112さまにはんたかと
三132園そのひとことと
三134園をつかわないと
三141 てくるものだと
三145園な心になれと

V0

九719 どうもいいようがまずかった︑いかにもざ

二冊3

T P0

二83

八134信用してくれていたものを︑あやまちのた

一一
一一
一一
一一

ようのないものでした︒

では︑﹃あさ﹄ということばのつく

R4

S2 R7

T4 T3

一［

一一

一5010
がまわってきて

一318から お日さまと

というのは・といって

Q6

﹁これはなんと
一524囹

〉。

79
いいにくいことば一いう

26

25

25

5

2

9

6

三651

三646
いいました︒また︑心
と︑男の子たちが

と︑女の子たちがいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂
と︑男の子たちが

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂
と︑女の子たちが

いいました︒そこで︑

三653

三644

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いうきこりが︑切り

いいますと︑おじいさ

十人︑なん百人と
いいました︒﹁︿略﹀︒﹂
略﹀︒﹂バーバラが

して︑﹁︿略﹀︒﹂と

を︑どうするかと いうことになりまし
三658

いいました︒そこで︑

いました︒﹁︿略﹀︒﹂
略V︒﹂マイクルいが

んが︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑またぐるぐ
おとうさんはそう
いいました︒﹁︿略﹀︒﹂
1が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

三6510

いう早いふねだろう
せんか︒﹁なんと

いいました︒すると︑
みている人々も

ら︑はやとりという名をつけよう︒

ｧ1

︑﹁かぐやひめ﹂と いう名をつけました

いって︑かぐやひめは

いうようには︑だれも

いいました︒弓箭﹀︒﹂
V︒﹂女の子たちは

三柵9

︑﹁ふじの山﹂と いうようになりまし

いいました︒けれども

いって︑それができ

いって︑どんなりっ

たが︑﹁︿略﹀︒﹂と

三朋8 ちは︑﹁︿略﹀︒﹂と
三鵬2 めは︑﹁︿略﹀︒﹂と
三期7 むずかしいことを
三鵬8
およめにいくと
三価9 も︑かぐやひめの

いって︑みかどへお

いって︑きていたう

いって︑まいにちま

んに︑﹁︿略﹀︒﹂と

ｧ−o

めは︑﹁︿略﹀︒﹂と

ｧ2
ｧ3

三672

︒﹂と︑ジュデーがいいました︒天略﹀︒﹂

いうことです︒ 五
なっていったと

三668

三297

いってしゃがみます︒

四182 ︑ゴロンゴロンと いった︒おかあさんに

四303いてもらいたいと いって︑文を書きま
四314 ﹂に知らせたいと いって︑つぎのような

三718

三712

三705

︒﹂と︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂みんながいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂デビッドがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

いいました︒ゆかの
ピーターは大声で

四368

四363囹

四351

四337国

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

三448

三729

に︑﹃︿略﹀︒﹄といつて︑わかれてい

四331国 ま︑
一 ﹁︿略﹀︒﹂というおとうさんのこ

三451 りくへあがろうというとき︑白うさぎ

三785

生きているということが︑わかり

た︒﹃︿略﹀︒﹄という声でした︒わた

に︑﹃︿略﹀︒﹄といおうとしましたQ

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑つぎのような

四3710園

四376園

おてん

三806

三802

いいます︒雨は︑みん
︒﹂と︑マイクルが

︒﹂と︑デビッドがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂と

四456囹

四453園

四448

にならびたいというの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

いいからつて︑いったじゃないか︒﹂

してくれっていったから︑そうし

略V︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂ここまでいわれても︑まだ︑な

うぐい

ぎは︑﹁︿略﹀︒﹂と いってわらいました︒

りすは

三523圏り︑
三525間り︑
て︑

いいました︒

がん

四463囹

うが︑﹁︿略﹀︒﹂といったのは︑かっちゃ

いいました︒

略﹀︒﹂ピーターがいいました︒ピーター

してくれっていったのに︒﹂﹁︿略﹀︒

いうことにはおかま
︒雨は︑みんなの

四466囹

いうなら︑十五ばんめ
っちゃんがそう

にならびたいというんだね︒﹂﹁︿略﹀︒

三817

いいました︒マイクル
略﹀︒﹂マイクルが

四469園

三807

略﹀︒﹂ジュデーが いいました︒ジュデー

四4910

四473囹

いいます︒
﹁︿略＞Q﹂と

略﹀︒﹂バーバラがいいました︒ズ略﹀︒﹂

した︒かさかさという木のはの音が

三8110

略﹀︒﹂デビッドがいいました︒ズ略﹀︒﹂

いわいをしょうということになりまし

いいます︒﹁︿略﹀︒﹂と

三828

四557

た︒﹁︿略﹀︒﹂こういって︑かっちゃんは

いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

三聖2

ﾟ3

三831

けて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒みんなが

四587

四575
三島4

いいます︒ほかの囲
いいます︒﹁︿略﹀︒﹂デ

とりのおきな﹂と いうおじいさんがす
いいました︒﹁︿略﹀︒﹂

いいました︒天略﹀︒﹂

いうことがわかりま
ぼうでやられたと
いいます︒﹁︿略﹀︒﹂そ

三846

した︒それからと いうものは︑おじい

いいます︒
﹁︿略＞Q﹂と

ド1しここド1ド1LLLLLL一
ははとううがががヵミとととととと

三457

いいました︒

いいました︒

ﾅ9

三796

三527圃
は︑
ち︑

三531囲
三533圃

︒﹂と︑

三535圏り︑
三593 ︒﹂と︑
︒﹂と︑

︒﹂と︑

﹂ジュデ⁝は

ξ享辱晶ξ事葬醸醸噸
﹂デビッドは
ルが︑
略V︒﹂
略V︒﹂

一二

＝一

59
59
60
60
61
62

いうおとがきこえま
ポトポトポトと
いなか

@

四2110は
国︑﹁︿略﹀︒﹂と

＞︒﹂男の子たちもいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂バーバラが

︒﹁﹃︿略﹀︒﹄って いってます︒﹂バーバ

︒﹁風はなんていってるの︒﹂おとう

三676

三688囹

三685園

学校 ﹁学校﹂というだいで︑作文を
めは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐになか

いいました︒わにざめ
っ て ︑﹁︿略＞Q﹂と
みて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わにざめ

三438

三447

P0

いいました︒

一二

こども

U8

いいました︒

めは︑白うさぎのいうとおりにならび

三441

三302

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そのの

三666

三662

三287園

三282

三2710囚一

26

9

三288

一一

一一

一一

一一

26
59

748971086
62

いういう
80

81

いういう

五637

かなは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさ

五㎜1

五992

やんは︑ひわによくいってきかせました︒

略﹀︒﹂おとうさんにいわれて︑よくみると

五531

五466

さごが︑﹁︿略﹀︒﹂というので︑西の方をみ

がした︒﹁︿略﹀︒﹂というようにきこえた︒

五845

五844

五843

五811

の作文を書くんだといって︑よろこんでい

は︑星をしらべるといいました︒いとうく

ばをたくさん作るといいました︒ささきく

は︑え日記を書くといいました︒たなかさ

りして︑﹁︿略﹀︒﹂といってとびあがったの

十音にわけてみるといいました︒﹁︿略﹀︒﹂

五847

五854 ようかんさんはこういいながら︑ほうきを

ました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をたたいて

あさんにこのことをいって︑ごろうさんを

した︒﹁︿略﹀︒﹂そういいながら西の方をみ 五849

︑東の空をみながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

五5311

五534

五5510

︿略﹀︒﹂私は︑こういつて︑はるおのかた

五936

五919園

は︑ひわ︑ひわといっています︒いまに

五972略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そういっているうちに︑秋

五963囹

てから︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげ

ると︑﹃︿略﹀︒﹄というのだよ︒それで︑

五574

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒するとは

五963囹︺とうは︑まひわというのですが︑ふつう

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こういつてから︑りょうか

五911

五591

るおも︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒私は︑い

なって︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おわらいにな

つけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂

五価1

ようなひとりごとをいいました︒ひわは︑

ました︒﹁︿略﹀︒﹂というと︑ねこは︑おど

さんは︑﹁︿略V︒﹂といいました︒あくる日

ひわが︑又略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略V︒﹂

四麗−o園 ﹁ 天 人 は ︑ う そ と

五677

いおけがほしいといっています︒﹂﹁︿略

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そういって︑ハーモニカの

五165がきて︑﹁︿略﹀︒﹂ といって私
︑たちをみん

五601

五593

五566園

星よ︒あれ土星というのよ︒﹂じゅんば

五537

年は︑ほう年だといいます︒いま︑たく

四639 v﹁︿略﹀︒﹂こう いわれて︑かっちゃん
四665 がえないで︑早く いってあそぶのです︒
四721 にやあ・わん﹄と いうわけです︒﹂﹁︿計
四725 れは︑﹃︿略﹀︒﹄と いうわけです︒﹂﹁︿計
四728 げられません﹄と いうわけです︒﹂﹁︿略
四731 ます︒﹃︿略﹀︒﹄と いうわけです︒﹂みん
四833弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と いって︑一まいのえ
四842 弟は︑﹁︿略﹀︒﹂と いったので︑ねえさん
四859﹂と︑大きな声で いったので︑みんなが
四898雪の音︒ 雪だと いうと︑あさ早くは
四㎜2 ちは︑﹁︿略﹀︒﹂と いいながら︑いって
四佃4 声で︑﹁︿略﹀︒﹂と いいます︒うらしま﹁
四術1囹 てはいけないと いうのですか︒﹂おと
五665

︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑はなしてやり

五㎜5

五406国

いうことを知りませ

五668

くらでもあげるといったが︑わしはお礼
五683園

五五10

五㎜1 まった︑こまったといっていました︒しか

六138

六128

︿略﹀︒﹂ありはそういって︑すぐ木の葉の

べ．って︑又略﹀︒﹂というまに︑川の中にお

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってわたした︒ねじ

五7111 さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おばあさ 六71園 い︒ああ︑なんというなさけない身のう

六66園 よんだ︒﹁なんという小さい︑なさけな
五722

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさ

六153

さんになりたいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさ

へ
五2610園
にありがとうっていったのは︑ どうし
う

五739

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おばあさ

六161 ら木の葉におれいをいいました︒そのとき

五7011囹

五705

五696園

五二6

五6611園

とき︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑
かけさせてく

っ て ︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑
みんなを立た

五2310園

五246囹

いて︑﹃︿略﹀︒﹄といってせ
︑きをすこし

ど も ︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑
とうとうかけ

五2410園

五252園

いったのは︑どういうわけ︒﹂又略﹀︒﹂﹁
五2611囹

五746

おじいさんをよんでいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

えさん︑ぐずぐずいわずに海へいってお

五767囹

のさかなは︑なにもいわないで︑しっぽで

けらいにしたいといっています︒﹂金の

う女王はいやだといっています︒海のぬ

六1910囹

六175

六91園 わしたのは︒ああいうねじはもうなくな

五769

女王になりたいといっています︒﹂﹁︿略

五313園くは︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒すると︑

六231囹︑いつあそぼうというのさ︒わるいこと

きれいなもんくをいいましたね︒こんな

せんか︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで木

五319囹して︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぼくにくれま

五736園

五7210囹

つけて︑﹁︿略V︒﹂というと︑男の子はゆび

五273囹かでありがとうといいたいと思ったけれ
五273囹と思ったけれど︑いうところがなかった
五274囹︑それであの人にいったのよ︒﹂﹁︿略﹀︒

五751

さかなは︑でてきていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑しごと台

五292囹 ︑うれしかったというのはどんなことか

五762

六89

五2911囹
くは︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒﹃︿略﹀︒﹄

五765園

六83

略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄といって︑小さいほうの
五303囹

さんはおじいさんにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

五308園︑ときどき︑こういうことをやるのかね

五267 うございました︒といって︑かるくあたま

は︑家がほしいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒

五216 ぶつぶつとこごとをいいながら出
︑ 口の方

〉。
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さ︒わるいことはいわない︒さあ︑はい

︑いつあそぼうというんだね︒樂しむた

らでかけよう︒﹂といって︑あり一︑二を
︒﹂ありはなんにもいわないで︑おもい足
ぶんたべられるというわけだ︒﹂あり三﹁
︒﹂なんどもお礼をいってたちさります︒

︒かかし﹁帰るといったって︑あんな遠

略﹀︒﹂と︑よしおがいいました︒月はいま

略﹀︒﹂と︑みちこがいいました︒ふみおは
︒ふみおは︑両方のいうことをきいていい
のいうことをきいていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

まが走っているといったね︒みちこさん

が走って い る っ て い う の ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

みじか

vふみおは︑こういつて︑空をみあげま

ました︒﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

略﹀︒﹂と︑子ぐまがいうと︑さるは子ぐま
がって︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にする

すればいいって︑いっていたところよ︒

るえは本属になっていいました︒はるえは
ね︒はるえさんのいうとおりね︒雪だる

には︑みんな命というものがありますよ

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ごろうは

ろうは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑この手が

す︒﹂編 こ で 的 の ﹁ ど う い う こ と だ ︒ ﹂ ほ お り

い︒﹁あのねえ﹂というのが︑﹁アドデエ﹂
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いことばを︑さきにいったから感心したの

る︒その︑弟がまだいわないことばを︑さ

のが︑いかにも弟のいいそうなことばつき

真備3

六価11

六価7

六鵬4

やんは︑﹁︿略﹀︒﹂といってにこにこしまし

ばから︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ただしち

なので︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑ただしち

と︑ただしちゃんがいいました︒ほんとう

らブルン︑ブルンというばくおんがきこえ

六⁝⁝5

六協8

六旧5

六畜1

たちをつきあげるというのです︒﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といおうとすると︑うさ

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うまくにげま

した︒﹁︿略﹀︒﹂そういいながら︑カチン︑

いって︑﹁︿略﹀︒﹂といっておみせしました

六備5 と︑元肥のいい声でいいました︒たろうさ

︿略﹀︒﹂といった︒いってから︑すこしふ
︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなは

六慨7

んが︑ま顔になっていうので︑うさぎさん

ことばとがある︑ということに氣がついた
︑いままで︑ものをいうときに︑声がはな

六悩2

六川2

のとき︑﹁︿略﹀︒﹂という︑それこそかみな

六二9 あの角をおるなどということはできません

にして︑﹁はな﹂といっているんだなと思

と︑まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒弟

七123

七122

七115

︒また︑﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑

れは︑持つところということになります︒

略﹀︒﹂同じ﹁手﹂ということばにも︑いろ

詩語6 ﹂と︑うたいながらいいました︒五ひきの

しに︑﹁なんだ﹂というかわりに︑﹁ダン

る︑竹や木のことをいうのです︒﹁きゅう
中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中には
︒ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだ

七1411

七1310

七139

七138

思っていることと︑いうこととが︑ちがう

るように︑﹁手﹂ということばも︑さまざ

たり︑﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒私ど

で︑﹁まいの手﹂といったり︑﹁︿略﹀︒﹂と

りに︑﹁ダンダ﹂といってみると︑いかに
︑カキクケコ
という五十音の中で︑ナ

つまんで︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつ

七262囹 い︒﹂兄﹁なまいきいうな︑はるお︒﹂母﹁

七153 ︒﹂これは︑﹁腹﹂ということばを︑いろい

︒﹁︿略﹀︒﹂私はそういって︑どうぞぶじに

とも︑マミムメモという一ぎょうの中には

七365

七385 うしろのおばさんがいってくれましたので

七378

りました︒わる口をいったものも︑﹁︿略V

んなが︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒

七447

七409

七391

に︑心の中でお礼をいいました︒ ︵二︶

の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑い

老人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえに
ものも︑﹁︿略﹀︒﹂といって感心しました︒

れかが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなが

ら︑じゅんじゅんにいってみたところが︑
︒ぼくは︑五十音というものは︑一年生の

七3610 ＞︒﹂と︑心配そうにいいました︒すると︑

わせてやろうなどという氣持は︑どこかへ

マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これら

ると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑ぜん

声をだして﹁ヌ﹂といってみた︒これもは

七131 どうして︑﹁手﹂ということばが︑文字を

七127

つまんで︑﹁ナ﹂といいながら︑耳できい

二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒苦しい︒

と自分で声をだしていってみると︑いかに

った︒では︑なんという音が︑はなから声

らでるかでないかということを︑考えたこ

思って︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒いってから︑

1869117431196311541！1109621198311118443
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いう

いう

七456 つた︒﹁︿略﹀︒﹂そういってから︑老人にぼ
八295

八295

なたの名はなんといいますか︒﹂天帝は︑

といい︑ふえの音といい︑申しぶんのない

たといい︑その目といい︑ふえの音といい

八385

八344

八343

八339

八337

しく運行しているということです︒このき

まえに発した光だというわけになります︒

どくきょりをさしていいます︒光の速度は

それは︑﹁光年﹂という軍位です︒一光年

たちは︑メートルという軍隊を用いてきょ

の︑ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑こ

は︑なん千なん万という星がかさなりあっ

八356

だ満足ではないというのですか︒﹂﹁︿細

︑そのみ知らぬ人がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

八364

八332

八2910囹︒﹂﹁けんぎゅうというのですか︒﹂﹁︿略

は︑けんぎゅうというものです︒﹂﹁︿略

した︒そのすがたといい︑その目といい︑

七4510
な声で︑天与﹀︒﹂といって︑おじぎをした

八297囹

八296

八3810囹

八616

八548

八5311

八504

八504

＞︒﹂と︑ひなたちはいった︒﹁︿略﹀︒﹂とい

略﹀︒﹂と親あひるがいうと︑ひなたちはす

てきて︑﹁︿略V︒﹂といってくれました︒黄

︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂といいましたが︑そこの

︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒そ

自分は﹁幸福﹂だといわずに︑﹁びんぼう﹂

八455

た︒その人は︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂

まの溶溶をなおすというものがでてきまし

︒けれども︑これという考えはでませんで

さまは︑﹁︿略﹀︒﹂というおふれを︑おだし

八457

八456

八452

略﹀︒﹂王女は︑こういつて︑王さまにすが

八43私のうちに︑ ピオという︑うちじゅうの人
八48 んたくさんいる鳥といわれるほおじろです
八49 るようになったかといえば⁝⁝︒秋のはじ
八56 いました︒小鳥屋というより︑ほおじろ屋
八56 より︑ほおじろ屋といったほうがいいかも
八65 ︑あくる日︑ピオという名がつけられまし
八83 のです︒﹁︿略﹀︒﹂というのは︑同じ日本の
八94心なところはないというように11庭さき
八96 ︑そのあわてかたといったらありません︒
八99 こんだりします︒といえば︑いかにもおく

八6111

﹂と︑ひとりごとをいって︑こしをおろし

いった︒﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑親あひる

した︒﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑王さまにだき

八133あわれに死なせたというなさけなさは︑い

八623

た年よりのあひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

たり︑﹃︿略﹀︒﹄といったりして教えたの

りのあひるは︑そういって︑どこかへいっ

vと︑親あひるはいった︒﹁︿略﹀︒﹂そこ

こんだ︒ズ略﹀︒﹂というと︑ひなたちも一

vと︑親あひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂年よ

の鳥が︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑もう一わの鳥

の子をさ︒なんというかっこうだろう︒

〉。

5月

ら︑これは平年作ということになります︒

いねは︑いもち病という病氣にかかったの

うんかのたまごだということでした︒みん

ら︑早くめがでるということです︒

い﹁農林1こう﹂というのだそうです︒や

︑いちばん美しいといわれる身のうえにな

んなは︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑年をとったは

きた︒﹁︿略﹀︒﹂そういって︑水の中にとび

とんでいったのかということも知らなかっ

よ︒いやなことをいうようだが︑それは

︒わたしのことはいわないとしても︑お

︒﹂﹁おまえさんのいうことがわからない

﹁あなたは︑私のいっていることがおわ

ものたちがものをいっているときに︑自

vすると︑ねこがいう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

﹂と︑おばあさんがいった︒そこで︑あひ

vと︑その一わがいった︒﹁︿略﹀︒﹂この

く略﹀︒﹂と︑かもがいった︒あひるの子は

ですら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒あひるにはか

らまで︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒親あひるで

てきた︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑顔をまっかに

なかまからわる口をいわれるばかりでなく

ひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といってかばった︒みに

りうまくおよぐといってもいい︒大きく

ひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると親あひ

〉。

〉。

八299園

七8310園
歯のぬけているということは︑なぜわか

七476ても︑それでいいというところまでは︑な
七481 ッジボール大会﹂という文章が︑ニへんあ
七513先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくらのほ
七543たびに︑﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒ふ
七592あげられたことばということはできません
七687 つきりと写しだすということにほかなりま
七773一それから一﹂といってから︑ちょっと
︑
七802園 ﹁い︑ったい︑︑どうしうことな︑のカ
くわ
七826園裁判官﹁ふたりのいうことは︑よくわか
七829園ここで︑はっきりいうがいい︒﹂旅人﹁は
七833園くだがかた目だということは︑どうして
七837園︒して︑びっこということは︒﹂旅人﹁そ
身嗣10

八169す︒これは︑木からいうとめいわくしごく

八629

八627

八441

八1610
すが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさ

﹀︒﹂﹁われないというたまごはどれかね
年よりのお客さんがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

八631園
八633

医〕
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囹
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七847囹す︒それが麦だということが︑なぜわか

八198ることができないといいます︒なんという
八199といいます︒なんという氣長なことでしょ
八207とで︑いまが夏だということや︑よい天氣
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じょうもん土器といって︑貝つかからで

なって︑﹁︿略V︒﹂といいました︒男は︑喜 九8111口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳

九843囹

九5710

じょうもん土器という種類で︑こんなた

ここに︑﹁月﹂という一つのことばがあ

九斯11

九858園

九佃7

九尊3 ら追いたてるようにいわれた︒百五十メi

した︒﹁四年生というのは︑小学校の四

︑にたにたわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

いちろうはあわてていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

なって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そのとき

九587園
九591

九589

九597

て︑腹をつきだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

ます︒この﹁月﹂ということばに︑﹁水﹂
ことばに︑﹁水﹂ということばをそえたら

らに︑﹁虫の声﹂ということばを加えたら
九606

てはなしたものだということがわかりまし

いこをたたく︒音というものは︑情景をあ

たいこであらわすというのだからおもしろ

ビュウビュウ﹂とかいうことばであらわし

音をたたいた︒風といえば︑﹁そよそよ﹂

だすこともできるという話がおもしろかっ

九661

九656

九631

九611一

んとひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

九6110

ガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑なにがなんだ

でもむりにいばっていいますと︑どんぐり

して︑もうワアワアいっていました︒ぎょ

ワアとみんななにかいっているのです︒﹁︿

んぐりで︑その数といったら︑三百箇日き

九搦8

九重3 ﹂茶人はつれの人にいった︒まつ川がてん

九旧8 でんりゅうきょうという景色で名高いとこ

九644園だめです︒なんといったって︑頭のとが 九槻10 ら︑やめて帰ろうといった︒しかし茶人は

九641

んぐりどもが口々にいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

九佃6

九栩10

九柵2

九佃10

ねこは︑なるほどというようにうなずいて

が︑ひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくたち三

までいくのがあるということです︒日本の

九665園

九664

九687

九673

九伽10

︑心から樂しんだということである︒十

な︒この二三日というものは︑ちっとも

つぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

九㎜6 つかけて︑ブンブンいっているところです

九桝8園

に飲んでから︑私にいった︒又略﹀︒﹂水は

るすがたは︑なんという勇ましさであろう

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

ランネルスドルフというところがら︑はじ

れました︒いく千というつばめたちは︑人

ありがたいことだといわずにはいられませ

ごとにっかわれたということを︑たいへん

九711

九711

九705

いちろうはわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

ねこは︑まだなにかいいたそうに︑しばら

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑やまねこ

九柵8

九梛11

︑このおかあさんということばを︑長いこ

ちょに︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑きゅうにな

﹂と︑ひとりごとをいいました︒くもは︑

十74 て困りました︒そういういなかへは︑めっ

九備9 1﹂くもは︑なんといって返事をしていい

九梛8

じ家に帰ってくるといわれています︒つま

九716

九柵5 ︑また︑パタパタという羽音がきこえてき

巣へもどってくるというのです︒近年にな

かにもざんねんだというふうに︑しばらく

九7110

十88

うど︑プラタナスという木の葉が黄色くな

とめて︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさ

ができました︒そういう子どもの中には︑
くてまあよかったというふうに︑口早にぎ

十811

︑やっとあきらめていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

︑口早にぎょしゃにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

九η11

九726

十911
︑﹁やまねこ辞﹂というはがきは︑もうき

十104

十103

とうさんをみてそういいました︒﹁︿略﹀︒﹂

︑センテチェンヌというお寺の高いとうも

あって︑イエンヌという川が︑その下を流

町には︑ポンナフという石の橋があって︑

分あくびをしながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

九753

﹂と書いてもいいといえばよかったと︑い

︿略V︒﹂やまねこがいいました︒ふたりは 十102

九754

十1210

まらないと︑わるくいう旅人もありますが

略﹀︒﹂おとうさんがいいました︒それから

います︒むかしといっても大むかしのこ

こをほると︑そういうものがみつかるこ 十1311

十133

九773園

しで貝つかに着くというところで︑先生は
九7911園

九784

九739

九733

九725

きっと︑﹁︿略V︒﹂といって喜びます︒わけ

ねこは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂

た︒また︑飛行機という文明の利器が︑こ

だめです︒なんといったって︑頭のとが

ました︒﹁︿略﹀︒﹂という運動に全國民が︑

ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑のだ

させます︒﹁風﹂ということばに︑ほかの

略﹀︒﹂と︑みんながいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

ばをそえたら︑どういうけしきを思いだし

731101092161065111096716552

九3411な
国いといけないといわれて︑ほねをおり

2524242323232120191了1了1411111110887777

九389国します︒ポキンという音がして︑ガサガ
九404国か︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはが
九441国葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひろい集めては
九444團らの色がよいとかいってながめています
九455国を向けるようにといわれました︒ぼくは
九486 ︑そのめんどうだという裁判のようすなど
九568 ︑にやっとわらっていいました︒﹁︿略V︒﹂
九573がって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると︑
九577 いて︑かなしそうにいいました︒いちろう

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

＋1312のも︑一つは︑そういうかわいらしい子ど

のがこうなったかということを︑考えてし

十169 ﹂と︑おとうさんがいってきかせました︒
十174園
︒﹃︿略﹀︒﹄なんていったって︑だれもわ
十176囹
ありません︒そういう遠い國へいくと︑
十207 暗室︒﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに

十647いっしょに︑狂言というものが演じられま

十6311は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッパの

十628 みなさんは︑能というものをみたことが

十142らです︒ビエンヌという川の岸には︑手ぬ
十156さらにこんなことをいいました︒﹁︿略﹀︒﹂
十161思いうかべるようにいいました︒フランス

かげで人のわる口をいわないようにしたい

十537ずして︑手に持つといいます︒かたにかけ
十538だと︑ませたことをいって︑歩きだしまし
十572 の子は︑又略﹀︒﹂といって喜びました︒
十592 私が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑学校から帰る
十603さんに︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑おかあさん
十608 ︒私も︑又略﹀︒﹂といって︑月の方へ手を

らいどうでもいいというような︑無責任な

どで︑できているといってもよく︑それを
＋6410

十6811 vと︑ふるえ声でいいながら︑いつでも

十722はらい︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら立ちあがり
十734おいおいなきながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂
＋一610園 ックスが大声でいうだろう︒﹃︿略﹀︒﹄

︿略﹀︒﹂元氣よくいった母親も︑子ども

それは﹁大学﹂といって︑かん文で書い

郎が︑﹁︿略﹀︒﹂というのに︑その晩のう

中には︑正月だというので︑そのうえに

らは︑北海道だといいます︒さっぽろに

いのことだからといって︑ごまかさなか

んは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒そのことばを

んの名はなんというの︒﹂と︑看護人
十﹁656 ながら︑その名をいいました︒しかし看

れていくようにといいました︒﹁︿略﹀︒﹂

た︒少年の父親というのは︑去年︑しご

おに﹃はい﹄といわなかったのだね︒

︑﹃いいえ﹄ということばはいいにく

よわ虫だ︒人のいうことに﹃いいえ﹂

と︑よわ虫だといってわらうのです︒

からあぶないといっておいた︑あの橋

した︒その近道というのは︑田のあぜ道

略V︒﹂と︑正男がいうと︑一雄はすぐ賛

︑﹃いいえ﹄ということばだ︒﹂﹁︿略

﹀︒﹂﹁﹃はい﹄ということばと︑﹃いい

えた︒﹁なんということばですか︒﹂﹁

って︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑父はにこにこ

私は︑﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさ

略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒弟は︑さ

ずかな金がないということはいえません

23

25

24

27

45

2了

49

＋6010やんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒ たけのこ

があっての全体︑というつながりをわすれ

六

つになる一まんでいうと二年三ヶ月にな

いへん喜んで︑こういつた︒﹁︿略﹀︒﹂

まがいものであるといった︒しかし︑世界

めは︑﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑失望にしずむ

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってほめたたえた︒

えぬき︑これならという一台の機械を作り

ければならない︑というのである︒佐吉が

る︒人間の衣食住というものは︑みんなた

村の人々から︑こういつてあざけられた︒

十656おそれず︑そうかといって︑なにをしても
十664じゃ︑次郎かじゃというふたりの下男に︑
十665から︑きびしい声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂
十666園には︑﹃ぶす﹄といって︑おそろしいど
十668園︑たちまち死ぬといわれるくらいだ︒ふ
丁675 っといってみようということになりました

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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62
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65

れは︑足がおそいというためばかりでなく
ワンワンチャン﹂といったのは︑そのため

めしに︑私は︑妹のいっていることばを︑

十一88園 んとうにきみのいうとおりだ︒ぼくら
十一94園 ｪ﹀︒﹂﹁そういわれて︑自信をもつ
十一94園 ︑よしやろうということができたら︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
に︑ぎんえもんという人がいました︒働

川縣のかやま村といって︑ さかわ川にそ

十一6810

ほかには︑どこといって父親らしいとこ

けて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ ︵二︶

十一6612 ただ︑﹁︿略﹀︒﹂といっただけでした︒ふ

十一667 うに︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂

十一657 し看護人は︑そういう名を思いだせませ

もに︑りえもんという人がありましたが

十一703

十一706 略﹀︒﹂と︑少年はいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

ていました︒そういうときに︑金次郎が
︒しかし︑なんといっても子どもです︒

十一7010囹んとかひとこといってください︒﹂け

593531

ヨナメテルワ﹂といって︑私に知らせた

「〈

らじをさしだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

がわけん

3210108525121266529811112108121010
園
圓園丁芸園
囹園囹
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〉。

十一107園略﹀︒﹂﹁さあというときに︑ひとりで
十一109園ちうんさ︒そういう男には︑ぼくがな

田十十十十十

なかに﹁︿略﹀︒﹂というのです︒そのとき

﹂と︑ひとりごとをいいました︒母がこし
︒﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたずね
﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒

︑おとなびたことをいいました︒門からも
やンネテルワ﹂といっていると︑いぬが
ンタッチシタ﹂といって喜びました︒﹁
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いう一いう

vと︑看護婦がいいました︒医者は︑

ほかにはなんにもいわずにいってしまい

看護婦はやさしくいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

悪百互違勢％騨ツ響騨騨轡一重騨12ワ囎弓5夢鰐
た︒﹁︿略﹀︒﹂こういつて戸をたたきます

の苦もなく立てていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

とり︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒人々は︑

男が︑﹁︿略﹀︒﹂といってあざわらいまし

た︒﹁︿略﹀︒﹂そういって︑少年は︑その

いて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑名をなんと呼

た︒﹁︿略﹀︒﹂そういって︑すみれをベッ

略﹀︒﹂と︑少年はいって︑一方の手で花

少年に渡しながらいいました︒ズ略﹀︒﹂

略﹀︒﹂ と ︑ 医 者 は い い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

略﹀︒﹂と︑医者はいいました︒少年は病

者は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこで︑

略﹀︒﹂父親はそういってでていきました

︑看護人が小声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

︒父親はチチロにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

﹂とだけ︑やっといいました︒﹁︿略﹀︒﹂

ほおずりしてからいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂男はそういって︑少年の方へと

がて︑﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえました

うど︑少年がそういうはかない希望をも

んで︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました︒

た︑なにかものをいおうとでもしている

まったくだめだといわんばかりに頭をふ

ったように思うといいました︒夕がた︑

そうして︑なにかいおうとでもするよう

が︑ほかになにといってすることもでき

考えてから︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂

〉。

した︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑母のそばへか

なきぞ悲しき﹂という古歌に︑少女の思

書物

ガラス

︑ペスタロッチという人でした︒

母は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

たべてしまったということです︒

︒人形はものをいわないが︑そのかわ

十二4511園あるとも︒いまいった文樂は手でつか

十二454園

十二557 いい傳えられたというだけのもののほう

十二484囹 平やわがままをいわないからね︒﹂﹁︿

十二568

十二562 きのこしておくということは︑ただおも

十二559 いるだけで︑そういう人たちのなくなる

vひとりごとをいいながら文雄が︑そ
ら︑ピッピッという音がしました︒は

二

ひとりが︑書物というものはなにかすぼ

醸秀癖騨競終藍碧暫暫饗1聚璽聖蹟lll

十二582

もうあとわずかというところで︑日はは

の家の田植えだというので︑里のおとめ

に︑神山︑本山という二つの山がある︒

九十九の石だ

島原にみそ五郎という大きな男がいた︒

ゆじま

ある湯島であるという︒

もとやま
かみやま

十二5910

に︑家具の岩屋というのがある︒昔︑あ

十二574

声をあげているといっても︑いいすぎで

十二607

つた︒それからというものは︑いり用の

十二572

父がまえからそういうときのことを考え
︒ふたりのまごというのは︑父母にとつ

十二617

いる文雄さんがいってましたよ︒どう

んは︑二つ︑満でいえば一年三ヶ月で︑

十二619

はちろう

と

十和田湖

わ だ こ

十

うがいま一だんというところで︑いちば

るへんなことばをいっています︒わたし

いた︒名を八郎といった︒ある日のこと

くれなくなったという︒

をくわせてやるというのであった︒おに

にはいっているというように︑すこしも

十二628

十二625

十二5810

えて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑民ちゃんに持

いて︑﹁人形﹂という字をつづりながら

手に︑﹁人形﹂という文字をつづられま
︑指さきで人形という字をつづってみせ

んは︑そのことをいうのでしょう︒﹁︿二

って︑﹁︿略﹀︒﹂というのでした︒おとな

十二811

十二8011 には︑﹁︿略﹀︒﹂という色があらわれてい

十二808

十二807園

十二786

十二709

十二702

している父にこういわれたら︑バケツか

十二875 父が︑﹁︿略﹀︒﹂という︒庭で植え木の手

は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁いうまでもなく︑日本

語で︑﹁︿略V︒﹂といいました︒私は︑い

いるのがすきだというし︑家もせまいの

の近くに︑曾良という人が住んでいまし

そ ら

十二6311田湖のおこりだということである︒七

とりのぞかれたという満足を覚えたばか

十二876

vわたしはそういいながら︑このごろ

は早く︑﹁水﹂という字を書いてくださ

には︑相手の人のいっていることばをよ

でも︑相手の人のいうことばのわけをよ

わる︒﹁︿略﹀︒﹂という簡盟・なことばでも

している父にこういわれたら︑手おけに

いました︒日本という國をみたこともな

に﹁ジャパン﹂ということばに力をいれ

る心のはたらきといったようなあるふし

をあけた父にこういわれたら︑水さしに
十二884

十二8710

十二886
十二8812

一に﹁ことば﹂というものをわからせる
﹁人形つかいといわれる人がいて︑も

本には︑文樂といって︑りっぱな人形

な文章が書けるということは︑なんとす

ヘレン・ケラーというアメリカの女の人

十二878

んはうれしそうにいって︑その包みをと

きると︑だれかがいったことを思いだし

兄は氣のどくだといって︑いつもえんり

しまばら

も︑ピッピッという音がする︒みんな

〉。

〉。
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どかなとき︑こういうしずかな午前にあ

のを科学的知識という︒深い︑正しい知

との関係についていうと︑おしべのかふ

の中がみだれるといったり︑でんせん主

星が出たからだといったり︑あるいは︑

不幸があるなどといった︒今日でも︑ま

いとかわるいとかいい︑名まえの字画を
︒しかし︑よいといった方角へ移って困

みたらどうか︑ということでありました

まえがくれるといった材木を︑さあ早

ちは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれにせまり

園

﹁ありがとう﹂というあいさつにしても

のあいさっとしていうときとでは︑いい

ら︑ただ口さきでいうだけのことになる

食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

るその人の面影ということもできよう︒

v太郎が︑こういう短い文を書いた︒

たろう

ても︑﹁︿略﹀︒﹂といい︑﹁遠足﹂という

はまらぬことは︑いうまでもない︒日本

あれば︑わるいといった方角へこして︑

ずるのを︑迷信という︒一つのことと他

思われます︒こういううぶな考えかたが
ていて動かないという︑いわゆる天動説
る星の一つだ︑ということもわかりまし
のコペルニクスという人です︒しばらく
ツ人でケプラーという人が出ました︒こ
の空に

したりして︑そういう星一これをわく
一これをわく星といいますが

にいるものだ︑ということを発見しまし
まれたガリレオという学者がありました
︑コペルニクスのいったとおり︑天は動

一書夜に一ど

した︒地は動くといっても︑それは一種

地球が動くのだということを︑明らかに
目ません︒自轄といって︑

てはならない︑といいました︒ガリレオ

す︒また︑公轄といって︑自学をしなが

いてはならぬといわれました︒ガリレ
やまりであったということにして︑ゆる
てしまったのかというと︑そんなことは
す︒世界の樂園といわれるこの國も︑千

−

t＾

父に︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わかいダ

＼ノ

さまたげになるという︑植物学上の事実

＼ノ

いる︒ホートンというのは︑小路のこと

よ

んでいる︒遊ぶといっても︑べつに︑お

曾

ちゆうごく

つたり︑せりふをいったり︑はやしをい

とか︑西遊記とかいった︑中國のむかし

さいゆうき

ヤン︑ジャッ﹂というように聞える︒こ

粘

．．

二「．

んなが﹁遠足﹂という同じ文題で書いて
いい︑﹁遠足﹂ということばは︑だれに
おお

﹂﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして︑
とうきよう

リカのモールスという学者が︑東京の大

ようもん式土器といいます︒形も︑かめ
︑やよい式土器というのがあります︒そ

︑やよい式土器という名まえがつけられ

す︒夢殿の観音といって︑いまでも︑多

人形は︑はにわといって古代人のはかか
びょうどういん

作られた平等院という建物の中にある名

いているからだといわれていますが︑屋

す︒ほうおう堂という名まえは︑屋根の

にも︑ほうおうという鳥の美しいすがた
とばそうじよう

ったのは運慶だといわれています︒ふた

うんけい

れは︑鳥羽僧正という人がかいた動物絵

物語はイソップという人が書いたお話で

なです︒まき絵というのは︑うるしをぬ
ほくさい
︒この絵
は北斎という江戸時代の人のか

ヘルアナトミアという人体のことを繕い

もので︑浮世絵といいます︒この浮世絵

れは︑民主主義ということばをほんとう
ことばを生かすということは︑身に行う

とホルスタインという︑作物のよくでき

vこんなことをいって通る︒アイスク

ひびくが︑なんといっても︑いちばん耳

〉。

，＾

，

美しさは︑なんといったらよかろう︒と

よ

れる︒文字の國といわれるのも︑いわれ

よ

⁝じらさないでいって⁝⁝え︑おとう

｛

は︑ぜいたくというもんだ︒それに︑

よ

ばいではないかというと︑そうではなく
︑あいてがなにかいっているわけです︒

．一

、馳

斎くんのことばをいい︑そうして︑三郎

ません︒あいてのいうことを聞いて︑そ

D一

のラファエルという画家のかいたもの

1．

すと︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一まいの絵を

た︒﹁︿略﹀︒﹂そういって︑喜んでむかえ

さんがマリアだということは︑すぐにわ

るマドンナ﹄といわれています︒これ

＿

■

一

1

たいにちがうといってもいいなQ﹂﹁︿

＼／

のフロレンスという町の絵画館にかざ

ユ

は︑ウルビノというところで生まれ︑

、

ンジェロだのという天才の集まってい

1

そこにかいたという小さな絵だが︑じ

．あ馳噛

そういいながら︑目を細く

、

あさんの喜びという心持が︑よく出て

、

云

とは︑身に行うということです︒こうし

18171716161615151515141414141414141413131311101010101099987

910863193211211976532113121177421211687

國の建てなおしという大事業をなしとげ

1065118756241107745793121269522795988
囹 圏園園学園
丁零
園園
54

謝の心持をこめていうときと︑ただとお

6765587855197531141931021212995108765
ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ

お
すたさ
郎ま ば
れ美ひ話つとヤんいさ父ち み
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んんにエウロにズ略マドフの。てはぜら文はがん 西まジるホげズズがど
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十四293

十四285園

もらいたいなどというと︑どこかにしま

︑外來語辞典というものもあるから︑

十四575

十四573

土︑はちたちだということがわかりまし

す︒﹂つるがこういったとき︑高い声で

︑養分のことをいっていらっしゃいま
十四585

略﹀︒﹂水が続いていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

十四583園丁ですよ︒そういうことを考えてみた

十四581囹

十四577囹かってなことをいっていましたね︒あ

ことでした︒そういうちっぽけな考えで

かったのだろうという人もありますが︑

れはけっしてそういうものではありませ

十四2910

十四294
十四314

＋三5812お
﹂じさんはそういって︑同じひきだし
十三593囹のマドンナ﹄といわれている︒これは
十三597園じさん︒なんていうか︑ただのおかあ
十三598囹のおかあさんという感じが︑よく出て
て馬うまさからいうと︑ラファエルの
＋三6012園

いたずらなはちがいいました︒又略﹀︒﹂

がってなことはいいませんよ︒あなた

ぼくのものだといってもいいのです︒

十四599

十四602囹

って生きているといってもいいすぎでは

には︑﹁︿略﹀︒﹂という人があるかもしれ

系は︑ぎんが系といわれる星の大きな集

十四605囹

十四3211

十四322

十四334

︒このぎんが系というのは︑地球をとり

それというのも︑ブイリップ

十四337

よそ二十億光年ということです︒二十億

ると︑うちゅうというものは︑どこまで

十 四 5 5 るのです︒

十三613園ろうね︒なんといっても︑二十二か三

十四343

し︑それだからといって︑すこしもかな

十四631います︒これは︑いうまでもなく︑熱い
十四642ので︑もし︑そういうしんがなかったら
十四643やすくできないということが︑学者の研

十四616園 せんね︒公平にいって︑みんなのもの
十四6111︑土や︑水などがいいました︒花も︑亡

ばらくして︑根がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

＋四512市役所のガス係という職についたとき︑
十四τ7團 が︑おこったというにすぎないのです

十四347

十四6011

十四88国 いらっしゃるということです︒なにも
十四92團 いる︑なぜかといえば︑妹にしても︑
十四353

ばらしいものだということができるでし

えば︑人間の力というものは︑うちゅう

の世界の全部かというと︑なかなかそう

われるだろうということでしたが︑も
十四1111團

十四358

十四357

＋四7112ができます︒そういう部分からは︑ひえ

ている人は︑どういう人かわかりません

つた中で︑なんというおちついた︑また

十四4710

十四472

十四359 を︒まあ︑なんというしずけさでしょう 十四648たあとには︑いまいった︑ちりのような
十四3510 でしょう︒なんという美しさでしょう︒ 十四673くあります︒そういうときに︑よく氣を
十四3510 でしょう︒なんというおごそかなすがた 十四682くなります︒そういう地方のまわりに︑
十四3610 ら︑星をつかめといわれ︑そのことばに 十四689 ロとか八キロとかいうのですから︑そう
十四3611 い感動を受けたということです︒夫人は 十四689 のですから︑そういう︑いろいろなかわ
十四377 ︑なんであるかということも︑しぜんに 十四691 できかたは︑いまいったようなばあいば
十四4411 で︑ローマン号という小さな汽船が︑十 十四695にたものであるという一つの例に︑らい
十四714 ︒だいたい︑そういうふうなじゅんかん

十四3311

る︑なにかそういったものがご入用の
十四1611国

十四126團つかっているというのが教えてくれた
十四152團子どもがあるということをお考えにな
十四186うに︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑窓か
十四189んが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒これを聞いて
十四191園本語で︑なんといっていたんでしょう
十四211略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんながおど
十四215か︑﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお
十四226さもふしぎそうにいうと︑先生は︑﹁︿略
十四241園ンボジア語だといわれている︒そのほ
＋四2412 に︑﹁ラジオ﹂ということばがはいり︑

十四748流れがおこるかというようなことにも関

十四743が︑どうなるかということは︑ただ︑茶

＋四7310がなんであるかということは︑まだ︑あ

の歌を歌った人というべきです︒さて︑

十四754 のです︒とつ風というものがそれです︒

十四729 のために︑さきにいったようなもようが
十四4911

に︑﹃︿略﹀︒﹄という話しあいをやって

十四774木もと竹うら﹂ということわざを教えて

いた︑またなんというほがらかな人だろ

十四516囹

ち花のものだということはうたがいあ

十四4711

十四531囹

どは︑葉さん︑いってごらんなさい︒

いものなら︑こういう美しい歌に送られ

十四251 に︑﹁タバコ﹂ということばが︑傳えら
十四252が︑傳えられたということがわかった︒
十四254よになっているということは︑あたりま
十四258んじよう﹂などというお話が︑つくれそ
十四269とか︑ソナタとかいうことばは︑西洋音

十四532園

十四483

十四2611工作の時間によくいう︑デッサンとか︑

木もと竹うら﹂という簡軍なことを︑知
＋四7910

＋四2612とか︑バックとかいうことばも︑西洋の

つるは︑しずかにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂

十四537囹実になったかということは︑こぞんじ 十四778から割るがいいという教えでした︒私は
十四559

十四刀1 わってきたのだということが想像される
︿略﹀︒﹄などというときの漢語は︑た
十四275囹

89
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十四858紙﹂とは︑うまくいったものだ︒このよ

十四853ることができるというのである︒﹁︿略﹀

＋四8310 である︒﹁雪﹂というのは︑雪の景色を

十四802ると︑なん百年という前からつくられて
十四832 一つは﹁宇高﹂というのであり︑もう一
十四833う一つは﹁雪﹂というのであった︒﹁雪

十四7911 ︑﹁二二が四﹂という算数の九九と︑に

十五451さんがね一﹂といって︑すすめられた

十五4411園
私は八白ンスというものですが︑じつ

十五411ーマ字は︑まえにいったように︑その大
十五416 つた︒ローマ字といわれるのもそのため

十五385みかたを﹁一日﹂といい︑日本のことばに
十五386る読みかたを訓という︒それで︑たいて
十五399 ﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

＋五3712
海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中國

＋五7610日本語の一つだといわれた︒ 五 その

十五758 つを傳えてくれといいながら︑自動車の

＋五7412
平和︑人間平等という理念が︑ここから

十五746とから生まれたというだけのことで︑そ

＋五7112んは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑私をひきよせ

＋五4710 ﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはいつ

十五478ん主は︑お庭焼といって︑自分の家でつ

十五857囹

十五852囹

ヤッキャッ﹄といっている︒わらいこ

さとうがしを︒いってみれば︑すばら

十五798分の國を愛するということを学んでいる

十五795ると信じます︒といいますのは︑私は︑

しまうよ︒人というものは︑自分のし

そうによぼうというのだろう︒それを

十五4911
買うことがあるということを聞いて︑作

十五861園

にも知らないという幸福﹄で︑みんな

十五4711んすぐれていたという︒このお庭焼のた

十五747れねばならないという理由はすこしもな

十五736士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくりひ

十五721 ﹁新島嚢之墓﹂という五つの文字をきざ

にいじまゆずるのはか

＋四8810いものは︑なんといっても︑春さきの雪
十四9111のつめたいことといったらなかった︒自

十四923おみそかの晩だというのに︑その子は︑
十四952た︒まあ︑なんといううれしいことだう
十四968と︑まあ︑なんというふしぎなことだう
十四醜5 とき︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒けれども︑そ

十五63圃くらみどり子にいうさようなら 家を

十五867園

以上にねむるという幸福﹄でね︑ふた

んにもしないという幸福﹄と︑﹃必要

もわからないという幸福﹄は︑こうも
十五884園

十五881園

十五884囹

十五882園

十五929園

ですから︒そういうわけで︑あれにう

十五5311トになにごとかをいいながらうたせてい

十五鵬7園

︒なにが幸福といって︑これほどの幸

も︑それを妹にいってはいけません︒

十五513 ヤパンタイムスという新聞も発行した︒
十五513た︒しかしなんといっても︑日本の古い
十五514術止立史十二巻という大作を著わした︒
十五543きた私は︑なんというしあわせ者であろ
十五547園ルダン博士からいってきている日本の

十五柳7囹

いのさ︒人間というものは︑目を閉じ

十五193 ︑ユングフラウという美しい山がありま
十五231わしが︑サアッという羽音をたてて︑空
十五232ます︒﹁︿略﹀︒﹂という声をたてて︑みん

＋五5511園
きで︑鹿鳴館というクラブがあり︑お

十五柵2囹

ってから︑どういうように私を歪なけ

＋五3610︒﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

十五373 か︑﹁すえ﹂とかいう考えを表わすこと

︑だれが行けといった︒そこでなにを

十五932囹︺まいきなことをいうな︒なにかおまえ

チルは︑﹁光﹂のいうように︑ダイヤモ

︒﹂いぬぶつぶついいながら︑テーブル

十五983園子どもの幸福というものは︑地の上で

十五944

んは﹁
︑︿略﹀︒﹂といって私をかわいがっ

十五934
十五612

した﹁
︒︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはお

の︒まず第一にいわなければならない

十五627

たる

十五価11園

十五569囹生第一号とでもいおうか︑私がはじめ
十五579園らはアメリカといって︑たがいに向か
十五583囹日本語の先生というわけだが︑かれこ
＋五5810ある 新島裏という名を耳にした私は

ろくめい

十五2711上で﹁︿略﹀︒﹂といっている人々の目に

十五272 めに﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませ

十五628囹の︑おばさんにいってごらん︒﹂小さ

十五麗5圓

がついた︒あれもいいたい︑これもいい

十五価1園

いいたい︑これもいいたいと思った︒読

チロー︒來いというのに聞えないのか

＋五6212囹
くのはいやだといっているのですよ︒

十五梱5

十五9210囹

十五281き︑鳥はサアッという羽音をさせたかと
十五322から︑ガヤガヤという人声が聞えてきま
十五328 いに﹁︿略﹀︒﹂という鉄ぼうの音がした
十五337それはいまここでいうまでもありません
十五357たものが︑文字というものの起りとなつ
十五362 のようになったといわれている︒ 漢字
十五364字 漢字は︑いまいったように︑はじめ

十五658樽で目についたといって︑車のついたみ
十五681 ︑これでたたけというように︑しゅもく

十五梱5

十五367でたとえば︑数という形のないものを表
十五368 うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすのに

十五6811だろうに一﹂といいながら︑ 主なき書
十五697とっていられたという大きなつくえの上
十五714なったら
﹂といって︑おばさんは声

十五374 ﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれである︒
＋五3710 ︑﹁シ・ハン﹂という音をしめしたりし

いえ
いえ．
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﹇家﹈︵名︶m

いえ

家

一253 たねまきする人︑いえをたてる人︑さ

いえ

かなをとる人︑
三792 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を
こしらえています︒

三962 にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑
ちかい家も︑かくことができます︒

三槻10 そのうつくしさはたとえようもなく︑
家の すみずみまで 光りかがやくほどなので︑

﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒

三柵9 まいにちまいばんあつまってきて︑お
じいさんの家のまわりをとりまきました︒

三重4家にはいってごらんになると︑光の中
弓矢を

にきれいなおひめさまがすわっています︒
三川9 おじいさんの 家の まわりは︑

うらしまは︑父や母のことを思いだし

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

四粥4
て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒
五205 なしの花のきれいにさいている家に︑はい
りました︒

五207 私は︑その家のげんかんにおかれました︒
げんかんにむかえにでました︒

おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたって

みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

いました︒

五6910

五773

いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

家がたっていました︒

五846

かみて半分はありのいえの中︑しもて半分

の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

六261

それから︑三人はわかれて︑それぞれ家へ

はそとになっています︒

六555

一ばん遠くから通っている子どもの名や家

帰りました︒

六693

それは︑ここから百メートルもはなれてい

の場所も書きました︒

六柵10
六餌2園

︵三︶

向こうの家のせんたく物もみえますよ︒

る︑向こうの家の屋根であった︒

七218

家をでるとき︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と

きしもとくんの家︒

七357

家と家とのあいだに︑

家と家とのあいだに︑ほそ長く光っていま

うけあって︑さぶろうをつれてきたのでした︒

七565
す︒

七565

私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す
きな︑安心なところはないというように

五227 いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑ 八93

八5010

﹁幸福﹂が︑いろいろな家へたずねていき
どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をたずねて
いぬのかってある家がありました︒

いきますと︑いぬのかってある家がありました︒

八509

えてくれるにちがいありません︒

八499

ました︒

八498

ら︑毎日なにかかわったことをしでかしては︑

五551 食事をすませてから︑またちょっと︑家の 八108 小さな家で︑小さなかっこうをしていなが
まえにでてみました︒

五654 ふたりは︑ふるい小さな家に住んでいまし
た︒

五6811園 もう一ど金のさかなのところへいって︑
家をもらっておいで︒

五695園 うちのおばあさんは︑家がほしいという
のです︒

五698園 家はちゃんとできていますから︒

した︒

八5010

その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が立ちま

ませんから︑

八511 そこの家の人は︑﹁幸福﹂がきたとは知り

八512 まずしいこじきのようなものが家のまえに

いるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八517 ﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をピ

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

シャンとしめてしまいました︒

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518

こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ

て立ちました︒

八5111

八521 そこの家の人も︑﹁幸福﹂がきたとは知ら

なかったとみえて︑

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふかいため

をしかめて︑
八529

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用

息をつきました︒

八534

﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ

心ぶかい声をだして鳴きました︒

こんどは︑うさぎのかってある家のまえへ

うむりました︒

八536
八537

そこの家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らな

そこの家の人がでてみると︑

いって立ちました︒
八5311

八542

﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ

いようでしたが︑

かりました︒

八553

それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を

わけておいていきました︒

八556

九208 さいわいなことに︑そのとき︑あいていた
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いえ，一いえ．

家が﹈けんあったので︑

九209 協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ
たちのためにぐあいよく．つくりなおしました︒

九241 むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく
るといわれています︒

九242 ことしある家ののき下で巣をつくったつば
めは︑

いのでしょう︒

九2410 あの家ののき下につくった古巣がなつかし

九258 自分の家へいそいそと帰ってきたつばめを
むかえる人の心は ︑

九325国ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある
森の中の小さな農家ですが︑
方に美しい湖がみえます︒

九327囲家のまえをちょっとでると︑はるか下の

は十五六分ほど登るのですが︑

九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から

の家にも︑二本や三本はあります︒

九431国 こちらはかきの木の多いところで︑どこ
九4510團 兄は︑大きくなって農業をするために︑
いま知りあいの家でみならいをしています︒

す︒

九767 みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま
十144 フランスのいなかによくみかける︑赤いか
わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒
十238 窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒

十239 新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ
いさん︒

十256 坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に
帰ってくる︒

十308家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄
や姉の手助けとなりたいと思います︒

父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

家から十二三分ばかり歩いたところに︑廣

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十338

十477

妹は︑︿略﹀︑よその家の門の中へ︑はいつ

家からでてしばらくいくと︑

い草原があるので︑

十528

十501
ていこうとします︒

だから︑金次郎は︑子どものときから︑

さかわ川のていぼう工事があって︑どの

家の手つだいをしてよく働きました︒

十一205

十一211

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

﹁おまえが学問のちゅうとで家に帰っ

ので︑学校から家へもどってきました︒

十二95園

てくるのは︑ちょうど︑織物をちゅうとでたち切

せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ

るのと同じことです︒﹂といいました︒

て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

十二232

十一一5410 舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

きょうは長者の家の田植えだというので︑

を作っておく︒

十二599

そら

深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という

ばしょう

家にはひとりの母がある︒

ふかがわ

十二636

十二702

芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

人が住んでいました︒

十四926

あなたがたの家に︑写眞帳があるでしょ

その写耳鼻をひろげてみると︑あなたが

どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて

いまどこの家でも着けんぶんも︑三げ

私は︑なにか大きな樂しみをもったよう

ある家の︑かぼちゃのとりいれまつりの

思いきって︑その屋根うらの家へ帰るこ

晩のことでした︒

十四512

な氣持になって︑家に帰ってきた︒

十四287

んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒

十三415囹

て家にもどって行ったりする︒

十三347

ているので︑

十三268

だされるでしょう︒

たの家の昔からいままでのことがさまざまに思い

十一一967

う︒

十二963

に家をかりて住むことにしました︒

十一一7010 家もせまいので︑自分は︑その近所に別

だというし︑家もせまいので︑

毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを 十二709

て働くことになりました︒
十一2112

家から家へやってきます︒

たいこをたたいて︑家から家へやってき

たたいてわらじを作ることにしました︒

十一276
ます︒

十一276

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑
金次郎は︑︿略﹀︑もとの自分の家に帰り︑

もとの自分の家に帰り︑

十一2912
十一301

村の人たちに助けられて︑みんな︑ぬれ

北海道の家には︑うしが四頭いた︒

一家をふたたびおこすことができました︒

十一612

十一476

母親は︑︿略﹀︑自分はちのみ子もあって︑

ねずみのようになって家に帰った︒
十一6411

家をあけることができないので︑

すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

十一846園晩には家に着けるから︒
十二66

くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑
ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

十二83

十二84母親がなつかしくなり︑会いたくなった

いえ一いえる
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ともできなかった ︒

十四943 女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし
た︑身をかくす場所を見つけた︒

十五64図圃家を出て手をひかれたるまつりかな

いえ

︵感︶

6

いえ

三564圃いえいえ︑それはなりません︒
三564圏いえいえ︑それはなりません︒
三567圃いえいえ︑それもなりません︒
三567囲いえいえ︑それもなりません︒
三573圃いえいえ︑それもなりません︒

いえいえ︑だめです︒

﹁二﹂は︑︿略﹀︑ナニヌネノという一ぎょうの中

夜になって天の川をみると︑なんともいえ

﹁ム﹂がいえなかった︒

にはいっている音ばかりではないか︒

八361

六擢2

かしこいものたちがものをいっていると

ない大きなふかい感じにうたれます︒

八805園

十五102圃 月が出る山の家にうしをつないだ木

十五112画意人の家にさえずるすずめガラス戸の

家々みなまくらなり
ホートンに面した家々の門には︑﹁れん﹂

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

が書かれてある︒

十三349

十四935

ろとかなしげに通って行きながら︑

九665囹

︽ーエ・ーエル︾

がんたちには︑この風がなんともいえ
たとえ動いても︑それだけでは命があると

飛行機なら︑ちゃんと︑ピコーキといえ
なぜはながつまるといえなくなることばと︑

はながつまってもいえることばとがあるの
弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑

十五梱9

そんなわずかな金がないということはい

﹁︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらといえる

なんだか氣まりがわるくて︑そういえ

少年は︑もっとなにかききたかったが︑

民ちゃんは︑まだ︑うんこもしっこもい

早く︑いえるようにしてやりたいもので

自分の生まれたところは︑なんともいえ

黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

このかぼちゃは︑だれのものとも︑簡

それはなんともいえない︑せつない氣持

盟Tにはいえませんね︒

十四615園

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二m11

そのことばがわかったとはいえないことになる︒

十二8811 わけにかなわないことをすれば︑︿略﹀︑

ない暖かい感じのするものである︒

十二553

す︒

十二24！1

えません︒

十二2410

いえませんでした︒

十一7512

なかったのです︒

十一6211囹

ようになった︒

十一588

えません︒

十一2710

たとはいえない︒

十一96懸けれども︑ぼくにはなかなか︑よしき

なんともいえないかた身のせまい思いがした︒

りっぱな機械をみて︑感心するとともに︑

きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒
十354

が

九冊2図様 階上のわが電燈のきえにけりみわたす

三573間いえいえ︑それもなりません︒
外に棄て鳴け病む人のために
うえの
十五137図魍 月照らす上野の森を見つつあれば家 いえいえ ﹇家家﹈ ︵名︶3家々
さ

ゆるがして汽車ゆきかえる

十五478 佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の
家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか
を作らせていたが ︑

十五4812 職人のちんぎんや材料のお金をはらうた
そうせい

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒
れられて行っても︑思うぞんぶんにふるまった︒

いえる

はんたかはものおぼえがわるく︑そのう

﹇言﹈︵下一︶23

いえいえ︑だめです︒

六佃10

だろう︑と考えてみた︒

六研11

と考えてみた︒

はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑

六研11

るよ︒

六縦2園

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7411

ないいい氣もちでした︒

四539

え︑ものがよくいえませんでした︒

三114

い・える

九676囹

十五617 私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ いえいえ ︵感︶2 いえいえ
十五6510 朝早くからそれをガラガラとひきまわす
ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒
たまりかねた家の書生が︑︿略﹀︑くじょ

﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑

うの手紙を京都へ送ったりした︒

十五6511

十五686

おもわずとびこんだ私をだきしめた︒

十五7210 自動車は︑やがてこう外のすばらしい家
のげんかんに横づけになった︒

十五739 博士の家族たちは暑さをどこかにさけて︑
家の中はがらんとしていた︒

町や︑家や森や︑山をながめたり︑

十五796 私は︑︿略﹀お國を親しくおたずねして︑

十五M7園あしたまた︑あの小さな家に帰って︑
私がぼろぼろの着物を着ていても︑わかるだろう
ね︒

十五掴12園小さな家に帰るのですよ︒
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イエンヌーいき

︹地名︺一

であった︒

イエンヌ

イエンヌ

十102 ポンナフという石の橋があって︑イエンヌ
﹇毬﹈︵名︶1

いが

という川が︑その下を流れていました︒
いが

十91 あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし
意外

たくりの実の落ちるころでしたから︒
﹇意外﹈︵形状︶2

十五598囹 おや︑これはまた意外だ︒

いがい

いかが

﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

﹇如何﹈︵副︶5

十五769

いかが

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑じゃがいもか牧草

しかし︑このおじょうさんくらい︑この

を植えることにありますが︑

十四498

いかだ

漢字の長所をいかして︑かなに漢字をて

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒

十五404
﹇筏﹈︵名︶1

きとうにまぜるのが︑

いかだ

長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か
いかに

いかにして︑高運をもとどおりにするか︑

﹇如何﹈︵副︶2

ら運んでくるのもみえる︒

十一48
いかに

十三182

いかに目ざとき人とても︑声の行

それが︑ときにはいかにもはっきりとし

くつづいている︒

十一808

冬の日には︑いかにもさむざむとした氣

ましたので︑

持をおこさせる︒

十三336

十三579圓そのマリアは︑たいへん美しくて︑い

いかにも︑おかあさんの喜びという心

かにもおかあさんらしいと思うのです︒

へびも︑いきがくるしくなつ

息5ためいき︒ひとい

いかにもうまそうだなあ︒

いかにも大きな木で︑それが美しくかざ

持が︑よく出ているね︒

十三5710園
十四9712
られていた︒

十五848園

﹇行﹈畢ヴェニスいき

くえの見えんやは︒

十五52図魍

さすがの
し

しものあさ︑白いいき︒

雪だるまは動きもしないし︑息もしてい

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

六788園

ごろうは︑息をすることも自分の力ではな

けれども︑息はするでしょう︒

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六796園息と同じように︑あなたがねむっている

六792愚息ばかりではありませんよ︒

いことをきいて︑なるほどと思いました︒

六7811

をしないから︑命がないんだと︑

六7710

六779

ませんね︒

六776園

るから︑生きているんでしょう︒

六769囹先生︑ぼくたちは動いたり息をしたりす

四798

たので︑力をゆるめました︒

四628

﹇155 いきもっかいます︒

いき

いき

七439囹 みなさん︑いかがでしょう︒

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の
といえば︑いかにもおくびょうもののよう
黒いところは黒く︑茶色のところは茶色に
たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち

それから︑いかにも氣どつたようすで︑
いかにもざんねんだというふうに︑しばら
いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長

き・むしのいき

十一一764囹先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒

﹁︿略﹀︒﹂というのが︑いかにも弟のいい

﹇息﹈︵名︶26

九国7

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

九719

しゅすの着物のえりを開いて︑

九689

しきっているような氣がした︒

鳴らすのであるが︑いかにも雪がしんしんと降り

九127

なって︑いかにもあぶらぜみらしくなります︒

八244

にも思えましょうが︑

八99

いいかたそっくりになった︒

六m5

いかにもはなから声がでているような氣がする︒

六下6

そうなことばつきである︒

六溺3

いき

お話いたしおりま す ︒

十五614團 ちかごろ︑満ぼう先生はいかが︑毎日 いかにも ﹇如何﹈︵副︶15 いかにも
十五977園 ごきげんはいかが︑ごきげんはいかが︒
十五977園 ごきげんはいかが︑ごきげんはいかが︒

いがく ﹇医学﹈︵名︶1 医学nvオランダいがく・
せいよういがく・ドイツいがく
てしっかりしたものとなりました︒

︽ーサ・一

十二稲1 この本によって︑日本の医学は︑はじめ

生かす

いかけ屋

いかけ屋が來る︒

﹇鋳掛屋﹈︵名︶1

いかす

いったん読まれてしまうと︑︿略﹀︑その

﹇生﹈︵五 ︶ 6

十三2910

いかけや

いか・す

十一一9512

シ・ース︾

人その人の生活や経験によって生かされてくる︒
うに生かしていくよりほかに道はありません︒

十二備5 それは︑民主主義ということばをほんと
十二価6 ことばを生かすということは︑身に行う
ということです︒

十三206 これを生かすのは︑みぞをほって水をそ

いき一いきかえる
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六糊8 はなのあなから息がもれないようにして︑
﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑︿略﹀といってみた︒

十三261

敗戦のために意氣のおとろえた國民は︑

希望をとり返し︑

八㎜6

だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで

十三2812
くしごく︒

十四653

ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ

反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ

いわけです︒

十五45再呈ときいきおいにまなこすら︑その

行く末を見ざりけり︒

︵サ変︶

1

生き生きする

お写眞は︑ほんとうに生き写しで︑生

大わしはすぐにとび起きて︑︿略﹀︑おそ

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五299

こんどは両羽をあおりたて︑︿略﹀︑少年

ろしいいきおいで少年にとびかかって來ました︒

の周囲をおおい包むいきおいでせまって來ました︒

十五307

十五671

﹇行帰﹈︵名︶2

いきかえり

いき帰り

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

いつもその本を手からはなさず︑

十一2610 まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに︑

いきかえり

た︒

せんすをほうりだして︑自分も指をつっこみまし

十712 おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑

キ︾

このものすごいありさまを︿略﹀︑かな いきおいつ・︿ ﹇勢付﹈︵五︶1 いきおいづく ︽一
﹇生生﹈

牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑

十四144團

きておいでになったときそのままです︒
いきおい

ル︾

つ 五378 大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

ラ・リ・

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

いきおいよく走るきもち︒

﹇勢﹈︵名︶12

二713

たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑ いきかえ・る ﹇生返﹈︵五︶6 生き返る ︽ーッ・一

三284園あのいきおいのいいくすのきで

ぐんぐんとのびていきました︒

三223

いきおい

鳥を後へひつくり返すようにするいきお

十五2812

生き生き

クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

﹇生生﹈︵副︶4

いっそう生き生きとして︑その着物やは

どのなえも生き生きとしています︒

きとうきあがってきました︒

にぬりつぶしたら︑ただしちゃんの顔が︑生き生

六冊4

いきいき

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八163

八121 あらゆる手あてをつくしましたが︑それな いきあた・る ﹇行当﹈︵五︶1 いきあたる ︽ リ︾
り︑まもなく息をひきとりました︒
九5710 男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

あたりまでまっかになり︑

﹁ フッ﹂と息をはきました︒

九梱5 くもが︑じいっと息をころして待っている
と︑
十5011

十一81園 ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒

十三496

︽ーシ︾

いきいき・する

り生き生きと表現することができそうである︒

十四871

だの色の美しいのにおどろかされました︒

十一2711 母親と相談して︑戸をしめきって︑息を 十三562
ころして︑だれもいないふうをしていました︒

舞いのぼる︒

十一421圃 学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に
十一704 息をつくのもやっとのようでした︒

十一714 病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに
息を続けていました︒
が︑胸がせまって息もつけませんでした︒

十一827 少年は︑父親のうでの中にたおれました いきうつし ﹇生写﹈︵形状︶1 生き写し
十三47 まるで︑息をこらしてしずかにしている︑
子どもたちのむれのように︒

十四972 まるやきの鳥が︑ほかほかとあたたかい
いきをたてて︑

十五川2園 ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た

十五74図魍息白しいつまで残る明星ぞ

私たちのために︑生き返ってはたらいているので

え︑石炭の中にたくわえられていて︑いまそれが︑

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

こがねなどはいらない︒

八426囹

りしますと︑やっと生き返りました︒

五995 水をふきかけたり︑くすりをつけてやった

す︒

くったふねだもの︑いきおいのいいのがあた

冷たい水がいきおいよく流れているあい

みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ

いきおいのいいのがあたりまえさ︒

べたり︑飲んだり︑目をさましたり︑息をしたり

だに︑

十一一3612

ていきます︒

八棚4

三285囹

りまえさ︒

意氣

して︑くらしているのですもの︒
﹇意気﹈︵名︶3

十三185 習いは敗れ︑國はけずられ︑平民の意氣

いき

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十三221 そこで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑
年々古同まってきました︒
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いきかける一いきる

八864 すると︑あひるの子は生き返った︒
よりも︑とうといものが生き返りました︒

十三2511 ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物

﹇行掛 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

いきかける

︽ーケ

十三263 あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返
らせ︑

いきか・ける
ル︾

九952 そうしてさっさといきかけるが︑舞台はし
で足をとめる︒

いききする

いきつく

︽ース

︽ーイ・ーク︾

﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきなり

くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ

さぶろうをだきあげ︑

七391

九憎7
ぶは︑︿略﹀︑すいとにげていきました︒

かくれていて︑ほかの虫がひっかかると︑
﹁︿略﹀︒﹂といいながら立ちあがり︑いき

いきなりとびついてかみころすなんて︑

九幽10
十722

少年は︿略﹀︑いきなり病人のうでをつ

なり︑とこのまのりっぱなかけものをひきさきま
した︒

生きもの

たしかに︑動いたり大きくなったりして

﹇生物﹈︵名︶7

六777囹

銀色に光った︑たくさんの機械は︑生きも

雪だるまは生きものではないからね︒

ボールはたましいのこもった生きものの
舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ

は︑私たち水です︒

十四586園生きものに︑いちばんたいせつなもの

ろいろな表情をあらわします︒

りによって︑このお面は︑生きもののように︑い

十二佃11

ようになって︑はねとびました︒

十二8312

一つの生きものみたいに進んでいく︒

十一83園乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑

ののように動いていた︒

十353

いるものは︑みんな生きものだね︒

六775園

いきもの

かんで︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました︒

九9510 やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお 十一809
して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

﹇行来 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

九965 そのあいだに︑やまだがいきかける︒
いきき・する
ル︾

十347 横糸はおさによって︑右から左︑左から右
いきさつ

そのときのいきさつを知っている私には︑

﹇経緯﹈︵名︶1

へといききするのであるが︑
いきさつ
十4911

﹇ 行 着 ﹈︵五︶2

このことばの意味がよくわかります︒
いきつ・く

七477 どこまで書きたしても︑それでいいという
ところまでは︑なかなか︑いきつくものではあり
ません︒

いきなり

歩いてきた足あとをみると︑
﹇行成﹈︵副︶8

イギリス

そりゃあ︑フランスではフランスのこと

︹地名︺3

十五408

フランスではフランスのことば︑イギリ

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・

スではイギリスのことばを話すよ︒

十169園

ば︑イギリスではイギリスのことばを話すよ︒

十169囹

くびに イギリス

八574 小船にいきついて︑それにもたれて︑いま
いきなり

四627 かっちゃんは︑ いきなり へびの

とらさんは︑いきなり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑われ

かみつきました︒
六柵6

がねのような声をたてました︒
きのとらさんにとびかかりました︒

六川11 一びきのとらさんが︑いきなり︑もう一ぴ

︵上一︶
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ひとつに

なって生きて

生きる ︽ーキ・ーキル︾

︿略﹀など︑世界の大半につかわれている文字で
ある︒

い・きる ﹇生﹈

δこころにいきていることば
います︒

四136 町ぜんたいが︑

四363園そこにいなくても︑その人のことば

こうして︑まいにち︑たっしゃで生きて

が生きているということが︑わかりますか︒

どこかでだれかがめくってる︑大き

樂しむために生きているんじゃないか︒

いけるのは︑だれのおかげだろう︒

五6410園
六244園

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六486圃海

か︑生きているのか︒

六726 いったい︑あの雪だるまは︑死んでいるの

でいるとも思えない︒

六727 もちろん生きているとは思わないが︑死ん

生きているものには︑みんな命というも

んでいるのでしょうか︒

六737園雪だるまは生きているのでしょうか︑死
六742園

だいいち︑おまえが生きているんだから︑

のがありますよ︒

わかりそうなものだがな︒

六757園

先生︑ぼくたちは動いたり息をしたりす

るから︑生きているんでしょう︒

六769囹

しぜんにそなわったかしこさで︑これで

いいえ︑生きていますよ︒

生きているんでしょう︒

六773園ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑
七279囹

じょうずに生きていくのです︒

八177

九149．もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

樂のねうちが生きてくることになろう︒

いく一いく
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にかこうにか切りぬけてきましたが︑

十一234 父親の生きているあいだは︑︿略﹀︑どう

四人が生きていくにはじゅうぶんでした︒

十﹇257 そのお金は多くはありませんでしたが︑

﹇315

いくでしょう︒ 十四
この足で︑どこへ

いったでしょう︒この
この足で︑どこへ

いくんだよ︒いそいで
月さんのくにへ

いったゆめをみまし
月さんのところへ

一313
﹇396
﹇438園

十一一199園 わたしはなん年もなん年も生きていま

﹁443園

いっていらっしやい︒
いよ︒ふたりで

いきました︒しろちゃ
うちゃんのうちへ

二379園

︑となりのへやヘいこうとして︑きゆ

二372園 ︑わらいながら いってしまいました︒

ろいうにかわっていきました︒はじめは

十二4110 ケラーは︑もうサリバン先生なしには︑

二482

︑となりのへやヘいきます︒ 三のば

ニー18

生きていけません︒

︑となりのへやヘいってしまいます︒

はじめにもりへ いって︑それからた
三695園
三746 の中をあるいて いつて︑まっすぐに
三757 かげへしずんで いきました︒﹁︿略﹀︒﹂
三759園
まの光︑どこへ いったの︒﹂ピーター

いってしまったのよ︒

いくんですよ︒﹂﹁︿略

いくのかなあ︒﹂と︑

いくのです︒それから

いけ︒﹂バーバラがい

いきました︒そこへ

いきましたQそのうち

いきます︒ピーターは

いきます︒わたくしは

いくときとかえる

いきました︒なん年か
ぐんぐんとのびて

いくうちに︑花の名
した︒えをかいて

山佃2園 ︑﹁では︑つれて

三下9園 したが︑﹁どこへ

いくのはやめよう︒﹂

いくのもいやでござ

いって︑﹁︿略＞Q﹂と︑

いきました︒ある日

三201

國﹄もすぎていく︒﹂みんな﹁すぎて

いきました︒空は︑ほ
がら︑かえって

十一一478囹 でも︑生きた人間のほうがうまくやれ

ニ492
か︒

ニ509

十三432国書 生きて帰って來ました

るし︑それに便利でしょう︒

ながら︑あるいていきました︒そこへ︑

︵顔をあげて︑そのことばを味わうよう

に︑︶生きて帰っ て 來 ま し た ⁝ ⁝ ﹂

十三433

三224

いってもきれいね︒

いきましょうね︒ぼく

いくのがみえるの︒

いくことができます

いったりきたりしま

いきました︒みかどは

三描9

に天へのぼって
いったということで
ゆたかになって
いってしまいました︒
の方にまがって

三304囹︺きたいところへいって︑そこでかい
むこうのりくへいってみたいと思い

三297

三432

三413

いくから︑むこうの
えながらとんで

いって︑あそんでく

いって︑くりひろいを

いきました︒もうひ
ながら︑わたって

四289 なんだろう︒山に

三4410

四292じさんのところへ

三445園

四122 ︒となりの町と︑
四125 おいとおい町へ
四175 もって︑おふろヘ
四237国へくりひろいに
四265国さんは︑どこへ

二648囹

ニ576

たのです︒

いそいでえきい
にきました︒﹁︿略﹀︒﹂

いきません︒いつまで

一447

いくといいました︒

すからね︒

三二8 できたらおよめに

三764園日さまがつれて
さまつてどこへ
三766園
ね︑よその國へ
三768園
三776園に︑光をあげに
︑雨︑あっちへ
三798園
三811んがわまでにげて
三812て︑空をすすんで
三842 んにじもきえて
三911す︒いぬも走って
三912 たくしは︑学校へ
三㎜5 山へ竹をとりに
三梱7 りもはやく山に
三悩9園 うにもおよめに
ひとつひろっい
てっておかあさんの

いく︒﹂からす﹁あたた
﹂みんな﹁すぎて

一591

いこう︒﹂みんな﹁はや
﹁そうだ︒はやく

一532園

二649囹

ざめさせ︑光と希望と喜びとを與えることになつ

二681園

十二379 この生きた一ことが︑私のたましいを目

十四912国 自分を愛してくれる子どもたちのこと

十四86團 つらいのをがまんして生きていきます︒
を思って︑安らかに生きていてくださるのだと︑

十四144團 おとうさんのお写眞は︑︿略﹀︑生きて
人間は︑︿略﹀︑星によって生きていると

おいでになったときそのままです︒
十四3211
いってもいいすぎではありません︒

十五6810園 おじさんが生きていたら︑どんなにか
喜ぶだろうに

りてみずうみへいこうよ︒﹂といいま

なって︑﹁どこへいこうかね︒﹂とおき

十五772 生きるためにたべよ︒

三604園

いって︑いもほりの

三617園

いくと︑むこうでよ

十五槻1圓愛しあって生きていけ︒

︒みずうみを右へいけばもりへでます

四294おばさんのうちへ
三639

四317團 かさをさして

十五772 たべるために生きるな︒
︽ーカ・ー

いけばたきへでます
りへでます︒左へ

行く

三6310

いく

いきました︒﹂

いってしまいました︒

イク

四337団って︑わかれて

四334團元氣よくかけて

﹇行﹈︵五︶ 謝

ます︒﹁どちらへいこうか︒﹂おとうさ

キ・ーク・iケ・ーコ ・ ー ッ ︾

三641園

い・く

いったらいいか︑風
三665囹1が︑﹁どっちへ

四

﹇213圃 いで︑ のみちをいけば︑

みんなか

一227圏 した︒﹁のみちをいけば﹂のところは︑
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五934 かんさんは︑帰っていく子どもたちをみお
五9410囹

だもの︑ひろっていって︑かってみよう

五942 山へわらびをとりにいきました︒その帰り

ところまでとんでいくことはできまいよ

あした山へつれていって︑はなそうと五

の枝で休んだりしていきました︒﹁︿略﹀︒﹂

五9611囹
五978

五988園

︑おどろいてとんでいってしまいました︒

五992 ︑おどろいてにげていってしまいましたが
五樹1

五臓6 うからは︑どこかへいってしまいましたが

五二8園 にむこうへとんでいこうよ︒空はひろく
五佃7

どんどんおぼえていく︒﹂おとうさんの

は︑そのままとんでいってしまいました︒

五柳9 つの木の上へにげていきましたが︑かごの
五山7園

りでかみてにさっていきます︒しきしゃ﹁

きみたち︑どこへいくの︒﹂ハーモニカ

ありと
六255

六227園

で木からとびたっていきました︒

六175

六86のかげにころがっていった︒このとき︑父

四3610囹 ちにおつかいにいきました︒そのと 五173下
くは遠いところへいくんだけど︑あて着
四431園 に早くとんでいっちゃあこまるよ︒
五183たはしからしらべていって︑北の方へいく
四478 になってとんでいきましたが︑やがて 五183ていって︑北の方へいく友だちと︑南の方
四494 かのようにおちていきました︒﹁︿略﹀︒﹂
五183
友だちと︑南の方へいく友だちと︑西の方
四503 っちゃんのおちていくのを︑下からう 五184友だちと︑西の方へいく友だちと︑東の方
四516囹
って︑かついでいこう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五184友だちと︑東の方へいく友だちを︑それそ
四533 ずうみのところへいこうと話しあいま
五217ら︑出口の方へでていきました︒しかし︑
四623
おくをさがしにいきました︒しずかな 五219んよろこんで帰っていった子どもがありま
四652囹 ゆんにたすけていこう︒﹂三十ぱのが
五222のさとの︑いなかにいきました︒ひさしぶ
四658︑みえなくなっていきました︒六 こ
五272園
ころまで︑ 一日でいって帰ってきたので
四873 とうさんは︑町へいって︑まだかえら 五299園
から︑一つ持っていってあげましょう︒
四905 となりまではいていく︒学校へかよう 五305園
たへのせて持っていきました︒駅につく
四9910園﹁さあ︑あっちへいってあそぼう︒﹂子
五
4
2
2
国
︑ほっかいどうへいったことはありませ
五424團
ほんとうに︑一どいってみたいと思いま
五429團
すぐ目のまえを︑いったりきたりします
四欄1園 ども二﹁いこう︑いこう︒﹂子どもたち

四㎜1園ぼう︒﹂子ども二﹁いこう︑いこう︒﹂子

四㎜2 ︒﹂といいながら︑いってしまいます︒

五434團
ひがわへおよめにいっています︒ぼくは

六449園

ぱらぱら

おちばの︑お

からから︑か

の山の方へとんでいったんだよ︒﹂子が

六436 が空にすいこまれていく︒それをつつむよ

海つかいにいくとき︑うらの竹や

いす
五464 ぐ︑

して︑海の方へいってしまいます︒

四川8

四川1園 つくりあそんでいってくださいませ︒

六466圃

かけかけ︑どこへいく︒

るまいながらおちていくかかし︒18大す

られて︑空にきえていくかかし1点にな

︑空にすいこまれていくかかし︒10から

六368

いる︒37しずんでいくお日さまをおって

︑うかんではきえていく︒32日がくれか

六329

六431

六409
五6811囹
さかなのところへいって︑家をもらって

六467圃

きものをもって いこうとします︒ま

五702圏
さかなのところへいって︑たのんでおく

六473間すずめと

六3510

四鵬3 は︑すぐそばまでいって︑大きな声で︑

五517圏
も鳴らさず 船がいく 船がいく︒ 海
五518圃 船がいく船がいく︒ 海のはてから
五529と︑あいさつをしていく人もあります︒ま
五558囹
星をみせますよ︒いってみませんか︒﹂

しろい︒つれていってもらおうかな︒

四佃4 手をとって︑でて いきます︒みんな︑手

五5511いっしょに︑学校へいきました︒もう︑た

四価10園

四伽6圏 すいすいとんで いく︒ 空にかすん

ん天へのぼって いきます︒ 右に左

五7210圏
ぐずいわずに海へいっておいで︒﹂おじ

六523

四伽10

五761︑1 海の中へおよいでいってしまいました︒

五749園
﹁あちらへっれていけ︒﹂といいつけま

六525方へどんどん走っていきます︒けれども︑

四悩3

五791いる小川のところにいきました︒そうして

大いそぎでとんでいくでしょう︒﹂﹁︿略

五84園︒さあ︑改札口へいこう︒﹂パチン︑パ

大いそぎではなれていきます︒そうして︑

どこへいく︒

かけていく︒

四燭3圏 すいすいとんで いく︑ 空にほんの

五796 ったりして︑流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六536園

六529 が大いそぎでとんでいくようにもみえます

五166二
﹁きみは︑ ど こ へ い く の ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

や

五7911︑らくらくと流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

がずんずん動いていくのがよくわかるよ

五933ちは︑みんな帰っていきました︒りょうか

かきの秋

五68をゆっくりあるいていく ︑水車をくるくる
五71たけにも水をまいていく︒ 川はばたらく
五74ゆっくりとながれていく︒汽船や荷船がと
五78海のとおくにすてにいく︒川はだまっては

五913おくざしきにつれていきました︒﹁︿略﹀︒﹂

六538園

五168園
なたは︑どこまでいくの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

いく一いく
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二

手とい

︑自分でみつけていきましょうね︒﹂は

ら︑ねむりにおちていった︒

七277園

七109

六5310園 いると雲が動いていくし︑雲をみている 七910園 のそばからさっていった︒﹂おぼろ月が
六5310園 お月さまが動いていく︒いったいどっち 七103圏岸へ︑船をこいでいく︒渡し終ると︑ま
は木のそばへ走っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂

六544 の方にある木の下へいきました︒そうして
六548

六5411 雲はさっさと走っていきます︒よしおが大 七333園 にいちゃん︑早くいこう︒﹂兄﹁きっと︑

六674 て︑山の谷を歩いていきました︒すると︑

六667 うにお話がすすんでいくか︑樂しみではあ

六558 た︑にわの木の下へいってみました︒動か

七402

七391一

七386

七358囹

だんくわしくなっていきます︒どこまで書

高いところを渡っていくさぶろうを︑おも

ルのように送られていくうちに︑にこにこ

へは︑もう二どもいったことがあるので

六681 するするとのぼっていってしまいました︒

七475

あいだをかきわけていこうとしました︒し

このほ

六682 子ぐまはまた歩いていきました︒

七615

七613

七605

七571

七555

なそろって︑うえていく︒もやのかかった

︑どんどん︑うえていく︒みんなそろって

バタやって︑にげていった︒ひとところで

黒い雲は︑どこかへいってしまったのに︒

まわりして︑帰っていった︒よく落ちるか

たしのまえを走っていく︒紙が︑くるくる

章がみじかくなっていくことがあります︒

ちは︑コートへでていった︒たかやま先生

七655

た︒﹁︿略﹀︒﹂学校へいくとき︑雪だるまの 七507

六783園日に日にそだっていくO たとえ動かない
六806園が︑私は毎日山へいって︑鳥やけものを
六826園さ︒わたしは山へいこう︒﹂編論幼の﹁ほ
六828園つりざおを持っていくがいい︒﹂ほおり
六932園私に海のこてんへいくようにと教えてく
六948園つりばりをとっていったものはないか︒
七656

六7510

かあさんのところへいった︒天略﹀︒﹂おか
んのところへとんでいって︑ズ略﹀︒﹂とい

六M4 す︒はじめてあげにいったときに︑みんな

七682

七681

七679

七661

七657

︑文章をきりつめていくのと同じです︒や

その人の顔ににせていくやりかたでありま

きや木材をけずっていって︑だんだん︑そ

その人の顔ににせていくやりかたです︒も

もと子どもとかけていく︒もみじがまっか

ンポン船がでかけていく︒雨あがりの麦の

六醜−〇

六伽−o囹 のところへ持っていってあげるんだ︒﹂

七684

六協5

六m8

こちらからまわっていくと︑みんなはあち

七753囹

七751園

︑どこかへっれていったのにそういない

た︒さて︑どこへいったものかしら︒﹂

くる︒甲﹁どこへいったのだろうね︒﹂

六佃−〇

ンネルの中を走っていきました︒上略﹀︒﹂

六偽3園 のくるみを持っていって︑山のてっぺん
六伽6 ずんずん長くなっていきました︒﹁︿略V︒﹂

六 櫨 1 1 方へころがりこんでいきました︒﹁︿略﹀︒﹂

七791園

人

よへ︑いっしょにいってもらおう︒﹂五

のち晴

29度

朝︑いってみたら︑右から

ことと思う︒早くいってらくだをさがし

二の場面

七793囹

七933

七859園

とる︒むりにつれていく︒

六㎜1囹 うから︑どこかへいってくれたまえ︒ぼ
六欄9 向こうのやぶの方へいってしまいました︒
六燭9 ︑やぶの中をとんでいきます︒のぼりざか

七8510貰い︒あまり遠くへいかないうちに︒﹂団

七797

七71囹ないで校門をでていく子ども︑かたを組
七72囹で話しながらでていく子ども︑ならった
七74圏大きな声で歌っていく子ども︑なんども
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けさ︑いってみたら︑左がわ

︑うさぎのところへいってみたら︑暑いの

19度

雨13度朝早くいってみたら︑子うさ

晴

み

遠足でみはらし台へいった︒山のおねを曲

幸福をわけておいていきました︒ 五

ってある家のまえへいって立ちました︒﹁︿

にわとりをぬすんでいきはしないかと思つ

りのいる家のまえへいって立ちました︒そ

た︒その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が穿

いうな家をたずねていきますと︑いぬのか

いうな家へたずねていきました︒だれでも

小屋の中へはいっていきました︒中には︑

さがそうと︑歩いていきました︒ところが

た︒どんどん歩いていくと︑さびしい村に

つたこがねになっていきました︒王さまは

そって車を走らせていくと︑林の中にごて
︑そのままどこかへいってしまいました︒

︑草原をよこぎっていってしまいました︒

ってたかってひいていきますが︑あのぬけ

まのそばへ︑とんでいってとまりました︒

だの色もこくなっていきます︒虫は︑すず

それにはいあがっていきました︒地表から

りひょつくり歩いていくのは︑ほんとうに

地表に向けてほっていき︑あたりのくらく

ふかくもぐりこんでいきます︒七年の月日

かえて地の上へでていきます︒しかし︑ほ

でじょうずに生きていくのです︒虫は︑は
︑トンネルをほっていかなくてはなりませ

いかげんにすすんでいっても︑なにかの木

ぐりさぐりもぐっていきます︒そこは木の

がつたりしておりていきました︒地面にお

どころか︑向かっていこうとさえするので

1672111098864109416910739224731021345
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ういって︑どこかへいってしまった︒それ

九301圏声もなし

九223

の鳥小屋へつれていってあげるからね︒

九763 ︒先生が︑町角までいって︑待っているよ

︒この湖へつりにいくのが︑いちばんの

へたきぎをとりにいったりするので︑ま

九812園

九778 れないように歩いていきました︒平らな畑

くれていく巣をはるくものあ 九776園 ︑きょうこれからいく二つかですよ︒﹂

九322團

九356国

へたきぎをとりにいくのが︑すきではあ

︒たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家か

手わけして植えていきました︒いもなえ

ようそうでとりにいくので︑たいそうに

九907園

九906園

九897 くん︒﹂と︑つれていこうとする︒やまだ

九836

九338観しもの方へとりにいきました︒村の子ど 九822 て︑そこをのぞきにいってみると︑先生の

︑廣く深くほっていくのがいいと思いま

九332国

九361團

たかぎ﹁じゃあ︑いこう︒﹂やまだ﹁首は

たかぎくん︑いこうよ︒﹂友だち︑

をひっぱって︑﹁いこうよ︑やまだくん

まだくんをつれていけよ︒﹂六﹁うん︒﹂

︿略﹀︒﹂私はかけていって︑先生におたず

九374團

って︑ぼくは山へいくのが心しみになり

九339團

九413團

九416国なれたのと︑山へいくたびに︑めずらし 九撹8囹

九919囹

ひるの子はでかけていった︒そうして︑お

九欄2園

いこう︒﹂やまだ﹁いこう︒﹂ふたり︑な

九佃1園 うぶだよ︒さあ︑いこう︒﹂やまだ﹁いこ

ずうみへと︑とんでいった︒古同く古割くのぼ

まにどこへ渡っていったのか︑いまはも

き︑ぼくもついていったのでした︒ぼく

九二4

九449国

九4111團

九494

九鵬9 あえぎながら登っていった︒スキーの雪を
九502囹

とにかく︑もっといってみよう︒くりの

﹁東なら︑ぼくのいく方だねえ︒おかし

て︑山のスキー場へいった︒まえの日に︑

んそこまでもぐっていった︒あひるの子は

九499囹︑東の方へとんでいきましたよ︒﹂と答

九506

まあ︑もうすこしいってみよう︒きのこ

まつ林の中を通っていくとき︑だれかが︑

だ上へ上へと登っていかれたが︑三百五十

しくちゅうをとんでいく︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だ

九番1 ては上流へたどっていった︒大きな支流が

九麗5

九棚5 んだ︒みんなそこへいくと︑いま︑いしい

九m9 ぼくたちは︑登っていってはすべり︑おり

九鵬8

九鵬7 うけんめいに登っていった︒まつ林の中を

のところへとんでいこう︒私のようなみ

まあ︑もうすこしいってみよう︒ふえふ
ちろうがまたすこしいきますと︑一本のぶ
九528囹

九524囹︑南の方へとんでいきました︒﹂と答え

九518

いちろうは︑すこしいきますと︑そこはも

んもなく近づいていくのだから︑ころさ

九佃11

九佃1園もうすこし上までいこう︒﹂と︑いしい

八8910
うのほうへおよいでいった︒はくちょうは

八924んのところへ走っていって︑もらってきた
八981が︑だんだん育っていきます︒どこの田も
八棚5 いきおいよく育っていきます︒5かぶをの
八佃2 ︑花のようすをみにいきましたら︑まださ

ろうが︑またすこしいくと︑

九537園︑南の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略

九伽7 きなりとびかかっていくと︑あぶは︑言い

九伽3 んでは泉をさがしていった︒はじめの八キ

一本のくるみ 九日4たり︑ずっと上流へいってためしてみたり

九5211

九55

まあ︑もうすこしいってみよう︒りす︑

︒﹁︿略V︒﹂﹁南へいったなんておかしい

くい切って︑にげていってしまいました︒

九538園

九醜10

九539園

︒いちろうがすこしいきましたら︑谷川に

九166す︒まもなくさっていかなければならない
九167れません︒これからいこうとする遠い國の

九541

九1710
オーストラリアまでいくのがあるというこ

九703園

からも︑はがきがいったら︑どうかきて

べてしまうわけにもいきません︒﹁︿略﹀︒﹂

九鵬11黒月さんのところへいってみたいと思いま

九二4

九545 は︑その道を登っていきました︒かやの枝 九界11 うととんで︑にげていくみつばちのうしろ
九5510 は︑だんだんそばへいきましたが︑ぴっく 九桝5 だのいたみもきえていきました︒目のまえ

九1711こんなふうに渡っていきますが︑ヨーロッ

九762

ロほどある貝つかへいきました︒先生が︑

九183遠くアフリカまでもいって︑冬ごしをしま

九178ともっと南へとんでいくのです︒南洋の島

九1610
ろそろ日本をさっていき︑十一月のはじめ

九伽8 して︑すいとにげていきました︒おまけに

八鵬2 んだん黄色くなっていきます︒ 9月29日
︑五色と数をましていけば︑その感じはま

九516園

九514囹︑西の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略

を︑上の方へ登っていきました︒すきとお

んだん小さくなっていった︒あひるの子は

名も︑どこへとんでいったのかということ

九501園

︒高く高くのぼっていった︒あひるの子は

439111544
園園

84
84
84
85
85
89
89

てヴェニスへとんでいきました︒それでも

水のところへおりていった︒さっと水の中

3 10 9
園

八678たひなたちが通っていくと︑ 一わの鳥が︑
八722 ︑またさきへとんでいった︒こうして︑大
八753ピシャと︑どこかへいってしまった︒﹁︿略
八765早くぬま地をにげていった︒田や野原をこ
八766て︑どんどん走っていった︒ ︵三︶ くれ
八777こから中へはいっていった︒中には︑おば
八815園
へもぐってそこへいくと︑それはさっぱ

八 八 八
67 65 64
ノ、ノ叉ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天

いく
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九御3園月さんのところへいきたいと思います︒
第三と母貝を開いていくと︑どれにも眞珠
＋4412

巻貝をどんどんみていった︒すると︑五つ
＋4310

十一98園 ︒きっと遠くへいくんだろう︒﹂﹁︿略

十一97園︒あれはどこへいく船だろう︒﹂﹁︿略

二

めいめ

おをひいて消えていく︒ああ︑われわれ

先生が

おかあさま

唱歌

ら遠い空へにげていった︒

た毛も遠くとんでいく︒

︑朝早く工事場へいきました︒たくさん

なわれて︑のびていく命のわか葉︒わた

十一1512

十一222

十一255

おきて︑遠い山へいって︑しばをかった

十一243囹︑わたしが山へいって木を切ってきて

十一183

十一1410

十一135

た毛が遠くとんでいく日だ︒あげはのち

そんなら︑今夜いって︑返してもらっ

iトの方へかけていった︒

︑その晩のうちにいって︑子どもをつれ

十﹁118

十一247園

十一124

十478 ので︑そこへっれていこうと思ったのです
十481すが︑妹にはそうはいきませんでした︒四
十486ようにして︑つれていきました︒ためしに
モット
イコウーアカチャン
十493園ン
十497園タイカラモッテイッテアゲルノヨ
十499囹ガアドコヘイッタノーイコゥー
イコウ
アッポ国
十499囹コヘイッタノ
十501家からでてしばらくいくと︑道のまん中に
十525じめました︒五六歩いったかと思うと︑よ
十529門の中へ︑はいっていこうとします︒その

十一2411

十一111園しい方へつれていくのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

九柵4囹 あさんをさがしにいきたいのか︑ちょう
九柵11圏 さあ︑早くとんでいくがいい︒﹂ちょう

九柵4 白ばらの花がとんでいくように︒くもは︑
九期5 に︒くもは︑とんでいくちょうちょをみ送
面頬1 たまま︑空をとんでいきました︒くもは︑
九柵2園 のところへとんでいったあの白いちょう

十5310のそりと︑どこかへいくところでした︒あ

が︑四人が生きていくにはじゅうぶんで

まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに

でしたが︑そこへいってからは︑いよい

かりて︑かわらへいって︑あき地にまい

うしても北海道へいこうと思う︒北海道

きます︒北海道へいって︑じゃがいもを

青い空にはか

十一491

がいもをつくりにいこう︒おかあさんを

を黄色にそめていく︒

十一288

十一2610

もりっぱになっていきました︒金次郎は

十一257

十一2812

十一251！

十541した︒妹は︑そこへいって︑水おけのふち
ガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂は︑そのこ
十544囹
ます︒自分で︑﹁イコウ﹂ときめてある
十546囹
十563 いで新しく成長していくように︑私も︑こ
十565 い世界にふみだしていこうと思います︒
十568間にふくろうをみにいきました︒そうした

十一299

ところをふやしていったりするうちに︑
まり木の下におりていってしまいました︒
＋5610

十一503

とまらずに走っていってしまう︒やっと

っしょに北海道へいきます︒北海道へい

十一504

十一316圃

十597 べてから︑山の方へいって︑たくさん取っ
十612 ︑たけのこのそばにいって︑せいくらべを
十662事で︑となり村までいかなければなりませ
十研5 自分たちも︑そっといってみようというこ

十﹇521

十一4811

おいて︑あっちへいこう︒ぐずぐずして

みたいに進んでいく︒これこそ︑いち
︑きみについていきさえずれば︑だい

みだれずこいでいくと︑乗り組んでい

い方向に進んでいく︒ぼく︑これがう

げをひいて通っていくのがみえるし︑川

十一6710

十一672

十一652

十一6310

十一636

十︻529

はずれまで歩いていきました︒そうして

のところへっれていくようにといいまし

の門ばんのまえへいって︑一通の手紙を

の中をつき進んでいく︒一停留所ごとに

その後からついていきながら︑おどおど

がしにフランスへいったのですが︑数日

きな船が通っていくよ︒あれはどこへ

それを︑口に持っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂

9988741110
733275 そ囹
梨園三園園

十73 フランスのいなかへいったときは︑子ども
十75 ︑めったに日本人もいかないのです︒日本
十77 おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに
十78足ばやにかけぬけていって︑てんでに︑お

がたで︑つきあっていきたいのです︒ぼく

十101季節でした︒どこへいっても︑遊びたわむ
十107 ︑おとうさんもよくいってこしかけました
十124をとりあってとんでいって︑小さなのをえ
んぴつ一本買いにいくにも︑日本のこと
十173園
そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ
十176園
十199点字の上をすべっていく︒7オルガンが
十212るがならんで通っていく︒そのあとから︑
十243て︑炭坑にはいっていく工員︒ヘッドライ
十273を︑ずっとつづけていきたいと思います︒
十285界なども︑しらべていきたいと思います︒
十303 のわけをよく考えていってみようと思いま
十304とのことをしらべていくような心がけを︑
十315くして︑助けあっていきたいと思います︒
十318を︑すなおに学んでいきたいと思います︒
＋31！0

十346糸のあいだをぬっていく横糸であった︒横
＋3410がずんずん織られていくからである︒佐吉
十3411 ︑しだいに高まっていったが︑小学校をで

十367 のをみごとに織っていく︑ふしぎな機械に
十406もくる年も︑うまくいかなかった︒村や町
十435 ていねいにしらべていった︒すると︑かれ

十十十十十十十十
一 一 一 一一 一 一 70 69
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十﹇732 なんにもいわずにいってしまいました︒

十一7112 去年︑みおくっていって︑最後に船の上

十一687

十二766

十二7311

十二713

十二6610

十二656

一

十一761 んでした︒医者はいってしまいました︒

なへやのはしまでいくと︑看護人は︑

十一834園 ところへっれていかれたのだな︒わた

のこぎり

の

びていく︒のびていく根のさきをさえぎ
草や木がしげっていく︒

所へ木をひろいにいったりしました︒こ
どもたちのかけていく方に︑自分もいっ

蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだし

十二798囹

しいものになっていきました︒つぎつぎ

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いきたくありません︒

十一8312園 ころだ︒さあ︑いこう︒まあ︑ほんと
した︒﹁さあ︑いこう︒晩には家に着

ぽいいれて持っていくだろう︒手紙を書

十二797囹略﹀︒﹂﹁日本へいきたくない︒﹂﹁︿略

十一846園

十二864

水をいれて持っていくだろう︒ふろ場の

十二877

ばいくんで持っていくだろう︒ことばは

した︒﹁さあ︑いくのか︑いかないの

十二879

十一849園 あ︑いくのか︑いかないのかね︒﹂と︑
︵四︶

十二908

十二8911 力がうしなわれていく︒それは自分の生
たろう
﹁くりひろいにいった︒﹂太郎が︑こ

十二881

十一849囹

はそういってでていきました︒

十一876囹 二円だけおいていくから︑こづかいに
十一878

十一892 だいに暗くなっていきました︒その晩︑
十一9012 つとわきのほうにいっていた看護婦が︑

十一921園遠い道を歩いていくんですから︑しぼ

十二911

と落ち葉をふんでいったこと︑小鳥が二

弟やいぬをつれていったこと︑くりがた

かったこと︑山へいったこと︑弟やいぬ

十二913

︑﹁くりひろいにいった︒﹂と書いた︒

十二9011

十二9111

十一925園 だ人にのこしていきます︒看護婦さん

略﹀︒﹂﹁そこへいくと︑こおろぎさん

ようずになっていくようです︒﹂﹁︿略

んとうにつれて行ってくださいよ⁝⁝

つたか︑遠足で行きました⁝⁝お客さ

るんだもの⁝⁝行ってもいいでしょう

んが書きのこしていった手紙を︑とりだ

キングにつれて行くって⁝⁝ねえ⁝⁝

と︑また電話口に行き︑電話をかける︒

⁝︵と︑うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒

ようの羽をひいて行く︒ああ︑ヨットの
︒とやへ追われて行く︑白いレグホンた

の泉を︑そうじに行って來るよ︒ちょつ

らいながら走っていく︒空氣までが︑わ

日と︑むすばれていくように︒七あ

うしをつかまえに行って來るよ︒母うし

︑

すりがうまくいかないから︑また困

じさんのところへ行きました︒おじさん

だよ︒わたしが行ったとき︑この絵の

まんして生きていきます︒どうしても

いつでもとんで行きます︒おかあさん

ば︑おあいしに行く日のくるまで︑い

だちにさそわれていったこと︑くりはあ
︑﹁くりひろいにいった︒﹂といい︑﹁二

十二922

十四3111
力が大きくなっていけば︑日本は︑見ち

学問をきり開いていくときは︑いつの時

十四328学も︑ふかまっていったのです︒よそ目

＋四3112 つぱな國になっていくのです︒さて︑私

もそんなところにいって遊んでみたいと

十二9212

十一而3
十二価3

てて家にもどって行ったりする︒ボート

配給物を取りに行ったんじゃないでし

ちらの方へ走って行く︒五

︑そこへっれて行ってあげるのは︑こ

十四746 ︑表面からひえていくときには︑どんな

十四684 い空氣がのぼっていくあとへ︑入れかわ

十四669 ながら︑のぼっていきます︒これとよく

十四567囹

十四501ケンナがおよいで行ったように︑やがて

十四455 ンナも︑しずんでいく船からほうりださ
十四484送られて︑死んでいきたいものだと思い
十四485その方におよいで行きました︒近づいて

らどうもりたてていけばいいでしょうか

十二9410

も︑思うようにいきません︒﹂﹁︿略﹀︒

十ニー611 おしして︑かいていくうちに︑ひととお
十ニー91園
十ニー98囹︺
十二207園

十二257 ものかげへっれていって︑用をたさせる
十二2611 てぐんぐんおしていって︑かべぎわにお
十一一272 つちからあっちへいくとなると︑すぐに

十三348

十二2710園 れ持って学校へいきましょうね︒﹂と
十
二備5 んとうに生かしていくよりほかに道はあ
十二286囹 あ︑いっちょにいきまちょうね︒﹂た
十三85 ︑しだいにましていく︒一人まえの人と
十二369 庭の小道をおりていきました︒だれかが 十三86 つとめをはたしていくために︑知識をま
十二409 ケラーをしつけていくのには︑なみなみ 十三2912 しておく︒歩いて行くと荷がゆれて︑し
十二4012 がついて︑学校にいくようになりました 十三332 けん︑水を運んで行かなければならない

十二459囹 いると別世界にいったような回しい氣

1146113781637471021987
團国国園園
一
園
囹園囹

十四8710

第二の人が歩いて行く︒やがて第三の人

電話人 十四878 第一の人が歩いて行く︒その人の足あと
十三382囹

十三3612

十二5510 て︑順々に消えていってしまうものもあ 十三369 ぞろぞろと歩いて行く︒あひるが︑﹁ガ
十二6111 ︒そうしてよく日いってみると︑頼んだ 十三3610 ガア﹂とさわいで行く︒花よめ行列のラ
十二621 れもかれもかりにいくようになった︒そ
十二655 ︑深く廣くのびていく︒のびていく根の
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十四8712をたよりに通って行く︒ぽつりぽつりと

十四912かたほうはどこへいったか︑つい見いだ
十四914男の子がひろって行ってしまった︒その
十四935かなしげに通って行きながら︑その小さ
十四994園さまのところへ行くのだ︒﹂と︑女の
十四997ところへのぼっていくのだと︑話してき
十四梱1 神さまのおそばへ行ったおばあさんを見
十四梱4園 あちゃん︒もう行っちゃいや︒﹂と︑
十四欄8囹 っしょにつれて行ってください︒ねえ

十五831 へ向かって歩いて行って︑黒いまくをあ

かたちって︑あとにいくつかの実がなっていた︒

十島ー38 夏じゅう美しい花をつけていたが︑あら

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

あのぎんが系に負けないほど大きな星の

次にいくつかの例をあげてみよう︒

たち︑あそこへ行ってもいいの︒﹂光﹁
＋五8310圓

十四341

十二566

十五901園ちょっとのまも行かれないのです︒ぼ
パンも︑だれが行けといった︒そこで
＋五9210園

十五201

になり︑

十四661

その登山電車のとちゅうにはいくつかの

けむりがゆらゆらして︑いくつものうず

世界が︑なおいくつかあるのです︒

十五941たちをひきずって行こうとする︒その早
十五946福﹂どもがにげて行くのを見ながら︑﹁︿
十五947囹 ︒みんなどこへ行くの︒﹂光﹁みんな不
十五967囹て來た︒かけて行って会おうよ︒﹂光﹁
︒ごらん︑もう行ってしまった︒やは
十五9811園

十一837囹

いく日おまえはここにいたのだね︒
山を︑いくつも︑いくつもこえました︒

十二343それからいく日かのあいだに︑︿略﹀︑私

この鳥は︑いくつもげいができるのね︒

六襯7

山を︑いくつも︑いくつもこえました︒

は︑﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たくさん

六襯7

五聖9園

停車場があって︑
十五997園ぼくは︑どこへ行っても︑だんだん人
十四㎜9囹 っしょにつれて行ってください︒﹂と︑
十五388 字によっては︑いくつかの音のあるもの
十五鵬5園 れが﹃不幸﹄に行くのをとめることは
十四皿1 神さまのおそばへ行くかのようにのぼっ
があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒
十五柵7園 の女はさがしに行きたがって︑つまり
十四皿1 のようにのぼって行った︒小雪の降った
十五389 またいくつかの訓のあるものもある︒
＋五寸12園 い光線を加えていくのです︒﹂チルチ
＋五1910われわれを運んでいってくれます︒その
いくど ﹇幾度﹈︵名︶7 いくど
＋五M11園すよ︒私も下へ行くのですよ︒小さな
下の方まで落ちていくのを︑おもしろそ
十五2111
一542園 ええ︑いくどもひろいました︒
十五佃6 び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあ
十五224 の手からはなれて行きそうにしていまし
九佃5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
十五伽1囹 しあつて生きていけ︒これがこの級の
十五237 へゆったりとんで行く大きなやまわしの
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒
いくえ ﹇幾重﹈ ︵名︶1 いくえ
十五247は︑どこへ持って行かれるかわかりませ
たろう
十一586 いくどもくり返しているうちに︑太郎は︑
三川−o おじいさんの 家の まわりは︑ 弓矢を
十五261ように舞いおりて行きました︒けれど︑
︿略﹀すらすらといえるようになった︒
もった人たちで︑ いくえにもとりかこまれ︑
下へ下へとおりて行きました︒もう︑が
十五2710
十一806 また︑なにかものをいおうとでもしてい
いくしゅうかん ﹇幾週間﹈︵名︶1 いく週間
十五284を目がけておりて行きました︒すると少
るように︑いくどもいくども︑むりにくちびるを
十二347 く略Vを知ったのは︑先生がおいでに
十五3211︑谷の中へ落ちて行きました︒少年はほ
動かそうとしました︒
なってからいく週間もたってからのことでした︒
十五457業の道をたどっていくようになった︒ハ
十一807 いくどもいくども︑むりにくちびるを動
いくせん ﹇幾千﹈︵名︶1 いく千
敗に失敗を重ねていった︒職人のちんぎ
十五4811
かそうとしました︒
九212 いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑
十五5911︒
囹さあ︑うちへ行こう︒﹂と︑あっけ
十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと
いくたび ﹇幾度﹈︵名︶1 いくたび
十五617た家につれられて行っても︑思うぞんぶ
で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒
十四81團 一生の間︑いくたびとなく︑おとうさ
十五6111と
園ころへっれて行ってあげるから︑さ
十三810 これをいくどもくり返してたしかめ︑
んのおことばを思いだすことにします︒
十五624囹 おじさんたちと行くのがいやなのか︒
いくにち ﹇幾日﹈︵名︶3 いく日
十五6212園 だらけだから︑行くのはいやだといっ いくつ ﹇幾﹈︵名︶11 いくつ
七267 それから︑いく日かたったある日の午後︒

十五645 て十メートルとは行かないうちに︑私は

十五6312囹 たろう︒さあ︑行こうぜ︒﹂だされた

十五715囹 っしょにお寺へ行って來ましょう︒そ

十五809もっとひろがっていきますように︒そう 七95圏 あの日からきょうまで︑わたしのみたこ
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いくねん一いける

﹇幾年﹈︵名︶1

いく年

のことばをつづることを覚え︑
いくねん

いく百

十五664 それからいく年たっても︑せっくがくる
﹇幾百﹈︵名︶1

ごとにその人形をかざって︑
いくひゃく

十四985いく百もの小さな人形が見おろして︑
いくぶん

マッチ費りのむすめを見てわらいかけた︒
﹇幾分﹈︵副︶1

いくら

九162 口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの

いくぶん

﹇幾﹈︵名︶9

さえあります︒

いくら

でもあげるといったが︑

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒
母親は︑︿略﹀︑長男にいくらかのお金を

病人はしげしげと少年をみつめて︑いく

持たせ︑父親の看病のために︑ナポリへよこした

十一6411
のでした︒

十﹁699

その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ

らかわかったようでしたが︑

十一772

医者は口どきてみて︑いくらかよくなつ

かりかけでもしたようにみえました︒

十一779

いくらかわかるであろうと思うと︑

たように思うといいました︒

十一781

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど
﹇池﹈︵名︶11

いけ

池畢こいけ・こやまの

いけには︑きんぎょが忌びきおよいで

ダムにせかれていけになり︑水力電氣をお
では︑庭のいけの水をすくって︑こがね
王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ
この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

十184

いけのおもてにはじける雨あし︒
はしも柱︒

十﹁418圏池にむすぶはうすごおり︑庭に立った

あの美しい田さえなく︑みわたすかぎり

いけがきのすぎの木ひくみとなり家

ぼさぼさのいけがきの上である︒

﹇生垣﹈︵名︶2 いけがき

さざなみがうちよせる大きな池となっていた︒

十二614

七733

いけがき

十五106図圃

いけださん

の庭の植え木の青めふく見ゆ

いけださん ︹人名︺1

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

うたをわすれた

カナリヤは︑

﹇生﹈︵下一︶3 いける ︽ーケ︾

せどの

五785 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち
い・ける

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

だれがいけてくれたのですか︒

こやぶにいけましょか︒

三566圃

十一435

五781園

みんなの心があわないと︑どこへも

みんなの心があわないと︑どこへもい

﹇行﹈︵下一︶38 いける 行ける ︽ーケ・

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒
い・ける

三602

ーケル︾

けません︒

三6010園

りょう方いっぺんにはいけないよ︒

いけないじゃないか︒

三647園

三656もうみんなはどこへもいけません︒
三693囹
さあ これでいけるぞ︒

四449園どうしていけないの︒
四978園そんなことをしてはいけない︒

四447園それはいけないよ︒

四3710園
いやしいまねをしてはいけませんよ︒

九宙1図魍

四描7囹 この たまてばこは︑ どんな ことが

青ざさをいれやりたればいけのふなは

や青き葉のかげにきておる

なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

九710

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒

八439

になったものにふりかけなさい︒

八437園

こし︑︿略﹀︑川はだんだん大きくなる︒

五63

のそばまでさんぽしてきました︒

四86 ここは︑水のきれいないけです︒
四248團おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ

います︒

三352園

いけ・とうのいけ

いけ

の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒

十四718

までは︑まっすぐにあがりますが︑

五6611囹 それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら 十四6511 けむりの出るところがらいくらかの高さ
六821囹 いくら︼日でも︑いやだ︒
文章のくもりはとれません︒

七4710 心がくもっていると︑いくらなおしても︑

は︑まだいくら書いても書ききれません︒

八108 ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑︿略﹀

ら手をつくしても︑よくおなりになりません︒

八447 王さまは︑ご病氣をなさって︿略﹀︑いく
﹁もういくらもいなくてもいいでしょ

う︒﹂と︑また︑看護人が小声でいいました︒

十一873園

かった︒

十二632 いくら飲んでものどのかわきがとまらな

でもありますが︑

十四7611 茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら
﹁いくらでしょうか︒﹂そのねだんの
いくらか

あまりに安いのにおどろいた︒

十五468囹

﹇幾﹈︵副︶9

七443 私も喜んで︑いくらかのお金をそれにくわ

いくらか

えた︒

九77 ﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく

いけん一いし
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あっても︑おあけになってはいけませんよ︒

四撫1園 これをあけてはいけないというので
すか︒

五6410囹 こうして︑まいにち︑たっしゃで生きて
いけるのは︑だれのおかげだろう︒

六88園 ここであそんではいけない︒
七184園 そんなに実をとつちゃいけない︒

七3211園死ぬといけないから︑ここからだして︑
庭のだいこんの葉に︑うつしてやりましょうね︒
てはいけませんよ︒

八44 西洋の子どもだろうなどと︑早がってんし
八824園 うぬぼれてはいけないよ︒
つりにいけたらと︑いつも思っています︒

九341團 先生やみなさんといっしょに︑この湖へ

十四315

そういうちっぽけな考えでは︑とても世

十四373
ひくつになってはいけません︒

そんなことにへこたれてはいけません︒

界の中にはたっていけません︒

十四374

いまのお話の養分だって︑水にとけて

︵名︶1

いざ

以後

勇ましい

里の人たちはおどろいたが︑︿略﹀︑田植

この勇ましい少年との飼いです︒

まつ主な山までも︑朝日の中のこの勇ま

両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な

﹇勇﹈︵名︶1 勇ましさ

しい少年をほめたたえているようでした︒

十五3310
いさましさ

んという勇ましさであろう︒

九川10

いさむ﹁さあ︑手をつなごう︒﹂みんな﹁手

︹話手︺1

くとりいれた︒

十一381圃

三82

いさむ

いざり歩き

たった九十センチぐらいのところでも︑

﹇膝行歩﹈︵名︶1

をつなごう︒﹂

十二272

いざりあるき

︵五︶

1 いざりだす ︽一

たいへんおそいようですが︑いざりだす

﹇膝行出﹈

︿略﹀︑すぐに手をついて︑いざり歩きになります︒
いざりだ・す

十二274

ス︾

いざる ︽ーッ︾

かた足をなげだして︑おしりでいざって

﹇膝行﹈︵五︶1

となかなか早いものです︒
いざ・る

歩くのです︒

十二273

かっちんかっちん石を切る︒
三506團
三507圃めがねをかけて石を切る︑

色ただよ いし ﹇石﹈︵名︶23 石﹇▽こいし・にわいし・はか
いし・ふみいし・わりいし

︽ーイ・ーク︾

いざ子ども走りあるかんたまあられ
﹇勇﹈︵形︶6

だいこんの花にあかつきの

いさむ

だからまだ︑ダイヤモンドを︑まわし いさみた・つ ﹇勇立﹈︵五︶1 勇みたつ ︽ーチ︾
続くひよりに勇みたち︑いねもことな

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

十四5811園

十五838囹
てはいけないよ︒

十五862囹それを受けてはいけない︒
十五863園なにも受けてはいけないよ︒
十五865園小さなおかしもいけないの︒
十五988園それは︑どうしてもいけませんよ︒
十五研7奪 それを妹にいってはいけません︒
︵名︶1意見

いけん ﹇意見﹈

﹇以後﹈

︵感︶1

十五315

さいわいにその勇ましい少年は︑大わし
それからは︑必死にとびかかる大わしと︑

のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

十五2411

ついたのでした︒

かっちん石を切る︒

三514圃のみよりつよいうでさきで︑かっちん

三512圏石よりかたいのみのさき︑

三511圃かっちんかっちん石を切る︒

圃もとをすえて石を切る︑
十五247そう思うと︑勇ましいひつじかいは︑身 三508目
三509あ
團せをながして石を切る︒
のあぶないこともわすれて︑思わず鳥のせにとび

え歌勇ましく︑一心にはたらいた︒

十二605

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一336圃

いさまし・い

十二741図圃

いざ

かりかわりました︒

十三24植
7林が成功してから以後の農業は︑すっ

いご

わかいダルガスの意見を︑実際にためし
九3411團 ちょまはふえる力の強い草なので︑どん 十三236
てみると︑そのとおりになりました︒
な小さな根っこでも︑すっかりとりのぞいておか

ないといけないといわれて︑ほねをおりました︒

一当4園 たかぎ﹁いや︑ぼくがいけなかったの
さ ︒ ﹂ や ま だ ﹁ ぼ くもわるかったよ︒﹂

九獅9園 先生︑まだすべってはいけませんか︒
てはいけない︒

十一605園あの橋はあぶないから︑けっして渡っ
十一853園 ぼく︑いけないんです︒

十一857囹 いつも︑ぼくがそばにいないといけな
いのです︒

十二4110 ケラーは︑もうサリバン先生なしには︑
生きていけません︒

十四94團心からおかあさんを愛しているからだ
と︑こうお考えにならなければいけません︒
十四111囲 そうしたら︑おそばに行けます︒
の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

十四3011 むかしのことはしばらくおき︑これから
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いじ一いしゃ

のだ先生が先頭に立たれ︑いしい先生は︑

いしい先生も︑ずっとうしろの方から︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑いしい先生がうしろの方か

のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先
みんなそこへいくと︑いま︑いしい先生が
先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

いしい
た校歌や︑石井先生の手品や︑

十五擢9

すべられるところである︒

九川5

生がすべられる︒

九柵4

ら追いたてるようにいわれた︒

九七2

﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒

九柵1

みんなのあとからこられた︒

九鵬4

につれられて︑山のスキー場へいった︒

三518囲 のみの手もとはくらくても︑かっちん 軍立3 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生
かっちん石を切る︒
いいました︒

三532圃 こどもは石の上に立ち︑﹁︿略﹀︒﹂と
五798 川の中の石が︑のびたりちぢんだりしてい
ます︒

五802 川の中の石と石とが︑おどっています︒
五802 川の中の石と石とが︑おどっています︒

六伽1 うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で
わってたべることにしました︒

六悩1乞田でたたいて︑わっているのさ︒
九854園石で作ったもの︑それには石の矢じり︑
おもりなどいろいろあります︒

九854園 石の矢じり︑おもりなど
橋があって︑

学校からかえったら︑おかあさんが︑石

石がき

石うすは︑ゴロンゴロンといった︒
﹇石垣﹈︵名︶1

石ころ

三人の少女は︑︿略﹀︑橋のたもとの石がき
いしころ

いい人がひろうと︑だいやもんどです

﹇石塊﹈︵名︶7

九815圓

貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ

水は大きなごろごろした石ころのあいだか

ておこう︒

九佃9

そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑

ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

十四5411囹

石だん高くじゅうくの

石ころなども︑ごろごろしています︒

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か

いしだん ﹇石段﹈︵名︶5
いしだん

十一一576

すばらしい大きな石だんで︑とても人間

ら九十九だんの石だんができている︒

十二577

それは︑おにが一夜のうちに百だんの石

わざではない︒

十二5711

おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ

だんをきずきあげることで︑

十二585

みるみるうちに工事がはかどって︑九十

んをきずきだした︒

十二588

いしの

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

﹇苛﹈︵下一︶2 いじめる ︽ーメ︾

︵いしの︶

︹人名︺1

九の石だんができあがった︒

いしの

六648
いじ・める

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

八865

たりしたときのことを考えた︒

八933 そのむかし︑いじめられたり︑あざけられ

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

へやの向こうのはしにはいってきました︒

十一734

でも︑わたくしがもったら︑ただのい いしゃ ﹇医者﹈︵名︶16 医者5おいしゃさん
しころになってしまわないかしら︒

一619囹

ただのいしころになってしまいます︒

が︑いじのわるいけんかずきの人がひろうと︑

一539園

いしころ

のところへきては︑遊んでいました︒

十1012

いしがき

四181

うすをひいていらっしゃった︒

四178

十102 そのいなかの町には︑ポンナフという石の いしうす ﹇石臼﹈︵名︶2 石うす
十二993 石の矢の根があります︒
十二994 石のおのもあります︒
十四811 石の上にも三年︒
少年は︑︿略﹀︑その石を取るが早いか︑

︿略﹀︑全身の力 を こ め て 投 げ つ け ま し た ︒

十五3012

十五316 少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑
胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五353 ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも
いじ

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒
﹇意地﹈︵名︶1

一538園 しんせつないい人がひろうと︑だい

いじ

かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

医者がすぐそばのベッドまできました︒

四493

人がひろうと︑ただのいしころになってしま

十一739

やもんどですが︑ いじのわるい けんかずきの

れたかと思うと︑石ころかなにかのようにお

十一7311

医者が︑まだとなりのベッドをはなれな

まじめな顔をした老人でした︒

十一7310

屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ

ちていきました︒
いに光っていました︒

六512

います︒

いしいせんせい ﹇石井先生﹈︹人名︺7 いしい先生
石井先生

いしい

いしゃさん一いずこ
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いうちに︑少年は立ちあがりました︒
十一741 医者は少年をみました︒
十一745 医者は︑手を少年のかたにかけました︒

いしょくこて

九764

﹇移植鎭﹈︵名︶1

移植こて

めいめい︑シャベルや移植こてなどを持つ

﹇移植﹈

−

衣食住

移植する

︽一

アルプス産の小もみを移植してみたらど

︵サ変︶

人間の衣食住というものは︑みんなたいせ

﹇衣食住﹈︵名︶1

て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒

うか︑

十三217

シ︾

いしょく・する

つなものであるから︑

十3311

十一7412 すると︑医者はちょっと考えてから︑こ いしょくじゅう
﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

ういいました︒
十一756

かたに手をかげながら答えました︒
十一761 医者はいってしまいました︒

たように思うといいました︒

十一778 医者は二どきてみて︑いくらかよくなつ

に頭をふりました ︒

︽ーメ︾

男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ

れこれといじりはじめた︒

六79

る

十一7910 医者は︑まったくだめだといわんばかりいじりはじ・める ﹇六三﹈︵下一︶1 いじりはじめ

十﹇888 夕がたの回しんのときに︑医者は︑
﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

そうして︑一つのかいちゅう時計をだして
でも︑のりがかわかないうちにあまりい
はたばかりいじっていて︑おかしなやつ

そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう
いす﹇▽ながいす・ゆりいす

みんなはいすをおりて︑その光の中を
おとひめさまは︑左のいすにこしかけま

王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑

八3911

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その

いすはたちまちこがねにかわりました︒

まず︑いすにおさわりになりました︒

八3911

十一481

少年は︑いすをひきよせて︑︿略﹀︑こし

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒
十一715

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

をおろして待っていました︒
十一7611

少年は︑いすにぐったりと身を落して︑

を二つならべて︑その上でねむりました︒
十一7911

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

すすりなきしました︒

十二545

客のこしかける赤いいすや︑︿略﹀を︑

れるところを作り︑まくでかくす︒

十三289

てんびんぼうでかついでやって來る︒

ます︒

十三541團 ﹃いすによるマドンナ﹄といわれてい

十三574園 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

﹁︿略﹀

﹂といって︑すすめられた

こにかいたという小さな絵だが︑

いすにかけて︑白しそうに語りだした︒

十五451

十五5410 博士は︑︿略﹀︑かたわらにあったいすを

そのいすにこしかけてごらん︒

すすめるのであった︒

十五706囹

﹇何処﹈︵代名︶2 いずこ

空にはなちしわがそ矢は︑あわれ

いずこに落ちにけん︒

十五44図魍

いずこ

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五108図魍ばらの木の赤きめをふくかきの上に

そこで︑デビッドはいすからおりて︑つ い・ず ﹇出﹈︵下二︶1 出づ ︽ーデ︾

ペンをにぎっている︒

おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を 十五712圓 ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑

﹇椅子﹈︵名︶18

す︒

四相3

あるいていって︑

三745

まんでみました︒

三715

よんでいらっしゃいます︒

二522

いす

のからだを手でいじりました︒

十569

だ︒

十329囚凹

じると︑すぐはがれますよ︒

六㎜6囹

それをいじっていたが︑

六113

十一894 光が窓から白くさしこんできたとき︑医 いじ・る ﹇弄﹈︵五︶4 いじる︽ーッ・リ・iル︾
者が︑看護婦と看護人をつれてはいってきました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました︒

十一902 医者は︑病人の上にしばらくのあいだう

十一897

石やさん

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました︒

つむいていました が ︑
十一908

﹇石屋﹈︵名︶1

三505 石やさん かっちんかっちん石を切る︒

いしゃさん

じょう・さんぶんのいちいじょう・じぶんたちい

いじょう ﹇以上﹈︵名︶3 以上﹇▽いちメートルい
じょう・それいじょう・はんぶんいじょう・ひつよ
ういじょう・ふたりいじょう・ゆめいじょう

のは︑

十三231園 大もみがある大きさ以上に生長しない
十五稲1園私たちは︑︿略﹀︑私たちの影以上のも
のは見えないのです︒

ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒

十五佃4圏私たちは︑幸福なのですけれど︑干た
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イスパニアじん一いそぐ

イスパニア人

十五51図皆空にとなえしわが歌は︑あわれい
ずこに落ちにけん︒
︵名︶一

十二44 コロンブスがアメリカを発見して帰った

イスパ＝アじん

いずみ

泉

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒
﹇泉﹈︵名︶ 1 5

十三506

牧場の泉を︑そうじに行って來るよ︒

泉を求めて

泉を求めて⁝⁝⁝百十九

泉を求めて

十一

︹課口︺2

十一

いずみをもとめて

九37
いずれ

いずれも︑八つばかりの子どもたちでした︒

﹇何﹈︵代名︶1

九㎜1
いずれ

十114

いずれ学校へ帰ってから︑もう一ど整り
いせい

それいぜん

それ︑このとおり︑いせいよくのびるわ︑

﹇威勢﹈︵名︶1

以前

ダルガスの植林以前は︑ユートランドの

﹇以前﹈︵名︶1

五276囹

自分の家へいそいそと帰ってきたつばめを
村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ

いそがしい

︽1・ーイ・

いそいそとげんかんへ出かけて︑︿略﹀
﹇忙﹈︵形︶8

いそがしいから︑わからなかったかもし

たいへんにぎやかでいそがしそうです︒

十二254

姉が︑いそがしいので︑おしめカバーを

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり

いそがしいものだから︑ついしつけが

させたままほっておくと︑

できなくて︒

十二261園
十三3110

ひら手でたたいたり︑いそがしく足で

ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十五脳12

﹇急﹈︵四五︶27

εおおいそぎ

いそぐ

急ぐ ︽ーイ・一

けったりして氣ちがいのようにはねまわります︒

いそぎ

グ︾δとりいそぐ・ひたいそぐ

いそいででかけよう︒

天人は︑いそいでかぐやひめにはごろも

いそぐときには︑でんぽうをうってく

もっといそぐときには︑でんわをとり

からすがいそいでかえったよ︒

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの

茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり

甲乙ふたり︑いそいでたちさる︒

私は︑いそいで︑さぶろうのあとを追いか

いそいで︑おかあさんのところへいった︒

七404

六槌9

ぼりました︒

六168

そばにおとしてやりました︒

六148

四887圃

そいでとんでかえりました︒

四632 かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い

ついでくれます︒

四63

れます︒

四61

をきせました︒

三戸5

一447 ふたりはいそいでえきにいきました︒

一438園

ガ・

いそ・ぐ

三363園トン︑トン︑ゴシゴシゴシ︑ススススス︑

ーク︾

いそがし・い

大小二つのくつをちらと見た私は︑

十五621

顔して︑その足どりもいそいそと︒

十一386圃

むかえる人の心は︑

九258

いそいそ︵副︶3いそいそ

があったのです︒

夏は︑査は暑く︑夜はときに︑しもさえ見ること

十三243

いぜん

のびるわ︒

五922園

いせい

しましよう︒

九867園

五49 山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい いずれ ﹇何﹈︵副︶1 いずれ

いずみ

たにまに︑小さいいずみ︑

九柵4 その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑
そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

九柵5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九㎜7園 これは︑名高い泉なんだよ︒
九梱1 泉をあふれでた水は︑さらさらと走って︑
︿略﹀すこし大きな川に流れこんでいた︒
しだしたいものと思った︒

九捌6 なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが

いかと氣がついた ︒

九槻1 茶人は︑この上流にいい泉があるのではな
九皿6 茶人は︑泉はどうしても支流のほうにはな
くて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九悩2囹 きっと︑泉はこの近くにある︒

九伽3 岸にそって上流に向かって歩きながら︑と

九三9囹泉はまつ川の上流にある︒
きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

九㎜6 谷川をさらにさかのぼると︑岩まからちょ
ろちょろとわきでる泉があって︑

七8511

つくり︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑

九櫛7 茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを

いそがしそうに人々が通ります︒

けました︒

五527

八116

れません︒

十一179 おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ

きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ

して︑いそいでピオをひろいあげました︒

九529

ドッテコと︑へんな兵隊をつづけていました︒

めの泉に︑かなしみもいたみも︑あとなくぬぐわ
れます︒

いそしむ一いたす
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八439 王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ

ニ
ニ

2

イソップものがた

イソップものがたり

イソップものがたり⁝⁝⁝十三

︹課名︺

イソップ物語はイソップという人が言い

たお話ですが︑

十二柵5

り

へやはいそいであたためられ︑︿略﹀︑つば イソップものがたり

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒
九2010

めたちのとまるところがつくられました︒
六131

九4410團 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 六23
にかかってすぐ帰りました︒

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒
十二糊3

十二糊2

三年生のときに習ったイソップ物語︒

イソップ物語

九493 いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷 イソップものがたり ︹題名︺3 イソップ物語
一網2図魍 いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

イソップ物語はイソップという人が言い

たお話ですが︑これをキリスト教の宣教師が日本

十二㎜4

に傳えたのは︑三百五十年ほどまえのことです︒

紙かいにゆく月夜かな
妹の氣のすむようにして︑つれていきました︒

十485 べつにいそぐこともありませんでしたので︑

た

︽ーム︾

八月8

いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ
いたといたのあいだにもみをいれ︑

りこすってもみがらをはじきました︒

八佃8

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる
した小さな金ぞくのいたがついていました︒

九174

イタイ

いたい

︽1・ーノー・

六983母国

いたい︑いたいとないていた︑たいも

喜び︑おめでたい︒

首がいたいらしく︑手でさすっている︒

七943 しばらく動かないで︑いたそうにしていま
した︒

﹁いたかない︒﹂

首︑いたいのか︒

九938
九982園

九981園

いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒

平ぼんにしていだいなれよ︒

いだいなれよ︒

ワン

九⁝⁝2 それより︑自分のからだがはれてくるし︑

﹁チロイ︑ワンワン︑チッポ

ワン︑ゲタナイ︑アンヨ︑イタイ︑イタイ︒﹂

十二3010園

十二3010園 アンヨ︑イタイ︑イタイ︒

十五814

いたぎれ︒

﹇板切﹈︵名︶3 いたぎれ

十二495

いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

いたぎれ

十二522

舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

を作っておく︒

十二5410

このとき︑希望をいだいてたちあがった

﹇致﹈︵五︶6 いたす ︽ーシ︾﹇Vおいとま

四摺10園

しました︒

わたくしが また︑ おともを いたしま

四悩3囹 あなたのお力で︑いのちびろいをいた

いいたす・どういたしまして

る・おわびいたす・ごあんないいたす・こしょうか

しいたす・おなぐさめいたす・おはなしいたしお

いたす・おいのりいたす・おおくりいたす・おかえ

いた・す

ひとりの軍人がありました︒

十三1811

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな いだ・く ﹇抱﹈︵五︶− いだく ︽ーイ︾
か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十二5310

十五104図魍荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ
左側に﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂

るばちならび赤き花さく
十五378

﹇痛﹈︵形︶10

などと︑﹁木﹂に関係のあることを表わし︑
いた・い

十五816

十一337圏だいこんの花にあかつきの 色ただよ いた ﹇板﹈︵名︶7 いた 板5かべいた・ゆかい いだい ﹇偉大﹈︵形状︶2 いだい
えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

いそしむ

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

十﹇4110圏学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に 五9111園 のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい
舞いのぼる︒

十四203 みんなは急いでそうじをすませた︒
十四9010 二台の荷馬車が來たので︑それをさける
ために︑急いで道を横ぎったときに︑

は困ると思ったので︑急いで︑たばの中にあった

十四柵6 そうして︑おばあさんが見えなくなって
マッチをみんな一時につけた︒

十五902園ぼくたちは︑たいへん急いでいるので
す︒

十五9811園 あの子たちは︑大急ぎに急いでいる︒

﹇ 勤 ﹈ ︵五︶1

十五㎜9 方々から急いでかけよって來た﹁喜び﹂
たちは︑

いそし・む

十五579囹 つくえのまん中にチョークで線をひき︑ ーク︾

白うさぎはいたくてたまりません︒

三463

いたい︑いたいとないていた︑たいも
喜び︑おめでたい︒

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑たが

イソップ

六983額囹
︹人名︺一

いに向かいあい︑勉学にいそしむことにしたが︑
イソップ
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いだす一いただく

しょう︒

四捌2園 國のたからにいたします︒
十739園 次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

九704囹 そのたびにお礼はいたします︒
みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

いたずら

十五佃4園私は︑愛しあう人たちには︑いつでも
しんせつにいたします︒
﹇悪戯﹈︵名︶1

いだす δみいだす
いたずら

いたずら

十653 かれらは︑だんなのねこかぶりをあばいた
﹇徒﹈︵形状︶1

り︑いたずらをしたり︑
いたずら

十三122 知識によらず道理によらず︑いたずらに
理由のないことを信ずる迷信は︑
いたずら

﹇頂﹈︵感︶1

金はいただきかねます︒

いただきます

いただきます

いただく

︽ーイ・ーキ・一

食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

﹇頂﹈︵五︶32

﹁ごちそうさま﹂にしても︑

十一一898

ク︾

いただ・く

あなたのおうちにおいていただいた

あまの川のだいやもんど︑おかあさん

おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこになりま

一603園
した︒

﹁655園

おばさんのうちから︑大きなりんごを

のおみやげにいただいたの︒

ニー32

みっついただきました︒

このりんご︑じろうにいさんにいただ
このあいだ︑たすけていただいたかめ

二539囹
いたの︒

四鵬6園

﹇悪戯﹈︵形状︶1

十四599 すると︑いたずらなはちがいいました︒

いや︑もうじゅうぶんいただきました︒

いたずら

四備8囹

でも︑うちのことも氣にかかります

じ

ばんだい

富士山や磐梯山のいただきをきわめたのは︑

これはこれは︑おみやげまでいただき

いつまでもそのままにしておいてい
では︑こちらへ

いただきましょう︒

四齪2園

おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ
じゅんばんがきたので︑みせていただきま
五9010囹︺それからな︑おかあさんのおちぢをコッ

した︒

五567

白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

五224

ただきとうございます︒

四柵3圓

まして︑ありがとうございます︒

四恩8園

させていただきました︒

四描2囹︺いやいや︑たいへんだのしい思いを

ので︑かえらせていただきます︒

でございます︒

いたずらざかり ﹇悪戯盛﹈︵名︶1 いたずらざかり
みつ
十五609 ふつう﹁満ぼう﹂でとおっていた私は︑

四価6園

いただき

そのときちょうど四つのいたずらざかりであった︒
﹇頂﹈︵名︶4

いだせる δみいだせる
いただき

九466團もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪
のぼうしがみえます︒

だれているけいしゃ面を︑

十五198 ほとんどいただきまで高山植物のさきみ

ふ

十五561囹そのころ日本をたずねた外人の中で︑

するが
ざして足の下にひろがる駿河湾の海岸線をながめ︑

十五564囹山のいただきに立った私は︑小手をか
いただきか・ねる ﹇頂兼﹈︵下一︶1 いただきかね
︽ーネ︾

七455園 せっかくのおこころざしですが︑このお

る

プコップといただいて︑こんなにいいおぼうさん

いっか︑おじいさんにいただいた古いめが

になったのだよ︒

ねのたまと︑︿略﹀小さな虫めがねがでてきた︒

六994

古いめがねのたまと︑おとうさんにかって

いただいた小さな虫めがねがでてきた︒

六994

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

六M2 おじさんからたこをいただきました︒
六術9

裁判官どの︑それを︑しらべていただき

では︑ありがたくいただきます︒

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑
七459園

ああ︑せいいっぱいはたらいて︑晩ごは

とうございます︒

七848園
八4711園

午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

んもいただいた︒

みんな読みあげられてから︑おめんじょ

しいすべりかたを教えていただいた︒

九佃7

十一445

だんをあがり︑両手をずっとさしのべて︑

うをいただくことになりました︒

もうあ教育に経験のあるサリバン先生に

おめんじょうをいただいて︑

十一457
十一一407

いっかおじさんからいただいた童話の

きていただくことにしました︒

本に︑

帰っておかあさんにゆでていただいたこ

十二438園
十二915

しんじ

と︑みんなでたべたこと

もとの先生から︑

一まいの絵はがきをい

十三406囹貢二を呼んでいただきたいのです⁝⁝
はい︒

十三532

先生からいただいた絵はがきをだして見

ただきました︒

せますと︑

十三552

をいただく山々がならび立っています︒

いただける

いたで

︽ーケ︾

︽ーシ︾

金次郎は︑︿略﹀いねのなえをひろって︑
いためる

︽ーメ︾5お

そのひょうしに足をいためて︑歩けなくな

﹇痛﹈︵下一︶1

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみました︒

十﹁294

いためる

いた・める

六587
りました︒

イタリア

去年︑しごとをさがしにフランスへいっ

︹地名︺5

十一641

イタリア

そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ

たのですが︑数日まえ︑イタリアへ帰ってきて︑

十三148

これは︑いまから五百年ほど前に︑イ

サに生まれたガリレオという学者がありました︒
十三5310国

タリアのラファエルという画家のかいたもので︑
﹃いすによるマドンナ﹄といわれています︒

本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

十三567園

いたる

︽ール︾

ンス・イタリア・︿略﹀など︑世界の大半につか
﹇至﹈︵五︶1

われている文字である︒
いた・る

北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう
すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

やそのさきの島々まで︑いたるところの山野に︑

十三254

町村が︑いたるところに生まれました︒

十一773

少年のいたわるような声のひびきをきく

と︑

いち ︹課戸︺

一22
﹁4一

二22
二41
三22
三41
四22
四41
五22
五41
六22
六41
七22

七41

八22
八41
九22
九41
十22
十41

@︵一︶

一

一

一

小さな行⁝⁝⁝四

川口の子どもたち

川口の子どもたち⁝⁝⁝四

一

一

おかあさん⁝⁝⁝四

しずかな午前

しずかな午前⁝⁝⁝四

まさに立つべし⁝⁝⁝四

︻ まさに立つべし

︻

一 おかあさん

一

一 小さな行

一

美しいもの

美しいもの⁝⁝⁝四

組みあわせ

組みあわせ⁝⁝⁝四

うちのほおじろ

うちのほおじろ⁝⁝⁝四

校門のかしの木

校門のかしの木⁝⁝⁝四

小さなねじ

小さなねじ⁝⁝⁝四

川のうた

川のうた⁝⁝⁝四

この町

この町⁝⁝⁝四

春の声

春の声⁝⁝⁝四

﹁あ﹂のつくことば

﹁あ﹂のつくことば⁝⁝⁝四

みんないいこ⁝⁝⁝好
みんないいこ

30

十五194 ベルンの町からながめると︑まつ白に雪

﹇頂﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

そうあたふたとおいとますることもできません

十五937園 せっかくおまねきをいただきながら︑
いただ・ける

いたって

四麗4囹 天人のまいをまって︑みせていただ
﹇至﹈︵副︶1

けませんか︒

いたって
﹇痛手﹈︵名︶2

十四109團 いたってべんりにできています︒
いたで

まだそのいたでがなおっていないころでした︒

九235 オーストリアは第一次世界大戦のあとで︑

十五313 大わしは︑この思わぬいたでにおどろい

いたみ

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑まだこりな
﹇痛﹈︵名︶4

いでやって來ました︒
いたみ

とてもたまらなくなりました︒

三472 するといたみがいっそうひどくなって︑ 十五409 ローマ字は︑アメリカ・イギリス・フラ

かったからだのいたみもきえていきました︒

九桝5 いいにおいをかいでいると︑︿略﹀苦し

あとは︑おしまいのバビブベボ︑パピプペ
ポにいたるまで︑みんなはなから声のでる音では

六会9

めの泉に︑かなしみもいたみも︑あとなくぬぐわ

ないことがわかった︒

十一1710 おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ
れます︒

いたみだす

八47

十五298 大わしは ︿略﹀︑きずのいたみもかまわ いたるところ ﹇至所﹈︵名︶3 いたるところ
﹇痛出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ず︑︿略V少年にとびかかって來ました︒
いたみだ・す

七149 ﹁腹がいたみだした︒﹂

いた・む﹇痛﹈︵五︶3いたむ︽ーン︾

した︒

二233園 はねのいたんだ大きなちょうちょが︑ 十三256 道路・鉄道は︑いたるところにしかれま
けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒
とりかえておきました︒

六124囹小さなねじが一本いたんでいましたから︑いたわ・る ﹇労﹈︵五︶1 いたわる ︽ール︾

十十十十十十十十十十十十九九八八七七六六五五四四三三ニニー一

五五四四三三ニニー一42424242424242424242
424242424212121212121212121212

1212121212

いただける一いち
110

一

一﹁よせ よ ︑ た か ぎ く ん ︒ ﹂

﹇一﹈︹話手︺ 3

︒﹂

九887

いち

一﹁びっくりしたよ︒

︵一︶

︵一︶

︵一︶

七

︵一︶

十28
十272

四あなたの思っていることは⁝⁝⁝二十

︵一︶

四あなたの思っていることは ︵一︶

︵一︶

十一632九父の看病︵一︶
光を求めて

十ニー32 二 写生 ︵一︶
十一一312 四

ことばのはたらき

︵一︶

十一一872 十

木もと良うら⁝⁝⁝七十七

1はげしい風︒
一世界じゆうで︑いちばん力のつ

指人形の作りかた

﹇位置﹈

︵名︶1位置

一アールあまり

十五135図韻照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

︵名︶1

根にうつりし影なくなりぬ

いちアールあまり

いちいち

学校にはいる子どもも︑いちいち知ら

﹇一＝︵副︶4

ω■ありいち・あり 九345国 ちょまを植えた一アールあまりのところ

十四35 八

1

です︒

一

いちに・ありいちにさん・うおいち・おとこのこい

六314

なぞ

六64図1
六652

よいものはなあに︒

八15図1
たかぎには友だちの一︑二︑三︑︿略﹀︑そ

﹁一︑二︑三一﹂と数えながら舞台は

﹁︑二も︑たかぎの落した物を集める︒

れぞれにわかれてふたりをひきとめている︒

九885
九913

九928囹

ω ω ω

四価8

いちがつ

きいてみれば︑いちいち︑もっともなこ

一音一音

わたしは︑とてもいちいちしょうかい

﹇一音一音﹈︵名︶1

和音を耳にしたときは︑組みあわされた一

自切といって︑一書夜に一どずつ︑自分

ユングフラウの山中のホテルに︑アメリ

﹇一家族﹈︵名︶1 一家族

一月はお正月︒

﹇一月﹈︵名︶1 一月

カ人の一家族が來て︑しばらくとまっていました︒

十五205

いちかぞく

で西から東へ一回益します︒

十三153

る ︽ シ︾

いちかいてん・する ﹇一回転﹈︵サ変︶1 一回議す

音一音のことも︑心にうかべてみたいのです︒

十298

いちおんいちおん

してはいられない︒

十五898園

作をことばにして喜びました︒

十534 ﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの動

とばかり︒

七844囹

せてくれます︒

いちいち

さんぶんのいちいじょう・だいいちじせかいたいせ

ち・おんなのこいち・きりぎりすいち・きりぎりす

︵名︶18

い

四48

﹇＝

十四772八 木もと竹うら ︵一︶

ち十十十十十

いちに・こがらすいち・こくこいち・こどもいち・

いち

螺弱騨

1

一﹁もう い い っ た ら

九917
一

春 の声

のうりんいちごう・はんちょういち

ん・だいいっかい・だいいっせん︒にっぽんいち・

クリスマス

︵一︶

︵一︶

︵一︶

四70図1

心と心

ぼくの発見

ぼくの 発 見 ⁝ ⁝ ⁝ 九 十 九

︵一︶

もんし ろ ち ょ う ⁝ ⁝ ⁝ 十 六

︵一︶

︵一︶

汽車の中：：⁝三二十四

︵︻︶

︵一︶

も ん しろちょう

作 文 ⁝⁝⁝四十七

作文

汽車の中

︵︻︶

︵一︶

あぶらぜみ・⁝⁝・・十四

天の川 ⁝ ⁝ ⁝ 二 十 六

1黒い雲が流れてくる︒

しまできてとまる︒

十182

材料︒

トップ

一

1

十一56図

1

一

十二492

十一11図
︵一︶

︵一︶

十二493

みにく い あ ひ る の 子 ⁝ ⁝ ⁝ 六 十
︵一︶
︵﹁︶

あぶらぜみ
天の川

み に くいあひるの子

︵一︶

組みあ わ せ ⁝ ⁝ ⁝ 四
組みあわせ

︵一︶

︵一︶

私の旅

︵一︶

j いちろうさんのしたおはなし︒

こ と ばあそび

一

j

1

九902

︹題名︺35

一433 十八 お月さんのくに ︵一︶

いち

九九八八八八八八七七七七七七六六五五四三ニニニニニ

二42 一 ﹁あ﹂のつくことば ︵一︶
三
（一
（一

七かげえ︵一︶
八ゆめとつくえ︵一︶

426026143224了34163329933888146155442516
2322267422241525222242262
Z三二六三二五四三五四三九九五二八
一一

111
いちがつ
いち

いちぎょう一いちど
112

いちぎょう ﹇一行﹈︵名︶3 一ぎょう
の中にはいっている音ばかりではないか︒

仁川1 みんな︿略﹀︑ナニヌネノという一ぎょう

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒

六相11 そうすると︑ナニヌネノという﹇ぎょうは︑

一ぎょ

六堰3 この二つは︑両方とも︑マミムメモという
﹇一行一行﹈︵名︶1

一ぎょうの中にはいっている︒
いちぎょういちぎょう

六欄6 一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ

う一ぎょう
うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒

いちキログラム ︵名︶1 1㎏

茶うさぎ一㎏

g﹈︵名︶6 一くみ 一組

七866白うさぎ4009
いちくみ

﹇苺﹈︵名︶2

いちご﹇Vやまいちご

一つ一つしみる︒

いちこうねん ﹇一光年﹈︵名︶1 一光年

にがい︑にがいく す り ︑

十一574囲 はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

ごがでさかりだった︒

十一486 アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち

いちご

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の︻げきで

いちげき ＝撃﹈︵名︶1 一げき

がです︒

六687 一組の人がみんなで考えてこしらえたまん

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

六567 私たち﹇組のものは︑みんな集まって︑ど

りました︒

六564かべ新聞第一号は︑一組でつくることにな

四677 一組であつめた﹁早口あそび﹂︒

三205 一くみの人たちに︒

三182 一くみは花の名をあつめました︒

［一

八343

︻光年は︑光が出発してから︑﹈年かかっ

一言のもとにしりぞけよ

一言

一事

﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹇一言﹈︵名︶1

てとどくきょりをさしていいます︒
いちごん
十五595

﹇一事﹈︵名︶1

うとした︒

いちじ
一時

一事が万事︒

﹇一時﹈︵名︶1

十四812
いちじ

一代

一台

すがかわります︒

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒

十一﹇5810 ところがいま﹇だんというところで︑い

九779 平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く

いちだん﹇一段﹈︵副︶2一だん

その中で︑一だんと高くそびえているの

なったところがみえます︒

が︑このユングフラウの山です︒

十五195

停留所ごと

十一529

いちど

一

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

□停留所毎﹈︵名︶1

︵名︶1

1・5㎝

うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2

︵名︶

1

一︒八七メー

身長は一・八七メートル︑︿略﹀体格は︑

□度﹈︵名︶25

一543囹

︸ど

お月さんのくにでは︑

一ねんに

一1110囹︺もう 一どやりましょう︒

一しゅうかんに

一ど︑赤いきものを

たまひろいにこのかわらにきます︒
ニー84園

一ど

小さな清水選手のおよぶところではありません︒

十二828

トル

いちてんはちななメートル

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

七929

いちてんごセンチメートル

もみくちゃになった︒

一台留所ごとに︑おりる人と乗る人とが

いちていりゅうじょごと

めに︑特別にあたためられると︑

十四6712

先生は失望して︑一時やめていらっしゃ いちぢほう ﹇一地方﹈︵名︶1 一地方
一時に

一しょうこう

急いで︑たばの中にあったマッチをみん

﹇一時﹈︵副︶1

いましたが︑

十二355
いちじに

十四㎜7

﹇一将校﹈︵名︶1

な﹁時につけた︒

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

ぎんざ

いちしょうこう

十五433

﹇一代﹈︵名︶2

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒
いちだい

働くことがすきで︑一代でりっぱな身代
をこしらえましたQ

十一194

一だい

一代二代はいい人で︑よくさかえたが︑
﹇一台﹈︵名︶5

十一﹇595
いちだい

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい
乗せて︑終点につきました︒

五212

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑
五千ばのつばめをつんできました︒

九218

佐吉は︑︿略﹀︑いっしんに考えぬき︑これ

﹇どくらくなり︑またあ

ぶうちゃんはしんぽいして︑もう一ど

きるものはなあに︒

六のばめん

かるくなると︑

二52エ

かぞえてみました︒

わたしが行ったとき︑この絵の前には︑ 二302園

やっと一台の電車がとまった︒

ならという一台の機械を作りあげた︒

十3512

十一522

十三5911園

一台の長いすがおいてあったが︑

一だん

一だんあがるごとに︑あたりのよう

□段﹈︵名︶2

三318園

いちだん

113
いちどに一いちねん

﹁︿略﹀︒﹂と思っ て ︑

三悩2 ﹁どでもかぐやひめをみた人たちは︑
ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

十四75団どうしても一どはおこらなければなら

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

もう一ど金のさかなのところへいって︑

三麗5

お月さまが

一どに十もでたかと思われ

んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒

八㎜2 のこっていたもみを︑1日置日光にかんか

一日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑

一日もわすれたことはありません︒

十二602

した︒

一日ずっとそばにいま

長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

そのつぎの日も︑

すこしばかりのパンとチーズも︑

十一7811

学校じゅうは︑いちどに花がさいたようだ︒

十一885

七511

一どにみえなくなって︑

やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
みんなが急停止をすると︑雪けむりが﹁ど

も︑きのこの馬車も︑

九㎜10

一門センチ

十三528

﹇一日一日﹈︵名︶1 ﹈日一日

わたしの日々が︑自然をしたう心で︑一

いちにちいちにち

一日じゅう

一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る

﹇一日中﹈︵名︶1

日一日と︑むすばれていくように︒

九922

ちあげます︒

六247園

﹁一︑二の三︒﹂と︑かけ声をかけて持

一︑二の三

一︑一一年ぐらいの男の子︑

いちにちにニへんあるのに︑いちねん いちにねん ﹇一二年﹈︵名︶1 一︑二年

ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒

五4210国

土の中は︑たとえ一一一センチ歩くにも︑ト いちにちじゅう

︵名︶1

にあがった︒

八183

いちにセンチ

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

九7411

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

とを︑

四344 こうたずねられて︑みんなは︑もう﹁ど︑ 十五909囹 とにかく︑そいつは︑ 一どもわたした 九316国 ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ
かずこさんの文をよみなおしました︒
がしにいきました︒

四623 かっちゃんは︑もう 一ど林のおくをさ いちどに ﹇一度﹈︵副︶4 いちどに 一どに

五6810園

五424團 一どいってみたいと思います︒
家をもらっておいで︒

六344 かかし︑ 一どははねあげられるが︑もんど
りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六406園 帰るといったって︑あんな遠いところ一
一ど つ り が し た い の で す ︒

一でも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒
六822園

七78園 一どでいいから︑風になりたい︒

ンネルをほっていかなくてはなりません︒

五271圓

一日でいって帰ってきたのですもの︒

たった一日だけでいいのです︒

では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅう

花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ
花は︑1日開きませんでした︒

たしていくために︑知識をますことは︑たいせつ

なことがらである︒

お月さんのくにでは︑

一ねんに

一ど

いちにちにニへんあるのに︑いちねん

八329 一年の月日がたって︑いよいよその日にな

三121 一年たちました︒

に一ぺんしかないものはなあに︒

ニー91園

たまひろいにこのかわらにきます︒

一543園

まるで︑一日の幸福を予言してくれるよう いちねん ﹇一年﹈︵名︶6 いちねん 一ねん 一年

いくら一日でも︑いやだ︒

十三85 一人まえの人として︑自分のつとめをは

きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ いちにんまえ ﹇一人前﹈︵名︶1 一人まえ

一日おいて︑町長さんがきた︒

ころまで︑

八塒7

だと思いました︒

直近4

とあうことをゆるしてやろう︒

八326園

です︒

八78

六821園

六8110園

さいませんか︒

六813園

六121

だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと いちにのさん ﹇一二三﹈︵感︶1

に一ぺんしかないものはなあに︒

一一187園

八637囹 わたしも︑﹇どそれでだまされたことが いちにち ﹇一日﹈︵名︶15 いちにち 1日 一日
あってね︑そのひなには苦労したよ︒

九398團 ﹁ど︑すぎの木で︑︿略﹀高さ十五メー
トルに近い木にのぼったことがありました︒

九448国 この夏︑﹇ど︑用事でおばがそちらにで
かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒
しましよう︒

九868囹 いずれ学校へ帰ってから︑もう﹁ど直り
九塀3園 わたし一どでいいから︑お月さんのとこ
﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう﹇ど少年の

ろへいきたいと思います︒
十﹁756

かたに手をかげながら答えました︒

十三152 自轄といって︑一豊夜に一どずつ︑自分
﹁どとぎれて︑また鳴りはじめる︒

で西から東へ一回轄します︒
十三375

十三387囹ええ︑一ど︑三年のときだったか︑遠
足で行きました⁝⁝

ると︑

七孤6 七にげたらくだ︻の場面
一の人

一ばん
いちばん

一ばん

一ばんおしまいだっ

四465園

おとといは︑

一ばん

せんとうにして

﹁ばん安全らしい︒

一ばんさきに︑ねえさんが︑エスさまの

そこらが

くれっていったのに︒
四471園

﹇一人﹈︹話手︺8

十四382四 夜明け 一の人﹁音がする︒

一の人﹁日本の朝︒﹂

一の人

一の人﹁みんな︑両手をのばせ︒﹂

l﹈︵名︶1

ﾔ﹈︵副︶80

一ばんはじめに︑ぶうちゃんがかぞえ
いちばんしまいにいたわにざめが︑白う

ぼくは︑きのうは

る︒

んだ︒

八918

ほっかいどうは︑いまがいちばんたのし

しかし︑いちばん喜んだのはねじであった︒

それでは︑お礼にわたしのいちばんとく

あいては︑町の︑いちばん強い学校だ︒

さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん

いちばん大きなたまごがまだのこってい

いちばん小さな子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

八624囹

美しい庭をもつことができる︒

八406囹

きの木の根もとにうめてやりました︒

八126 庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば

いる鳥といわれるほおじろです︒

八47 いたるところの山野に︑いちばんたくさん

るか︑しらべてみることにしました︒

七871 うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ

七531

いな曲を︑一曲ひきましょう︒

七4511囹

は︑だれかな︒

七49囹 さあ︑きょう︑いちばんはじめにくるの

の場所も書きました︒

六692 一ばん遠くから通っている子どもの名や家

なあに︒

六652 世界じゆうで︑いちばん力のつよいものは

六1010

きつけました︒

五985 いちばんはじめに︑それをおかあさんがき

いときです︒

五392團

五1010園 いちばんさきのきかん車の中でさ︒

おたんじょうのお話をしました︒

四845

十四398 一の人﹁なんとさわやかな夜明けだろ

る︒﹂

十四395 一の人﹁わたしたちの︑樂しい朝がく

十四387一の人立ちあがって︑﹁︿略﹀︒﹂

八344 一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ いちのひと
てとどくきょりをさしていいます︒

に一回︑太陽のまわりをまわります︒

十三154 だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

いちねんいちねん□年一年﹈︵名︶1 一年一年
十ニー99囹 一年一年とすんだことをかえりみて︑

十四407

う︒﹂

三ケ月

いちねんさんかげつ﹇一年三箇月﹈︵名︶1 一年
一の人﹁友よ︑友よ︒

十四419

十四417 一の人﹁山もはっきり見えてきた︒﹂

十四412

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒
一年生

十二245 めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一
﹇一年生﹈︵名︶6

二605囹 こんど︑みなさんが二年生になったら︑いちのひと

とばそうじよう

これは︑鳥羽僧正という人がかいた動

﹇一場面﹈︵名︶1

の見ている方を遠く見つめる︒

十二研2

いちばめん

ﾔ﹈︵名︶1

物絵巻の一場面であります︒

たもの︒

四4410圏

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒

三盛5囹天にいちばんちかい山はどこか︒
三毛8囹 するがにある山がいちばんみやこに

さぎをつかまえて︑

三4510

ました︒

二295囹

ます︒

一245ここが 一ばんおもしろかったとおもい

いちばん

四742幽いろはがるたい一いの一ばん︒

いちばん

一場面

十四383ああ︑いい音がする︒﹂みんな﹁一の人﹂

［一

いちねんせい

あたらしい 一年生がはいってきます︒

六584 雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる
道で︑はき物に雪がついてころびました︒
きにならったからよく知っているが︑

六麗11 ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと

七68囹 一年生だ︒

一年半

七561 一年生の唱歌がきこえてきます︒
﹇一年半﹈︵名︶2

十五旧8 なつかしい一年生︒
いちねんはん
き︑大病にかかって︑

十二40一 ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

十五525 私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく
書きあげた論文を持って︑

いちのばめん ︹題名︺6 一のばめん 一の場面

二475 一のばめん いちろうがでてきます︒

四962十 うらしまたろう 一のばめん︑
六177ありときりぎりす 一のばめん
六802八つりばりのゆくえ一のばめん

七39七にげたらくだ⁝⁝⁝七十四一の場面

［一

［一

いちねんいちねん一いちばん

l14

115
いちばん一いちばん

八927園新しいのが︑いちばんきれいだ︒
八935 いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美

じまん話をはじめると︑自分がいちばん

からでる物では︑いちばん多い土器です︒
九梱10園

いちばんちがうところは︑

小学校のいちばん上の学年か︑

りっぱだと思うもんだね︒

十147

しいといわれる身のうえになったのである︒
十634

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早

八鵬3 3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

十一83園
思う︒

いつもは︑いちばんびりにいるばかり

人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑

十四594園

しかし︑いちばんいい種を︑上呂もわ

ぼくは︑いちばんじみなものです︒

は︑私たち水です︒

十四586囹生きものに︑いちばんたいせつなもの

十四616園

雪國でいちばん低しいものは︑なんと

すれずにまいてもらうことができさえずれば︑

十四889

﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはいつ

いっても︑春さきの雪どけごろである︒
十五4710

十五鵬4囹

とうとう﹁いちばんふとった幸福﹂が︑

﹁いちばんふとった幸福﹂チルチルの方

わたしは︑幸福なかまでいちばんふ

さて︑いちばんおしまいに︑ここにい

子どもの幸福というものは︑︿略﹀︑い

ぼくは︑きれいではないが︑いちばん

﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

いちばん悲しそうです︒

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒

十五鵬3囹

たいせつなものです︒

十五撹7囹

ちばん美しいものに見えるものだからね︒

十五984囹

るのは︑﹃はちきれそうなわらい﹄で︑

十五886囹

とった﹃お金持の幸福﹄です︒

十五873囹

へ手をさしだしながら︑

十五8611

テーブルをはなれて︑

十五8510

だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑

この地球の上でいちばんふとっている

十五823

たものが︑いちばんすぐれていたという︒

これこそ︑いちばんりっぱなものだと

十五834園あれがこの世の中でいちばんふとった

十一162

天と地にかがやくものの中で︑いちばん
いちばん下のは︑そのとき二つでした︒

じゃあ︑第四号室のいちばん向こうの
私の一生を通じて︑わすれることのでき

その中で︑いちばんさわがしくて︑大き
な音をたててやって獲るのは︑さるまわしである︒

十三307

ださった日であります︒

ないいちばん大きな日は︑サリバン先生がきてく

十二313

ベッドだ︒

十一666囹

十一233

清らかな︑すみきったたま︑

十一165

むずかしいのは︑コックスだろう︒

十一85園

だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑

で︑べつに用もないようだが︑

十一66囹

道と思ったのです︒

十7312園

八二8 いちばん多いので15本になりました︒
で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

九332團 この湖へつりにいくのが︑いちばんの樂
しみです︒

九359團 それは︑七月の二十八日でしたが︑村で
いちばんおそい植えつけでした︒
九427国 いちばん小さな三つになる妹もつれて︑
くるみのいちばん上の枝がゆれ︑

うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒
九5310

九645囹 なんといったって︑頭のとがっているの
がいちばんえらいのです︒

九648園 いちばんまるいのはわたしです︒

九647園 わたくしがいちばんとがっています︒
九6410囹 大きなのがいちばんえらいんだよ︒
九6411園 わたしがいちばん大きいから︑わたしが
いちばんえらいんだよ︒

九6411園 わたしがいちばん大きいから︑わたしが
いちばんえらいんだよ︒
いちばんえらいんです︒

九666囹 なんといったって︑頭のとがったものが︑

おわかれしてから私がいちばんつら

﹃いちばん大きな喜び﹄の中に︑﹃美

しいものを見る喜び﹄がいます︒

十五柳10囹

いものがいなくなってしまうわけですからね︒

おかあさんのおやさしさこそ︑私に 十五柳8囹 ぼくたちのなかまから︑いちばん美し
古くから日本といちばん関係のふかかっ
た大陸からは︑

十四272

とっては︑いちばんとうとい宝なのです︒

十四155国

かったことは︑

十四68團

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

九684園 この中で︑いちばんばかで︑めちゃく 十三331 なんといっても︑いちばん耳に親しいも
ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

ちゃで︑てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう

九692園 この中で︑いちばんばかで︑めち．やく
なやつが︑いちばんえらいのだ︒

九694園 頭のつぶれたようなやつが︑いちばんえ
らいのだ︒

九844園 これはじょうもん土器といって︑貝つか

いちばんどり一いちまんば
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十五㎜1園

﹃喜び﹄は︑たぶんここでいちばん純

潔なものでしょう ︒

十五麗11圓おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑
いちばん美しい喜びなんですよ︒

十五備9囹 いつだつて︑同じおかあさんで︑いつ
だって︑いちばん美しいおかあさんなのだからね︒
十二5810 ところがいま一だんというところで︑い

いちばんどり ﹇一番鶏﹈︵名︶1 いちばんどり

一ば

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒
いちばんぼし ﹇一番星﹈︵名︶2 一ばんぼし
ん星

一258 ﹇ばんぼしみつけた︒
五533園 まさこちゃん︑︻ばん否みつけたのね︒
いちびょうかん ﹇一秒間﹈︵名︶1 一秒間

八345 光の速度は︑一秒間に地球を七まわり亡し
ます︒

いちぶ 二部﹈︵名︶2 一部
十三6012囹 あれは︑ミケランジェロのかいた︑て
んじょう画の一部だ︒

一部分

六485圃海

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ 一まいの絵をひき

おじさんはそういって︑同じひきだしか

ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

かきの葉を一まい一まいならべて︑この

日本紙を細長く切って︑

︹課名︺2

﹇まい一まいに

﹈まいの紙

一まいのシャツ

一まいの紙

一まいの紙⁝⁝⁝九十四

十二

十二

︹題名︺2

一まいのシャツ

一万キロ

一万キロあまり

その一まいめをめくって︑くり返しくり

﹇一枚目﹈︵名︶1 一まいめ

あまりもありますが︑

﹇一万光年﹈︵名︶1

一万光年

日本からオーストラリアまでは︑

︵名︶1

返し読んでみると︑

十一266

いちまいめ

八442 一まいのシャツ

八32

いちまいのしゃつ

三944

三36

いちまいのかみ

よくのりをつけてはりかためる︒

十二512

色がよいとか︑こちらの色がよいとかいって

九443團

い

一まいの紙に︑字をかくこ いちまいいちまい ﹇一枚一枚﹈︵名︶2 一まい一ま

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

一まいの紙に︑えをかくことが 十五463 ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

十三605

ら︑一まいえらびだして︑見せてくださいました︒

十三591

だしからだして︑見せてくださいました︒

十三556

ただきました︒

どこかでだれかがめくってる︑融き 十三532 もとの先生から︑一まいの絵はがきをい

生きた絵本の一ぺージ︒

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒
六486圏
一まい

一まいの紙で︑いろいろなものをおる

﹇一枚﹈︵名︶20

三945

いちまい

一まいの紙が︑いろいろなかたち

ことができます︒

この

この

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒

三954

三957
また︑この

できます︒

三966

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ

とができます︒

三985

ちょうど︑一まいのもうふのようになつ

りましょう︒

四527

一まいのえをだし

て︑かっちゃんをささえながら︑できるだけ早
﹁︿略﹀︒﹂といって︑

くとびました︒
ました︒

四833

正方形の一まいにのりをつけてつつにか

いちまんば

あり︑

﹇一万羽﹈︵名︶1 一万ば

︻万光年の星もあります︒

八359 百光年の星もあり︑一千光年の星のむれも

古新聞を二まいとも八つに切って︑その いちまんこうねん

古はがき一まい︒

九246

教室の高いところの窓ガラスが︑一まい いちまんキロあまり

一まいのシャツ

だいこんの葉を一まいとってきてね︒

つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

ぶせる︒

十二501

平年作は︑1平方mに3・5dのげん米が うち一まいだけを正方形にする︒

十一一499

十二494

こわれていて︑

十一1510

の持ちあわせもございません︒

八495園わたしには︑あいにく︑

七2310園

とまいた︒

六川9

十四5211囹それは︑花の一部であるめしべの根も 六川4 その一まいをぐるぐるとまいた︒
﹇一部分﹈︵名︶3

とが︑大きくふくれただけのものです︒
いちぶぶん

十四335 この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の
大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒

十五396 かたかなは漢字の一部分をとって作った
もので︑

十五398 ひらがなはかたかなのように漢字の一部
分をとったのではなく︑

八佃7

いちへいほうメートル ︵名︶1 1平方m
とれるのですから︑

いちページ ︵名︶2 一ページ
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いちメートルーいちろう

九2210 二十九日飛行機で 一万ば
いちメートル ︵名︶3 一メートル
小枝がわかれていました︒

それは︑おにが一夜のうちに百だんの石

だんをきずきあげることで︑

十二5710

十581

算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう

いちょうの葉

いちれつ

一輪車

先生が︑︿略﹀︑いちょうの葉をたくさん落
﹇一輪車﹈︵名︶2

なんといっても︑いちばん耳に親しいも

〜例

大きな水おけをのせた一輪車が︑︿略﹀︑
﹇一例﹈︵名︶1

そうして︑つぎのようなことばはその一
﹇一列﹈︵名︶3

一列

三十ぱのがんは︑

それがほぐれて︑一列にビルディングをは

いきましたが︑

四478

なれる︒

六4210

はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一
□路﹈︵副︶1

一路
りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこ
︹人名︺39

ちこおかあさん

いちろうδかねたいちろうさ

二469でる人いちろうじろういもうとのさ

ま・かねたいちろうどの

いちろう

み︑一路自たくへと車を走らせた︒

十五602

いちろ

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九二6

一列になってとんで

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒

十四207

いちれい

かん高いひびきをたてる︒

十三333

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

十三331

いちりんしゃ

してくださいました︒

十583

の木にのぼって︑

十582

ちるなり丘の夕日に

九三4図魍金色の小さき鳥のかたちしていちょう

八218 地表から一メートルほどのぼったところに︑ いちょう ﹇銀杏﹈︵名︶4 いちょう

に四五十メートルほってみることにしよう︒

九813囹 まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西
十二梱7 赤色のすやきの土人形で︑高さは一三ー
トルほどあり︑

いちメートルあまり ︵名︶1 一メートルあまり
まりも根をはっていました︒

九348国 それが︑深いのになると︑一メートルあ
いちメートルいじょう ︵名︶1 一メートル以上

十二448囹 その人形などは︑長さにすれば一メー
トル以上のものもあるが︑

いちめん ﹇一面﹈︵名︶7 いちめん ︸面δかい
すいいちめん・そらいちめん

二5610 なの花が︑いちめんにさいていました︒
六458 かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい
ねが︑いちめんにつづいている︒

九378團 くまざさやいろいろな名も知らない雑草
がいちめんにはえていて︑なにかでてきそうです︒
ちめんに波だち︑

九598 そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい
十233 いちめんのなの花︒

十四876 一面の銀世界となった廣い野原を︑第一
の人が歩いて行く︒

十五304 わしの白い下羽が︑綿のように一面にち
りました︒

一夜

いちもんじ 5まいちもんじ
﹇一夜﹈︵名︶2

十﹁415圃 もちつきすませて︑しめなわをはり︑

いちや

一夜明ければうれしいはつ日︒

一［

U いちろうがでてきます︒

二492

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑いちろうをよび

いちろうは︑となりのへやへいきます︒
ます︒

二546

おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑

けれども︑いちろうが目をさましたときは︑

いちろうはくりの木をみあげて︑﹁︿略﹀︒﹂

九518

いちろうは︑からだをかがめて︑﹁︿略﹀︒﹂

いちろうがまたすこしいきますと︑

た︒

いちろうは︑首をひねりました︒

いちろうが︑またすこしいくと︑︿略﹀︑り

いちろうがすこしいきましたら︑谷川に

そった道は︑もうほそくなってきえてしまいまし

九541

かざして︑いちろうをみながら答えました︒

九535 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を

びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

九531 いちろうは︑すぐ手まねきして︑それをよ

すが︑ぴょんぴょんととんでいました︒

九5211

九526

とききました︒

九5111

う︑﹁ふえふきのたき﹂でした︒

九506 いちろうは︑すこしいきますと︑そこはも

とききました︒

九496

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九493 いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷

もうすっかり明かるくなっていました︒

九489

せんでした︒

九479 けれども︑いちろうはうれしくてたまりま

いちろうのうちにきました︒

九472

いちろうが︑走ってでてきます︒

二545

手にわたします︒

二488 いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

S7

いちろうくん一いつ
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九545 いちろうは︑その道を登っていきました︒
九548 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ

九755

﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

たと︑いちろうはときどき思うのです︒

いちろうくんが︑

いってしまいました︒

三413

右の

方に

まがって

いちろうくん ︹人名︺2 いちろうくん
とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑
九559 いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑ 三396 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ
うくん︑左のかたにはみよこさん︒
びっくりしてたちどまってしまいました︒

九563 いちろうは︑きみがわるかったのですが︑
なるべくおちついてたずねました︒

九567 その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口 いちろうさん ︹人名︺5 いちろうさん
二253 きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑
を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

た︒
六845園

小鳥一わとれやしない︒

八59 そばにすえた小さなかごの中から︑一わず

つつかみだしては指さきへとまらせたり︑

八63 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見

たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない

物したのち︑その一わを買い︑
八1310

でください︒

八608 みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ

をしていない︒

八654園

ほかのものは︑一わだってこんなすがた

いちろうさんのしたおはなし︒

ろに︑一わのあひるがすわっていた︒

いちろうさんは︑おかあさんのさとの︑い

︿略﹀︑この五人のばんです︒

二257

いちろうにいさん

﹁︿略﹀︒﹂と︑その一わがいった︒

こんなことをかんがえているうちに︑

﹇何時﹈︵代名︶43 いつ

にいさんは︑こんど︑いつおふねから

いつのまにやら天人は︑春のかすみ

五483 いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒

につつまれて︒

四燭1囲

おかえりですか︒

四235田

てしまいますが︑

三978心に思ったことは︑いつのまにかきえ

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

二565

いつ

の上へ舞いおりて來ます︒

十五2212 大きな﹇わのやまわしが︑︿略﹀︑みんな

八735

だ︒

八689園あの一わをのけたほかは︑みんないい子

あひるの子の首すじにかみついた︒

八681 もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

くと︑ 一わの鳥が︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑

八678 親あひるにつれられたひなたちが通ってい

八6511 ひなたちも一わずっとびこんだ︒

五222

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑

なかにいきました︒

五227

いちろうさんは︑おかあさ

いちろうさん

きみは︑いちろうさんだな︒

げんかんにむかえにでました︒

九5610囹

︹題名︺1

いちろうさん

んのさとの︑いなかにいきました︒

五221

いちろうさん

九5611 いちろうはぎょっとして︑ひと真うしろに
さがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

いちろうは氣のどくになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

九571囹 ええ︑ぼく︑いちろうです︒
九578

いいました︒

九583 いちろうは︑思わずわらいだしながら返事
をしました︒

九593 いちろうは︑おかしいのをこらえて︑

九589 いちろうはあわてていいました︒
﹁︿略﹀︒﹂とたず ね ま す と ︑

一わ

ああ︑そのりんご︑
＝羽﹈︵名︶18

一わが︑きず口をて

一わのがんが︑みずうみのきれいな水
これをうけとった

けれども︑もう一わがみえません︒

いねいにあらってやりました︒

四544

をくむと︑

四543

いちわ

からもらったのです︒

二543園

九5910 いちろうは︑おかしいと思ってふり返っていちろうにいさん ︹人名︺1 いちろうにいさん
みますと︑

九613 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ
しおのはねるような音をききました︒
九6710 やまねこがいちろうにそっと申しました︒
九681 いちろうはわらって答えました︒
九698 やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい

四589

その帰り道に︑一わの小鳥のひなをひろい

ながら︑いちろうの手をとりました︒
九716 いちろうはわらっていいました︒

五943
ました︒

六166木の上には︑一わのはとがとまっていまし

それを一わのはとがみつけました︒

九742 いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま
ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒
りをいれたますを持って立っていました︒

九7411 いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ 六147
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し、っカ、一し、つカ、

五906囹 それでな︑さどが島をうたうときには︑
いつでもおじぎをするのだよ︒
いってしまいましたが︑

五二6 いつのまにか︑しじゅうからは︑どこかへ
六231園 いまあそばないで︑いつあそぼうという
のさ︒

六243囹 まあいいや︑こんないいときにあそばな
いで︑いつあそぼうというんだね︒

六556 空はいつのまにか︑雲↓つなく︑きれいに
はれわたっていました︒
六御10 そのうちに︑しかさんは︑いつのまにかは
ぐれてしまいました︒

七651 いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑
毎日はれ︒

十一662囹

おじさんは︑いつでもぼくをみていま

いつ入院したのですか︒

いっそんなことを覚えたんでしょう︒

十一855園
す︒

私は︑いつまでたっても区別ができませ

十一一299園

十二354

新しい学問をきり開いていくときは︑い

んでした︒

十二佃3

つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ
マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た

るものではありません︒

おかあさんがご用でしたら︑いつでも

んですか⁝⁝いつ⁝⁝え︑うちに來たんですか

十三392園
十四154國

おそらく︑まっすぐに歩こうと思ったの

とんで行きます︒

十四884

十五74三惑

息白しいつまで残る明星ぞ

であろうが︑いつのまにか曲がってしまう︒

八967 いつ︑めがでるでしょう︒

八625囹 いつまでかかるのだろう︒
九4110團 いつのまにどこへ渡っていったのか︑い

のでもない︒

少年はいつ鳥のせからふり落されないも

十五264

まはもういなくなりました︒

のよ︒

十五麗4園

いつでもすこし悲しそうにしているの

﹃もののわかる喜び﹄が立っています

みんな︑いつでもあんなにきれいなの︒

私は︑いつだつてこの着物を着ている

からない幸福﹄をさがしているのです︒

が︑あれは︑いつでも︑兄弟の﹃なにももののわ

十五鵬12園

十五佃6園

ちは見られます︒

十五欄2園外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た

は︑だれもふり向いてくれないからです︒

十五繊10囹

わりにいるのですよ︒

九421團 そのかわりまた︑いつのまにかがんが 十五欄11囹 ぼくたちは︑いつだつて︑あなたのま
渡ってきました︒

九444国 いつのまにか葉がすっかり落ちつくして
はだかになった木の上に︑

九823 先生のかごの中には︑いつのまにか︑せき
ふらしい物︑︿略﹀がたまっています︒

九悩4 いいにおいをかいでいると︑いつのまにか︑
︿略﹀からだのいたみもきえていきました︒

も︑その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

十62 しかし︑われわれは︑いつでも︑どこにで

いつでもにげだせるかっこうで︑

もちつづけたいものである︒
十6811

おまえのせわをしているときは︑いつ
だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

十一1911 大水で︑田や畑をみんな流されたりしま 十五M1園
したので︑いつのまにかびんぼうになって︑

おまえと私とが︑かわいがりあうとき

いつだつて︑同じおかあさんで︑いつ

は︑いつでも天國にいるのですよ︒

十五鵬5囹
十五備8園

いつだつて︑いちばん美しいおかあさ

だって︑いちばん美しいおかあさんなのだからね︒

んなのだからね︒

十五備8園

しんせつにいたします︒

十五冊4諸諸は︑愛しあう人たちには︑いつでも

秋のはじめのある晩︑一家そろって︑ぎん

﹇一家﹈︵名︶2 一家

八52

いっか

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑

ざの大通りを歩いていましたら︑

もとの自分の家に帰り︑一家をふたたびおこすこ

十一301

とができました︒

五日5ごがついつか

五日ほどまえだと思います︒

五日同じくのこりの三十九わ

五日や二十日でもありません︒

九2213

八349

いっか ﹇五日﹈︵名︶5

十一663園

五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜ

十一854園ぼく︑ここに五日のあいだいました︒
十﹁9210

﹇何時﹈︵副︶12 いっか

んと口にのぼってきました︒
いっか

ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった

﹁あさがおの花﹂を思いだしました︒

六799

これで︑いっか︑おとうさんのお話にき

ねのたまと︑︿略﹀がでてきた︒

六993 いっか︑おじいさんにいただいた古いめが
六欄11園

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

六柵9

みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い︑

長いしゅすの服を着て︑どんぐりどものまえにす

九636

いっかい一いっしょ
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わっていました︒

九旧6 求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の
さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

十一912囹しかし︑りっぱなコックスは︑いっか

チャンスです︒

そまつな一けんの小屋がありました︒

一けん

あいていた家が一けんあったので︑

﹇一軒﹈︵名︶4

八477

いっけん

九208

な︑このホートンではあるが︑

ん

五201
じめました︒

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑
一こく

一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ

﹇一刻﹈︵名︶1

水を運んで行かなければならない︒

十三332
いっこく

十五264

一さつ

ほん︻さつ︑ちょうめん二さつ︑

﹇一冊﹈︵名︶2

なければならない︒
いっさつ

一143

いっさんに

金次郎は︑︻さつの本をみつけました︒
﹇一散﹈︵副︶1

十一2512
いっさんに

子どもたちは︑いっさんにボートの方へ
一糸

コックスの号令どおりに︑一糸みだれ

﹇一糸﹈︵名︶1

かけていった︒

十一118
いっし

十一81園

十三373

ところ

三郎のうちの一室

ごくささいな感情をひろいあげて︑一首

﹇一首﹈︵名︶！ 一首

十四864

いっしゅ

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

一しゅうかんに

一週間

一ど︑赤いきものを

それから一週間もたったころ︑おばあさん

﹇一週間毎﹈︵名︶1

一週間ご

少なくとも︑一週間ごとにお手紙をさ

いっしょ﹇▽ごいっしょ

心があいましたから︑いっしょになって︑

＝緒﹈︵名︶58

大きくなったら︑にいさんといっしょ

風にふかれてとんでいるうちに︑いっ

五162 ポストにいれられると︑友だちといっしょ

る︒

四957 またいっしょになったりはなれたりす

しょになったりわかれたり︑

四956

に︑ふねではたらきたいと思います︒

四2310團

るかしら︒

四184園ぼくがいっしょにひくと︑かるくな

丘の大きな木のところまでのぼりました︒

三631

いっしょ

しあげましょう︒

十四1010團

と

いっしゅうかんごと

八975 水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒

は︑おじいさんをよんでいいました︒

五7411

きるものはなあに︒

ニー84囹

1週間

九784 もうすこしで貝つかに着くというところで︑ いっしゅ ﹇一種﹈︵名︶2 一種
りっぱな船長になるだろうよ︒
十446 ほかの母貝のがいとうまくを切り取ってき
先生は一けんの農家にたちよられました︒
十二438園 いっかおじさんからいただいた童話の
て︑一種の手術をほどこすことを発見した︒
十3511 佐吉は︑一けんの小屋に閉じこもって︑
本に︑
十三151 地は動くといっても︑それは一種ではあ
いっしんに考えぬき︑
十四458 助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞
りません︒
いっけん ﹇一見﹈︵副︶1 一見
えなくなりました︒
十四6310 お話することがどっさりありますが︑そ 十三277 一見︑なんのかわったところもないよう いっしゅうかん ﹇一週間﹈︵名︶3 一しゅうかん
れは︑また︑いっかべつのときにしましょう︒

一曲

私のなかまは︑一けん一けんにくばられは

十五907囹 だれだか︑いっかそんな話をしてい いっけんいっけん ﹇一軒一こ口︵名︶2 一けん一け
たっけ︒

十五備6囹 おまけに︑いっかランプをつけるとき
一回

やけどをしたあとまであるよ︒
﹇一回﹈︵名︶1

十三154 また︑公韓といって︑自立をしながら︑

いっかい
︿略﹀︑一年に一回︑太陽のまわりをまわります︒

いっかく﹇一角﹈︵名︶1 一角

五日め

十五719 町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ
﹇五日目﹈︵名︶1

のおはか︑

いっかめ
るくなりました︒

十一798 ところが︑五日めに︑病人はにわかにわ

九425團 ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね

いっかめごと ﹇五日目毎﹈︵名︶1 五日めごと

﹇一曲﹈︵名︶1

ずつほりおこすことにしました︒
いっきょく

一枝

十五71楽聖冬の水一枝の影もあざむかず

七4511園 それでは︑お礼にわたしのいちばんとく ずこいでいくと︑
いっし﹇一枝﹈︵名︶1
一きょに

いな曲を︑﹇曲ひきましょう︒

﹇一挙﹈︵副︶1

十二858 相手を︻きょにうちのめすぜっこうの いっしつ ＝室﹈︵名︶1 一室

いっきょに
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になりました︒
うたいました︒

五437團 ですから︑花ばたけで︑よくいっしょに
私は︑︿略﹀︑はるおといっしょに︑学校へ

いきました︒

五5511

のむこうを流れている小川のところにいきました︒

五7810 きょう︑先生といっしょに︑学校のはたけ

うよ︒

五三8園 きみも︑いっしょにむこうへとんでいこ

五重2園 ちっともこわいことはないから︑いっ

九65

オルガンのほかに︑︿略﹀ほかの樂器を︑
おとなといっしょに畑にでたり︑山へた

いっしょにあわせてひいてみたらどうでしょう︒

九321團

先生やみなさんといっしょに︑この湖へ

きぎをとりにいったりするので︑

九341團

しばらくして︑そこの主人といっしょにで

つりにいけたらと︑いつも思っています︒

九785

むかしの人は︑貝がらといっしょに︑い

ておいでになりました︒

九797園

らなくなったりこわれたりした道具や︑たべたけ

いっしょにあやまろう︑あした
風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

おくれ︒

十1211囹

おいで︑わたしといっしょにお話をして

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九二8

九皿3囹

つかみあいをはじめるんだもの︒

しょにあそぼうよ︒
ものの骨や︑角などを︑ここへすてました︒
六2210囹 ここでいっしょに音樂会をやろうじゃな 九917囹 いっしょに歩いているうちに︑きゅうに
いか︒

大きな雪だるまを作りました︒

六702 ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑

いっしょに首をふりながら︑

六価8 たこが青空で右や左にゆれると︑自分も
七307囹 さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒

ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に
ぼくは︑みんなといっしょにはたらきたい
能といっしょに︑狂言というものが演じら
きゅうに︑にっこりわらい顔になって︑次
子どもと父兄と︑いっしょに呼ばれてい
おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑
また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一4810

るようです︒

十﹇444

郎かじゃといっしょに歌いだしました︒

十742

れます︒

十647

と思います︒

十307

乗っている︒

十237

まきをしている︒

七759 もし︑もし︒﹂甲乙が︑いっしょにふり 十227 ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種
返って︑甲乙﹁は い は い ︒

七793囹 さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいっ
てもらおう︒

およいだ︒

八665 みにくいあひるの子も︑いっしょになって
八737園 どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑
渡り鳥になる考えはないかね︒
いっしょに住んでいた︒

八779 中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと
八864 子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑
あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

九510 この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて
みると︑まえとはちがつた感じがします︒

十一6010

いっしょにその一本橋を渡りだした︒

十二235姉やふたりのまごたちといっしょに︑同

子どもたちのかけていく方に︑自分も

じ屋根の下でくらせるのですから︑

十二7311

十三418園

十三413園

いっしょに︑そのマンシュウの子ども

いっしょに読もう︒

いっしょにっかえばいいよ⁝⁝

いっしょにかけだしたいと思いました︒

十三427囹

小包二つは︑おそらくいっしょには着

いっしょに小さなかさを送りました︒

に︑お礼の手紙を書こうね

十四1110国

それは︑外國と交通をして︑日本にな

十四1211團
きますまい︒

かった品物が︑外國から傳えられたときに︑その

十四2411

ラジオといっしょに︑﹁ラジオ﹂という

ことばもいっしょにはいってきたので︑

十四2412

ものとことばが︑いっしょになっている

ことばがはいり︑

十四254

学問などが傳わってきたときに︑そのこ

ということは︑あたりまえのことだが︑

十四2512

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

とばもいっしょに傳わってきたのにちがいない︒
十四2610

西洋音樂がはいってきたときに︑いっしょに傳

いっしょにつれて行ってください︒

わってきたことばであろう︒

いっしょにつれて行ってください︒

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

十四㎜8囹
十四梱7

十四㎜8園

ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た

いっしょにお寺へ行って來ましょう︒

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒
十五715園

十五川1園

べたり︑飲んだり︑︿略﹀︑くらしているのですも
の︒

いっしょう一いっセンチ
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﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

十五鵬10囹ぼくたちは︑よくいっしょに遊ぶので
すもの︒

十五柳3囹
不幸のなかまにはいってしまった︒

いっしょう ﹇一生﹈︵名︶5 一周越ごいっしょう
でしょう︒

八1311 この思いでは︑おそらく一生なくならない

十458 名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が
ひそんでいる︒

いっ

絵をかくことも︑いっしょうけんめい

少年は看病にいっしょうけんめいになつ

うけんめいに働きました︒
ていました︒

十一7811

十二211囹
にけいこしなくちゃだめでしょうね︒

なにしろ︑いっしょうけんめいであるか
又略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけん

ら︑みるみるうちに工事がはかどって︑

十二586
十四㎜10
めいにたのんだ︒

＝生懸命﹈︵副︶3

いっしょ

その人は︑いっしょうけんめいにわしの

せにしがみついて︑

十五2312

うけんめい

高い理想をめざして︑いっしょうけん

一心に

いっしんにはたをおっていました︒

八287 すると︑さがしていたはたおりひめが︑

十3511 佐吉は︑︿略﹀︑いっしんに考えぬき︑これ

金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑

ならという一台の機械を作りあげた︒

けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

いっしんに勉強がしたくなりました︒

十︻269

十一7011

ちょうど︑少年がそういうはかない希望

つめたあとで︑目を閉じました︒

どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒

十一813
十二223園

里の人たちはおどろいたが︑︿略﹀︑田植

をして︑じょうずになったのだろう︒

私はスタンドから一心におうえんしてい

え歌勇ましく︑ 一心にはたらいた︒

十二605
十一一819

いっしんに観察したり研究したりして︑

る二少年のことを思っては︑ふるいたって職い︑

﹇一節﹈︵名︶3 一せつ 一節

れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三3410

日本語になおしたものです︒

十一一398 これは︑︿略﹀﹁わが生がい﹂の一せつを︑

声がきこえる︒

十196 ﹁ことばの愛﹂のつぎの︻節を読んでいる

いっせつ

こんなに大きなきずができていますが︑ 十三144

一身

いっしんに

長男に生まれて父母の愛を一身に集めて

□身﹈︵名︶1
十五6010

いっしん

私は︑いっしょうけんめいそれをなおして︑

十四5612囹

めいけいこをすることだ︒

十二225囹

九827囹

いっしょうけんめいやってみよう︒

﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑一生をケ いっしょうけんめい

ないいちばん大きな日は︑

十二313 私の一生を通じて︑わすれることのでき
十二422
ラーのためにささげました︒

︵形状︶

んのおことばを思いだすことにします︒
﹇一生懸命﹈
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十四81團 一生の間︑いくたびとなく︑おとうさ
いっしょうけんめい

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんないっしょう

しょうけんめい
三 5

けんめいにおじいさんにたのみました︒
五107園 きかんしの人が︑いっしょうけんめいに

いた身にとっては︑

＝心﹈︵副︶14

うらしまは︑いっしんにつりをしてい

□千光年﹈︵名︶1

一センチ

一千光年

土の上︑一センチほどのところで︒

︵名︶1

あり︑一万光年の星もあります︒

八359 百光年の星もあり︑一千光年の星のむれも

いっせんこうねん

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

十四927

まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに いっせん ﹇一銭﹈︵名︶1 一銭
まだ一銭ももうけてはいないので︑父親
うさぎさんたちは︑いっしんになって︑神

しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑

七596

それで︑内野の人はいっしんになったので︑ いっセンチ
かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七494

いっしんにひきつづけていた︒

七425

さまにおいのりをしました︒

六柵9

ふっています︒

六187

るので︑氣がつきません︒

四佃1

﹁︿略V︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひく いっしんに

走らせているからさ︒
五皿6

く︑いっしょうけんめいにまねをします︒

六145 ありは︑いっしょうけんめいにさけびつづ
けました︒

六佃11 けれども︑いっしょうけんめいに作ったら︑
できないことはないだろうと思いました︒

七488 ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょうけ
んめいにやった︒

九鵬6 その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ
しょうけんめいに登っていった︒

十一288 そこへいってからは︑いよいよいっしょ
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六百ぱ
一そう

一千

八そうの

いっせんろっぴゃっぱ ﹇一千六百羽﹈︵名︶1

﹇一叢﹈︵名︶3

九2211 十月一日飛行機で 一千六百ぱ
いっそう

三272 なん年か かかって︑とうとう
ふねができあがりました︒
近づいてきた︒

十一114 ふえが鳴って︑ふいに一そうのボートが

て助けにきてくれました︒

十四501 やがて︑一そうのボートが︑やみをぬっ
いっそう

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑いっそうげん

﹇一層﹈︵ 副 ︶ 1 1

二683

いっそう
へ
きょ
くしう

三472 するといたみがいっそうひどくなって︑
とてもたまらなくなりました︒

三欄5 あきがきて月がうつくしくなると︑か
ぐやひめのようすはいつそうかなしそうにみ
えました︒

かれを氣ちがいとよび︑

十417 町の人のかげロは︑いっそうはげしくなり︑

そうしかられるじゃないか︒

十724囹 このうえそんならんぼうをしては︑いっ

ことばづかいやいいあらわしかたには︑いっそう

十二934 その場のようすが相手にみえないから︑
氣をつけなくてはならない︒

十三352 その文字の意味がわかってくると︑いっ
そうその美しさが胸にきざまれる︒

十三561 おじさんので見ると︑いっそう生き生き

鳥はさけび声をたてて︑苦しまぎれに︑

いっそうはげしく鳥の腹をしめつけました︒

十五318

うん

いったい

だけど︑いったいだれがつれて

どうしたの︑いったい︒

﹇一体﹈︵副︶16

いっそうするどくとびかかります︒
いったい

六3811囹

六444園

いったいどっちなんだろう︒

帰ったんだろうね︒

六5311園

一書夜

いったん読まれてしまうと︑読み手の思

さい︒﹂女の人は︑いったんさがる︒

十二9510

いでや心持にとかされて︑

自輔といって︑一豊夜に一どずつ︑自分

いっちゅうや ﹇一昼夜﹈︵名︶1

十三152

いっちょ

で西から東へ一回轄します︒

いつつ

五つ

一直線で

さあ︑いっちょにいきまちょうね︒

︵名︶1
十二286囹

いっちょ

その一すじの道をながめると︑

﹇五﹈︵名︶8

ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

あさがおのはながいつつさきました︒

﹁一つ︑二つ︑三つ︑四つ︑五つ︒﹂と

まさお

おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も

にいじまゆずるのはか

勝海舟の筆になる﹁新島嚢之墓﹂とい

かっかいしゆう

ナポリの大きな病院の門ばんのまえへ

﹇一通﹈︵名︶1 一通

十五餌3囹

それから︑ぼくは︑まだなかまのうち

いっとう﹇一等﹈︵副︶2いっとう

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒

十一636

いっつう

う五つの文字をきざんだそのおくつき︒

十五721

うひとり遊びができますが︑

十二244

生しました︒

六683 ﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写

かぞえながら︑わたっていきました︒

三449園

つかきねにさきました︒

一391 うすももいろのあさがおのはなが︑いつ

一388

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一116囹

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一112園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

いつつ

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒

十四882

いったい︑あの雪だるまは︑死んでいるの いっちょくせん ﹇一直線﹈︵名︶1 一直線

か︑生きているのか︒

六726

いったい︑どういうことなのか︑くわし
このきそく正しいちつじょは︑いったいど

く話しなさい︒

七802囹
八365

いったい︑どうしたんですか︒

いったい︑ふたりともどうしたのだ︒

いったい︑なんでけんかをはじめたんだ

いったい︑あなたはたれですか︒

うしてたもたれているのでしょう︒

鵜川6園

九594囹
ろう︒

チチロ︑これはいったいどうしたのだ︒

十732園
十一711園

いったい︑かぼちゃは熱帯地方のもの

助け船は︑いったい︑なにをしているの

十一833園
だろう︒

十四456

です︒

十四5711園

いったい︑だれが︑そのことを発見した
のでしょうか︒

十四801

かがやく小さな星よ︑おまえはいった
いなんだろうか︒

十四9812園

このらんぼうなやつ︑いったいなんだ
いったん
では︑そのかたをこちらへこあんないしな

＝旦﹈︵副︶2

十五価2囹
い︒

として︑︿略﹀美しいのにおどろかされました︒

十四285園 外理窟辞典というものもあるから︑そ

いったん
六917

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十五257 上からぎゅうぎゅうとおしつけ︑両足で

いっぱい一いっぴき
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でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五餌7園 それは︑ぼくたちのなかまでいっとう
快活なのです︒

いっぱい 2杯﹈︵名︶4 一ぽい
六902囹 すみませんが︑そのいどの水を一ばいく
ださい︒

八431囹 あなたは︑こがねと一ぽいの水と︑どち
らをえらびますか︒

八432園 ﹇ぱいの水です︒

しまった︒

十四2112

いっぱい

とうとう︑こくばんがいっぱいになって

t﹈︵副︶18

一403まっかなつつじがいっぱい︒

いっぱい

四538あせをいっぱいかいている がんたちに
は︑

五213一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい
まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

乗せて︑終点につきました︒

五488
六襯10

野原には︑日の光がいっぱいさしています︒

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

観察し︑研究することのすきな人には︑なかなか

いっぱいはいっていました︒

その中に︑わたのようなふわふわした毛が︑

いっぱい﹇▽せいいつ

七958

﹇一杯﹈︵形状︶10

水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお

ています︒

十五鵬12園

いある︒

﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけ

1びき

一びき

でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい

十五冊4園おかあさんの目の中には︑星がいっぱ

十五湘10園

なみだをためているの︒

﹃︿略﹀︒﹄と︑ 一びきのやぎがいいま

いっぴき □匹﹈︵名︶32
した︒

二276園

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

二297囹

一びき︑二ひき︑飛びき︑四ひき︑五ひ

二301園 一びきたりない︒
二304園

四人の子どもが︑

一びきのありがいました︒

一びきのかめをとり
六133

あるところに︑︻びきの子ぐまが住んでい
ました︒

六675

朝から一びきもつれないなんて

おや︑

﹁びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

とらさんが手をのばして︑

六川11

六川3

﹇びきのうさぎ

﹁びきのとらさんが︑いきなり︑もう一ぴ

それは︑もう一びきのとらさんでした︒

さんのせなかをおさえました︒

六柵7

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

六伽9

ひく︑ひく︒

六833園

すると︑﹇びきのさるにであいました︒

六672

まいて︑あそんでいます

四965

四206團 ねこの ﹁びきは︑わたくしです︒

一びきたりません︒

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

一一314園 けれども︑やっぱり

八948

口にいっぱい物を入れながら︑

二318圏回 一びきたりない︒

二317圏回 ︻びきたりない︒

き︑ときどき水をとりかえました︒

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぱい
中には︑熱い湯がいっぱいはいっており

金だの︑塩詰だの︑宝石だのを︑頭に
十五9212

戸や窓のやぶれるほど︑いっぱい﹃幸
福﹄でつまっているじゃないの︒

十五梱11囹

いっぱいつけています︒

十五828

ます︒

十四623

つんで帰ったことを思う︒

十二951

持っていくだろう︒

こういわれたら︑手おけに水をいっぱいくんで

十二88エ

いれて持っていくだろう︒

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい

十二877

た︒

︑
しつ﹄よ︑L

もらうんだから︒

いくえにもとりかこまれ︑やねの上まで︑人で

三麗1 家のまわりは︑弓矢をもった人たちで︑
いっぱいになりました︒

六柵6 どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに
ひろがって︑

七343 汽車の中は︑人でいっぱいでした︒

九792 土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

七4910 ぼくは︑うれしさでいっぱいになった︒
たけいっぱいにはいります︒

十267 日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし
た父と子︒

十﹇534 乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ
う台までいっぱいになってしまった︒

ることを知って︑胸がいっぱいになりました︒

十二813 この二少年が︑︿略﹀いのってくれてい

庭で植え木の手入れをしている父にこう

三79！0囹雨にぼくのいどをいっぱいにして 十二387 私の目にはなみだがいっぱいだまりまし

ぱい・ちからいっぱい・みせいっぱい・わがまま

いっぱい

おもしろい見ものです︒

十四627 ただ一ぱいのこの湯でも︑自然の現象を

［一
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いっぴきのくも一いっぼん

きのとらさんにとびかかりました︒

かりました︒

六側11 いきなり︑もう一びきのとらさんにとびか

り

ンツンつっころばし﹂とさえずつたり一
一びょう

たって以來︑一分間も︑おかあさんの
一分半

一ぺんn▽とおりいっぺ

三647園

りょう方いっぺんにはいけないよ︒

﹁︿略﹀︒﹂とわらいだしたので︑みんな︑

﹇一方﹈︵名︶12

一方

校庭のつゆもいっぺんに光った︒

いっぺんにわらってしまいました︒

五838

七54
いっぽう

たまがはまるくらいの大きさにまいて︑そ
の一方のはしに︑めがねのたまをはめた︒

六細6

おくびょうもののようにも思えましょうが︑
どうして︑一方では︑とてもむてっぽうなきかん

八910

ぼうでした︒

九伽1 水は大きなごろごろした石ころのあいだか

少年は︿略﹀︑

一方の手で︑ふとんの上

一方の手にあつくほうたいをしたひとり

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はいって︑ 一方の手

一方の手で目をふきました︒

光が一方のはしから︑向こうのはしまで

割ろうとすると︑︿略V︑とちゅうから横

十四973

まるやきの鳥が︑ほかほかとあたたかい

一方は太く︑一方は細くなって︑

一方

一方が先に生まれ︑他方があとから生ま

﹇一方﹈︵副︶1

一本のくすのき

一本

一方︑﹁山﹂を﹁やま﹂︑﹁海﹂を﹁う

もとの中毒の発音にしたがった読みかた

むかし︑あるところに︑

﹇一本﹈︵名︶35 1本

一本ずつおってしまえ

ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒

三927 みにきた人が

がはえました︒

三222

いっぼん

み﹂などとっかって︑

をしたが︑

十五381

いっぽう

れたというだけのことで︑

十五745

いきをたてて︑テーブルの一方におかれてあった︒

十四782

なって︑

の方へそれてしまって︑一方は太く︑一方は細く

十四782

とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さ

十四347

十一9110

た︒

で花たばを取りながら︑一方の手で目をふきまし

十一919

の男が︑

十一818

た︒

におかれたまま動かずにいる︑うでをつかみまし

十一692

けたところがら︑さらさらと流れだしていた︒

うらの小山の訪いけに子がもが二百ぱ︑ ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑一方のか

﹇一撃﹈︵名︶2

この一びょうをもとにして︑困っている

人にかしてやったり︑

十一297

こ米が一びょう︑

四686

いっぴょう

七895 白うさぎが9ひきと︑黒うさぎを一びきも
らいました︒

七899 茶うさぎ一びき
おくへはいってでてこないので︑

七923 1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑ いっぴょうあまり ﹇一三余﹈︵名︶1 一びょうあま
すると︑秋の終りには︑一びょうあまり

の米を自分のものにすることができました︒

七9510 1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして 十一295
いました︒

十四66團

七963 1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいといっぶんかん ﹇一分間﹈︵名︶1 一分間
思います︒

﹇一分半﹈︵名︶1

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半
﹇一遍﹈︵名︶1

いちにちにニへんあるのに︑いちねん

に一ぺんしかないものはなあに︒

ニー91囹

ん

いっぺん

でかたづけてくださいました︒

九701園

いっぶんはん

七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ ことを考えないではいられませんでした︒
色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
七967 もう一びきは黒でした︒

九柵5図圃赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ
こよりぞいぬのあらわる
九172 一びきのくもがいました︒
黒いいぬが一びきすわっていました︒

十501 家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑

かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

こちらでは︑さくらの花も︑︿略﹀︑りん

十542 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた いっぺんに﹇一遍﹈︵副︶4いっぺんに
五401国

﹁いっぴつけいじょう﹂と歌ったり︑﹁ツ

ごの花も︑いっぺんにさきだします︒

そのくちた草をとりのけようとすると︑

大きなえんまこおろぎが一びき頭をだしていた︒

十ニー52

十四863 一びきのこん虫をながねんかかって調べ

十三479 あぶが一びきとんで中る︒
るのも︑

いっぴきのくも ︹課名︺2 一びきのくも

九梛1 十二 一びきのくも

九38 十二 ︻びきのくも⁝⁝⁝百二十七

八85

いっぴつけいじょう ︵感︶1 いっぴつけいじょう

いっぽんすぎ一いつまでも
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三梱1 ねもとのびかりと光る竹が
ました︒

一本あり

四麗8 ただ 一本のマッチでも︑︿略﹀︑どれほど

手かずがかかっていることでしょう︒
六124園小さなねじが一本いたんでいましたから︑
これで︑

一本のつつができあがった︒

とりかえておきました︒
六棚8

七206園 そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

と︑ボートは向きをかえて︑

そこには一本のざくろの木があって︑夏

じゅう美しい花をつけていたが︑

十一一135

女の子は︑またそうしないではいられな

女の子は一本のマッチをとりだした︒

いっぼんみち
しょうね︒

□本道﹈︵名︶1

一本道

四276團林のむこうの一本道まで︑かけっこを

紙にかいたものは︑いつまでものこり

紙にかいたおはなしは︑いつまでもの

いつまでもおじいさんとおばあさんの

みかどは︑そののちいつまでも︑かぐや

三柵8 いつまでもいつまでもたちのぼってい

にかたくすがりついています︒

八257 あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ

かたがないのさ︒

五柵2囹 こうしていつまでも︑ここにいるよりし

声をきいていました︒

五鵬2 ひわは︑感心したように︑いつまでもその

五㎜3園 いつまでもかわいがってやるよ︒

ていました︒

五939 りょうかんさんは︑いつまでも月にみとれ

ます︒

五795 おなじところで︑いつまでも高く鳴ってい

ただきとうございます︒

ました︒

女の子は︑もう一本の︑第三番めのマッ

までもたちのぼっていました︒

三帽8 けむりが︑山の上からいつまでもいつ

た︒

ひめをおわすれになることができませんでし

三描1

したいと思いましたのに︑

三招8園 いつまでもおそばにいて︑こうこうを

おそばにいたいと思います︒

三梱10囹

こります︒

三983

ます︒

三9710

ホートンは一本のトンネルのようになつ いつまでも ﹇何時迄﹈︵副︶16 いつまでも

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三274

一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人
野原の中で︑一本の草花を見いだして︑

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒

十四487
十四862

ほんのたった一本のマッチで︑火を

その両手をあたためるために︑﹁本の

それをたんねんに写生するのも︑

マッチで

十四9411

のこしておきましたら︑

七772園 左の足が一本短くて

ともすことができたならば︑どんなによかろうか︒

七756園木一本もみえない︒
八216 ﹇本のささだけがはえていました︒
十四951

すった︒

チをすった︒

十四9710

一本すぎ

いっしょにその一本橋を渡りだした︒

いつまでもそのままにしておいてい

四柵2囹
女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ
数という形のないものを表わすのに︑線
二本杉﹈︵名︶1

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

十五368

ばのたばの中からひきだした︒

十四999

クリスマスの木の下にすわっていた︒

十四9711

そうして︑こんどは︑女の子は︑﹇本の

くなって︑もう一本のマッチをとってかべでこ

十四966

十四9411 ほんのたった一本のマッチで︑
八994 1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植
えたのと二とおりにして︑

八㎜5 1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑
5㎝ぐらいになりました︒

八川6 1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら
いにふえました︒

八㎜2 1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ
いていました︒

八鵬6 1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ
いていました︒

一本のくるみの木のこずえを︑

九518 一本のぶなの木の下に︑
九5211

九881 舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒

一本橋

とちゅうに︑かなり深い小川にかけ渡し

﹇一本橋﹈︵名︶2

集合地は︑村はずれの一本すぎのそばで

十一6010

た﹇本橋がある︒

十一603

いっぽんばし

あった︒

九⁝⁝8

十173囹 えんぴつ︻本買いにいくにも︑日本のこ いっぽんすぎ
とばでは通じません︒

十611 うちのお庭に︑たけのこが﹇本はえてきま
した︒

十一612囹トップ︑バック︻本︒
十﹇73園 トップ︑バッター本︒

十︻74園 ぼくが力をいれて︑︻本バックをやる
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いつも一いでんがくじょう

の鳴く声をきいていよう︒

十一1310 丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥

いつも︑全体の中の部分︑部分があっての

全体︑というつながりをわすれないで︑

十324

なによりおもしろいのは︑大学のボート

川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑

がいつもここで練習していることだ︒

十一51

幸吉をかばい︑

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その
いつも︑ぼくがそばにいないといけな
このごろでは︑いつも美しい実をなら

芭蕉は︑いつも遊び友だちにしていました︒

十一一7210 どれも身なりはきれいではないのですが︑

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

いつもこう思っていてください︒

私のつくえの上には︑日本のみなさんが

それは︑いつもしごとをしないことで

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

人間が地上に住みついてからこのかた︑

いつもそれをどこにしまってあるの︒

1園

十五

いで

与もうしいで

いつもたずねあぐんでいた道が︑

十五備1園

ています︒

不正がしかえしされたときに︑いつもにっこりし

十五鵬1園

す︒

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑ 十五914園

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒

十五7911

ものように散歩に出ました︒

十五217 ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

く︑しんせつなようすをしていた︒

十四㎜1 おばあさんは︑いつものように︑やさし

出て︑︿略﹀︑せっせと養分をこしらえて︑

十四538園私が︑いつも日あたりのいいところに

十四164團

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四712圏

のだ︑

えん形であって︑太陽はいつもその焦点にいるも

十三232囹大もみがある大きさ以上に生長しない 十419 うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑ 十三147 そういう星︿略﹀の空にえがく道は︑だ
のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ
いつも

ばにならべておくからです︒
﹇何時﹈︵副 ︶ 4 4

いつもは︑いちばんびりにいるばかり
ただ︑わかっているだけではなしに︑
いつもその本を手からはなさず︑くり返

いつもそのうえを考えていて︑

十﹁91園

で︑べつに用もないようだが︑

十一65囹

︿略﹀︑おにごっこをしたりして遊んでいるが︑

四3910囹 ただしい ことばは︑いつも︑あなたが 十一52

いつも

たのいいお友だちになったり︑

四748 へ⁝返事はいつもはっきりと︒
四762 か⁝からだはいつもきれいに︒
四川8園 りゅうぐうはいつもこうなのですよ︒
五117園駅の人たちは︑いつも氣をつけているよ︒

いのです︒

十一856園

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一483

いつも本を読んでいた︒

十一4711

十一4610 じゃがいも畑のうねの向こうに︑いつも
ふ じ
ぽっかりとういていたえぞ富士︒

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

五312囹 これからも︑いつもやりたいと思います︒ 十一2610
五472 いつも通るこの小道︑たのしい小道だ︒

五価7 しじゅうからは︑どこかへいってしまいま

五483 いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒
したが︑ひわは︑いつもそのまねをして
心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六493圃 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの

七434園わたしは︑終業後︑いつも心さびしい旅
をしていました︒

七876 いつも︑どこかを動かしています︒
いますから︑たいへんかたく︑じょうぶになりま

せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ

﹇移転﹈︵名︶1

移心

いでる 5おいでくださる︒おいでなさる・おいでる

いでん学上

たとえば︑移轄をするのに︑方角がよい

﹇遺伝学上﹈︵名︶1

兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力

のちがいは別として︑

十五744

いでんがくじょう

とかわるいとかいい︑

十三104

それからというものは︑いり用のときは いてん

のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて

しかし︑いつも勉強してみがきをかけて
いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

十二693

右と左によじっておかないと︑

十一一679

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十一一6110

て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

十一一233

せることができるようになりました︒

八1711 まえ足は︑いつもトンネルをほるのにっか 十二202囹

す︒

ように︑いつも足をつかっていなければならな

八8510 あひるの子は︑あながこおってしまわない

かった︒

九342国 先生やみなさんといっしょに︑この湖へ
つりにいけたらと︑いつも思っています︒

十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
なりたいのです︒

いと一いなか
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いと ﹇糸﹈︵名︶13 糸←けいと・たこいと・たて

四68

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま

いと・よこいと

いにちあつかうところです︒

四通7光っている︑ほそい糸のようなものは
なんでしょう︒

五657 おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば
あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

六328 糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ
ていくかかし︒

六8310 糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒
りきりとまいて︑動かないようにした︒

六川7 きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき
六備3園 ちょっと糸を持たせて︒

しっかり糸をにぎっています︒

いってにこにこしました︒

六価5 糸を持ったただしちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と
六⁝⁝8

六893園

六896

おや︑あんなところにいどがある︒

そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも

うとする︒

五棚9

鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど

←おいとまいたす・おいとまする

ばたの高いところにかけますが︑

いとま

﹇糸目﹈︵名︶1

糸目

んのところへ持っていってあげるんだ︒

六伽9囹 かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

いとめ

や名高いいど水をためしてみたけれども︑

母梱9 日本じゅうを歩きまわって︑うまそうな水

いどの水をみて︑女﹁まあ︑りっぱなかた いどみず ﹇井戸水﹈︵名︶1 いど水
すみませんが︑そのいどの水を一ばいく

が︑水にうつっているわ︒﹂

六897
六902園
ださい︒

ふたりは︑いどの小屋をおおっているす

いかずらのあまいにおいにひかれて︑

十二364

いとおしむ

︽ーム︾

いとぐち

られ︑にぎやかな話が続く︒

糸屋が來る︒

どこからともなく︑女の人たちが集まつ

﹇鰭﹈︵名︶1 いな

こいもいます︒いなもいます︒

いなかのやねのべんぺんぐさは︑

﹇田舎﹈︵名︶18 いなか

そういういなかへは︑めったに日本人もい

もにとっては︑もっとも樂しい季節でした︒

十911 木の葉が黄色くなるころで︑いなかの子ど

十85 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑

かないのです︒

十74

きて困りました︒

ときは︑子どもが大ぜい︑めずらしそうについて

十三298黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ 十73 おとうさんが︑フランスのいなかへいった

八603 いなかは︑いいお天聴であった︒

のしものふかい朝の野にでたとき︑

八136 ことに︑町はずれの野原を歩いたりいなか

なかにいきました︒

五222 いちろうさんは︑おかあさんのさとの︑い

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三528圃

いなか

九333團

いな

て來て︑糸屋さんをとりまく︒

十三297

いとやさん ﹇糸屋﹈︵名︶1 糸屋さん

十三294

芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく いとや ﹇糸屋﹈︵名︶1 糸屋
いとうくん

いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

︹人名︺1

みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

十二711

五846

いとうくん

︵四︶1

の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒
いとおし・む

九柵2図圃ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ
な子や夜はいろりの火にあてており

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど
﹇糸口﹈︵名︶1

このように︑古い時代のことがはっきり
わかるいとぐちとなったのは︑

十二9810

いとぐち

の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒

十四717

九973 やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび いとくず ﹇糸屑﹈︵名︶！ 糸くず
つけようとする︒

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

十二4512圓 指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑

十二535 手は︑手さきのほうをいれて︑穴に糸を
通してぬいつける︒

いど

十二686 糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは いとたば ﹇糸束﹈︵名︶1 糸たば
﹇井戸﹈︵名︶9

ひじょうにせまい︒
いど

﹇糸鋸﹈︵名︶1糸のこ

いどばた

糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは
﹇井戸端﹈︵名︶2

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげて︑う
らのいどばたに立ちました︒

五936

いどばた

ひじょうにせまい︒

十二686

三792 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を いとのこ
こしらえています︒
もらうんだから︒

三7910園雨にぼくのいどをいっぱいにして

そのそばには︑大きな木が立っています︒

六879園 そのこてんの門のそばにいどがあって︑
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いなかまち一いぬ

十102 そのいなかの町には︑ポンナフという石の
橋があって︑

十一356圃
くらいの音︒

六407

まばゆく光るいなずまに︑続いてひび

村の子どもや︑森や︑小川や︑いな田など

十138 少女たちは︑︿略﹀テーブルをかこんで︑ いなだ ﹇稲田﹈︵名︶1 いな田
いなかの歌を歌ってきかせてくれました︒
の︑きれいな︑眠しかった思い出が︑
いぬ

なんてきれいなおかしでしょう︒﹂いぬ

﹇犬﹈︹話手︺2

チロi︑おまえもすぐ來い︒﹂いぬぶつ

ぶついいながら︑テーブルのすみで︑﹁︿略﹀︒﹂

十五934

﹁それに︑あんなに肉がある︒

十五844

いぬ

十1310 あんないなかはつまらないと︑わるくいう
旅人もありますが︑

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144 フランスのいなかによくみかける︑赤いか

ほっかいどう

十162 フランスのいなかの子どもから︑自分の國
のことをきかれたときは︑

一382

しろいいぬがはしってきます︒

いぬがはしってきます︒

くろいぬ・こいぬ

一383

いなかを思いだす︒

十一466 じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の いぬ ﹇犬﹈︵名︶33 いぬ与あかいぬ・かりいぬ・
十一633 いなかの人らしいひとりの少年が︑

二446囚圏

いなご

いなさる

︽ーイ︾

黒いいぬが一びきすわっていました︒

かかっていて︑

十503 その黒いいぬに近よってみると︑ひふ病に

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

その足をなめたので︑妹はびっくりして︑

十506

かくようなかっこうをしました︒

十508 いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを

をして︑﹁フッ﹂と息をはきました︒

十5010 そのとき︑いぬは︑くしゃみのようなこと

からとりだして︑いぬにやりながら︑

十513 母がこしらえてくださったパンを︑ふくろ

をたべようとしません︒

十515 いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン

すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑

やはり︑いぬは︑ふり向かないので︑

いるのです︒

十517 ﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたずねて

三911いぬも走っていきます︒

十518

十533 ﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といってい

地べたに横になってねそべっていました︒

十531
いぬとをあげます︒

﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの動

ると︑いぬがもつくりおきました︒

十534
十538

いぬが氣にかかるのか︑ふり向くと︑

作をことばにして喜びました︒

八518おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

ふり向くと︑いぬは︑立ちあがって︑のそ

ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道

家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑

十二皿3

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑

弟やいぬをつれていったこと︑

十二9011 天氣のよかったこと︑山へいったこと︑

がって︑

十二674

うになりましたが︑

十二304 おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ

りのぞりと︑どこかへいくところでした︒

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ

自分がみにくいので︑いぬもかみつこう

九二5︹図圃
十501

こよりぞいぬのあらわる

九303図圏

としない︒

八757園

大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

︑
40
ノ了− ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

十539

いきますと︑ いぬのかってある家がありました︒

八509この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をたずねて

八45 いぬでもねこでもありません︒

六779いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

こと︑

四721これにあたった人には︑おもちゃのね

さあ︑いぬだよ︒

十一742囹 きょう︑いなかからきたのでございま

十一707園 チチロがいなかからでてきたんですよ︒
す︒﹂と︑看護婦が い い ま し た ︒

十一864囹 ﹁あなたと同じように︑いなかのかた
いなか町

ですがね︒﹂と︑看護人が答えました︒
﹇田舎町﹈︵名︶2

十1312 おとうさんがそのいなか町がすきになった

いなかまち

のも︑

﹇稲子﹈︵名︶2

業学校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒

十148 その少年は︑︿略﹀︑そのいなか町にある商
いなご

ニー73 ちくおんききしゃしゃしんややさいい
なごごままつつくえ

﹇ 居 ﹈ ︵ 五︶1

八脳6 いねの害虫1いなごが6びきほどいまし
た︒

いなさ．る

いなずま

三754囹 ほら︑どうなるか︑きをつけてみて
﹇稲妻﹈︵名︶1

いなさい︒

いなずま

鳥などをこしらえたものがあります︒

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い

十五8210 チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑
さとうとは︑

十五921

﹇稲﹈︵名︶19

いね

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑
いね

六314 いねが波のようにゆれる︒
六327 いねが大きく波うつ︒

六399園 なかまがわるい虫をとってそだてたいね
を︑こんどは︑あなたがたがまもるんですもの︒

のなえをひろって︑︿略﹀植えてみました︒

いねかり

獅P0日出盧19度いねこきをしま

﹇稲扱﹈︵名︶2

﹇稲扱機械﹈︵名︶1

いねこききか

いねを育てて

なにかの道具につかった物があったでしょう︒

あなたはいのちのおんじんです︒

六745囹

たとえ動いても︑それだけでは命があると

命って︑動くものでしょうか︒

どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかったか

いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

六784國

たとえ動かない木でも︑草でも︑命を

命のあるものは︑日に日にそだっていく︒

とにかく︑命のことはむずかしい大きな

わたし︑おかあさんにひと目あったら︑
九鵬10囹

それまで︑命を助けておいてください︒

もう︑命はほしいとは思いません︒

九鵬7園

問題だね︒

六785園

もっているのだよ︒

六783囹

をしないから︑命がないんだと︑

六7711

六779

命がないのかなと思いました︒

六766 この手が動かないから︑やはり雪だるまは

い︒

六752園

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7410

のがありますよ︒

六742園生きているものには︑みんな命というも

一586園

つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし いのち ﹇命﹈︵名︶19 いのち 命

日はまた照って水たっぷりと︑いねの

に日ざしが強くなり︑いねはそだつし︑

十一3410圃

十一363圃

かぶばりこのうえもなく︑秋のみのりも思われる︒

くとりいれた︒

﹇稲掛﹈︵名︶1

じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

いねかけ

十一382圃続くひよりに勇みたち︑いねもことな
いねかけ

八三1
﹇稲刈﹈︵名︶1

たるようにきちんとかけました︒

ノー−
した︒

八柳4

いねこき

い

八佃4

︹課名︺2

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

自分の命は︑つばめさんにあげよう︒

九柵9囹

流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑

命のない人形を思うままに動かして︑

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台

十二475園

ひょっとすると命を失うようなあぶな

やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒

十一183

命をすてておわびをしょうと考え︑

十召10園
いのうえさん

八310七いねを育てて⁝⁝⁝九十四
︹人名︺2

いのうえさんは︑國語の本にでていること

いのしし

いときでも︑

いのうえさんの字びきができますね︒﹂ 十︻627園
﹇猪﹈︵名︶1

と︑先生がおっしゃいました︒

五8410囹

ばを︑五十音にわけてみるといいました︒

五848

いのうえさん

八941七いねを育てて

いねをそだてて

きをした人もいました︒

いねこききかいをつかわずに︑手でいねこ

いねこききかい

きをした人もいました︒

八佃1 いねこききかいをつかわずに︑手でいねこ

した︒

いねこき

天060 獅Q5日 ㈱ 晴 23度 いねかりをしま

六458 かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい いねかり
ねが︑いちめんにつづいている︒

八984 いねがよく根をはって育つように︑小石を
ひろい︑土のかたまりをくだいて

八槌1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ
がでそうです︒

八切3 いねのほがではじめました︒

いねの害虫

︿略﹀さきが︑ふくれてかたくなっていました︒

八悩1 いねの花のすんだあとをさわってみると︑

いなごが6びきほどいました︒

八桝6 9月21日 ㈹ 晴 27度

八価4 国巡でせいののびないいねが︑5かぶあり

八価2 いねは︑だんだん黄色くなっていきます︒
ました︒

八雲5 このいねは︑いもち病という理工にかかっ
たのだとおっしゃいました︒

八鵬8 どのいねのほも︑すっかり黄色になってお
じぎをしています︒

八鵬10 いねを根もとからかりとりました︒

八㎜1 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ

いのしし

十一293 金次郎は︑また︑人がすてておいたいね 九8411園 いのししやしかの角などに手を加えて︑

くとれました︒

10

11

いのち
いね
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にあらわそうとする望みもあるのだ︒

命がけ

いびき

■たかいびき

三749

した︒

三484

すと︑

三467

くすのきは︑いままでみたこともきい

いままでみたこともきいたこともな

お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ

白うさぎはいままでのことをはなしま

白うさぎがいままでのことをはなしま

い︑大きなふねでした︒

三272

たこともないほど︑大きな木になりました︒

三225

おいでになったにちがいありません︒

いまはおいでになりませんが︑まえには

いま︑﹁おててつないで﹂のうたをうた

いました︒

一221

十三46 細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑はや いま ﹇今﹈︵名︶齪 いまδただいま
﹇命懸﹈︵名︶1

ふっくらと︑季節の命はわきあがって︑
いのちがけ

いのちびろい

︽ーッ・ーリ︾ δお

いた

十二4112転置が命がけでせわをすれば︑ケラーさ 一一557
﹇命拾﹈︵名︶1

んがすくわれるのです︒
いのちびろい

しました︒

いのる

四伽2囹あなたのお力で︑いのちびろいを
いのり 呂おいのり
﹇ 祈 ﹈ ︵ 五 ︶5

いのりいたす

いの・る

七366 私はそういって︑
どうぞぶじにつきますよ
うにと︑ 心 の 中 で い の っ て い ま し た ︒

十二422 ﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑一生をケ

いままでだまっていましたが︑

へしずむところでした︒

三柵2園

ラーのためにささげました︒

十二812 この二少年が
︑い母國の選手のために︑
遠

いま︑わたくしがしたいと思うことは︑

はなれてとべば安全なのですが︑いまは︑

へやが︑

あかるく

はるこさん︑いま改札口の人にありがと

私も︑いまから旅にでかけます︒

くらかった

いままでのわがまま︑ごめんね︒
いままで

五377

大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

うっていったのは︑どういうわけ︒

五269園

五153

なりました︒

四伽3

四642園

かっちゃんをたすけなければなりません︒

四512

たということがわかりました︒

四4910

なんだろう︒

四287

︽ーッ・ーラ︾

五392團

ほっかいどうは︑いまがいちばんたのし

いま︑たくさんさいています︒

いときです︒

五406国

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五487 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

五594 私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい

にかいておこうと思いました︒

五639園立つようになり︑あるくようになって︑

りょうかんさん︑いま︑﹃さどが島﹄と

いまは︑もうこんなに大きくなった︒

五901園

おうたいになったとき︑おじぎをなさいましたね︒

ようがかおをだしたので︑

六101 そのとき︑いままで雲にかくれていたたい

そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま

いまあそばないで︑いつあそぼうという

う時計が︑︿略﹀音をたてはじめた︒

六116 いままで死んだようになっていたかいちゆ
六231園
のさ︒

ることもできるし︑

六274園

いま︑この雪だるまが︑お話をすればい

それで︑いまここへやってきたところで

ぼくは︑いままで︑︿略﹀を︑考えたこと

一つ一つの音の性質を考えた

いままでは︑﹁ちがったかなをならべたも

それがいま︑

うえで作ったものであることがわかって︑

六備3

の﹂ぐらいに思って︑

六㎎1

がなかった︒

六㎜9

す︒

六932園

いって︑いっていたところよ︒

六712囹

いきます︒

六522 月はいま雲からでて︑黒いそぎではなれて

かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ 六418囹 さあ︑かかしさん︑いまから帰るのよ︒

勝つことをいのってくれていることを知って︑

十四153團 力をとりなおしてくださるようにとい
のっています︒

十五8012 私たちの時代がはずかしく思われるよう
いばら

になることをいのります︒
﹇茨﹈︵名︶1

いばる

十一173 わたしのためには︑いばらの道をもふみ

いばら

﹇ 威 張 ﹈ ︵ 五︶3

わけたその足︒
いば・る

﹁︿略﹀︒﹂やまねこがすこし心配そうに︑

らなかった︒

八932 ほんとうに幸福であったが︑すこしもいば
九641

それでもむりにいばっていいますと︑

私たちのために︑生き返って

十655 めうえのいばったものに対してもおそれず︑ え︑石炭の中にたくわえられていて︑いまそれが︑
そうかといって︑なにをしてもにくまれない︑

いま一いま
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六柵8園 いま︑きつねに追いかけられているんだ︒
六欄7囹 おれが︑いまたべようとしていたところ
だ︒

しいといわれる身のうえになったのである︒

さわってみると︑いままでぺしゃんこだっ

たさきが︑ふくれてかたくなっていました︒

八皿1
きたときは夏の暑いさかりでしたが︑い
ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ

一日もわすれたことはありません︒

たくさんまいおりていましたが︑︿略﹀︑いまはも

兄は︑大きくなって農業をするために︑

ういなくなりました︒

九459団

まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

いま知りあいの家でみならいをしています︒

九491

べりに道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

のいたみもきえていきました︒

九三4 いつのまにか︑いままで苦しかったからだ

諸派9 いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに

いま︑ちょうちょに︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑

光っていました︒

きゅうになつかしくなりました︒

九梛11

もなんども思い返しました︒

くこともできた︒

いままでにこの手で︑この足で

自分ながら自分のからだが︑そらおそろしく

九衛3

いまのいままで︑みにくいと思っていた

分のからだも︑

九摺11 いまのいままで︑みにくいと思っていた自
九帽11

ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十273

十57 美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒

やまねこさまは︑いますぐにここへも 十45 いまも︑美しいものはどこにでもある︒

ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

九569園

それでは︑もんくはいままでのとおりに

どっておいでになるよ︒

九721圓

十341 いまのようなぬのの織りかたをしていたの

そのとき︑いままでかたにかけていたすい

私も︑ここで︑いままでの作文のからをぬ
ぎさって︑

十564

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十536

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十441 かれは︑五つぶの員珠をいまはなきうめの

しい設計図をこしらえあげた︒

十364 いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新

歩させておかなければならない︑

では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒

いまでもこうやって︑人は貝をたべてい

十343 そのために︑いまのうちに︑早く織機を進

しましよう︒

ます︒

九771園

いま考えるとはずかしい盛行さ︒

みんなそこへいくと︑いま︑いしい先生が

九捌11園

九相5

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

すべられるところである︒

九価1図圃

ひそかに枝葉の中をみあぐる
それで茶をたててみると︑いままで味わっ

求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

九梱11

九榴6

はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

相之6

くもは︑

九4111国村へきたころは︑湖には美しい白さぎが 乱言2 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

森の中の小さな農家ですが︑

九325団ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある 九三10 くもは︑いまみたばかりのゆめを︑なんど

とを︑

九316團

まはもうかきの葉もすっかり落ちつくして︑

七207囹 一本だけのこしておきましたら︑それが︑ 九314團
いまちょうど︑こんな白い花をつけています︒

いたところよ︒

七304園 いま︑にいさんに日記をよんでもらって

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ
七384園 さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ
しゃい︒

七585 おかあさん︑いま︑柱時計がとまりました︒
七744 いま︑まっぷたつになるすいかだ︒

七857園けれども︑いまの答で︑知っていたわけ
がはっきりしたでしょう︒
わすれられません︒

八135 それから十年︑いまも︑私はピオのことが
八206 あたたかさと︑かわきかたとで︑いまが夏
だということや︑︿略﹀などを知ります︒

八491 王子は︑いままでのわけをこの男に話しま
した︒

八575 小船にいきついて︑それにもたれて︑いま
歩いてきた足あとをみると︑

八583 いままでのぼってきた方をふり返ってみる
と︑

八646囹 いままでだいていたのだし︑あと四五日
はすわることもできますから︒
たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八852 しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ
八913 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの
中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

八934 いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美
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十578 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ
いさんになるとかわいそうね︒

十741 いままでおいおいないていたくせに︑きゆ
うに︑にっこりわらい顔になって︑
十一174 いま︑わたしが知っているいいことと︑
正しいことは︑

十一236 父親の生きているあいだは︑︿略﹀切り
ぬけてきましたが︑いまはどうにもなりません︒

十一287 いままででも︑なまけたことのない金次
郎でしたが︑

暑さはどこへやら︒

十一359圃 たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
十一539 いままで︑ひどくとげとげした心でおし

十二8111

私はいまでも︑あのときのことをわすれ

あなたがたの家の昔からいままでのこと

ることができません︒

十二967
がさまざまに思いだされるでしょう︒

いまから三四千年もまえの貝です︒

ゆめどの

十一一976

夢殿の観音︿略﹀いまから千三百年越か

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

りまえに作られたものであります︒

十二湿8
十二撹11

この人たちの着物やかぶりものなども︑

いまつかっているお金とずいぶんちがい

人々からたっとばれている作品です︒

十二柵4
ます︒

十二価5

解体図

これは︑︿略﹀︑いまから百八十

いまのものとずいぶんちがっています︒

十二麗6

いまのは︑あめ屋さんだ︒

日本で出版したものです︒

⁝⁝え︑いま学校から帰ったばかり
いまここに持っている︒

いまどこの家でも二けんぶんも︑三げ
おとなになってる︑
いまもそうだ︒

本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

いま︑おかあさんが力をおとしておし
おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー

十四1511團

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

いや︑いまは日本語にちがいないが︑

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒
十四227園

もとは︑外國のことばさ︒

生活にもつらい思いをしていますが︑

十四372 みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の

十四467 かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

かしれませんが︑

にひびいてくるように感じられる

十四509 あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳

十四576囹 いま︑戸の外で聞いていると︑︿略﹀︑

いまのお話の養分だって︑水にとけて

ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

十四5810囹

十四648 雲が消えてしまったあとには︑いまいっ

もっとも︑らい雨のできかたは︑いま

た︑ちりのようなものばかりがのこっていて︑

十四691

おばあさんが︑こんなに︿略﹀しんせつ

いったようなばあいばかりでなく︑

十四棚4

に見えたことは︑いままでなかったことであった︒

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五234 ふと氣がついてみると︑いままで先生の

十五246 いまそれをとめなければ︑もうその女の

だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

がいますくってあげるから︒

十五272囹

十五294 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

は血にそまった短刀があります︒

とびかかっていた大わしは︑

十五328 いままでむちゅうになって少年目がけて

それはいまここでいうまでもありません︒

おふたりの写眞は︑いま︑この手紙を 十五337 そのときの女の子の両親の喜び︑︿略﹀︑
書いているつくえの上︑私の前においてあります︒

十四1311団

入れとを送らせました︒

十四114国

まいになったら︑

十四95国

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

十三567園

タリアのラファエルという画家のかいたもので︑

十三539国これは︑いまから五百年ほど前に︑イ

十三521

んぶんもの人が︑ 寝とまりしているんだよ︒

412 園園｝ミ
15え
園囹

あっていた人たちも︑

十一607 が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ
とわりかねてしまった︒
からね︒

十十

十十

十一7212園 先生が︑いまじきにおいでになります
十﹁8311園 わたしは︑いま退院するところだ︒
ら︑ゆるしてください︒

十一857園 あの人︑いま︑ひどくわるいんですか
十一一810 母は︑いままでたんねんに織り続けてい
たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒
十二275 いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ
やにはいっているというように︑

十二296園 いま︑民ちゃんがひとりでおかって口
から地面におりて︑

いるふしぎな冷たいものの名であることを

十二377 ﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて
十二4511園 いまいった文臣は手でつかうのだが︑

十二787 私は︑いままで試合のまえにこんなふう
にはげまされたことはありませんでした︒

三三i三三年
4140i3830ま

いみ
いま
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十五359 いまから五六千年ぐらいまえに︑

に來ていると思っているけれど︑

して︑

﹇戒合﹈︵五︶1

いましめあって︑

いましめあう

んだことも知っています︒

おたがいに

がんは︑

いましめあ・う
︽ーッ︾

四433

ぎょうぎよく空をとびました︒

いまにいい声でさえずりますよ︒

﹁いまに︑お医者さんがみにきてくだ

いまに︑一つもなくなるだろう︒

さるだろう︒﹂と︑少年は考えました︒

十一717園

七607

五964囹

三929 みにきた人が 一本ずつおってしまえ
ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒

一つは︑ダイヤモンドであり︑いま一つ いまに ﹇今﹈︵副︶7 いまに

いますこし︑手をいれてみよう︒

ところがいま一だんというところで︑い

おしべのかふんがめしべにっかないよう

なくふうと︑いま一つ︑よくっくようなくふうを

十三97

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒

十二589

は︑眞珠でした︒

十469囹

七134

十五旧1 なぜいままで︑もっと先生がたとしたし
十五364 漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事
くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒
物の形をうつしたものから発達したものであるが︑
十五374 いまの﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれで いま ﹇今﹈︵副︶5 いま
ある︒

十五404 しかし︑いまでは漢字の長所をいかして︑
かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文章のふつ
うの書き表わしかたとなっている︒

十五424 いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ
らがなとの三種類の文字をつかっており︑
あったからである︒

十五464 いままで見たこともないみごとな着物で

十五519園

じつは︑私は今右衛門のまごにあたる

八皿1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ

十五476 有田に焼物がはじめられたのは︑いまか 十四866 いますこしふかく考えれば︑さらにおも 十二2511園 いまにもう失敗もなくなるようにして
みせます︒
しろい場面が発見されるように思われる︒
ら三百三十年ばかりまえのことである︒
十五927囹 でないと︑いまに困ることになるから︒
十五485 いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし いまえもん ﹇今右衛門﹈︹人名︺3 今右衛門
十五488 今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう 十五佃10囹 でも︑いまにきっと來るでしょう︒
ごとをしていたため︑
いまにも ﹇今﹈︵副︶4 いまにも
十五5111 祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年 かして残したいと考え︑
十五507 これを耳にした今右衛門は︑﹁︿略﹀︒﹂と 八4811 ひとりの男が︑いまにもごろりと横になろ
の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた
うとしているところでした︒
決心し︑いよいよこのしごとに熱情をこめた︒
たび結ばれることになった︒

十五542 いまその大先生にお会いすることができ

じゅくした実がすずなりになっているの

がでそうです︒

をみると︑いまにものぼってとりたくなります︒

九446国

十五505囹どうか︑私のことばを今右衛門さんに 十二856 いまにもころびそうになりました︒

ん

ものです︒
た私は︑なんというしあわせ者であろう︒
十五655 新島のおじさんと︑︿略﹀新島のおばさ いまえもんさん ﹇今右衛門﹈︹人名︺1 今右衛門さ

んとの思い出は︑いまも私の胸にやきついている︒
十五6911 いまその写眞の主が︑こうしておじさん

正男は︑きょ年のいまごろのことをふと

いましがた︑みつばちにさされて︑苦し

﹇今方﹈︵名︶1

いましがた

九星3園

いましがた

思いだす︒

十二9411

十一一76

そのときのいきさつを知っている私には︑

道潅は︑その花の枝を手にはしましたが︑

このことばの意味がよくわかります︒

十4911

つかわれているのでしょう︒

いままでどおり ﹇今迄通﹈︵名︶1 いままでどおり
傳えてください︒
を見あげているのに︑
いま
えもんやき
十一752園 いままでどおりのてあてを続けなさい︒
十五763 ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ いまえもんやき ﹇今右衛門焼﹈︵名︶1 今右衛門僥
いま
えもんやき
十五441園 あれは今右衛門焼じゃありませんか︒ いみ ﹇意味﹈︵名︶7 いみ 意味
うを守っていてくださったのだ︒
七136 このようなときの﹁手﹂は︑どんないみに
十五943園 いまだよ︒﹂チルチルは︑﹁光﹂のいう いまごろ ﹇今頃﹈︵名︶1 いまごろ
ように︑ダイヤモンドをまわします︒
十五佃12囹 いま來ようとする新しい﹃喜び﹄をむ

かえているのですよ︒
十五柵4園 チルチルや︑おまえは︑いまだけ天國

なんのことだかその意味がわかりません︒
十二883 ことばは︑︿略﹀︑ゆきがかりや︑音声や
身ぶりによって︑いろいろにその意味がかわる︒

﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その

がわかり︑その文字の意味がわかってくると︑

十三352 だんだん大きくなって︑文字であること
十五382

漢字の意味にあった日本語をあてて読むこともし
た︒

十五7511 博士は︑そのことばの意味をときかねて
いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑

いも ﹇芋﹈︵名︶6 いも■さつまいも・じゃがい
も・じゃがいもばたけ・じゃがいもをつくりに︒や

大きな雪だるまを作りました︒

母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

で︑三日間かかりました︒

九346團

いちばん小さな三つになる妹もつれて︑

持って帰ったこともありました︒

九371国小さい妹のために︑くわの葉につつんで
九427国

妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ

うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

九441団

九胴2図圃

ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの

紙かいにゆく月夜かな
十2211

ろばたたいいももち一

上でつみ草をしている︒

ニー71

まのいも

二241園

ところが︑私たちの足では十二三分のとこ

をつれて︑さんぽにでました︒

十479

ろですが︑妹にはそうはいきませんでした︒
べつにいそぐこともありませんでしたので︑
妹の氣のすむようにして︑つれていきました︒

十485

わずかのことばですが︑この中には︑妹の

すがたが︑ありありとうかんでいます︒

十5412

十552 ことばの記ろくは︑妹の心の晩景になるの
十5511

﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば

あるとき︑なにげなく妹の作文をみました︒

ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒
十二3811

なぜかといえば︑妹にしても︑私にし

があったことを思いだします︒

十四93国

母親のことや︑妹たちのことや︑父親の

﹇妹達﹈︵名︶2 妹たち

でも︑それを妹にいってはいけません︒

ても︑心からおかあさんを愛しているからだと︑
十五研6囹

十一782

いもうとたち

帰りを待ちこがれていたことなどを1

十35
十474

妹のことば

︹題名︺2

妹のことば

先生におききしたら︑このいねは︑いもち

﹇稲熱病﹈︵名︶1 いもち病

妹の作文

妹の作文

いもうとのさくぶん

十566

十37

した︒

おばさんの

うちへ

いって︑

いちばん小さな三つになる妹もつれて︑

てつだいをすることかな︒

四294

いや

﹇嫌﹈︵形状︶24 いや

うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒

九428團

いもほりの

いもなえは︑ぜんぶで三百五十本ありま

﹇芋苗﹈︵名︶1 いもなえ

九356團

いもなえ

病という病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

八価5

ためしに︑私は︑妹のいっていることばを︑ いもちびょう
紙きれに書きとめてみたのです︒
黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑
妹は︑わらいながら︑﹁フッテ﹂と︑ひと

その足をなめたので︑妹はびっくりして︑

十507
十5011

妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか

妹は︑また︑ちょこちょこ歩きだしました いもほり ﹇芋掘﹈︵名︶2 いもほり

りごとをいいました︒

十528
が︑

十5312

まって︑水の中をのぞきました︒

妹は︑ここでまた︑いろいろなものをなが
めるのです︒

十549

妹の作文

十302 もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑
十五伽8圓 かわいい弟たちよ︑妹たちよ︒
私は︑きのう︑︿略﹀二年三ヶ月になる妹 いもうとのことば ︹題名︺2 妹のことば

先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ 十476

の水でしょうか︒

九424團 かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ
しました︒

九426團 苦労してかいこんした畑のいもをほりお
こすのは︑樂しく︑うれしいことでした︒

いも

九4211團母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく 十488
たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

十一374圏 さやまめ・とうきびよくみのり
もふとってくるようす︒

いもうと ﹇妹﹈︵名︶26 いもうと 妹δわたくし

二472でる人いちろうじろういもうとのさ

のいもうと

ちこおかあさん

四8410 すると︑みきこさんのいもうとのたつこ

四242 ﹁いもうと﹂にあてて書きました︒

六702 ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑

さんが︑それにあわせておどりました︒

いや
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いも
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二278囹 いやだよ︒
十五6212園

十五624囹
ぼうやのくつはほこりだらけだから︑

おじさんたちと行くのがいやなのか︒

三784囹 よその子どもたちがわたしのお日さ
まをとってしまうのはいや︒
十五9310園

ぼくだっていやだ︒﹂と︑

つかまれてい

いや

八4211囹

いや︑いや︑わたしは︑こんなかなしい

いや︑いや︑わたしは︑こんなかなしい

ことはありません︒

八4211園
八624園

いや︑しちめんちょうではない︒

いや︑みんなではない︒

ことはありません︒

八666園

いや︑目でみなくても︑手でさわった 八695園 ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑

﹇否﹈︵感︶28

九651園

いや︑ちがうよ︒

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒

九棚4園

やまだ﹁かんにんするかい︒﹂たかぎ﹁い

こともない︒

いや︑もう︑おまえさんをたべやしない

や︑ぼくがいけなかったのさ︒﹂

よ︒

九柵6園

十五4411園

いや︑これは失礼しました︒

いや︑どうか根さんから︒

この廣間のなにものをもおさえている︒

いや︑どこのなにものをもおさえている︒

十五854囹

それから︑これは︑いや︑まったくお

おぜいすぎますね︒

十五個7園

いやいや﹇否否﹈︵感︶2いやいや
四備1囹 いやいや︑たいへんだのしい思いを

いやいや︑時代がちがう︒

させていただきました︒
十五594園

耳ざわりでいやがっておいでだろうと思いました

旅人﹁いや︑わたしは︑そのらくだをみ いやが・る ﹇嫌﹈︵五︶3 いやがる ︽ーッ・ール︾
十ニー95囹 いや︑わたしはあんまりへたなので︑

にあるはずだ︒

六953囹︺海の神﹁それはおかしい︒いや︑たしか
七786囹

甲乙﹁いや︑あちらで︑あかしをたてて

たのではありません︒﹂

もらおう︒﹂ふたりは︑旅人の両手をとる︒

七796園

いや︑いまは日本語にちがいないが︑

耳ざわりでいやがっておいでだろうと思いました

十一一195園 いや︑わたしはあんまりへたなので︑

十四227園

いた

四M5園 うらしま﹁いや︑おとひめさま︑なにも
かもじゅうぶんでございます︒

十四546囹

九8810囹

る手をふりはなそうとする︒
九欄9囹 いやだな︑けんかしたあとの氣持って︒

十一811囹 ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな
ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒
十四㎜4圏 もう行っちゃいや︒

もとは︑外國のことばさ︒

六821園 いくら一日でも︑いやだ︒

どうなさるのでございますか︒﹂りょ

いや︑たけのこにごはんつぶがついてい
るのが︑たけのこごはんだよ︒

五929園

し﹁いや︑返せません︒﹂

国章5囹どうぞ︑お返しくださいませ︒﹂りょう

うし﹁いや︑これは︑わたしがひろったのです︒

四脚10囹

だきました︒﹂

うらしま﹁いや︑もうじゅうぶん

ところでしたので︒﹂

うらしま﹁いや︑ちょうどとおりかかっ

いや︑みずうみへおりようよ︒

いや︑ふしぎでもなんでもない︒

するとみんなは︑﹃いや︑まだ︑さわっ

ことがあるかい︒

二331園

いや

幸福にしてしまおうじゃないか︒

さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでも

行くのはいやだといっているのですよ︒

三鵬9園 どこへ いくのもいやでございます︒
五703囹 ひゃくしょうなんか︑もういやになった
から︑お金持のおくさんになりたいって︒
五7010囹 もうひゃくしょうはいやになったから︑
お金持のおくさんになりたいというのです︒
女王になりたいつてたのんでおくれ︒

五724囹 わたしは金持のおくさんもいやになった︑

五736園 おばあさんは︑もう金持のおくさんはい
やだ︑女王になりたいといっています︒
五752園 わたしは女王もいやになった︒
といっています︒

五765囹 うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ

幽圭幽薗幽零

八522 ﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみえて︑

六265園 ふぶきはいやだから︒

二
四ニニ．
四

六864囹 にいさん︑ゆるしてください︒﹂禰こで駒の
九586 すると︑男はまたいやな顔をしました︒
．九889園 いやだい︒﹂と︑たかぎをにらみつける︒
﹁いや︑ゆるすことはできない︒﹂

い友だちはみんなそうしたものだよ︒

八8210囹 いやなことをいうようだが︑それは︑い

がいやなのさ︒

八828園 だから︑おまえさんとおつきあいするの

いやなものでも家のまえに立ったように

六818園 そんなこと︑いやだよ︒

113た1105928て33
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いやしい一いらっしゃる

十二258 はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ
ごれていないほうが早上がいいので︑

十五9312 ふとった幸福どもは︑喜びの声をあげな

︵下一︶

1

いやしめる ︽一三

十一887

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

チチロは︑いよいよよくせわをして︑

困難になりました︒

十一889

十五5010

﹁いよいよりんじゅうだ︒﹂と︑医者

メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

いよいよ下がきをかきはじめた︒

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま
カボチャも︑外國語であったとお話しに
﹁︿略﹀︒﹂と決心し︑いよいよこのしご

なったので︑私たちは︑いよいよおどろいた︒

十四221一

した︒

十一一851

いよいよ試合をする日のことでした︒

十一一773

十ニー47

はいいました︒

十一896園

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

︽ーイ︾

た︒

いやしい

がら︑いやがる子どもたちをひきずって行こうと
﹇ 卑 ﹈ ︵形︶1

する︒

いやし・い

﹇卑﹈

いよいよ

とに熱情をこめた︒

﹇愈﹈︵副︶2

いよよ

十五佃8光いよいよベールをかぶって︑
ひるすぎていよよにあかきばらの花
ひるすぎていよよにあかきばらの花
以上

いらっしゃる

二707囹

下とを

ゆびさして︑お立ちに

はやくいらっしゃあい︒

三102圃上と

じぶんのかきたいところへ いって︑

なっていらっしゃる︒

そこへ︑おおくにぬしのみことがいらっ

そこでかいていらっしゃい︒

三305囚囹
三476

にいさまがたのおもい
ふくろをせおっ

しゃいました︒

そのとき︑おかあさんが
えんがわにで

ていらっしゃつたので︑

三481
三833

学校からかえったら︑おかあさんが︑石

ていらっしゃいました︒

そのとき︑おかあさんが︑
カ︑
ご︑
にみかん

うすをひいていらっしゃった︒

四179
四854

あなたがうらしまさんで いらっしゃい

をいれて︑もって いらっしゃいました︒
ますか︒

四㎜3園

五347

おかあさんが︑だいどころで︑ごはんのし

五147園じろうちゃん︑いらっしゃい︒

そのかたは︑ほっかいどうで︑やはり先生

たくをしていらっしゃいます︒

五384

金先生のお友だちが︑学校

をしていらっしゃるのです︒

をみにいらっしゃいました︒

五829 七月十五日

ふたりでいっていらっしゃい︒

六817園

いらっしや

たって以來︑一分間も︑おかあさんの

﹇以来﹈︵副︶1

︵五︶52

さあ︑あちらのへやへいらっしゃい︒

六364園
根の方へおりていらっしゃい1
六401園
心配しないでまっていらっしゃい︒
六805園にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい
一444園

しゃつて︒

そのかわり︑にいさんは山へいらっ

らっしゃるが︑

一466園

たろうさん︑よくいらっしゃいました︒

しゃい︒

おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を 六8210園
にいさんはこの弓と矢を持っていらっ
よんでいらっしゃいます︒

二522

一575園

る︽ーイ・ーッ・ール・イラッシ︾

いらっしゃ・る

ことを考えないではいられませんでした︒

十四66團

いらい

いよよに重くかたむきふかむ

十五朽5図閣

いよよに重くかたむきふかむ

十五155図圏

いよよ

四3710園 いやしいまねをしてはいけませんよ︒
ル︾

いやし・める

十二8912 それは自分の生活を軽はくにし︑相手の
いやはや

人をいやしめることにもなるからである︒
︵感︶−

十五915園 すこしの休みもなく︑飲む︑たべる︑

いやはや

﹇愈﹈︵副 ︶ 1 9

ねむる︑いやはや目がまわるようだ︒
いよいよ

三和8 いよいよ十五夜になりました︒
にたかまる︒

六258囹樂しみはいよいよくわわり︑喜びはさら
七502 いよいよ︑ドッジボール大会がはじまった︒

七778 ふたりは︑いよいよびっくりして︑乙﹁そ
れにちがいありま せ ん ︒ ﹂

八329 一年の月日がたって︑いよいよその日にな
ると︑

八989 いよいよきょうは田植えでしたので︑みん
なうれしそうでし た ︒

九柵7 いよいよ︑スキー場に着いた︒

十362 だれひとりあいてにしてくれなくなり︑ま
ずしさはいよいよせまってくる︒

十689 それで︑いよいよ︑おしいれをあけるとき
になると︑

うけんめいに働きました︒

十一288 そこへいってからは︑いよいよいっしょ

いる
いり
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らっしゃるのですか︒

六871園 もしもし︑あなたは︑どうしてないてい

まっていらっしゃい︒

い︒

十一一193園

いましたが︑

ピアノの先生が︑散歩にいらっして︑

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒

十三5412

んがかなしがっていらっしゃると思うことでした︒

それは︑おかあさんがかなしがってい

みなさん︑いらっしゃいよ︒

トンネルの入口のところで︑だれかの声が

入口におばあさんがすわっていました︒

します︒

八775 小屋の入ロの戸がすこしあいているのをみ

﹁入口ふさがず乗ったら中へ︒﹂

つけたので︑そこから中へはいっていった︒

十一543圏

それからというものは︑いり用のときは

トントン︑トントンと入ロをたたく者が

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十二756

﹇入込﹈︵五︶1 いりこむ ︽ーミ︾

あります︒

いりこ・む

けむりがく略﹀だんだんに廣がり︑入り

湯の︑中までも熱いところと︑わりあい

それからというものは︑いり用のときは

﹇入用﹈︵名︶1 いり用

﹇入﹈︵四五︶5 いる ︽

ッ・ ラ・ール︾む

きみはじつにみにくいから︑氣にいった

ランプがお氣にいって︑うれしく思い

十五588図慶磨三年九月二十一日︑マサチュセッ

ました︒
けいおう

十四168囲

たけれども︑どうも氣にいらなかった︒

九梱9 うまそうな水や名高いいど水をためしてみ

よ︒

八736囹

と︑赤い口をあけて︑

八102 なにか氣にいらなかったりおこったりする

ききいる・こみいりすぎる・みいる

い・る

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十二619

いりよう

にぬるいところとが︑いろいろに入りみだれて

十四726

みだれて︑しまいに見えなくなってしまいます︒

十四663

︽ーレ︾

どの時間になにをしていらっしゃるか︑ いりみだ・れる ﹇入乱﹈ ︵下一︶ 2 入りみだれる

この私にはわかるのです︒

十四175團

いりこみ︑それに︑貝のだす眞珠質がまきつき︑

十四173團どんなにしていらっしゃいますか︑お 十387 眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが

らっしゃるということです︒

十四88團

十二6110

ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑ 十一544圏 ﹁え顔の入口︑感謝の出口︒﹂

六8711園 あなたは︑その大きな木にのぼって︑ 十二355 先生は失望して︑一時やめていらっしゃ

ていらっしゃる︒

六908 六のばめん 正面に︑海の神がこしをかけ

しゃいます︒

六913園 門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ 十四69国 いちばんつらかったことは︑おかあさ
六引11園 あなたは︑どなたでいらっしゃいますか︒

六佃9 やっとできたので︑おかってにいらっしゃ
るおかあさんのところへとんでいって︑
るって︒

七2411園 先生も︑あおむしをかっていらっしゃ 知らせください︒
七364園 もうすこし︑がまんしていらっしゃい︒

さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ

日がさをさしかけながらついていらっ
十五宙4園

みんな早くいらっしゃいよ︒

いりえ

﹇▽えいり・でいりぐち・なかまいり・ひとねい
﹇入江﹈︵名︶1

むかし︑このへんは︑波のおだやかな海
のいりえだったのです︒

九781園

いりえ

りする

いり

十五柵4園

しゃつた新島のおばさんとの思い出は︑

十五655

とをいっていらっしゃいましたが︑

十四582園

七384囹さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ 十四1912 そこへ先生がいらっしゃった︒

をさがしていらっしゃるのではありませんか︒

しゃ︑
し︒
七764園 あなたがたは︑らくだをにがして︑それ

七865 先生が︑黒いうさぎと︑︿略﹀を︑かごに
いれて持っていらっしゃいました︒

川の西の岸を通っていらっしゃいました︒

八293 天帝は︑︿略﹀︑また馬車を走らせて︑天の

八373 あるところに︑金持の王さまがいらっしゃ
いました︒

八428 そうおっしゃって︑おくやみになってい
らっしゃると︑

八444 あるところに︑ひとりの王さまがいらっ いりぐち ﹇入口﹈︵名︶9 いり口 入口
三152 こてんのいり口まできますと︑
しゃいました︒

おじいさんは︑そのいり口でばんをし

六四3

五774

ていました︒

三麗4

十一7212囹︺心配しないでいらっしゃい︒

おもての通りへでていらっしゃった︒

十604 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑

十一917圏 これを病院の記念に持っていらっしゃ

﹇要﹈

︵五︶

16

イル

いる

︽ーラ・ーリ・一

ツ州アマスト大学に入学︑北側の第八号室に入る︒
い・る

ニー92囹 いるときにいらなくて︑いらない．と

ル︾

きにいるものはなあに︒
一一192園 いるときにいらなくて︑いらないと

きにいるものはなあに︒
五116囹 そんな心配はいらない︒

五157 これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑お

二244園

二235囹

りの花にきて
いましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒

とぶらさがっていました︒あんまり
二247園

二245園りいうがにて
いるので︑ぼく︑はじ

らさらとながれて います︒ちいさな川
いますよ︒みんなも

らさらとながれて います︒いぬがはし
いますよ︒木もはえ

くさんとまっています︒これからう

なかに︑わたしが

のをおしあっていました︒そのうちに

みんなもうこいて

二283園
二306園

二2910園︑十一びきしか いない︒一びきたり

すよ︒木もはえて いますよ︒せんせいの
いました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

二337園

うちわににているよ︒﹄といいまし

はなしをしていると︑どしんどしん

いません︒﹃︿略﹀︒﹄こ
二311囹り十一びきしか

り十一びきしかいません︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿

がそばにたって

います︒﹁︿略﹀︒し﹁︿略

二361園

ちものを しらべています︒ かたなだの︑

くせいきがよんで

をかけてまって

いますと︑おおきな

とうさんのもって いた四かくなかみに

むまりをのせて

︑ゆきがふって いるのをみつけまし

いるね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

P囹

U囹

ことをかんがえているうちに︑いつの

いました︒﹁︿略﹀︒﹂ひ

います︒ごじゅんに

二479

いちめんにさいていました︒ちょうちょ

一523な川がながれて

二564

ようちょもとんでいました︒わたくしは

一485園
きしゃはすいて

いるでしょう︒﹂おと

二571

八427園 もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

一527ほ
囹しがひかって

いますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

二573

六⁝⁝9園なにもいらないや︒

一557囹たまをもって

います︒﹂といって︑

いました︒しろちゃん

二661園

二589囹

みがたなびいている︒﹂みんな﹁たなび

さんのっかっているつくえも︑こし

りんごをもっています︒うれしそうに

九706囹 お礼なんかいりませんよ︒

一567やはもうついて いました︒まどのと

一558園
﹁ここにもつて

イラナイノ

﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたずね

いたきょうだいです︒

いる︑きれいなかす
んな﹁たなびいて

一5610たくな
さら
んんで
わたくし
うの
ちに

二662園

一573

二689

︵三︶ しゃ

いたかわかりません︒

三112

︑ひくくつづいている︒
いるおはなばたけの
いるものは︑みんな︑

一594

いること︒﹂おかあさ

きみそう
さの
いて

一585ら
囹︑どうなって
一612で
園すね︒ここに

いますよ︒﹂といって

Q13園 がすをかけて いました︒しまいまで
しまいまでみて いたいとおもいまし
二214園
二231園︑はとをだいて いたら︑たいへんあ

三212

三295

います︒まどから乏
まどがならんで

っすぐになって
います︒右がわはき

なってこまって
いたたくさんの正々

どうたちも︑みている人々もいいまし

三311園

かけがならんでいます︒﹂﹁︿略＞Q﹂﹁︿

どこまでつづいて
いるのか︑わからない

三313園

三282

三314園

三231

かというでしが
いました︒はんたかは

十一2810

一648園
んのよくねて

います︒なんとかし

夜の勉強には油がいります︒

十一626園 ﹃いいえ﹄といいきるには︑ほんとう

一658ふ
園たつひかって

いるうちに︑そのわ

の勇氣がいる︒

ニー17 みました︒わけて

︽イ・イル・イレ︾δあ

T

三212

二95園こちゃになって

いる

P9 P9 P9 P3

Q園 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いるときに いらなく
Q園 いらないときに いるものはなあに︒
S園 略﹀︒﹂﹁ねむって いても︑みえるもの

みどりいろをして いました︒おさらに

のには︑なみなみならぬどりょくがいりました︒
︵わらって︑︶いらない︒

十二409 わけのわからないケラーをしつけていく

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

十一108園 さあというときに︑ひとりで責任を

ているのです︒

十517園

十492園 ハイ

こがねなどはいらない︒

一一
一一

なじことです︒

981010643217

九798囹 いらなくなったりこわれたりした道具や︑

S6 R7

3了
38
42
42
42
43
44
45
46
4了

三152 の中にまじって
いました︒こてんの
いますので︑このは
三169園 は門のぞとに
三178 いな光がさしていました︒ 三 こと
人たちに︒﹃川にいる魚と海にいる
いる魚とをわけなさ
にいる魚と海に

十三386囹

﹇居﹈︵上一︶ 鵬

十三423園︺え︑ぼくに⁝⁝いらないよ︒
いる

一
なたのおもっていることは・おうちにいるこうふく

ども・かきおとしいる・こころにいきていること
一376 す︒川がながれています︒川が︑さらさ

ば・ゆれいる

一［

一［
一［
一［
一［

139
いる
いる

34

34

34

33

たくさんはえて

しゃせいをして

しゃせいをして
います︒ひまわりも

いました︒わたくしも

いました︒まつ白な

かれ木が立って いました︒そこに︑は
︑二ひきのって いました︒ナフタリン
三699

三684 しずかにとんで

三466圓はなぜないて
三469園をあびて︑ねて
三483園︑﹁なぜないて
三601 きまるかまって
三614 おろして︑まって
三635ボートがうかんで
三678園どちらへふいて
三681白い雲がとんで
います︒﹁︿略﹀︒﹂おと

いました︒雲は︑もり

くむかいあって
いますQ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

います︒はきものが

す︒火がもえて

︑くぎをうって

こぎりをひいて

んなをつかって

のをこしらえて

すずめがないて

水にうつって

喜びきおよいで

まわりものびて

います︒大きなうに︑

います︒ゆげがもう

います︒おゆがわい

いる人もあります︒

いる人もあります︒

いる人もあります︒

いました︒かんなを

います︒その声がよ

います︒やねのとこ

います︒白いくもが

います︒いけには︑き

かながはいって いました︒なの花の

︒おゆがわいて

いるがよい︒﹂とお
います︒みんなの心

いるのか︒﹂とおたず
いました︒そのとき︑
いました︒みんなは
いるか︑みてごらん︒

いました︒そのとき︑

いました︒おじいさん

いました︒おじいさん

いますと︑ねもとの

いました︒おじいさん

いたら︑とめてやり

いましたので︑だれひ

います︒むちゅうで

います︒すなで︑トン

いなかったら︑まいあ

いたいと思います︒﹂

三723 ゆかにのこって います︒﹁︿略﹀︒﹂マイ
なたたちがねて いるあいだ︑お日さ
三775囹

ｧ1園さんのおそばに

ん︒雲さえでて
三787囹
三792すなばであそんで
三793 ︑道をこしらえて
三793ちゅうであそんで
三923する小さな子が
三柵3 じいさんがすんで
三㎜9 やぶをみまわして
三棚3 めさまがすわって
三麗5 こがねがはいって

三二5 めさまがすわって います︒﹁︿略﹀︒﹂と
三柵2囹 ままでだまって いましたが︑ほんとう
三擢3 ぐやひめをだいて いました︒おじいさん
三麗4 口でばんをして いました︒夜中にな
＝而4 ばあさんがだいて いたかぐやひめのか
＝而8石 までもおそばに いて︑こうこうをし

いました︒そのとき︑

わにざめが︑白

うかをうたって いる声が︑オルガン
︑ひばりがないて いました︒ぼくらは

うにして︑ねて います︒ときどき厳

います︒大きななが

臼M3

かんがかかって

いて︑おかいこさんで

三柵8 でもたちのぼって いました︒それで︑こ

います︒かなあみに

いました︒﹁︿略﹀︒﹂み

中でねそべって

わらかで︑光って

いましたので︑これは

しくしくないて

しにし︑
た
いちばん しま︑

います︒ここはびょ

四134 って︑はたらいて います︒町ぜんたいが

四97 カンとはたらいて

﹂といって︑きて いたうわぎをぬいで

になってとんで

うもうとたって

くさんならんで いました︒お米や豆

えるのをまって
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四136 になって生きて います︒ 二 にわと
四143 はっぱをたべて いる︒風がふくと︑
四147きのもさもさして いるところがら︑旨
四153 んなじっとして いたけれども︑なかな

鳥ごやにかくれて いた︒たまごを生ん
四155
四156 ︒たまごを生んで いるのをみていた︒
四156 でいるのをみて いた︒えつ子がわた
四166 いかげがついて いる︒おかあさんの
四172 に月がうつって いる︒お星さん︑よく
四217国ようきょうして います︒わたくしは︑
四221国ちこちまわって いるうちに︑ぴょい
四223團すると︑そとに いたねこがおいかけ
︒﹁みつちゃんが いなくなってから︑
四244團
四256團そこにすわって いるようです︒わたく
四257團が空をとんで いるだろうと︑ときど
四258團どこかで休んで いると思います︒さ
四306国ようきで休んで います︒それで︑みん
四312国 にわにさいて いるコスモスの花を
四316国き︑雨がふって いました︒わたくしが
四318團男の子がないて いました︒どこかの
四319團がきて︑ないて いるわけをききまし
四362園ますか︒そこに いなくても︑その人
四363右ことばが生きて いるということが︑

いました︒そのとき︑

いました︒わたくしは

四365

いました︒ものさしで

しばらく考えて
︑

四372園うにじゅくして
舎413 たびをつづけて

四511下からねらわれて

いるときには︑ばら

四482 な木がしげって いるので︑そこをよ

四523 なり︑おんぶして いるがんもおちそう
四531 い山がそびえて いました︒がんのな

四538 いっぱいかいて いるがんたちには︑
四546ほうたいをもって いたがんが︑手早く
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四626 として︑もがいているところです︒か
五199

五181囹

されて︑ほっとしていると︑こんどは︑ま

て︑びくびくしているところだよ︒﹂そ

年生を受け持っている︒こんど︑ぼくの

五394團まだ雪がのこっています︒けれども︑中

五386團

五354れは︑石炭をほっているところです︒まわ
﹁どこで走らせているの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ビ
四549 つけねをうたれていました︒かっちゃん 五109囹
四585囹 をするよ︒ねているうちに︑いいこ 五118囹 いつも氣をつけているよ︒ほら︑あそこ 五356かべに︑石炭がでています︒さかんに︑き
四587 やんはたのしんでいました︒二十九わの 五133園 まちがって乗っている人がいないか︑し 五357炭をくずしてとっています︒とれた石炭は
山のようにつまれています︒この石炭が︑
五133囹 て乗っている人がいないか︑しらべるの 五361
四591囹 ﹂﹁みはりばんがいない︒﹂二十九わの
中にたくわえられていて︑いまそれが︑眠
四611 びっしょりぬれていました︒いんそつが 五134園 たち︑まちがっていないの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 五377
四622 た︒みんなのねているひまに︑かっち 五1711園 ゆくさきは知っているが︑うそ字だから 五379き返ってはたらいているのです︒ 五 心

四656やかにたなびいていました︒がんの列

︑うしが十三とういます︒白黒ぶちのち

五406團︑たくさんさいています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五408團

した︒あまりこんでいましたので︑みんな

しそうにあるいていました︒子うしは︑

五215

五414團

五4010團︑子うしが三とういます︒けさも︑まき

︑もたれかかっていると︑こしをかけて

五242囹

と︑でむかえにきていたおねえさんをみつ

にらめっこをしているようだったのに︑

いた︑わかい人がいるんです︒ぼくは︑

五4610

五434團

五432團

たら︑もう鳴いてはいなかった︒

へおよめにいっています︒ぼくはねえさ

りはくらくなっています︒きのう︑はじ

五477

五476

り︑すみれがさいていたり︑名まえは知ら

︒たんぽぽがさいていたり︑すみれがさい

たのし

五255園

ふきふきあるいていました︒一つは大き

そろばんをはじいていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五325

五323

を︑たくさんつんでいます︒この汽車は︑

て︑どんどん走っています︒おや︑むこう

五3011園

﹂汽車が走っています︒まつ黒なけむ

やりたいと思っていましたが︑なかなか

五548

五541

五539

五532

︑大きな星が光っていました︒それから︑

星がちらちら光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑南東の空で光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂そ

︑大きな星が光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂と

五479 きれいな花がさいていたり︒おや︑こんな

五339

五337

里335

五333

せつな品物を作っています︒この工場のき

むくとたちのぼっています︒ここは工場町

つがたくさん立っています︒どのえんとつ

じゅなどがはいっています︒船は︑なんの

︑荷物をつみこんでいます︒この荷物の中

五562園 こに大きく光っている星ですよ︒﹂私は︑

五561

五553

五553

人々が︑あつまっていました︒﹁︿略﹀︒﹂私

ちめんに︑星がでていました︒﹁︿略﹀︒﹂と

つかりくらくなっていて︑思いちめんに︑

五552 分ぐらいしかたっていなかったのに︑もう

なにをたいて走っているのでしょう︒これ

五343

五586園

五583

い水の中にういているようだ︒﹂﹁︿略﹀︒

はるおは︑まだみていたいようでしたが︑

あんまり長くみていないで︑さあ︑おか

五572 はるおは︑のぞいていましたが︑かげんが
火は︑ガスがもえているのです︒あのガス

五581園
しょう︒なにをしているところでしょう︒

ら︑ゆげがふきでています︒ガスこんろの

のきかいを動かしている力は︑なんでしょ

五353

五351

五3410

五345

五3210

五328

五295囹

五284

五2510

五237園と︑こしをかけていた知らないおじさん 五428国なえはこびをしています︒つばめが︑私

五236園

五234囹車はとてもこんでいたんです︒それで︑

四841圓 がぶらんこしているよ︒﹂といったの 五205 花のきれいにさいている家に︑はいりまし

四864もられて︑だまっている︒だいこんをぬ
四865だいこんをぬいて いると︑みそさざいが
四878 上に︑雲がでて います︒あの白い早
四881 かが︑ちぢまって いるようです︒ ちら
四901どんなにつもって いても︑おかってから
四918あせがったわって いる︒けれども︑おじ
四944 いものがとんで いる︒あばれまわって
四951 ︒あばれまわって いる︒ひろがったり︑
四954るものだ︒降って いる雪を上からみ
四956かたちはさまって いない︒風にふかれ
四956 ふかれてとんで いるうちに︑いっしょ
四966 まいて︑あそんで います子ども一﹁この
四976園めをころがして いるのです︒﹂うらし
四撹5 べでつりをして います︒そこへかめ
四鵬2 んにつりをして いるので︑氣がつき
四㎜3 しさにおどろいて います︒かめ﹁さあ︑
四梱2 人が︑はたらいて いることでしょう︒
四梱7 でしょう︒光って いる︑ほそい糸のよ
四槻9 手かずがかかって いることでしょう︒﹁
四偽6囹 ました︒もえて いる火をもってあ
四皿5 れながらあるいて いますと︑どこからか
四伍8 ものが︑かかって います︒りょうし﹁あ
五107囹んめいに走らせているからさ︒﹂﹁︿略﹀︒
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五847

五804

五803

五802

五799

いって︑よろこんでいました︒いのうえさ

︒﹂﹁水の音をさいていだら︑せなかがあっ

って︑とんではねています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

と石とが︑おどっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

魚のようにおよいでいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又

六711ただじっとみつめていたが︑やがてこの小

六77そこらをみまわしていたが︑男の子は︑や

六68園れそれちがってはいるが︑どれをみても

六56 の上によこたわっている︒まわりのかべや
六58 がたくさんならんでいる︒カチカチと氣ぜ
六64だろうなどと考えているうちに︑ふと︑自

五925囹︺はんつぶがついているだろう︒それぞれ 六116死んだようになっていたかいちゅう時計が
五928圏けのこのはいっているのが︑たけのこご 六124園
じが一本いたんでいましたから︑とりか

は︑國語の本にでていることばを︑五十音

五929園

五915

五945

をやぶって︑のびているたけのこがありま

ひ

はんつぶがついているのが︑たけのこご

までも月にみとれていました︒十二

わ︑ひわといっています︒いまにいい声

ようになっておちていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂

六52

六49

まいなどがならんでいる︒きりや︑ねじま

ごと台の上にのっている小さなふたガラス

たら︑どうなっていたかしれない︒﹂あ
六1511園

六133と 一びきのありがいました︒あつい日中
六135そばに小川が流れていました︒ありは︑川

五967 の中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
六166わのはとがとまっていました︒はとは︑ね
五972 ︿略﹀︒﹂そういっているうちに︑秋になり 六167はとは︑ねらわれていることを知らずにい
五989園 はなそうと思っているのです︒﹂そのば
六167いることを知らずにいました︒ありは︑い
五991 ひわをとろうとしていました︒﹁︿略﹀︒﹂と
六π3 うどが矢をつがえているではありませんか
五994 をして︑ころがっていました︒さんちゃん 六181 って︑音流会をしています︒あるきりぎり
五998 の中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
六181バイオリンをひいています︒あるきりぎり
五皿5 ︑音をたてて流れているのをきいて︑ひわ
六182すはチェロをひいています︒あるきりぎり
五価2 でもその声をきいていました︒しじゅうか
六183りすはふえをふいています︒そのほか︑ハ
五心8 ︑ひとりよろこんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂さ
六183 ハーモニカをふいているもの︑オルガンを
五礼2囹 つまでも︑ここにいるよりしかたがない
六184 ︑オルガンをひいているもの︑たいこをた
五心4園
﹁︿略﹀︒﹂﹁ここにいて︑なにか︑おもし
六184 ︑たいこをたたいているもの︑シロフォン
五㎜1 ︑こまったといっていました︒しかし︑ひ
六185 ロフォンをたたいているもの︑そのうしろ
六42 中にしまいこまれていた︑小さな鉄のねじ
六186で︑うたをうたっています︒まん中に︑し
六48 た︒自分のおかれているのは︑しごと台の
六187をいっしんにふっています︒しばらく音樂
六215みんな喜んできいています︒そのとき︑し
くやくそくをしているのです︒﹂チェロ
六241園

五963囹

六1210園
とうに役にたっているのだ︒﹂と︑心か

五874園 もあるかと思っていたよ︒あはははは︒
六102ままで雲にかくれていたたいようがかおを
五8710園赤いおびをしめている︒いいおびだ︒わ 六108こんで下をみつめていた女の子が︑思わず
六113してそれをいじっていたが︑やがて︑ピン

五858囹

五848

しんこきゅうしているようにみえますね
五603囹
五638圏きは︑ねてばかりいたのが︑はうように
五653ばあさんが︑住んでいました︒ふたりは︑
五655い小さな家に住んでいました︒おじいさん
五658をつむいでくらしていました︒ある日︑お
五676園こわれてしまっているんだもの︒﹂とい
五679 ︒海はすこしあれていました︒おじいさん
がほしいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お
五683園
しいおけができていますよ︒﹂おじいさ
五687園
五689新しいおけを持っていました︒ところが︑
五691した︒海はにごっていました︒おじいさん
はちゃんとできていますから︒﹂おじい
五698園

五939

六99園ねじは︑﹁ここにいます︒﹂とさけびた

りっぱな家がたっていました︒おばあさん
五6911

や︑おまつさんがいない︒どうしたのか

五706ました︒海はあれていました︒おじいさん
五716 ︑赤いくつをはいていました︒めしつかい
五716 ︒めしつかいたちもいました︒おじいさん
五731 っ黒になってあれていました︒おじいさん
なりたいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と
五736園
五召11 んとこてんができていて︑おばあさんは女

さんは女王になっているではありませんか
五7311
五7511ゴーゴーとうなっています︒おじいさんは

五742ぼなけらいもついています︒おじいさんは
はいやだといっています︒海のぬしにな
五765囹
にしたいといっています︒﹂金のさかな
五768圏
五773ると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな家
五774い小さな家がたっていました︒入口におば
五774ばあさんがすわっていました︒こわれたお
五775が一つ︑ころがっていました︒ 十 学級

五791けのむこうを流れている小川のところにい
五794り高く鳴ったりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五795 つまでも高く鳴っています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五798たりちぢんだりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
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六797園

きんどきんやっていますよ︒﹂ごろうは︑

あなたがねむっているときでも︑どきん

く枝こしに月をみていましたが︑﹁︿略﹀︒﹂

六806園

六798囹

六545

あいだにじっとしていますが︑雲はさっさ

六3410口をもぐもぐさせている一⊥戸がでないの

六673

六635

ばん遠くから通っている子どもの名や家の

きの子ぐまが住んでいました︒お友だちと

はゆたんぽをいれている︒わたしもせきが

六983燕石

六967園

六956園

六926園

いたいとないていた︑ たいも喜び︑

たいへん苦しんでいるところでございま

だ︒だれか知っているものはないか︒﹂

︑海でつりをしていたら︑つりばりをと

六899園が︑水にうつっているわ︒﹂女の人は木

六887 ︑大きな木が立っている︒ほおりのみこと

六8710園大きな木が立っています︒あなたは︑そ

六874園し︑困ってないていたのです︒﹂年より﹁

六868 とは︑海べでないている︒そこへひとりの

やけものをとっていますね︒﹂編こで駒の

六5411

かべ

っばり雲が走っているんだね︒﹂﹁︿略﹀︒

六

六552圏

とはずれてしまっていました︒

れいにはれわたっていました︒ふみおはさ

六5510

六557

一口話

が︑五か七になっているのです︒﹁空のう

夕やけ雲がうかんでいる︒22ビルデイソ
六3611
六692

へ︑中学校に通っているねえさんが︑帰っ

川が流れていました︒くつが流れ

六623

六598

六371 ングが立ちならんでいる町︒ラジオの音樂
六709

六993 きだしをかたづけていると︑いっか︑おじ

しむために生きているんじゃないか︒﹂
六244囹
六261半分はそとになっています︒雪がちらちら
六262雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ
六283ず︑がいとうもきていません︒きりぎりす
六291 ︑二が戸の方をみています︒あり三﹁おは
六318風に向かって立っている︒きもののすそが
六333の雲が風に流されている︒13風を受ける

六373屋根にひっかかっているかかし︒24顔の

いいって︑いっていたところよ︒﹂これ

六悩8 だ︑はながつまっているだけだが︑そのた

雪だるまは︑死んでいるのか︑生きている

六鵬7 りはないかと思っていたら︑ちょうど︑空

六712園

しょうか︑死んでいるのでしょうか︒﹂﹁

六型5 弟ははながつまっているために︑あること

六726

ろうさん︒生きているものには︑みんな

りなしにゆききしている︒26立ちならぶ
六3711

六738囹

︑おまえが生きているんだから︑わかり

六998 きをのぞいたりしていた︒そのうちに︑ふ

六742囹

六柵7

六柳6 発音できなくなっている︒しかし︑どんな

六㎜9 メートルもはなれている︑向こうの家の屋

六758囹

ら︑それを考えているんです︒ぼくたち

するから︑生きているんでしょう︒﹂﹁︿

六塵11

六川7 はなから声がぬけているようだ︒ねんのた

でいるのか︑生きているのか︒もちろん生

六769園

でも︑命をもっているのだよ︒とにかく

か︒もちろん生きているとは思わないが︑

六772園

きんどきんやっているでしょう︒しんぞ

六727

六784囹

と思って動かしているの︒ちがうでしょ

六726

六5211園いわ︒雲が走っているのよ︒﹂と︑みち

六441 木の枝にとまっている二わの子がらす︒
六443園のかかしが帰っているだろう︒﹂子がら
んべんもさけんでいたよ︒﹂43﹁へのへ
六453園
六456たんぼをみわたしている︒かかしの目のま
六459いちめんにつづいているQ 四 空のうた
六513んなきれいに光っていました︒ふみおと︑
六514げふみをして遊んでいました︒そのうちに
六519囹さまが早く走っているね︒﹂と︑よしお
六527じっと月をみつめていると︑月は動かない

六793園

六4211のまん中にはいっている︒37しずんでい

六533囹お月さまが走っているといったね︒みち
六534園さんは雲が走っているっていうの︒﹂﹁︿
六535園さまをじっとみていてごらんなさい︒雲
六537園︑雲をじっとみていてごらん︒お月さま
六539囹︒お月さまをみていると雲が動いていく

六795園

の屋根にとまっているのは︒﹂親つばめ﹁
六386園
え︒きみ︑どこにいたの︒﹂かかし﹁あの
六393園

六5310囹いくし︑雲をみているとお月さまが動い

﹁︿

も思えない︒死んでいたら︑ころがってた

丁零3園人がこっちをみている︒森の木のきれい

六齪9 いだから顔をだしている︒いそいで︑おか

六皿6 めたり︑かげんしているうちに︑はっきり

六728
六7210

六柵1

六欄11

るで﹁ダ﹂といっているようだ︒弟は︑こ

︑﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑

きくなったりしているものは︑みんな生

なるから︑生きているんでしょう︒﹂﹁︿

﹂という音がぬけているだけである︒そこ

六川2 ようの中にはいっている音ばかりではない

ぶはなの音でできていることがわかった︒

六皿3 ようの中にはいっている︒ここで︑もしや

や︑水車は︑動いていても息をしないから 六m4

ないし︑息もしていませんね︒﹂﹁︿略﹀︒

六773園

六7710

六776園

六774園

もはなから声がでているような氣がする︒

六737園雪だるまは生きているのでしょうか︑死 六脳8 つはないので︑ねているわけではない︒た

のいい顔つきもしていないはずだ

六7211園なにを考えこんでいるんだね︒﹂おとう

六727思わないが︑死んでいるとも思えない︒死 六国2 ︑もう︑じっとしていられなくなった︒ぼ

六542略﹀︒﹂といいあつているのをききながら︑

いる一いる
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六伽11園でわいわいやっていては︑すぐぼくが︑

六字1園 たたいて︑わっているのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六出7 りました︒かくれているうさぎさんたちは
六伽4 してなにかあわてています︒天略﹀︒﹂﹁︿略
六㎜8園 に追いかけられているんだ︒きつねがお

六偽−o囹 ﹁くるみをわっているんだよ︒﹂天蓋﹀︒

六偽9囹
ぎさん︑な に し て い る の ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

ン︑カチンとわっていると︑そこへちょろ

ひきのうさぎさんがいました︒ある日のこ
︑ころころと落ちていました︒うさぎさん

けるのも︑まがっているのでめんどうでし

すじがたてについています︒そのすじにあ

っかり糸をにぎっています︒天下﹀︒﹂と︑

骨が二本しかついていないたこです︒はじ

がつた性質をもっているにちがいない︒ぼ

ったからよく知っているが︑いままでは︑

七209園

七208園

七204囹

七1911囹

七197園

七195園

七177園

七165

七1411

七142

七136

七125

七119

七112

七911

七93囹

な白い花をつけています︒﹂先生﹁それで

うだ︒よく知っているね︒﹂きしもと﹁私

か︒﹂先生﹁知っている人

の中に︑かくれているのさ︒﹂子どもた

︑どこにかくれているんですか︒﹂先生﹁

︑なの花がへっているわ︒﹂女の子二﹁そ

ないみにつかわれているのでしょう︒それ

を書くことをさしていますが︑どうして︑

︑あさがおのだしている手のことではあり

︑てのひらをさしています︒﹁手をうつ﹂

ば

生﹁それで知っているんだね︒﹂女の子

︑まつの木が立っています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七1211

︒﹂先生﹁とまっているちょうちょが︑ど

七172園生﹁よくおぼえていたね︒風のない日は

七171園

たりで︑本をよんでいる︒日曜日のはれた

ろ月が空にかかっている︒さくらの花が︑

︑どこにどうしているだろう︒もう︑四

七418 年のからだはゆれていたが︑ひく手にくる

七417 ︑かなり早く走っているので︑青年のから

七415 とりの青年が立っていた︒かれは︑むねに

七413 て︑汽車でねむっていた︒ふいに︑はくし

七407 ︑私を手まねきしています︒私は︑さぷろ

七403 そうに︑みおくっていました︒私は︑いそ

七3910

七388 し︑弟の手をひいているので︑ひとあしす

七381 をこしらえてくれていたのです︒私は︑思

七3711

七367囹

七337

七336

でまどわくをおしています︒私たちのため

﹁ここに子どもがいる︒かわいそうだ︒

りの兄弟をながめている︒明かるい民営︒

ふたりの
日光が降りそそいでいる︒母は︑

さなぎにかわっていた︒弟が︑ぼくより
七2911園

七298園かくれみのをきているようなものだと思
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光がいっぱいさしています︒クローバーの

六慨5囹 ひとをばかにしている︒ようしゃはなら
六儲7 とらさんがねむっていたのです︒うさぎさ
六儲9 さんは︑書ねをしていたのですが︑うさぎ
六㎜5 ︑足をもんだりしていました︒とらさんは
六川7丈 またべようとしていたところだ︒よこど
六襯−〇

らだにすがりついていました︒それでも︑

七347 ふまれて︑おこっている女の人もありまし

略﹀︒﹂﹁腹に思っていることと︑いうこと 七351

︑心の中でいのっていました︒﹁︿略﹀︒﹂頭

そうに私の方をみていましたが︑三人置︑

七366

どもたちが集まっている︒好屍も﹁先生︑早

︑たくさんとんでいるでしょう︒﹂先生﹁

﹂好儲も﹁は

七223園

兄﹁あ︑わすれていた︒もう︑おさらい

のことを︑話していたんですよ︒﹂母﹁そ

いこんの葉をみているよ︒﹂ささやくよ

七452園

七4311

七434園

ろうとは︑思っていませんでした︒また

は︑自分のかぶっていたぼうしを︑そばの

さびしい旅をしていました︒けれども︑

七426 しんにひきつづけていた︒トンネルをでた
七236園

七221囹ずかにして︑みていてごらん︒﹂すずめ

七239囹

七467 中学生︑たがやしている父と子︑きりの花

七525

︑胸がどきどきしていた︒式をすませても

︒むちゅうでやっていると︑﹁︿略﹀︒﹂と五

七479 ます︒心がくもっていると︑いくらなおし

心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ
︑﹁これ︑死んでいるの︒﹂母﹁いいえ︑

七2610圏

思っていることを︑はっきり

なん日ほどたっているかしら︒﹂兄﹁ちょ

七473
七278園

﹁いいえ︑生きていますよ︒これから︑

七548

七527 と思って︑心配していると︑十一たい十で

︵一︶

七253園

に︑七日かかっています︒それから十日

七279囹

同じ色にかわっていた︒それは︑すずめ

︑おもてで遊んでいますよ︒﹂兄﹁おかあ

作文

七256園

七58囹ぼうしをかぶっているな︒赤い運動ぼう

七55

七296園

七284囹

んな色にかわっている︒﹂兄﹁ほんとうだ 七478

七8譲 やけの空をながめている︒しゅくちょく室

七67風もないのにゆれている︒﹁もう帰る子が
七85 ︑さっと︑学校からいなくなってしまった

六襯11 が︑まつ白にさいていました︒おなかのす
︑光の中をおよいでいたが︑こんどは︑思

﹁手がよごれていますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六柵3園 つとしずかにしていたいんだよ︒﹂たぬ
六捌3囹 に追われてなんかいやしないんだ︒この
六鵬2 しかさんも負けてはいません︒角をふりた

七219

七213園

6102718371

！、
121
122

一」

七303囹いちゃん︑帰っていたの︒まだかと思っ
七304囹をよんでもらっていたところよ︒きょう
七323囹 ﹁羽をふるわせている︒﹂母﹁空氣にふれ

六㎜11 ううさぎさんたちはいませんでした︒そう
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しか

人の

れがすむのをまっていたのか︑すぐうしろ

く︑のっそりとでていた︒もやが深いから

が一つ︑さえずっている︒うまよ︑そんな

であらってもらっているのか︒あ︑ほたる

ほたるだ︒だあれもいない︒うまが︑水の

︑子どもがわらっていたんだよ︒みんな︑

水のにおいをかいでいる︒ぼさぼさのいけ
︒ぼたんでもさいているのかと思ったら︑

ちょっとのまに︑いなくなってしまった

︑さがしつづけているのですが︒﹂旅人﹁

が二三本ぬけてはいませんか︒﹂ふたり

です︒﹂乙﹁どこにいるか︑早く教えてく

また顔をみあわせていたが︑甲﹁どうもお

︑さばくを通っていましたが︑とちゅう

と甲乙が︑ならんでいる︒裁判官がはいつ
うでひと休みしているうちに︑つい︑ね
みると︑らくだがいません︒おどろいて
あることを知っていました︒そのとおり

なことを︑知っているのかね︒﹂乙﹁だい

あることも知っていました︒しかも︑左
︑ちゃんと知っているのです︒﹂裁判官﹁

乙﹁はい︑知っていました︒らくだのま

かにまだ︑知っていたかね︒﹂乙﹁はい︑

が︑二三本ぬけていることまで︒﹂甲﹁そ

そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑知
の品まで︑知っているじゃありませんか
がさばくを旅していますと︑砂の上にら
足あとがつづいていました︒それなのに
きにあさくなっていましたので︒﹂裁判
︑まえ歯のぬけているということは︑な
ないで︑のこっている葉がありました︒
歯が二三本ぬけているにちがいないと︑

ら︑荷物をつけていることが︑どうして

八八七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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園園園

24度

5月31日

よくみていたら︑ねこが顔をあ

8月4日

7月9日

9月3日

ちじゅうの人跳者がいました︒西洋の子ど
︑いちばんたくさんいる鳥といわれるほお

な元氣よくそだっているので︑安心しまし

くにんじんをたべていました︒よいぐあい

だけが︑草をたべていました︒お書ごろみ
︑巣からでて歩いていました︒ 12月1日

さぎは巣の中でねていて︑親うさぎだけが

うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ

そうな葉を︑たべていました︒黒の子うさ

︑巣からでて歩いていました︒そうして︑

中で︑元氣に動いています︒1びきのこら

きはまるくなって いました︒ おやうさ

は黒っぽい色をしていました︒ 11月13日

うさぎの子が7ひきいました︒1びきは白

のようにふくらんでいて︑その中に︑わた
︑いっぱいはいっていました︒その毛にく

毛がたくさんぬけていました︒よくみると

足を胸の下にいれていました︒ 10月23日

で︑いたそうにしていました︒ 9月6日
︑暑いのでねむっていました︒あと足を長

さな虫が︑たくさんいました︒

鉄ぼうを︑かじっていました︒善うさぎの

のうさぎがはいっているへやに︑えさがな

ぎが4ひき生まれていました︒

ないように注意しています︒

で︑耳や顔をなでていました︒

り

すこしもじっとしていません︒いつも︑ど
︑どこかを動かしています︒ 5月1日

まの答で︑知っていたわけがはっきりし

に︑麦がこぼれていたからです︒﹂裁判

738754310763図1099757639764542657115

︵二︶

で︑たいそうをしています︒一年生の唱歌

花がまっかにさいています︒根もとに︑ぽ

に︑ぽたぽた落ちています︒海がみえます

に︑ほそ長く光っています︒明かるい月夜

こらで︑虫が鳴いています︒つむじ風が︑

のはっぱがうつっている︒ほたるを三びき

るまいをしてとんでいる︒ろうかを曲がっ

ジオの音樂をきいています︒ほそい雲が︑

いちょうがとまっています︒こんなのは︑

巣にかかってゆれている︒土の上︑一盛ン

ざわざわと︑動いている︒うす黒い雲は︑

こんなに︑からすがいるのかしら︒すみを

しら︒すみをすっている︒めじろの声がき

じろの声がきこえている︒雨が降る︒風が

木が︑ぬれてゆれている︒四年生の樂しさ
︑みんな空を向いている︒日がてっている

ている︒日がてっている︒なの花ちらほら

顔のところでとんでいるくれがた︒ばくち
︑もうくらくなっている︒豆のつるがまき

しずかに波がよせている︒みんな︑おべん

おべんとうをたべている︒ふえの音︑虫の
︒波の音がきこえている︒子どもの声がき

どもの声がきこえている︒あっちでもこつ
︑山のいもをほっている人が二三人︒ふろ

ん︒雲一つうかんでいる︒青々とはれて︑

すすきすこしゆれている︒うら山に︑みか
︵三︶

を持って遊びにきている︒よい天才︒うめ

も︑夕がた に な っ て い る ︒

く書きたすのににています︒あとのやりか

れている︑あふれている︒くれがたの庭そ

川にまで︑あふれている︑あふれている︒
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んな︑にこ に こ し て い た ︒
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︑草花のさきみちている野原へお吟てきま

がいい︒あそこにいるあひるの子をさ︒
八6710園

八591な川が遠くへ流れている︒ぼくは︑みはら

八269

どうしてたもたれているのでしょう︒

中にあんまり長くいたので︑あんなふう
八6910園

ざの大通りを歩いていましたら︑あるデパ
︑大ぜい人が立っているので︑なんだろう

八366

たいこがねになっていたのです︒王さまは

︒庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴか

庭さきにいるとき︑とつぜん︑

とがった口をもっています︒その口のさき

りの木の根ものびています︒だから︑虫た

八486囹︑さがしもとめていた人だ︒﹂と喜んで︑

八469

八469

自由もなくくらしているかと思うと︑友だ

八458園

と思うと︑友だちがいなかったりしました

て︑その人の着ているシャツを王さまに

八7110︒すると︑草むらにいた小鳥がおそれてと

八716園︑﹁遠いところにいてくれさえずればい

八707ひるの子は︑立っていたほうがいいか︑歩
八708うがいいか︑歩いていたほうがいいかさえ

四

ようなかたちをしていますが︑大きくなる

にはあさいところにいて︑ほそい木の根の

の根のしるをすっていますが︑大きくなる

よい周回がつづいていることなどを知りま

に︑小枝がわかれていました︒虫は︑それ

八552

八542

しそうに書ねをしていました︒﹁幸福﹂に

が︑おもてに立っていました︒そこの家の

じっとしずかにしていた︒そのあいだも︑
八7510

目はみにくく光っていた︒はなをあひるの
八7411

八7410のすぐそばに立っていた︒したは口からた

のささだけがはえていました︒せみは︑さ

す︒皮がこわばっていて不自由だし︑目も

だけが皮にかくれています︒虫はぐっとそ

あたりが横にそれている︒こんどは三どめ

︑足あとが曲がっている︒そこで︑向こう

て︑ずっとつづいている︒下をみると︑大

八769小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ
八π6 の戸がすこしあいているのをみつけたので

八5610
八5811

した足あとがついている︒ぼくはうちへ帰

八566

三天の川

八576

かり皮からはなれていました︒みるまに︑

かたくすがりついています︒

かしの人がうたっていますが︑そのとおり

思うと︑その鳴いているなかまのそばへ︑

八4810 いひが一つともっているだけでした︒ひと 八724こにはかもが住んでいた︒あひるの子は︑
八491 と横になろうとしているところでした︒王 八725れて︑氣がしずんでいた︒朝がた︑かもが
八506まずしいなりをしていても︑それでも︑自 八731こにそっとかくれていた︒すると︑そこへ
八744りにまちぶせをしていた︒あしの上に廣が
今512 なものが家のまえにいるのをみて︑﹁︿略﹀
八5111 んどは︑にわとりのいる家のまえへいって 八745あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ
八745木の枝にものぼっていた︒青いけむりが︑

をわずかずつすっているせみの子たちは︑

りでなく︑茶のまにいたうちじゅうのもの

でむじゃきに遊んでいたピオを︑かた足で

さなかっこうをしていながら︑毎日なにか

うかすると︑歩いているとき︑追いかけて

のです︒うちの中にいるかぎり︑こわいも

み︑そこにすわっている私のひざのあいだ

ように

とまらせても長くはいません︒私たちの家

うなことばをもっているのだそうです︒な

しました︒客がきているときなど︑あまり

じうだけしか責っていなかったのですから

が︑夜店をひろげていました︒小鳥屋とい

も︑信用してくれていたものを︑あやまち

八423

八409

八274 をしたりして遊んでいました︒天帝は︑あ 八593山の谷まにのこっている雪が目についた︒
八283 うがしずかにういていました︒川岸にそっ 八596とおるようにすんでいる︒飛行機の上から
八605をして歩きまわっていた︒田や野原のまわ
八286 ︒すると︑さがしていたはたおりひめが︑
八287 しんにはたをおっていました︒そのおり物 八608の︑ごぼうのはえているところに︑一わの
八2810園 は︑野原で遊んでいるのに︑うちのむす 八609のあひるがすわっていた︒それは︑たまご
八2811園 はたらきつづけているのは感心なことだ 八609 ︑たまごをかえしているのであった︒けれ
八611 ︑もうつかれきっていた︒それに︑たずね
八296 けだかさがこもっています︒﹁︿略﹀︒﹂天帝
八621園が世界だと思っているのかい︒世界は庭
八307 ふえをふきつづけていました︒黒うしは︑
八311 えに心をうばわれていました︒天帝は︑男 八622園がわまで廣がっているのだよ︒さあ︑み
八334 ような光をはなっているようにみえるので 八625囹ごがまだのこっている︒いつまでかかる
八358 年のところに光っている星があります︒百 八646園︒いままでだいていたのだし︑あと四五
八3510 年の星もちらばっています︒夜になって天 八655園んなすがたをしていない︒ほんとうにし
八659ぼうの上をてらしていた︒親あひるは︑そ
八364 そく正しく運行しているということです︒
八677のことであらそっていた︒そうして︑親あ

さなりあってはえています︒あおぎりの回

略﹀︒﹂だのと鳴いているほおじろの声をき

8296119647111497218252952753917543
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天了0 といっしょに住んでいた︒ねこは︑せなか
ノ了−

八795 がつた考えをもっていた︒にわとりは︑﹁︿

八804囹 ちがものをいっているときに︑自分の考
ん︑なにを考えているの︒﹂と︑にわと
八8010園

ごが生みつけられていました︒先生におぎ

いなごが6びきほどいました︒葉のうらに

九2310ことだといわずにはいられません︒むかし

九238に高い教養をもっているかを世界じゆうに

ほが10ぐらいついていました︒3本ずつ植

なっておじぎをしています︒1かぶのくき

九2410しさを思いうかべているのでしょう︒あの

九241 つてくるといわれています︒つまり︑こと

た︒どんどんすっていたら︑こんどはすぐ

らくごぶさたしています︒こちらへきて

ｮらいずつついていました︒ですから︑
九254るのをまちこがれています︒ちらりとつば
いねこきをした人もいました︒ぼうのあい
九274圃ールの水がゆれている 草原に一本あか
り18度のこっていたもみを︑1日︑日 九285図圏う花火のゆれている 大空にのびかた

ある感じがこもっているものです︒この音

せる波の音をきいているようであった︒つ

ことばであらわしているが︑それをたいこ

しろい︒よくきいていると︑たしかに風の

せんたく物をふいている風である︒風の挿
しんと降りしきっているような氣がした︒

だけの心持をもっていないからであろう︒

ばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに目
いならんでとまっているのを︑よくみかけ
︑ずらりとならんでいることがあります︒
中には︑親つばめもいますが︑ことし生ま
︑たくさんまじっています︒もう大きさだ
っばめが︑ならんでいるのをみると︑なに
かしら相談でもしているようにみえます︒
︑なごりをおしんでいるのかもしれません

ことを︑話しあっているのかもしれません
ぞくのいたがついていました︒それによる
子つばめがたくさんいます︒また︑ときに
て︑つばめを集めていることを知らせてき

氣のために苦しんでいるつばめのせわをす
にも︑よわりきっているつばめたちを運ん
︑そのとき︑あいていた家が︸けんあった

のいたでがなおっていないころでした︒し

3931110982411195298326443352

ぼくたちのかりているやしきのまわりに

はだが地われしているのをほりおこすと

い小鳥がたくさんいます︒かきの色づく

のか︑いまはもういなくなりました︒そ

くさんまいおりていましたが︑いつのま

ばかり顔をみせていました︒また︑下の

根もとからかれている高さ十五メートル

のたくさんついている高い木をみつける

よいことになっています︒高くて手のと

とのようにぬれています︒かれ枝ならば

ぎやまつのはえているところは︑書でも

いちめんにはえていて︑なにかでてきそ

湖にまでつづいています︒夏のあいだ︑

まりも根をはっていました︒また︑ちょ
︑深い谷になっています︒ここからは美

七・本も八本もでていて︑それが︑深いの

せしたいと思っています︒せんだって︑

と︑いつも思っています︒せめて︑貝だ

といろいろな魚がいたそうです︒このほ

から︑らいぎょもいます︒らいぎょがふ

もいます︒いなもいます︒それから︑ら

ンチもあるこいもいます︒いなもいます

した︒ぼくがいまいる家は︑山のふもと
︒ふながたくさんいます︒四五十センチ

国国團團国国團團覇者團團国国團団團家禽團團團團團團

10

八806 こにすわってばかりいた︒そこへ︑さわや

232120202019181了1616161615151515141412121211115109109108106106105104104

578749758654654381841118932172897
やみなく雨が降っていました︒晩の十時に
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八8110園
たは︑私のいっていることがおわかりに

八823園しこいとは思っていないだろうね︒うぬ
八829園んのためを思っているのですよ︒いやな
八832園 へでたいと思っているのです︒﹂﹁︿略﹀︒
八839 なってひくくたれていたあ
︒る夕ぐれ︑太
八842 く曲がる首をもっていたそ
︒れははくちよ

八854 て︑あの鳥のもっているような美しさをも
八8510 いつも足をつかっていなければならなかっ

八873 おりよく戸があいていたので︑あひるの子
八877 れきって横になっていた︒あひるの子が︑

八882 らの中で横になっていた︒美しい春であっ
八886 大きな庭の中にきていた︒そこには︑たく
八887 れる水の上にのびていた︒ここは︑ほんと
八8811 く水の上をおよいでいた︒あひるの子は︑

八888 喜びがみちあふれていた︒ところが︑木の
八891 みごとな鳥を知っていた︒そうして︑なん

5月5日

すこに新しいのがいるよ︒﹂とさけんだ︒

八908 のすがたのうつっているのをみた︒それは
八9110囹

八954 がすこしふくらんでいました︒

八欄6 えも生き生きとしています︒根が横へはる
八槻3 ました︒葉のついているもとのところがら
八麗8 のがたくさんはえていました︒花のさいて
八撹8 ました︒花のさいているほもみつけました

八鵬2 したら︑まださいていませんでした︒3時
八佃4 もう閉じてしまっていました︒花のさくの
八梱2 くれてかたくなっていました︒二つにわっ
八二3 がまるくふくらんでいました︒これが︑き

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八
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九川1 て︑じっとすわっていました︒あたりには

九㎜3園 をちゃんと知っています︒いましがた︑
九鵬4園 んだことも知っています︒だから︑わた
九㎜5囹 てもいいと思っているんだけど︒﹂﹁︿略
九幽9 は︑おなかがすいているのに氣がつき︑ま

九柵5 べりぶりにみとれていると︑先生たちは︑
九744顔つきで遠くをみていました︒馬車がすす
九437団 と二つ三つ落ちているのをみたときは︑
九川1 わるジャンプをしている︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だ
九444團 かいってながめています︒いつのまにか 九748どんぐりにかわっていました︒そうして︑
二塁1図圃 の鳥はこの木にいるにちがいなしひそ
九446團 すずなりになっているのをみると︑いま 九752ますを持って立っていました︒それからあ
九楠3図圃くれて歩かされいし女の子ぱたんとた
九763までいって︑待っているようにとおっしゃ
九456團 とうさんのやっていたパン屋のしごとを
九佃6図魍 い遊ぶ赤きかにいてすぎの山しずか
九765のところに集まっていました︒おかみさん
九458團 にやろうと思っています︒兄は︑大きく
九伽2 らさらと流れだしていた︒私は手をいれて
九4511團 でみならいをしています︒﹁小公子﹂の 九767 ︑むきみをつくっていました︒みるまに︑
九伽10圏︒﹁そこに流れているのがまつ川だ︒私
九772囹 ︑人は貝をたべています︒むかしといっ
九462團 よのことを話していますけれども︑ぼく
九梱2 きな川に流れこんでいた︒帰り道で︑父は
九469團︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います 九774囹どをおもにたべていたときがあったらし
ほど水かさがへっていた︒ここで茶人のし
九伽−〇
九794園からよくお話していた貝つかです︒この
かり明かるくなっていました︒おもてにで
九4811
九桝4 ゅう川に流れこんでいるところの近くまで
九795園の上に白くみえているのは︑むかし海の
九493な空の下にならんでいました︒ いちろうは
九桝5 岸のほとりを流れていた︒ためしにまつ川
九795園 ︑むかし海の中にいたいろいろな貝のか
九509小さなあながあいていて︑そこから水がふ
九桝2 も 一びきのくもがいました︒黄色と黒の
九802たくてうずうずしていました﹁︒︿略﹀︒﹂﹁︿
九511ウゴウと谷に落ちていました︒﹁︿略﹀︒﹂た
九伽2 やんのなき声がしています︒子もり歌もき
﹁︿略﹀︒﹂詳略
九824な物などがたまっています︒
九5110 へんな樂隊をやっていました︒いちろうは
九伽3 ︑光る星をみあげていました︒そのとき︑
九847まっかにしてほっています︒先生のふえが
九5210んな樂隊をつづけていました︒いちろうが
九旧6 て︑ブンブンいっているところです︒くも
るつるみがかれていないから︑ただのわ
九856園
九531 よんぴょんととんでいました︒いちろうは
九個5 息をころして待っていると︑みつばちは︑
九881 きな木が一本立っている︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
九5310 ︿略﹀︒﹂りすはもういませんでした︒ただ
九齪4 した︒ぐずぐずしていると︑そのままたべ
九886 ふたりをひきとめている︒一﹁よせよ︑た
九8810 ︒﹂と︑つかまれている手をふりはなそう 九醜9 もが︑手でさすっているあいだに︑みつば
九柵1 うしろすがたをみていましたが︑くもはど
九904 ﹂やまだをかこんでいる友だちに︑﹁︿略﹀
九912 の友だちが︑落ちているやまだのかばんや 九鵬4 ぶってしずかにしていると︑また︑パタパ
九917園 いっしょに歩いているうちに︑きゅうに 九悩3 が︑たくさんさいていだのです︒いいにお
九悩4 いいにおいをかいでいると︑いつのまにか
九悩6 のばらの花が動いています︒おかしいなと
九9310

けとりにくい氣持でいるが︑やがて思いき

みている︒さがしていたすみである︒受け

九944

九942

かぎの手もとをみている︒さがしていたす

しばらくして持っているすみに氣がつき︑

知らないふりをしている︒たかぎしばら

場にぼんやり立っている︒やまだちょっ

九949

おあたりをさがしている︒そこへやまだが

たちどまって待っている︒勝った子が︑﹁

九9411

九9410

九927

九543い小さな道がついていました︒いちろうは
九553木の森でかこまれていました︒その草地の
九558まってこっちをみていたのです︒いちろう
してそれを知っていますか︒﹂といいま
九572囹
九601んまるにして立っていました︒やっぱりや
九602耳は立ってとがっているな︑と思いながら
九602 ︑と思いながらみていると︑やまねこは︑
九618が︑ぴかぴか光っているのでした︒よくみ

九978

空中かっそうをしているようだ︒ふもとへ

やが︑長くつづいている︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

九川2
九川9
九川−o

をみると︑わらっているではありませんか

の花のにおいがしていました︒くもは︑う
︑くもの頭をなでています︒上をみると︑

が︑しずかに光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

九6111みんななにかいっているのです︒﹁︿略﹀︒﹂

九佃8

九擶−o

九632もうワアワアいっていました︒ぎょしゃは
九638ものまえにすわっていました︒ぎょしゃは
て︑頭のとがっているのがいちばんえら
九645囹
いちばんとがっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
九647園
九712目をぱちぱちさせていましたが︑とうとう

九糊2

しく︑手でさすっている︒そのうちに新し

九7111 ったまま下を向いていましたが︑やっとあ

九938

九737たちのうまがついています︒﹁︿略﹀︒﹂やま
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九九九九九九

もう頭の上まできていました︒つゆが木の
︑そのままだまっていました︒自分は︑こ

婦がもうふをほしている︒男の子がベッド

十502 ぬが一びきすわっていました︒﹁クロイワ

十4911

十504 ︑ひふ病にかかっていて︑顔のあたりの毛

のいきさつを知っている私には︑このこと

十216

がベッドにすわっている︒﹁︿略﹀︒﹂窓に花

十518

十222圓友だち︑どうしているかな︒﹂12ひとり十504 たりの毛が︑ぬけていました︒﹁キタナイ

らん︑にじがでているよ︒﹂窓をのぞく

十217

十523 ット﹂ここで遊んでいたいと︑私にねだっ

十2110囹

えのぐで写生をしている︒光る白い雲︑遠

一つ一つ思いだしているうちに︑心持が︑

ずかなくらしをしているのだろう︒なんと

十224

しょに汽車に乗っている︒窓からみえる村

になってねそべっていました︒﹁ワンワン

十532 ネテルワ﹂といっていると︑いぬがもつく

十532

た畑︒田をならしている農夫︒14ひとり 十524 といいだしたりしていましたが︑やっと歩

て︑いぬにたずねているのです︒やはり︑

やかなくらしをしているのだろう︒それに

しょに種まきをしている︒きれいにたがや

十2210

十228

っぽいくらしをしていることだろう︒あみ
みをはり︑かくれていて︑ほかの虫がひっ

十237

な車輪が︑まわっている︒トロッコをおし

の上でつみ草をしている︒﹁春の小川﹂の

民242

十2212

十247

てくる夜つゆをみていると︑風がふいてき
︑みにくいと思っていた自分のからだも︑
空の中にとけこんでいる︒じつに美しい︒

十312

十2912

でしょうか︒ぼくがいるので︑みんな樂し

と考えます︒ぼくがいるために︑うちの中

軍位からなりたっているか︑それをさがし

十557 たり︑考えたりしていることとは︑ちがっ

十551 ありありとうかんでいます︒七五三の記念

十547 きで︑たき火をしていました︒そのけむり

十292しらべたいと思っています︒たとえば︑毛 十545 とをいいあらわしています︒自分で︑﹁イ

十536 ままでかたにかけていたすいとうをはずし
って︑石炭をほっている︒19あせまみれ 十5312 ど︑きれいにさいていました︒妹は︑そこ

しい︒小鳥が鳴いている︒風が︑かすかに
︑われわれは失っている︒毎日の生活のら

中に︑それを失っている︒しかし︑われわ

十313

十562 んぐんと書きつけているその力に︑おどろ

わとびをして遊んでいたりしますと︑その

十624 竹がにょつきりでていたので︑びっくりし

も︑遊びたわむれている子どもにあいまし

を助けてはたらいていたが︑ひまさえあれ

十329園

とをしらべつづけていたのである︒村じゅ

十559 がどんどんと書けていたまえのころが︑う

が︑その下を流れていました︒岸にある丘

十331

十625

いし︑自分のもっているいいところを︑え

ろへきては︑遊んでいました︒おとうさん

十332

のの織りかたをしていたのでは︑やがて︑

十644

十641 らべて︑研究されています︒日本の絵画や

十317

をわかしてもらっていますと︑きまって︑

もののように動いていた︒かれは︑そのり

十561 ︑すらすらと書いていることでしょう︒す

女たちも遊びにきています︒いずれも︑八

十342

︑もう︑じっとしていられなくなり︑設計

十6410

十645 分たちの國が持っているこのよい藝術を味

のあるものとなっています︒みなさんも︑

ぶす

十353

きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか者

七

んは︑きいて知っていましたから︒少女た

十358

なって︑風にゆれていました︒

うさんのこしかけているそばで︑コーヒー

十383

もとのままになっていた︒同じことをなん
眞円眞珠が︑光っているではないか︒幸吉

十4111

らがの老人になっていた︒よる異なみにも

十661

十657

︑ひとりでくらしていました︒あるとき︑

しろい人物になっています︒

かしなどで︑できているといってもよく︑

十402

で︑きょとんとしているあまがえる︒3

十438

狂言﹁ぶす

母法の中をしらべているうちに︑一つの半 十6410 もよく︑それをみていると︑世の中のうら
十443
十451

日ごろそんけいしていたエジソンのもとを

生の苦心がひそんでいる︒かつて︑パリー

よらかにかがやいているではないか︒大き

十695園

十691 て︑あおぎつづけていました︒そのうちに

十672 向けないようにしていました︒でも︑こわ

いどくがはいっている︒そちらからふい
十459

眞円金轡がやどっていた︒第二︑第三と母 十667園
つぎの一節を読んでいる声がきこえる︒も

十461

十4411
まま︑点字を読んでいる︒ほかの生徒の甲

︑私は︑妹のいっていることばを︑紙きれ

にあたって死んでいるはずじゃないか︒

﹁なにかはいっているとみえて︑重たい

形のにじがかかっている︒﹁にじの歌﹂を

十489

十697園

などが︑風にゆれている︒その下を︑あひ

とばの愛﹂を読んでいる声が︑きこえてく
︑立って本を読んでいる︒友だちの顔︑顔

で︑雨やどりをしているにわとりのむれ︒

んでせんたくをしていました︒フランスの
︑川の水にうつっていました︒その川の岸

わいらしい子どもがいて︑なかよしになつ

たばかりいじっていて︑おかしなやつだ
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う︒ぐずぐずしているうちに︑どっきに
十6911園

十704ぽいものがはいっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十716 い︑うまいとなめているうちに︑つぼが︑
十727圓ながだいじにしているあの湯飲み茶わん
十736囹うをとって遊んでいました︒私が負けて
十741までおいおいないていたくせに︑きゅうに

十︻66囹 いちばんびりにいるばかりで︑べつに

十一47 ︑なん本も立っているのがみえる︒長い
十一51 もここで練習していることだ︒川口の子
十一53 したりして遊んでいるが︑それにあきる
十一55 話に花をさかせている︒ついせんだって
十一56むちゅうになっているのである︒﹁︿略﹀
十一82園 と︑乗り組んでいる者が︑みんなそろ
十一86囹 きみはだまっているけれど︑ぼくはき

きでつかれきっていながら︑わらをたた
︑わらじの切れている人もあります︒金

は︑どうかしているのではないだろう

も︑父親の生きているあいだは︑みんな

ころして︑だれもいないふうをしていま

いないふうをしていました︒金次郎のう

ふれて︑のこっていたわずかの田や畑も

とにして︑困っている人にかしてやった

じ

なしくこしかけています︒園長さんが︑
ふ

っしょに呼ばれているようです︒みんな

とふたりで立っていた︒北海道の家には

ぽっかりとういていたえぞ富士︒あの山

には︑うしが四頭いた︒みんなちぢうし

いつも本を読んでいた︒ぼくのいすは︑

ぼくによくなれていた︒うちではバター

ってもまだ続いていた︒庭のあさがおの

いねこのメリーがいた︒アカシヤの花が

た心でおしあっていた人たちも︑きゅう

みだをこぼしています︒そんなにおさ

6了

せこけた顔をしている病人たちをみまわ

力をおとさずにいるがいいよ︒﹂少年

いおうとでもしているように︑いくども

おまえはここにいたのだね︒どうして

にがっかりしていたかわからないよ︒

みんなどうしている︒わたしは︑いま

うすこしここにいさせてください︒ほ

でもぼくをみています︒ぼく︑あの人
︑ぼくがそばにいないといけないので

に五日のあいだいました︒おじさんは

あのおじさんがいます︒ぼく︑ここに

さんはどうしているの︒それから︑コ

つしんに看護していたときでした︒その

えずはらはらしていました︒ところが︑

けんめいになっていました︒一日に二ど

と耳をかたむけているようにみえたから

りを待ちこがれていたことなどを一そ

カチを目にあてているときには︑じっと
︑じっとみつめていました︒こうして第

なさい︒きみがいれば︑きっとよくな

りました︒待っているそのあいだが︑少

看護人とがついていました︒その人たち

しい希望をかけていたことや︑手紙の着

いうと思い返していました︒去年︑みお

をおろして待っていました︒﹁︿略﹀︒﹂と

そうに息を続けていました︒少年は︑い

切れそうになっていました︒ただ︑ひた

れたまま動かずにいる︑うでをつかみま

やを歩きまわっていました︒その大きな

おいがただよっていました︒看護婦がふ

のようにうなっている者もありました︒

と空間をみつめている者もありました︒
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十一89園 持をよく知っている︒ぼくらのはりき
十一810囹 らのはりきっているとき︑ぼくらのつ
十一810囹 くらのつかれているとき︑ぼくらのし

語がかかげられているのをみた︒﹁︿略﹀

のくるのを待っていた︒電車は︑くるに

みだをこぼしています︒﹂といった︑
たろう
くどもくり返しているうちに︑太郎は︑

が二列にならんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂と

かそうな目をしていました︒少年は︑ナ
︑しばらく考えていましたが︑ふと思い

j雨の降っている三月のある朝︑い

は︑とめられているから渡らない︒﹄

近くの田で働いていた村の人たちに助け
︑太郎はだまっていた︒その夜︑また父

かたくとめられていたのである︒が︑い

ことばを知っているよ︒﹂と答えた︒﹁

51

十一812園 もよくわかっている︒ただ︑わかって

十一91囹ただ︑わかっているだけではなしに︑
十一92囹 のうえを考えていて︑いいことをはっ
ることにきめているのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十一105囹四ばんをこいでいる︑ぼくたち強い男
十︻109園

十一129 陽の下でわらっている︒休みもなく︑は
十一1310 の鳴く声をきいていよう︒あれは︑あわ

十一146 めいの歌を歌っている︒一つの太陽の下
十一1510 ︑一まいこわれていて︑やがて︑小鳥た

十一174 ︑わたしが知っているいいことと︑正し
十一193 えもんという人がいました︒働くことが
十一202 と︑ほねをおっていました︒そういうと
十一213 父親が病氣でねていましたので︑金次郎
十一217 だりむだ話をしているのに︑金次郎は︑
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なにぼくをみています︒どうか︑ここ

どうか︑ここにいさせてください︒ね

と少年をみつめていましたが︑やがてま

からなくなっていて︑口もきけなかっ

らいのむすこがいるらしく︑自分のむ

だと思いこんでいるようすですよ︒﹂
﹁もういくらもいなくてもいいでしょ

と少年の方をみていました︒父親はチチ

ずっとつきそっていました︒そのつぎの

一日ずっとそばにいました︒しかし︑病

病人をみまもっていました︒あかつきの

あいだうつむいていましたが︑やがてか

きのほうにいっていた看護婦が︑小さな

ら大きくのぞいているのもいい︒だが︑

たまってしだれているところもいい︒文

あれこれと考えていたが︑根もとをかこ
︑すっかりくちていた︒文雄はそれが氣

一びき頭をだしていた︒そうして︑文雄
あな

に木炭を動かしていた︒下がきがすむと

りたいと思っているのですが

ッピッと鳴いていたときには︑ほんと

と思ってやっているうちに︑だんだん

る︒毎晩鳴いているうちに︑すこしず

なん年も生きていますからね︒

一年一

いへん感心していましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒

は黄色くぼけているでしょう︒わたし
こで絵をかいている文雄さんがいって
しい氣持がでているので︑人の心を動

十一一234

うが歓声をあげているといっても︑いい

リカを鋤けんしていたときの話です︒あ

十ニー14囹 どもはひとりもいません︒もしけがで

十ニー14園 ︒くつをはいている子どもはひとりも

十ニー13園 の廣場で遊んでいる子どもたちをこら

十ニー06園 なにをひろっているのですか︒﹂とた

十二293

十二275

十二275

十二2610

十一一258

十一﹇258

の用意などをしていると︑とりついてぐ

やんも︑よごれていないほうが氣持がい

じめはいやがっていた民ちゃんも︑よご

のへやにはいっているというように︑す
しらえて持たせているうちに︑民ちゃん
姉が大さわぎしていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

31
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32
33
33
34
35
35
36
36
36
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37

呼ぼうかと思っているうち︑五日のあい

あいだ呼びなれていた名が︑しぜんと口
︒夜は明けかけていました︒ 一 トッ

と庭さきにさいていだ黄色なやまぶきの

十二236

十二2412

なことばをいっています︒わたしも早く

ポケットにいれていました︒そのようす

げで書物を読んでいました︒それをみた

十二295

けて道まででていたのよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

そのようすをみていたじゅんさが︑老人

らしい力をもっているものだと考えまし

十二298囹

かんにたたずんでいました︒午後の日光

つかの実がなっていた︒それが︑めきめ

です︒いまそこにいたかと思うと︑もう

美しい花をつけていたが︑あらかたちつ

十二318

ものをいいかけていますが︑ちょっとき

十二251

らをはいまわっています︒わたしは時間

ねんに織り続けていたぬのを︑小がたな

十二255

たいへんおくれていて︑かわいそうです

んりょがちにしていますが︑母をはじめ

て勉強にでかけていましたが︑ある日の

菜を作ったりしていたので︑さしあたり

長いこと外地にいた姉たちがひきあげ

母ははたを織っていましたが︑孟子の顔

十二246

十二2310
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

顔に降りそそいでいました︒もう︑めば

くにおにが住んでいて︑毎年村にあらわ

の石だんができている︒すばらしい大き

のを寒しみにしていた︒雲仙岳の中ほど

で語り傳えられているだけで︑そういう
うん
という大きな男がいた︒みそ五郎は︑雲

だにおりこまれているからである︒一説

だから︑人間がいるところには︑かな

んなにちがっていても︑心にあること

しばいができている︒ジャワのものは

ちがって︑みていると別世界にいった

り説明がついている︒ほら︑分家のお

それ手わけしているんだが︑まゆ毛も

といわれる人がいて︑ものによっては

しいがはいっているように動くよ︒﹂﹁

あとで︑動いているのかもしれないよ

喜びを思い返していたときの私ほど幸福

た︒全部覚えてはいませんが︑その中に

命をもって動いているように感じはじめ

た手の上を流れているふしぎな冷たいも

にかしらわすれていたものを思いだすよ

の動きにそそいでいました︒ところがと

きおいよく流れているあいだに︑別の手

が水をくみあげていましたので︑先生は

の小屋をおおっているすいかずらのあま

ておいでになっているようすを感じまし

その中にはいっているものであることを

形を持って遊んでいますと︑サリバン先

ごとばをつかっていることや︑そんなも

その人形と遊んでいますと︑先生は︑私

しぎが私を待っているのか︑すこしも知

をわすれてなでていました︒私は︑どの
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十二813

十二8012

をいのってくれていることを知って︑胸

う色があらわれて．いました︒日本という

その少年の持っていたペンをかりて︑サ

十二8110

んと降りそそいでいました︒そこへ両選

十二782

そろってならんでいた︒そのことが評判
十二833

のんで試合をみているうちに︑早くも︑

︑この里に長者がいた︒一代二代はいい

の中にわるい人がいて︑かりた家具をか
十二843

たので︑よくみていますと︑どこかしら

ひとりの木こりがいた︒名を八郎といっ

十二8511

湯をかきまわしている父にこういわれた

十二789

山でしごとをしていると︑のどがかわい

十二876

相手の人のいっていることばをよくきき

日本語を知っているの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

い小魚がおよいでいる︒八郎はその魚を
十二8710

のようにとなえていたのでは︑そのこと

十二793園

きは高くそびえているが︑根はちっとも

十二903

十二8812

て︑得意になっていた︒ところで︑もう
︑高どのに立っていた長者は︑日のまる
か ぐ
大きな池となっていた︒ 家具の岩屋

十も三十も続いている︒五十も六十も続

十二9010まな氣持をこめているにちがいない︒天

たのこぎりににている︒しかし︑いつも

十二914

と︑小鳥が鳴いていたこと︑帰っておか
あき

がたくさん落ちていたこと︑カサカサと

てみがきをかけていないと︑じき︑役に
しん
という人が住んでいました︒曾良は︑信

十二919にたたみこまれているにちがいない︒秋

木の手入れをしている父にこういわれた

︑もうあきらめているときでした︒清水

心におうえんしている二少年のことを思

十も六十も続いている︒のこぎりのはは
︑あつみをもっている︒大きなかたい物

十二912
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しわたしをもっている︒はたらきのある
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謡いはばをもっている︒こびきの大のこ
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とりしずかにしているのがすきだという

十二931

十二9211

十二925

十二921

十二921

通じる力をもっている︒そこにことばと

︑たたみこまれているなかみはそれぞれ

ことがふくまれている︒ほかの人がこれ

太郎とはちがっている︒となりの友だち

にたたみこまれていることは︑太郎とは

たひとりで住んでいて︑なにかにつけて

と待ち遠しがっていました︒そのあたり

た︒先生の近くにいればこそ︑毎日教え

、
．
、
、

と︑はやしたてていました︒芭蕉は︑子

のあたりに遊んでいる子どもたちも︑同

十二944

十二943

十二941

︿略﹀︒﹂で動いているようすがすぐわか

きだす︒﹁とんでいる︒﹂で動いている

赤とんぼがとんでいる﹂﹁赤とんぼ﹂と

の戦いを物語っています︒スタンドには

してもこずにはいられませんでした︒

とりでどうしていられるかと思うと︑

りわらって立っていましたが︑子どもた
︑毎日ききなれている曾良の声です︒芭

＜略﹀︒﹂話をしているうちに︑パラパラ

遊び友だちにしていました︒ズ略﹀︒﹂﹁＜

十二965

十二958

十二957

十二956

十二951

十二949

十二945

さんの写眞がでていたり︑あなたがたの

赤とんぼがとんでいる︒﹂こんな短い文

のまわりをとんでいた︒﹁︿略﹀︒﹂こんな

りと校庭に立っていると︑赤とんぼが自

に野はぎがさいていだので︑赤とんぼは

ぼがむれてとんでいる景色を思い︑すす

ぼ﹂﹁が﹂﹁とんでいる︒﹂

このよう

た︒そのあたりにいるのは︑川べりにあ

一
一
．．．

囹園

いる一いる
152

十十十十十十十十十通塞士三士士士一士二士一士士二士三士三士士士士

ラ秀秀香秀弓弗聾万πす碑蓼聾露聾蓼蓼薯蓼勇卿蛮勇測器

士士三士士謡言士士士士士士士士士士士士血忌士士士二士二士士士士士

離π魏再H量甥聾｝馨聾1塑1夢糊1161熱湯1勢警1墾騨1919｝膠

をたくさんだべていたようです︒このほ

はにわ

こ

んよくまとまっています︒この式の土器

はじ

がたをあらわしています︒手首やむねな

まえがつけられています︒

からたっとばれている作品です︒

す︒いまつかっているお金とずいぶんち

ほうおうがついているからだといわれて

角なあながあいていたり︑クロスワーズ

からだといわれていますが︑屋根の形や

がたがあらわれていることに氣がつくこ

もをふたりつれています︒この人たちの

ずいぶんちがっています︒向こうがわに

かきあらわされています︒ 絵魅物 四

うんけい

も︑力があふれています︒仁王さまは呪

運慶だといわれています︒ふたつとも鎌

國から渡ってきていましたから︑こんな
︑茶だんすににていますが︑そうではあ

貝が光をはなっているのは︑なんともい

ほとんど知られていなかったのですが︑

らだがどうなっているか︑ほとんど知ら

日に日に進歩しています︒そうして︑遠

してしずかにしている︑子どもたちのむ

ようにたなびいている︑のどかな午前︒

ささやきかわしているけはい︒春は︑は

のおくで︑鳴いているからすの声も︑ほ

た考えがのこっている︒たとえば︑移轄

へん不幸になっている︒漢字で名まえを

命をきめたりしている︒しかし︑よいと

も︑まだ知られていないことはたくさん

係を調べきわめている︒よいことやわる

から西へまわっているように思われます

れほど害をなしているかしれない︒知識

︑地はじっとしていて動かないという︑

十三388囹

十三383圓

︑ぼくの知っている人⁝⁝だれかしら

かんがしまっていたから⁝⁝はい︑え

がいて︑まわっていることがわかり︑ま

＋三5912園
て穿て︑あいているときがなかったよ

十三605 ︑かべにかかっている一まいの絵を見ま

十三594トをだいて立っていると︑老人のぼうさ
十三595 の前にひれふしている絵でした︒﹁︿略﹀
十三598圓じが︑よく出ているんじゃないでしょ

＋三4010囹
んなで心配していた⁝⁝うん︑そう⁝

十四42 わが國に知られている人は︑けっして少
十四46 の中にみなぎっている大きな愛の氣持︑
十四48 いもの︑苦しんでいるもの︑ふしあわせ
十四53 り返らせないではいない強い眞実の力が
十四53 の力が︑こもっているのです︒それとい
十四57 いろいろとなめていたからのことでした

つたまま︑待っている︒その間に︑ぼう

士二4012園
まここに持っている︒なんべんもくり

たちがのこっている︑子どもたちはじ

を考えないではいられませんでした︒

十三3811

から︑舞台に出ている人は︑四人の人と

十四67團

かかるのを待っている︒その間︑かた手

人の人と話をしているわけです︒ ところ

十四73団

十四72團

あさんを愛しているからだと︑こうお

幸福がのこっている︑なぜかといえば

十四811團︑わかりきっているのですから︒けれ
十四92団

十四99團︑ちゃんとしていてくださって︑どっ

十四93団
かな谷川を聞いているその耳もとに︒

きつけがついているはずです︒よく説

十四107国

十四912團安らかに生きていてくださるのだと︑

べんりにできています︒では︑おかあ

いな鳥がわらっている︒さあ︑元氣でゆ

十四1012團

十四109團

ナ﹄といわれています︒これを見て︑

もがよりかかっている絵です︒その下の

かちゃんをだいていて︑その右の方に︑

十四1310團

十四131團

十四129国

十四126国

なものがついていて︑どこまでコーヒ

に満足しきっているそうです︒小包二

ンプをつかっているというのが教えて

持が︑よく出ているね︒絵は︑皇子で

つによくかけている︒﹂おじさんは︑

スで︑研究しているうちに︑たいそう

十四162團

十四1512国

十四153国

十四149国華

十四1311團

十四142国

ずいぶんちがっているのにおどろきまし
天才の集まっていた︑美術の中心のフ

ナ﹄といわれている︒これはどう思う

したいと思っています︒私がそばにい

らだはこちらにいても︑このまこころ

うにといのっています︒おかあさんが

どはなれてはいないのだ︑もうすご

い出がのこっています︒おとうさんの

の手紙を書いているつくえの上︑私の

のことを思っています︒あなたがたお

をごらんになっているだろうと︑思った

のことを思っているのです︒じきに九

なければ︑死んでいたい︒おさな子はお

水がすむまで見ているかもしれない︒す

かれぎくをたいている︒とやへ追われて

文字にあらわれていないあいてのことば
︑しかがすわっている︒そのせなかにそ

ら組みたてられています︒ところが︑こ
︑しばいになっています︒ただ︑あいて

＋三4210園
︑上しみにしているよ⁝⁝おじさんや

十三416園︑寝とまりしているんだよ︒ぼくの学

四人の声は︑ 見ている人には聞えません

十三407

いつもその焦点にいるものだ︑というこ
︑天動説を信じていましたので︑ガリレ
って研究を続けていましたが︑だまって

それぞれ話をしているようすを︑ 見せな

芸十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

したが︑だまっていられず︑本を書いて

てがなにかいっているわけです︒ ですか

44
44

4
6

は︑年をとってもいたし︑めくらにもな
み

121110

44

らにもなりかけていたので︑やむを得ず
三

つの島からなっている︑小さな︑しずか
44

1

ゆうぶん愛していてくれる︑だから︑
45

4

44

まで眞理を求めていたのです︒

する誠意にみちていました︒ユートラン

題はまだのこっています︒みどりの野は

カさえ︑のこしていませんでした︒しか

ながす力をもっているが︑それをこえる

目のように通じている︒ホートンという

べい続きになっている︒あまり磨くもな

を立てめぐらしているので︑小路は︑お

ずっとのびだしている︒それで︑ボート

が︑ここに住んでいる子どもたちにとつ

までもつながっている感じがする︒一見

45

4

国

の通り場で遊んでいる︒遊ぶといっても

45

7

園園園園園

かたむけたりしているのである︒もの音

4了

10
55

るつるにそられている︒糸屋が因る︒荷

4了

12111110

鉄ぼうをにぎっていて︑ときどき︑毛ぬ

48

6
5

56

れた荷をかついでいる︒前の荷の上に︑

50

2
53
57

11

56

る︒それが︑見ている人には︑かえって
から︑車の動いている間︑たえまなく︑

美しい︒月が出ていれば︑出ていたで美

50

8

まわりをまわっている星の一つだ︑とい

天動説が行われていました︒しかし︑こ

11095711312619639868238572210108711943
出ていれば︑出ていたで美しく︑星の夜
︑れんをながめている︒それが︑だんだ

52

3
5

6
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3

1
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十四163團す︒私がそばにいないことなど︑すっ
十四164国つもこう思っていてください︒あなた
十四167團のことを思っていると︒ランプがお氣
十四169團こみいりすぎているとお考えではない
いかと心配していました︒パリーにあ
＋四1610團
たかやま
十四182で︑そうじをしているとき︑高山くんが
たなか
十四187窓ガラスをふいていた田中さんが︑﹁︿略
のむら
＋四1810た︒これを聞いていた野村さんが︑﹁︿略

十四191四︑なんといっていたんでしょう︒﹂と
十四195が答えられないでいると︑高山くんが︑
十四204私たちのっかっていることばの中で︑外
十四205 いろいろまじっていることをくわしく話
十四211んながおどろいていたが︑先生は︑つぎ

地球の上に住んでいる人間などは︑バク 十四577園 なことをいっていましたね︒あなたが
十四5810囹 て︑水にとけているから︑根から実ま

つらい思いをしていますが︑そんなこと

十四6010

十四596園

十四594囹

をひねって考えていました︒しばらくし

ら問題になっている養分だって︑みん

し︑土にはえていないかぼちゃなんて

空の星をながめていると︑はてしのない

十四373

﹁一の人﹂の見ている方を遠く見つめる

十四3511

十四3412

十四383

し︑あの人間がいなかったら︑また︑
十四625

無数にむらがっているので︑ちょうど雲

十四6210

十四611囹

やみ︑苦しんでいる他人のためにも︒

十四632

や青の色がついています︒これは︑白い

空がほおえんでいる︒ばら色にわらっ

十四442圏

なにほがらかでいられるのか︑それを

にたくさんういているのです︒空中にう

ら色にわらっている︒﹂三の人﹁おおら

十四443圏

十四638

︒空中にうかんでいた雲が消えてしまつ

十四404園

十四452 ことです︒乗っていた百四人のうち︑乗

十四646

ばかりがのこっていて︑飛行機などで︑

十四403園

十四456波の間をおよいでいました︒助け船は︑

十四648

十四647

て︑土のしめっているところへ日光があ

がまた︑よく見ていると︑なかなかおも

十四6410

けむりが廣がっているように見えるそう
十四659

白い湯げがたっています︒これは︑いう

十四456たい︑なにをしているのだろう︒かれは
十四461 ︑調子もみだれていなければ︑ふるえて

く氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

十四462れば︑ふるえてもいません︒まるで︑大
十四463 て︑客間で歌っているのと︑ちっともち

十四672

く氣をつけて見ていてごらんなさい︒湯

水の中にひたっていることも︑わすれて
十四4611

十四674

十四467 の歌に聞きほれていました︒かれは︑い

十四6712

十四488した︒歌を歌っているのは︑その中のひ

十四488立ちおよぎをしていました︒歌を歌って

十四718

十四717

十四702

十四699

どの動くのを見ていても︑いくらかわか

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど

ゆるやかに動いているのに氣がつくでし

茶わんにはいっている湯は︑日かげで三

︑空中におこっている大きなうずです︒
＋四4712
なんか︑およいでいるだけがせいぜいな

十四472りました︒歌っている人は︑どういう人

平氣で歌を続けていました︒助け船のく
十四4811

十四297に親しみをもっていなかったようです︒
十四299花がたえずさいていだために︑天上の花
十四307さな島國に住んでいたために︑氣持まで
十四313すことをわすれていたのは︑よくないこ
十四323りにかけはなれているために︑自分たち
十四324んがないと思っている人もあるでしょう

十四569園︑それについている葉でも︑花でも︑

十四557園ほかに︑だれもいませんから︑私が申

︑ごろごろしています︒そこへ細い根
＋四5412園

の上でくらしているかたには︑土の中
＋四5410圏

十四492して元氣をつけていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂
十四496 この歌を知っていたかどうか知りませ
十四504 ︑その歌を歌っていたおじょうさんも︑
十四541園ちやの花を見ています︒あれは︑私た

十四774

十四767

十四765

十四764

十四759

十四7311

十四7211

しらえようとしていると︑祖父が來て︑

風と名づけられています︒これが︑もう

反対の風がふいています︒これと同じよ

海陸風とよばれているもので︑雪間は三

︑森ではくだつています︒それで︑畑の

十四224園とばかり思っていました︒﹂と︑さも
十四228園長い間つかっているうちに︑すっかり
十四238園ろはいってきている︒たとえば︑ここ
語だといわれている︒そのほかのこと
十四242園
十四243生のお話を聞いているうちに︑私は︑ど
十四254いっしょになっているということは︑あ
あいだつかっているうちに︑もともと
十四277囹
十四296 ︑空にかがやいている星です︒どうも日

星によって生きているといってもいいす
十四3211

十四569園も︑なりかけている実でも︑みんなか

十四7810

さんなどのやっているところを見ると︑

まりょくわかっていないようです︒しか

す︒日のあたっているかべや屋根をすか

には︑水のおりているところと︑のぼっ

十四331心として回流していることを知っていま

なきずができていますが︑私は︑いっ
＋四5612園

十四723

十四331 いることを知っています︒この一むれの

十四576圓戸の外で聞いていると︑あなたたちは

ころと︑のぼっているところとがほうぼ

十四333う太陽系とよんでいます︒しかし︑この

十四724

十四338地球をとりまいている天の川の内がわに

、

いる
いる
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︑みごとに割っていました︒木のほうは

らいい傳えられているのもあるかもしれ

たちが雪と職っているようすを︑映画に

雪の中で生活している人々︑春の光がさ

うれしそうに見ている雪國の子どもなど

きれいな形をしていること︑しかも︑一

ことなどを写している︒また︑どうして

つなようすをしていた︒けれども︑前よ

げつみて子といる母の黒いこうもり

︑元日をむかえているかを知らないのだ

十四㎜3うなようすをしていた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女

十四㎜2
十四皿8
十五101図魍

々がならび立っています︒その中で︑一

んと高くそびえているのが︑このユング

こかしこに立っています︒ある夏のこと

の流れをきざんでいる深い深い谷の上を

物のさきみだれているけいしゃ面を︑あ

しばらくとまっていました︒両親と子ど

家庭教師がついていました︒朝の十時と
けた少女の立っているようなけわしい山

うようにそびえているのでした︒ある朝
そろそろと歩いていました︒男の子は︑
もしろそうに見ていました︒女の子は︑

の方にちらばっているひつじのむれを追
て行きそうにしていました︒そのとき︑

まで先生のそばにいた女の子のすがたが
子はばたばたしているではありませんか
っけるようにしています︒だれでしょう
つれておりて干ていますと︑急に目の前

に︑草のしげっている場所を見つけて︑

大づめでつかんでいる女の子のからだが

を上からさがしているような氣持で︑少
︑とくに下の方にいる女の子を元氣づけ
vといわずにはいられませんでした︒
︑下につかまれている女の子は︑あきら

く略﹀︒﹂といっている人々の目には︑小

せず︑じっとしています︒もう呼吸もな

ともに︑つかんでいた女の子をはなして

分のこしにさしていた短刀をぬいて︑鳥
手を待ちかまえていました︒大わしは︑

ちが︑そのへんにいたひつじかいたちを

しい戦いを続けていました︒そのとき︑

と少年との職っている岩角近くまで來ま

けれども︑職っている人と鳥とはむちゆ

けてとびかかっていた大わしは︑空中を

てきを相手にしているものには︑なんに

へ手をさしだしていました︒そのときの

年をほめたたえているようでした︒ 三
︑それをその場にいない人や︑遠くにい

5

けっしょうをしていること︑その美しい

ねくねとゆがんでいる︒歩く人は︑おそ

で考えごとをしていて︑思わず方向がち

も雪にとざされていた地上に︑ぽちっと

を足にひっかけていた︒その上ぐつは︑

赤く︑青くなっていた︒おおみそかの晩
一はこも

一はこも費ってはいなかった︒思いきっ

すこしも責ってはいなかった︒
一銭ももうけてはいないので︑父親が︑

しかるにきまっていた︒かわいそうに︑

ひきずって歩いていた︒その子のきれい

たばを一つ持っていた︒ぼろぼろの前だ

ほとんどこごえていた︒その両手をあた

たくさんはいっていた︒女の子は︑どん

ろの前にすわっていた︒そのろの中には

それがもえ続けている間︑大きなろの前

たそうしないではいられなくなって︑も

氣そうにすわっていた︒女の子は︑また

かべしかのこっていなかった︒女の子は

木の下にすわっていた︒いかにも大きな
美しくかざられていた︒たくさんの小さ
︒じっと見つめているうちに︑一つの明

1
3
6
5

なことを︑知っているのといないのでは
︑知っているのといないのでは︑たいへ

2101129651091012111210854181273532864510102
そくはもえ続けていて︑それが︑高く︑
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わしかたとなっている︒ ローマ字 ロ

た漢字をつかっているうちに︑その漢字

なったといわれている︒ 漢字 漢字は

ない人や︑遠くにいる人に知らせるため

10

3

教育にも努力している︒しかし︑考えて

が書き表わされている︒日本のことばも

大半につかわれている文字である︒ロi
︑発音のちがっている多くの冗々のこと

5

10

8

ようこうが歩いていたが︑ふと︑ある店

の文字をつかっている國があろうか︒日

小さな店先に出ていた一まいの赤絵のは

のき先にかかっているおもしろいかんば

ひとりで散歩していた︒ひくい屋根も︑

6

9

8
4
1
2

代からそん敬していたあの有名な﹁ちょ

いながらうたせているしらがの老しん士

クをすえ︑そばにいるタイピストになに

ード大学に学んでいた私は︑一年半の努

ものは︑ほとんどいなかった︒ただわず

れてしごとをしていたため︑ひとりでこ

うに︑保護されていた︒ところが明治に

数人かかえられていた︒そのほかに︑色

いちばんすぐれていたという︒このお庭

物とかを作らせていたが︑そのお庭嶢の

3
9

8
5

6
9
12
1
4
5

8
1
4
4
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十五734

思い出にうたれている私の目の前で︑博

十五713園
中はがらんとしていた︒やがてお書どき

十五903園

十五902園

十五899囹

い鳥をさがしているのです︒たぶん︑

たいへん急いでいるのです︒青い鳥を

ようかいしてはいられない︒なにしろ

ペンをにぎっている︒このすがたをお

十五739

十五833圓

十五829

十五827

十五827

十五824

十五798

十五781

十五763

にまよいこんでいないともかぎらない

れしそうにしているふとった人たちは

にいっぱいつけています︒チルチルとミ

いほど︑ふとっていて︑びろうどや︑に

むりこけたりしています︒みんなぴっく

いちばんふとっている﹁幸福﹂︵ぜいた

いうことを学んでいる日本の子どもさん

の考えとちがっていても︑その発表をた

お満ぼうを守っていてくださったのだ︒

十五9512園

十五9511園

十五9411園

十五935園

十五934園

十五933園

十五9211園

十五924

十五921

つと︑たくさんいたものだよ︒それを

なんてたくさんいるのだろう︒﹂光﹁も

﹁みんな知っているよ﹂チルチル﹁な

十五9510園子たちを知っているの︒﹂光﹁みんな知

十五939園

あれだけ残っていればいいや︒﹂光﹁こ

︑きみを待っているのだ︒おことわり

れにもかまっていられません︒なにも

︑﹁物をたべているときは︑だれにも

おまえについているな︒それから︑チ

ねまわったりしていました︒チルチル﹁

﹂こんな話をしているまに︑﹁ふとった

そんな話をしていたっけ︒なんでも︑

十五563園測量が行われていなかったので︑富士

十五837圓

の光栄になっているさとうがしを︒い

十五963圓

十五961園

十五907園

その名を知られていた老博士は︑きょう 十五904囹

助手をつとめていたころ︑寄宿舎で二
＋五5612囹

十五852囹

のをもおさえている︒いや︑どこのな

どんなにちがっていようとも︑かわいい

十五571囹の室をつかっていた︒ところがある日
十五572囹を二つももっているようだが︑その一

十五853園

のをもおさえている︒あのさとうがし

十五969園者にまで会っているひまはないよ︒﹂

おおしま

十五547圓からいってきている日本の学徒︑大島

十五544よる私が手にしているしょうかい状に目

十五743

チャンになっていたが︑ある日のこと
＋五5711囹

十五854園

そうな顔をしているなあ︒あれ︑﹃キ

十五97！0園 らしい服を着ているのだろう︒このへ

十五979囹

﹁同じところにいるのだよ︒ちがった

十五9810圓

十五989園

十五858篭る︒歌を歌っている︒なんだか︑あの 十五982園 にびんぼう人がいるの︒﹂光﹁それを見

ほっぺたをしているのだろう︒なんて

なおなかをしています︒これが﹃みた

︑ぼくを知っているの︒あなた︑どな

意味をときかねていた私のようすを見て

どこにかくれているか︑こぞんじない

＋五5412がだれものぞんでいるカーネギー博物館

十五7511

十五7312

もよおしをしていたものだ︒そのころ
＋五5512囹

十五552からすすめられていた︒あいさつを終っ
十五553 ︑話に聞きいっていたホランド博士は︑

十五586思い出にふけっていられるようすだった
十五591園私はよく知っています︒私は小さいと
十五594囹みたちが知っているはずがない︒﹂と︑
十五596あくほど見つめていた博士は︑つと立ち

十五857園

︒わらいこけている︒歌を歌っている

ヤッ﹄といっている︒わらいこけてい

こでなにをしているんだ︒﹂パンロに

＋五5912あっけにとられているタイピストをしり

十五858園

十五857園

十五87！園

十五604てはぐくみ育てていた新島のおじさんが
めいじ
十五604 のこう外に養っていたのは︑明治二十年
十五606 目精神のやどっている札幌独立教会をつ
十五607会をつかさどっていた私の父とは︑心を
十五609ぼう﹂でとおっていた私は︑そのときち
愛を一身に集めていた身にとっては︑天
十五6011

十五876圏

十五886囹

十五878囹

は耳までさけているし︑だれもそれに

まいに︑ここにいるのは︑﹃はちきれ

のどのかわいていないときに物を飲む

がつた顔をしています︒︵﹁︿略V︒﹂﹁

十五996園

十五996園

十五993圏圖

十五98！1囹

︑ぼくを知っている子がいる︒︵光に

十五993圏國

ないの︒ここにいる子をだれも知らな

知っている子がいる︒︵光に︶ぼくは

て︑﹁みんないる︑みんないる︑こ

大急ぎに急いでいる︒ごらん︑もう行

とは︑わかっているのだからねえ︒そ

青い鳥を持っていないことは︑わかつ

のくつは光っているのに︑ぼうやのく
＋五6211園

十五611ぽいにふるまっていた︒新島のおじさん
いやだといっているのですよ︒なんと
＋五6212囹

十五887園

十五999園
十五896園

たを呼びたてているでしょう︒わたし

んがたを待っていたのです︒あのとお

十五獅12園

十五柵11園

なたのまわりにいるのですよ︒ぼくた

あなたの知っているのは︑ぼくたちだ

十五879圏

十五635は︑きちんと着ていた上着をかなぐりす
十五656 の胸にやきついている︒秋たけてりんご
十五675 のを待ちかまえていた老婦人が︑﹁︿略﹀

十五8812囹︺せなかをむけているのはだれです︒﹂

十五8810

十五897園

いる︑みんないる︑こっち見た︒こ

じさんが生きていたら︑どんなにか喜
＋五6810園
＋五6910ごとに︑どうしているかとたずねられた

し横の方に立っているひとりの﹁幸福﹂

十五697日夜ふでをとっていられたという大きな
＋五6912じさんを見あげているのに︑おじさんの

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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101

101

福﹄をさがしているのです︒﹂チルチ

喜び﹄が立っていますが︑あれは︑い

び﹄のとなりにいます︒その後に︑﹃

せん︒その後にいるのは︑﹃善人であ

物を着てついています︒それからお天

たまの色をしています︒﹂チルチル﹁そ

色の着物を着ていますし︑これは︑﹃

どすきとおっています︒これは︑﹃両

ちがなにをしていても︑あなたには︑

びをこしらえているのですよ︒でも︑

福﹄でつまっているじゃないの︒ぼく

ぢに﹃幸福﹄がいるかってさ︒戸や窓

十五宙11園 あなたを求めていた﹃正義であること

十五柵2園 ぶん待ちわびていることを︑知らない

＋五描12園 って︑心配しているのですよ︒﹂母の

＋五備−o園 に顔をかくしているの︒あの人︑顔を

十五備3 くすこしさがっている﹁光﹂を指さしな

十五価4囹
十五価4園
十五価6園
十五描1囹

＋五聖−o園 ︑ぼくもここにいたいや︒﹂母の愛﹁で

十五M4園 ︒でも︑うちにいるときよりか︑ずつ
十五M5園 母の愛﹁うちにいるとね︑あんまり用
十五M8圏 ろの着物を着ていても︑わかるだろう
十五M9園 あさん︑ここにいるなら︑ぼくもここ

＋五備12二 えのせわをしているときは︑いつだつ

十五佃6園 な指わをはめている︒おまけに︑いつ
十五備9囹 こでは︑うちにいるときのように︑し

＋道戯12園 そうな顔をしているときでも︑ほおず

十五皿3園 の中にはいっているの︒﹂母の愛﹁いい
十五皿4園 この着物を着ているのよ︒けれど︑人
十五麗6園 は︑目を閉じていると︑なんにも見え

一545囹

りいれまつり・とりいれる・ひきいれる

ーレル︾5うけいれる・おいれる・さしいれる・と

いれもの

いれかわり ﹇入代﹈︵名︶1 入れかわり

十337 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

エ︾

103

102

102

4

2

1

11
1

悲しそうにしているのは︑だれもふり

りの着物を着ています︒外へ出ればい

色の着物を着ていますし︑これは︑﹃

いっぱいつけています︒それから︑﹃

もにっこりしています︒でもぼくは︑

ていると思っているけれど︑おまえと
いつでも天国にいるのですよ︒おかあ

﹇入替﹈

︵下一︶ 1

れ・ゆうびんなげいれぐち
いれか・える

いれかえる

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

︽一

あたたかい空氣がのぼっていくあとへ︑

入れかわりに︑そのつめたい空氣が下からふきこ

十四684

んできて︑大きなうずができます︒

台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

﹇入物﹈︵名︶1 入れ物

いので︑二三日は困ることもありません︒

十二7410

いれやる ︽ーリ︾

青ざさをいれやりたればいけのふなは

﹇入店﹈︵四︶1

九柵1︹凶閣

いれや・る

﹇入﹈︵下一︶72 いれる 入れる ︽ーレ・

や青き葉のかげにきておる
い・れる

がまだ知らずにいる﹃喜び﹄たちです

らいのところにいる人︑だれなの︒﹂

十五佃8圓 どうしてないているの︒︵ほかの﹁喜
十五湘9囹 ︑みんなないているのだな︒でも︑ど

十五㎜7

十五佃3圏 あなたをすいている﹃美しいものを見
十五佃9園 いつけを守っているのです︒ときはま

三921

三918

三338園 お米や豆をいれた︑みほんのまるい

たずねあぐんでいた道が︑どうしてわ

そうして︑たまがひろえたら︑お月さ

んのくにのなかまにいれてもらえます︒

を向いたままでいるの︒﹂幸福﹁いま來

をしょうとしているの︒なぜ横っちょ

十五㎜2 生のお話を聞いていると︑ ずっとまえの

ます︒

いれ

いる

﹇入﹈

︵下二︶

δコーヒーいれ・こめいれ・たまいれ・

呂のりいる

＋五㎜11園 なみだをためているの︒﹂光﹁まあ︑だ

うちにいると︑それが見えな

かあさんににているけれども︑ずっと
すよ

りましょう︒

いれたり︑

かみきれを

いれたりする小さな子がいたら︑とめてや

三922 くさをちぎって

きんじょの人たちもこのポストにいれ

ここにいれます︒

うちの人のかいたてがみやはがきを︑

びんもありました︒

月さんのくにへいれてもらえます︒

び﹄をむかえているのですよ︒その﹃
︑あなたを見ています︒そら︑手をひ

十五悩4 がすこしも書けていないことに氣がつい

一554園 きれいなたまがひろえたら︑またお

えたち︑ここにいたの︒思いもかけな

十五捌6 と思った︒読んでいるうちに先生がたに

はなみだが光っていました︒ チルチル

きょう︑ここにいて︑それはさびしか

を見る喜び﹄がいます︒それは︑毎日

ていれ・とりいれ・とりいれまつりのよる・ふでい

まとつきあっていたものだから︑すっ

2
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して︑くらしているのですもの︒﹂チ

ん美しいものがいなくなってしまうわ

園園園園園園囹囹園園園園園園園囹園園圓園金園園囹園園園園園園園逸
1210
2
3

103

9

101

1皿2

102

103

1211

106

10呂

106

1

にも﹃幸福﹄がいるの︒﹂﹁幸福﹂たち

5

だけ天國に当ていると思っているけれ

9

1110

106

106

10了

10了

10了

107

11
2
9
121110

108

108

108

108

108

109

109

6

12

1

4

9

110

110

110

157
いれる
いる

いれる一いれる

158

三922 かみきれをいれたりする
んとふたりでだいじにそだてました︒

三皿2 そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ

をいれて︑もっていらっしゃいました︒

文章がみじかくなっていくことがあります︒

先生が︑黒いうさぎと︑︿略﹀を︑かごに

いれて持っていらっしゃいました︒

七864

うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう

茶色のうさぎは︑おくへはいってでてこな
首のところを持って︑かごの中へいれたら︑

あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

その一わを買い︑小さなボールばこにいれ
小ばこにいれて︑庭さきの︑︿略﹀︑つばき

八749

そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ

頭をねじ曲げてつばさの中にいれた︒

水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお
いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ
山のすがたが︑︿略V︑がくにいれた油絵

下から力をいれてひきおろします︒

九387團高くて手のとどかないかれ枝は︑︿略﹀︑

まい味がしました︒

九3611国手にとってロへいれると︑つめたくてあ

のように美しくかがやいてみえます︒

九3211国

りこすってもみがらをはじきました︒

八㎜8

き︑ときどき水をとりかえました︒

八948

るたるの中へとびおり︑

八868

まい︒

九4210團

母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく

ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい

着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな

たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

九581
がら︑

九729

ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

れて︑はかってさけびました︒

九7310

いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ

のますを馬車の中にいれました︒

九751

あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ

りをいれたますを持って立っていました︒

九816囹
ておこう︒

てとっておきなさい︒

九8310園

九863 四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物

だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

は︑みなかごの中にいれておきました︒
九964

十二539

↓本バックをやる

おとうさんが︑力をいれて答えました︒

ぼくが力をいれて︑

村の人たちは︑こう︑うわさをしました

老人は︑ほおえみながらポケットに手を

顔は︑着物のすそからさかさにいれて︑

手は︑手さきのほうをいれて︑穴に糸を

ひとさし指を首の中にいれ︑

通してぬいつける︒

十二534

首を着物にぬいつける︒

十二532

いれましたが︑

十一一109

をひろってポケットにいれていました︒

十一﹇103 老人が︑︿略﹀︑なにかさがしては︑それ

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒

十一274

と︑ボートは向きをかえて︑

十一74園

十159

八656愚なにしろ︑水にいれてやらなければなる 九伽3 私は手をいれて︑それをすくおうとすると︑

の木の根もとにうめてやりました︒

八125

てもらって︑だいじに持って帰りました︒

八63

いれていました︒

七947

キューと︑高く鳴きました︒

七931

いので︑小屋へ頭をいれて︑だきあげて︑

七924

きました︒

七9010

ばかりたべて︑

四853 そのとき︑おかあさんが︑かごにみかん 七888 うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ

んにいれましょう︒

四M1囹︺では︑にぎやかなおどりをして︑ごら

はたけにも水をまいていく︒

五610 水車をくるくるまわし︑たんぼに水をいれ︑

五162 ポストにいれられると︑友だちといっしょ
になりました︒

五165 私たちをみんなかばんにいれました︒
五1810 そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい
れられて︑かぎをかけられました︒
ふくろの中からだされて︑︿略﹀︑また︑か

ばんの中にいれられました︒

五1910

六112 時計屋さんは︑︿略﹀ねじをはさみあげて︑
だいじにもとのふたガラスの中へいれた︒

六304 あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ
てもってきます︒

六635 弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん
ぽをいれている︒

六687 まんがもいれました︒
避寒11囹 ぼくも︑かけっこのなかまにいれてくれ
たまえ︒

七134 いますこし︑手をいれてみよう︒
七143 すばらしいものを手にいれたね︒

七361囹もうすこし︑中へいれてくださいません
か︒

七369園どうかして︑中へいれてやれませんかし
ら︒

七554 はんたいに︑ふでをいれるほど︑かえって︑
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十一一5310

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十二768 なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし
くいれてありました︒

十二809 ことに﹁ジャパン﹂ということばに力を
いれて答えました︒

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい

十一一877 庭で植え木の手入れをしている父にこう
いれて持っていくだろう︒
水さしに水をいれて持っていくだろう︒

十二879 すずりばこをあけた父にこういわれたら︑
十一一938 文を書くときには︑よく手をいれること
もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

はじめはきがっきませんでした︒

二3710皆空は︑ほんとうに青い色でした︒

ことにしました︒
﹁赤い色︑みえた︒﹂

だれ

手わけして︑そのかたちや色をよくし

三53囹山のあの色︒
三196
らべる

三8−6囹

三822囹﹁青い色︑みえた︒﹂
五602囹いい色ですこと︒
五623園
花の色を空色にそめてくれたのは︑

ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ

美しい空の色︒

でしょう︒

六438

六488囲

クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

おな海の色︒

どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑

はっぱと同じ色になったのね︒
七2510園

七259園

にぬりつぶしたら︑

十二9910 これは︑食物をいれるためのものですが︑ 六宮2
道具を入れた赤いはこを︑

十三2910 これも︑いろいろな道具を入れた荷をか

十三2810

ついでいる︒

七2610園

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ

あおむしが︑へんな色にかわっている︒

わかりますか︒

七295園

さるまわしは︑さるをつかったり︑︿略﹀︑

はやしをいれたりしなければならないので︑

十三319

十四132團 どこまでコーヒーを入れていい

せみの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑

白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感

九53 これは二つの色の組みあわせですが︑

わすのと同じように︑

九69 色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら

九82 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑

九96 これは色のばあいでも︑音のばあいでも同

かきの葉を一まい一まいならべて︑この

じことです︒

こちらの色がよいとかいってながめてい

色がよいとか︑こちらの色がよいとかいって

九443團

ます︒

九444団

十157囹 日本の海はどんな色ですか︒

十158園 それはすきとおった青い色ですよ︒

十1512園ああ︑すきとおった青い色ですか︒

十2010常器つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけ

色ただよ

庭の木に小鳥がくれば︑︿略﹀︑羽の色や︑

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒
十278

形などを︑こまかにしらべたいのです︒

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一336圖だいこんの花にあかつきの

十一637 少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑

感謝するような色が︑そのひとみに︑

考えぶかそうな目をしていました︒

また︑やさしい色がその目にうかぶこと

十ニー68 いい色の絵のぐがたくさんあった︒

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十五ー66 下がきがすむと︑パレットの上にチュー

したしゅの色がさしてきた︒

十ニー41 このごろは︑きわだって美しいつやつや

もありましたが︑

十一8812

かべながら︑

十一804 病人は︑︿略﹀︑うれしそうな色を顔にう

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして 十一774

んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

七9510

十四781 はじめにまん中になたをいれても︑きっ
と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色

いました︒

九43

もようも︑はっきりとしてきます︒

八242

もこくなっていきます︒

八239

口にいっぱい物を入れながら︑

十五9212

いろ ﹇色﹈︵名︶59 いろ 色■あいいろ・あおい
ろ・あかいろ︒あめいろ・うすべにいろ・うすもも
いろ・オリーブいろ︒きいろ・きいろがかる・きん
いろ・ぎんいろ・こがねいろ・そらいろ・だいだい
いろ・ダイヤモンドいろ・ちゃいろ・という・なな

この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑

じになります︒

九44

いろ・ねいろ・ねずみいろ・はいいろぐも︒ばらい
ろ・まっきいろ・みどりいろ・むらさきいろ・もも

そばに黄色をぬりますと︑赤い色だけでは
感じられなかった明かるさがあらわれます︒

九45
二245囹 あんまりいうがにているので︑ぼく︑

いろ

いろいろ
いろいろ
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十ニー610 カンバスの上にぬりつけてみると︑思い
もよらない色になってしまう︒

十ニー77囹 たいへんいい色になりましたね︒

心門ー72囹 あのざくろの色もかけてないや︒
十二2012園 あれがあれば︑どんなかげのところで
も︑美しい色にできますがねえ︒

ある︒

十二469園 牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて

﹁︿略﹀︒﹂という色があらわれていまし

十二472園 顔の色やくらしかたがどんなにちがっ
ていても︑

た︒

十二8011

美しいのにおどろかされました︒

十三562 生き生きとして︑その着物やはだの色の

なりわかるが︑色がわからない︒

十三5712園 絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗はか

がうまくいかないから︑また困る︒

十三581園色のあるのは︑その点はよいが︑すり
十四637 日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に
じのような︑赤や青の色がついています︒

十四639 この色については︑お話することがどっ
さりありますが︑

十四737 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり
のようなものがひと皮かぶさっており︑

十五348 その結びかたや︑なわの色や︑なわの太
さなどによって︑いろいろな考えを表わした︒

十五351 色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ
けることも行われた︒

﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の

たものが︑いちばんすぐれていたという︒

十五4710 ﹁土なべしま﹂といわれる︑色のはいつ
十五鯉12園

着物を着ていますし︑

十五鵬5園

﹃春の幸福﹄で︑きらきら光る青いた
でも︑ずっと色が白いな︒

まの色をしています︒

いろいろ

ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

﹇色色﹈︵形状︶56

十五紹8園
いろいろ

一287

わけているうちに︑そのわけかたが︑

︿略﹀︑いろいろにかわります︒

ニー17

一まいの紙で︑いろいろなものをおる

いろいろにかわっていきました︒

三945
この

私たちのからだの名まえに︑このような︑

いろいろなつかいかたがあるのは︑

七158

七686 やりかたはいろいろですが︑ねらいどころ
は一つです︒

ました︒

八498 ﹁幸福﹂が︑いろいろな家へたずねていき

八509 この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をたずねて
いきますと︑

物だちからのけものあつかいにされた︒

八836 すがたがみっともないので︑いろいろな動

わします︒

一まいの紙が︑いろいろなかたち 九611 音の組みあわせも︑いろいろな氣持をあら

ことができます︒

三954

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒

九89 ﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ

まえは︑もっともっといろいろな魚がい

くまざさやいろいろな名も知らない雑草

この土の上に白くみえているのは︑むか

みなさん自身で︑だんだんいろいろなこ

茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑みん

めるのです︒

十549 妹は︑ここでまた︑いろいろなものをなが

なをはげましては上流へたどっていった︒

九擢10

とを知ってくると思います︒

九8410園

し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九795園

がいちめんにはえていて︑

九377團

たそうです︒

九336国

をしらべてみますと︑

九244 近年になって︑いろいろな方法でこのこと

心持をあらわすことができるし︑

九104 たいこのたたきかたによって︑いろいろな

ろなことばを組みあわせてみましょう︒

なことばをつけてみましょう︒

四佃3でる人うらしまたろうたいえびその

九811 ﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい

ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ

ほかいろいろな魚
四佃9 いろいろな魚がでてきてならぶと︑
五364

かえでの木につるしておくと︑いろいろな

いろのくすりも石炭からとれます︒

五m1

鳥がやってきます︒

いろいろな音や︑みたこともないような物
まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい

が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑

六44
六57

ろな時計がたくさんならんでいる︒

あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑
まがっているのでめんどうでしたが︑いろ

六66圓
六佃8

アラビアンナイトのように︑いろいろな

いろにくふうして︑うまくはりつけました︒

七96園

話がある︒

同じ﹁手﹂ということばにも︑いろいろな
つかいかたがあります︒

七115

﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ
たばあいを︑しめしたものです︒

七153
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いろえ
いろいろ

をしあつて樂しむ︒

十一54 そのボートをながめては︑いろいろな話
十一302 いろいろのことを身につけて︑やがて︑
村をすくい︑

しくみがずっと大きくて︑︿略﹀︑そうい

熱いところと︑わりあいにぬるいところ

う︑いろいろなかわったことがおこるのです︒

十四689

十四725
とが︑いろいろに入りみだれてできてきます︒

一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ

それで大昔には︑なわを結んで︑︿略﹀︑

プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ
日本についていろいろの研究を進め︑

歴史の上で︑いろいろな國の人々の間に︑

うになったのは︑われわれが最初であります︒

友だちとして心のかよったおつきあいができるよ

十五801

十五5012

きつけられていろいろな焼物を集めた︒

十五5012

いろいろな考えを表わした︒

十五349

な角度からながめてみることは︑

十四8511

十一782 いろいろのことを1母親のことや︑妹 十四749 そうなると︑いろいろの実用上の問題と
たちのことや︑︿略﹀などを1
えんがつながってきます︒
十二883 ことばは︑︿略﹀︑ゆきがかりや︑音声や
身ぶりによって︑いろいろにその意味がかわる︒

十二㎜4 形も︑かめや︑はちや︑いろいろのもの
があります︒

十二梱8 赤色のすやきの土人形で︑︿略﹀︑男や女
のいろいろなすがたをあらわしています︒
十二佃11 このお面は︑生きもののように︑いろい
ろな表情をあらわします︒

十二餌5 みなさんがたの代表が︑全國からここに
集まって︑いろいろなことを相談します︒
と結果との関係を調べきわめている︒

みんなは︑いろいろかんがえました︒
いろいろかえてならべました︒

そこで︑まいにちかしこいでしをひと

ふたりはいろいろかんがえました︒
あなたがたは︑これから︑りっぱなこ
そうすれば︑こちらのようすが︑いろい
五研5園

私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど

いろいろあるよ︒

いろいろ考えましたが︑ただしちゃんのわ
らい顔をかくことにしました︒

六擢11

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

六568

ろとわかるだろう︒

五389圏

とばにいろいろであうでしょう︒

四403園

三棚1

とものをおしえることにしました︒

りずつ︑はんたかのところへやって︑いろいろ

三118

ニー27

二98

十三119 それは︑学者がいろいろに考えて︑原因 いろいろ ﹇色色﹈︵副︶24 いろいろ
十三149 わかいころからいろいろな発見や発明を
しました︒

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

十三285 遠くの方からひびいてくる︑いろいろな
十三287 もの音には︑いろいろなものがある︒

いろいろなもの音がひびくが︑

十三2910 これも︑いろいろな道具を入れた荷をか
ついでいる︒

十三3212

十四244 どうしてこんなにたくさんのことばが︑
いろいろな國からはいってきて︑

十四626 よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑
いろいろのこまかいことが目につき︑

十四658 つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい
ろのうずができます ︒

紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ︑

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六野6

九825園 先生のところは︑いろいろでるらしいそ︒

九854園石で作ったもの︑それには石の矢じり︑

かぶきや︑ほかのしばいとも︑いろいろち

おもりなどいろいろあります︒
十633

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑

がうところがあります︒

いろいろと思いださせる︒

十一4611

十一7111 少年は︑︿略﹀︑やさしい父親のことをい

それからそれへと︑いろいろ考えました︒

ろいろと思い返していました︒

十一723

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

十二461二心でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑

ろいろお手盛いをしてあげたい︒

十二707 なにかにつけて不自由であろうから︑い

ろいろとなめていたからのことでした︒

十四57 おさないころから︑人の世の苦しみをい

ランプについては︑いろいろいいこと

を教えてくれました︒

十四102團

ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四205 外回からはいってきたことばが︑いろい

英語だけではなく︑ほかの國からも︑

いろいろはいってきている︒

十四238園

いろいろなあいて

いろいろなあいて

いろいろなあいて⁝⁝⁝十九

︹課名︺2

いろいろではずをしておいたから︑

いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒

十四654 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ
十五529

三

いろいろなあいて

四24

色絵をつける赤絵屋もあったが︑

﹇色絵﹈︵名︶1 色絵

四191 三
いうえ

十五482

いうがみ一いわや
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いうがみ ﹇色紙﹈︵名︶2 いうがみ 色紙

れよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑

一145 ちょうめん二さつ︑いうがみ五まい︑く

色づく

︽ーイ・ーキ・一

四827 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった
﹇ 色 付 ﹈ ︵五︶3

つるや︑ふうせんをさげました︒

ク︾

いろづ・く

九424團 かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ
しました︒

十一312圃 ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の
つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

色どり

十一392圏 かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄
色く色づいて︑

﹇彩﹈︵名︶1

六612

いろはがるたやことわざの中にも︑このこ
︵名︶1

いろはにほ

とのあてはまるものがみつかりました︒

いろはにほ

六鵬6 ところが︑この大きな岩のかげに︑とらさ

んがねむっていたのです︒

九363團 大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを

かこうがんの岩と岩とのあいだを

流れ落ちるしみずが︑せかれて︑たきになり
九363団

よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄しかな

その細いやわらかなものが︑地をうがち

﹇結﹈︵下一︶1 いわえる

鳥は

岩角

︿略﹀︑ある岩角のすこしあき地の

﹇岩角﹈︵名︶2

少年が女の子を後にかばうようにして︑

岩角近く

ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

﹇岩間﹈︵名︶1 岩ま

十二618

岩屋Oかぐのいわや

ふとしたことから︑この岩屋からぜんや

いわや ﹇岩屋﹈︵名︶2

からちょろちょろとわきでる泉があって︑

九櫛5 そこで︑谷川をさらにさかのぼると︑岩ま

いわま

の戦っている岩角近くまで來ました︒

十五325

いわかどちかく ﹇岩角近﹈︵名︶1

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

十五3010

あるところを目がけておりて行きました︒

十五282

いわかど

いひもでいわえて数えました︒

十58壺うちに帰って︑十まいずつたばにして︑赤

いわ・える

︽ーエ︾

ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の

かけらが目にはいりました︒

十五3011

岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒

十一一654

つ林におおわれた道もない谷まになった︒

九伽8 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

かにいてすぎの山しずか

九二6乱撃 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

があいていて︑

まつ白な岩のがけの中ほどに︑小さなあな

いのに︑わたくしのは︑﹃いろはにほへと﹄まで

二224園

いろはにほへと

九508

︵名︶1

もありました︒
いろはにほへと

一﹇226囹 ﹃いろはにほへと﹄までもありました︒

いろり

ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ

﹇囲炉裏﹈︵名︶4

先生がかけらをいろりのかたすみにはき

こわした人形のことを思いだして︑いろ

色リボン

人形しばいって︑いろんな國にいろん
人形しばいって︑いろんな國にいろん

なものがあるんですね︒

十二471囹
十二471園

にじが空に

やがていろりには︑パチパチとしばがも いわい ﹇▽ぜんかいいわい
︵名︶1

すると︑色リボンのような
かかりました︒

三814

﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはいつ いろリボン

えあがります︒

十二763

りのかたすみに走りよってかけらをひろいあげ︑

十二385

よせておいでになっているようすを感じ

十二3510

な子や夜はいろりの火にあてており

九稲3図魍

いろり

十三359 子どもたちは︑そのあざやかな色どりに︑

いうどり
正月氣分を味わう︒

十五4710

いうなべしま ﹇色鍋島﹈︵名︶1 色なべしま
たものが︑いちばんすぐれていたという︒
いろは ︵名︶2 いろは

いろはの﹃ろ﹄の字とかけてなんとと

四7010 いろはの﹃い﹄の字とかけて︑なんといろんな ﹇色﹈︵連体︶2 いろんな
とく︒

四714
く︒

なものがあるんですね︒

水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の
小石をころころ︑ころがして︑いわの上か
やがて︑うさぎさんたちは︑大きな岩のと
ころにでました︒

六柵1

らとびおりて︑︿略﹀︑川は山からかけおりる︒

五58

うた︑いわのうた︒

五46

二222園 先生︑わたしたち︑もみじのはっぽで︑ いわ ﹇岩﹈︵名︶11 いわ 岩

いろはあそび ︵名︶1 いろはあそび

いろはあそびをしました︒
いろはがるた ︹課名︺2 いろはがるた

四31重いろはがるた⁝⁝⁝七十四
四徊1七いろはがるた
四732 ﹁いろはがるた﹂を考えました︒

いろはがるた ︵名︶2 いろはがるた
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いわゆる一う

それからというものは︑いり用のときは

わんなどの家具のでることを知った︒
十一一6110
﹇所謂﹈︵連体︶2

いわゆる

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十三133 天は動き︑地はじっとしていて動かない

いわゆる

﹇謂﹈︵名︶1

いわれ

一つ

V園
二456園

︒﹂たろう﹁のぼろう︒﹂たろうはげんき

﹁さあ︑なんだろう︒手の上にごむま

やってみましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

二465囹 ︒﹂﹁ちきゅうだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ ︵二

二4510囹

かただったでしょう︒こんなことをか

二562

なりのへやへいこうとして︑きゅうに

ウ

二613

二607囹ってやりましょうね︒﹂九春をむ

R

をかぞえましょう︒さきに︑しろい

︽ウ︾

をかぞえましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又略﹀︒

う

一107囹

︵助動︶鵬

一111園

にでかけましょう︒﹂みんな﹁でかけま

いわれ

がかかれるでしょう︒だれがかくでし

がかかれるでしょう︒どんなじがかか

三84園たつお﹁わになろう︒﹂みんな﹁わにな

三83囹 んな﹁手をつなごう︒﹂たつお﹁わにな

がえて︑やりましょう︒ ︵一︶ 巳煙う

におこると︑それがいわゆる季節風︵モンスー

二616囹

だ︒はやくいこう︒﹂みんな﹁はやく︑

な﹁でかけましょう︒﹂ 損う﹁みんな

十四769 これがく略﹀アジア大陸と太平洋との間

一115囹

二617囹

﹇175

だれがかくでしょう︒だれがよむでし

三165囹

三85園

﹇院﹈﹇Vびょ う ど う い ん

いん氣

三388

うしつにしましょう︒﹂とおかきにな

い学校にしましよう︒きれいなきょう

はおもしろかろう︒﹂といって︑すぐ

三387

三2710囹 う早いふねだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑せ

三255園 いいものでしょうか︒﹂といいますと

︒だれの手だろう︒﹂とおっしゃいま

みんな﹁わになろう︒大きな大きなわ

あ︑手をつなごう︒﹂みんな﹁手をつ

一176

だれがよむでしょう︒せみがどこかで

﹇陰気﹈︵形状︶1

十四965女の子は︑手にもえつくしたマッチを

こへいったでしょう︒この足で︑どこ

なにをもつでしょう︒この足で︑どこ

いんき

一312

ひとつの
﹂﹁さあねましょう︒﹂よにんはもたれ

十四
一515囹

んという川だろう︒﹂ひとりごとをい

どこへいくでしょう︒
一524園

一316

﹇314

いんさつ匿

つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

持って︑

﹇印刷機﹈︵名︶1

こんなりっぱな本ができました︒

十二柵8 いんさつ機も外國から渡ってきていまし

いんさっき

たから︑

みずうみへ

いこうよ︒﹂といいました

きとってみましょう︒ていしゃばでは︑

三617園

がきこえるでしょう︒学校では︑どんな

ことばあそ

三892

三

足でりくへあがろうというとき︑白う

つめてみましょう︒﹂﹁あたま−足1 三604囹 て︑﹁どこへいこうかね︒﹂とおききに

三439園
一527園

つめてみましょう︒﹂﹁あさがお一あ

三451
二44囹

とができるでしょう︒

インドネシア ︹地名︺一 インドネシア

三893

がしてみましょう︒﹂と︑おかあさん

二308囹 どうしたのだろう︒﹄﹃︿略﹀︒﹄とんち

二241囹

た︒すこし休もうか︒﹂たろう﹁ええ︑

三895
三896

三894

とではどうでしょう︒風の日にはどん

んではどうでしょう︒こうばではどう
ばではどうでしょう︒みなとではどう

な音がするでしょう︒かいがんではど

ただの水でしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ンス・イタリア・トルコ・インドネシア・フィリ

二397囹

ええ︑休みましょう︒﹂たろうは︑あせ

三897

引力

とあやまるだろう︒﹂たろう﹁おとうさ

﹇引力﹈︵名︶1

一一398園

うすこしのぼろう︒﹂たろう﹁のぼろう

引力の法則を発見したり︑

いんりょく

二436園

十四355 そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑ 一一434園

る︒

ピンなど︑世界の大半につかわれている文字であ

十五409 ローマ字は︑アメリカ・イギリス・フラ

っているでしょう︒﹂おとうさんも目

﹇引率係﹈︵名︶1

一一76園

三641園︒﹁どちらへいこうか︒﹂おとうさんは

いんそつがかり

四612 いんそつがかりの
がんが︑口をひらいて︑

一一154

三743囹

﹁︿略﹀︒﹂

一一232囹 ではないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いんそつがかり

三82囹

一177

にをもったでしょう︒この手で︑なに

ことではない︒

一178

十三353 文字の國といわれるのも︑いわれのない

いん

一308

いん ﹇員﹈5のりくみいん

インキ 5あかインキ

をかぞえましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ン︶で︑

二681園

う

一一
一一

一1110圓一どやりましょう︒﹂五かくれん
一166ります︒なんでしょう︒八あさのこ

という︑いわゆる天動説が行われていました︒

S3

S8

つ一つ
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﹁さあ︑やすもうよ︒﹂と脅すずめ︒

川は大きくなる

四892圏國

でになるのでしょう︒ついでですから︑

ださったのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五54 よう︑町にでましょう︒

たらどうしましょう︒このポストもみ
﹁やすみましょう︒﹂と︑点すずめが︑

五2210囹

四餌1囹

四麗1園

めいたしましよう︒﹂うらしま﹁いや︑

んにいれましょう︒﹂うらしま﹁ありが

てもらいましょう︒﹂魚たちが︑たく

五469 まく鳴けないのだろう︒帰りに︑また通っ

五462圏

五456圃

界の花そのかざろうよ︒

やぶうぐいす

ぼくら︑日本

五448囲和のうたをうたおうよ︒ぼくら︑日本

五446圃

しずかな空で光ろうよ︒

すよ︒おりましょう︒どうもありがとう

四894圏國

うがしてあそぼう︒﹂子ども二﹁みんな

五2910園 いってあげましょう︒﹄といいました︒﹃

五299園

四M4園

さしあげましょう︒﹂かめがたまてば

五623囹

あ︑改札ロへいこう︒﹂パチン︑パチン︒

四895圏圏

んなでころがそうよ︒﹂みんな﹁よいし

三鵬6園 をさずけてやろう︒﹂とおっしゃいま

四柵10囹をいたしましょう︒﹂おとひめ﹁ごきげ

四備4囹

ていることでしょう︒こんな小さなも
をしたことでしょう︒でんとうのまる

五6410園

五641置くなったのでしょうが︑わたしは︑おと

よにつれてかえろうとなさいました︒

四梱2
四達4

こしらえたのでしょう︒光っている︑ほ

四鵬1園

四㎜1園

ていってもらおうかな︒﹂かめ﹁ごあん

二﹁いこう︑いこう︒﹂子どもたちは︑﹁

五353

五352

ているところでしょう︒これは︑石炭をほ

にから作るのでしょう︒なにをしていると

しいたしましよう︒﹂天人﹁それは︑あ

四協10ものをもっていこうとします︒まつの

よくとんであそぼうよ︒

明かるい世界

八

のは︑だれでしょう︒﹂あやこは︑なん

いねいにかいておこうと思いました︒

だれのおかげだろう︒さあ︑考えてこら

みると︑どうでしょう︑ちゃんとこてんが

五853園

五783園

にそうじしておこう︒﹂りょうかんさん

に休んだのでしょう︒みんな︑からだに

に︑写生しましょう︒﹂とおっしゃいま

五935囹

五925園

うごはんでもたこうかな︒﹂といって︑

がついているだろう︒それぞれ︑たけの

ると︑へんでしょう︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略V︒

いになるでしょう︒﹂天人﹁天人は︑う

五883園

五8610園︑かわいいでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

五821園

五745曳くでございましょう︒﹂といいました︒

五7310

五7110園 もまんぞくでしょう︒﹂といいますと︑

五595

﹁︿略﹀︒﹂

してできたのでしょう︒みなれない木や︑

いいけしきだろう︒﹂けしきにみとれ

四梱10囹

いただきましょう︒﹂りょうし﹁おまち

﹁あれはなんだろう︒﹂りょうしは︑そ

四齪2囹

五389團 いうとわかるだろう︒﹂ ︵二︶

五368

へびからぬけだそうとして︑もがいて

四柵4園

十二

がみえるでしょう︒﹂うらしま﹁ああ︑

いいたしましょう︒﹂かめは︑うらし

四鵬2囹
四鵬10囹

四625

は︑どうならぼうか︑かっちゃん︒﹂

ていることでしょう︒ズ略﹀︒﹂

四638囹

四二9園

四槻9

四652囹 にたすけていこう︒﹂三十ぱのがんは

四772 のお幽ききましょう︒む−麦の花に︑

四676

まりをつきましょう︒あ1雨︑ゆき︑

らえておきましょう︒ 一組であつめた

四789

四瀧5園

して︑村にでましょう︑町にでましょう︒

礼にまいましょう︒でも︑そのはこ
くあそびましょう︒ あかるくかざ

五54

四815國

﹁︿略﹀︒﹂と親

四熾9圓
んた は さ む か ろ う ︒

四876 ︒雪が降るのだろうか︒風がふいてき
四891圃

五345 る力は︑なんでしょう︒おかあさんが︑だ

中へもぐりこもうとしました︒みん
四219国
四237團いにいきましょうね︒ぼくは︑大きく
とんでいるだろうと︑ときどき思い
四257国
もちがいいだろうな︒﹂きよしさんは︑
四283團
四288 ことは︑なんだろう︒山にいって︑く
﹃︿略V︒﹄といおうとしました︒その
四376囹
かえれたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
四385囹
︑ありをころそうとしたとき︑にい
四394園
くらの枝をおろうとしたとき︑おじ
四397園
ろであうでしょう︒﹂ 五 がんのな
四404園

四馬6

ものはなんでしょう︒光がでるのはな

四㎜1園︒﹂子ども二﹁いこう︑いこう︒﹂子ども

四4810 つくりさせるのだろうと思って︑べつに

四梱8

五84囹

四967園

うがしてあそぼうよ︒﹂子ども二﹁でも

五336 の力で走るのでしょう︒えんとつがたくさ

五3210走っているのでしょう︒これは貨物船です

5

︑かつい で い こ う ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒
四516囹
四517園おんぶしましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
四533みのところへいこうと話しあいました︒
四575 全快いわいをしょうということにな

五紐3囹

四968園

めをうりましょう︒﹂うらしま﹁うって
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3

るのはなぜでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂ただ一

すずめ親子の

とめてやりましょう︒こうえんにさい
ってしまうでしょう︒どうぞおらない

四989園

へいってあそぼう︒﹂子ども二﹁いこう

92

1

四梱9

つもるでしょう︒﹂

こにかざりましょう︒紙にかいた字を

四995園

93

6
くってあげましょう︒どんなとおいと

四9910囹

98

7

ｧ9

98

四5810ど
囹うしたんだろう︒﹂﹁︿略V︒﹂二十九
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五946囹 ︑なんのひなだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

こんで︑
ひわをとろうとしていました︒﹁︿

五959園かってやりましょうね︒﹂さんちゃんは
五969囹がしてやりましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五987園いたらいいでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのば
五988囹ていって︑はなそうと思っているのです
五991

五鵬8囹 こうへとんでいこうよ︒空はひろくてお
五佃3囹 いっしょにあそぼうよ︒﹂かごの中のひ

六63 んの役にたつのだろう︑ これはどんなとこ
六64 うにおかれるのだろうなどと考えているう
六66園けない自分であろう︒あのいろいろな道
六72園い身のうえであろう︒﹂ふいにバタバタ
六83 さきでそれをつまもうとしたが︑あまり倣
六136うつむいて水をのもうとしました︒もうす
六202園の夏の日を些しもうではないか︒﹂うた
六2210圏
よに音樂会をやろうじゃないか︒﹂あり

六2710園
あじわえないだろう︒﹂あり二﹁たしかに

六5311園
いどっちなんだろう︒﹂ふみおは︑こう

六536園
とんでいくでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六㎜1 とばとがあるのだろう︑と考えてみた︒そ

六鵬6 とつまねをしてやろうと思った︒なにかよ
六鵬2

からでる音なのだろう︒そう思って︑﹁ナ﹂

声のでる音なのだろうか︒弟は︑﹁はな﹂

びっくりさせてやろうと考えたからである

なをわらわせてやろうなどという氣持は︑

﹁なんの絵をかこうか︒﹂と︑いろいろ

ん︑大喜びでしょう︒でも︑のりがかわ
六櫛1囹

ひとがいいんだろう︒ぼくはきつねに追

をこしらえて遊ぼうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひ

はなにをして遊ぼう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六掛10

どうしているだろう︒もう︑四十五年に

︑ごちそうになろうかな︒﹂のそり︑の

︑なんになりましょう︒ちっともいいこと

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といおうとすると︑うさぎさ

六指1園

らいをはじめましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このと

おに手をやりましょう︒﹂というときの﹁

なってきたのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七292園 ﹁よんでみましょうか︒﹂母﹁よんでちょ

七2711園
れを写生しておこう︒﹂ ︵五︶ きし

どうかわるでしょうね︒﹂兄﹁観察日記に
七2710囹

七277園つけていきましょうね︒﹂はるおさなぎ

七1710園
じめたからでしょう︒﹂女の子四﹁先生︑

七166園
早くでかけましょう︒﹂先生﹁じゃあ︑で
七171囹とんでいるでしょう︒﹂先生﹁よくおぼえ

七141 なつかいかたでしょうか︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

七137 われているのでしょう︒それとよくにたつ

七132

七129

七去3

七96園︑いくつあるだろう︒アラビアンナイト

七94園

円心7

六梱2囹

六旧11囹まくわれないだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六三5園

六二11園

六宙1 ないことはないだろうと思いました︒うち

融雪11

六備9

六鵬5

丁梱8園

んで︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに双

六619度を書きつけましょう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六645 ︑ねむくなるのだろう︒どうしてだろう︒
六646ろう︒どうしてだろう︒だれがねむくする
六648がねむくするのだろう︒︵いしの︶ なぞ
六666をつづけてみましょう︒どんなふうにお話
六673た︒お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を
六678園さん︒遊びましょう︒﹂と︑子ぐまがい
六708園なお話をするだろう︒﹂そこへ︑中学校
六729 つぶってしまうだろうし︑あんなに元氣の
六737園きているのでしょうか︑死んでいるので
六738園んでいるのでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六745園 ︑動くものでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿届

六道1園﹀︒﹂﹁よし︑やろう︒﹂かけっこは︑う

六924囹用でございましょうか︒﹂編鵬肋の﹁じつは
六934囹れはお困りでしょう︒では︑さっそくさ
六935園がさせてみましょう︒﹂女の人に向かっ
六964囹用でございましょうか︒﹂海の神﹁おまえ
六悩1園 よくみえるでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくと

六帽9

六7610園
きているんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六773囹きているんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
六788園かなくなるでしょう︒けれども︑息はす
六788囹 ︑息はするでしょう︒だれがそうさせる
六793囹やっているでしょう︒しんぞうのこどう
六795園が︑それを動かそうと思って動かしてい
六796園の︒ちがうでしょう︒息と同じように︑
六826囹わたしは山へいこう︒﹂編上幼の﹁ほんとう
六833園でつれないのだろう︒朝から一びきもつ
六875園
教えてあげましょう︒そこに船がある︒
六877園てんにつくでしょう︒﹂編論駒の﹁なんのこ
六884園てくださるでしょう︒さあ︑早く船にお

六231圏ぎりす﹁いいだろう︒いまあそばないで
六231園いで︑いつあそぼうというのさ︒わるい
六237園て︑﹁いい音だろう︒きれいな音だろう
六238圓 ｫれいな音だろう︒﹂就加就物すたいこ
六243園いで︑いつあそぼうというんだね︒樂し
六256囹 ｨおいにうたおう︒﹂紗肋抑肋⇔の﹁うた
六257園りぎりす﹁うたおう︑うたおう︒﹂オル
六257園うたおう︑うたおう︒﹂財肋酬肋物﹁樂しみ

六3311囹
んぼはどこでしょう︒﹂雲﹁山のかげにか

六287囹なんとかなるだろう︒﹂きりぎりす一が︑
六352囹ぼうな風なんだろう︒おじさん︑大風っ
六385園さん︑なんでしょう︒あの屋根にとまつ
六443園が帰っているだろう︒﹂子がらす二﹁うん
六445囹れて帰ったんだろうね︒﹂子がらす；お
六4410園
らす二﹁なんだろうな︑それ︒﹂子がら

て︑
いどの水をくもうとする︒いどの水を

丁896

。

、
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七307園︑いっしょに遊ぼう︒﹂立ちあがりなが
七331囹 つしてやりましょうね︒﹂母﹁それがいい
七333園 ちゃん︑早くいこう︒﹂兄﹁きっと︑とび
七346 ＞︒﹂むりにわりこもうとする男の人もあり

七439囹 ん︑いかがでしょう︒﹂はくしゅが四方

七386 だをかきわけていこうとしました︒しかし
七452囹 こんなことになろうとは︑思っていませ
七474 つきり書きあらわそうとすると︑文章が︑

七461園︑一曲ひきましょう︒﹂これをきいて︑
七593 つぎのはどうでしょう︒なにかの花びらが
七607 一つもなくなるだろう︒またしても︑ポト
七709 ︒なんの木の花だろう︒にわか雨は︑ぐっ

七751園こへいったのだろうね︒﹂乙﹁ちょっとの
七783園その荷は麦でしょう︒﹂甲﹁たしかに︑た
よにいってもらおう︒﹂旅人﹁そんな︒﹂
七794園
七796囹しをたててもらおう︒﹂ふたりは︑旅人
七846囹わかったのでしょう︒﹂乙﹁そうです︒そ
七848園わかったのでしょう︒裁判官どの︑それ
七858園つきりしたでしょう︒もう︑うたがいは
七898 ︑きらいなのでしょう︒ 茶うさぎ一ぴ
七978さぎが︑ ちぢをのもうとして︑追うさぎの
七981せたくないのでしょうか ︒ 11月29日㈱

八44 ︒西洋の子どもだろうなどと︑早がってん
八54 いるので︑なんだろうとのぞいてみると︑
八88きかたのちがいだろうと思う人もありまし
八88思う人もありましょうが︑そればかりでな

なくならないでしょう︒
八1311

二

あぶらぜみ

八810けいのふかい鳥だろうと︑それを知ってか
八910ようにも思えましょうが︑どうして︑一方
八101うか︑向かっていこうとさえするのです︒

八172とができるのでしょう︒それは︑だれも教
八199う氣長なことでしょう︒せみの子たちは︑

八291園

こをさがしてやろう︒﹂こうお考えにな

よりにあるのでしょう︒二十光年の星もあ
こが

たれているのでしょう︒

九91 みあわせてみましょう︒二つか︑三つのこ

幸福

八366

八352

にしてあげましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ヒーをおのみになろうとすると︑コーヒー

四

八396園

とをゆるしてやろう︒﹂とおっしゃいま

九810ばをつけてみましょう︒おしまいに︑﹁山﹂

九51ら︑どうなるでしょう︒むらさきのかわり
九52ら︑どうなるでしょう︒これは二つの色の
九56 たふかくなるでしょう︒ ︵二︶ オルか
九66 てみたらどうでしょう︒音をうまくあわせ
九78らわれてくるでしょう︒この﹁水﹂は︑さ
九81加えたらどうでしょう︒色の組みあわせも
九88ばをつけてみましょう︒﹁風﹂を﹁朝風﹂

︑天の川へ落ちこもうとしましたが︑その

ようになるでしょう︒﹂み知らぬ人は︑

八308

八398圏

ごはんをめしあがろうとなさいました︒ま

八327圓

八4011
八41一

九148ていないからであろう︒もし︑きく人の心

九2410かべているのでしょう︒あの家ののき下に

九167せん︒これからいこうとする遠い國のこと

三 つばめ 引

おりになるでしょう︒﹂王さまは︑いそ

さかなをめしあがろうとなさると︑これも
もうしばらくさがそうと︑歩いていきまし

きてくることになろう︒
九1410

八438園

八412
八475

もごろりと横になろうとしているところで

九2510
うれしいことでしょう︒ 四 夕やけ か

九251なつかしいのでしょう︒春になると︑だれ

八491

その元氣でのぼろう︒﹂とおっしゃって︑

かと思ったのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そこ

しくもなるでしょう︒たまごの中にあん

八532

八588園

︑いぬもかみつこうとしない︒﹂しばら

したらいいでしょう︒﹂いちろうはわら
九6711囹

︑ しんけんにやろうと思っています︒兄
八595 けしきがみえるだろう︒山の上には︑青い 九457團
八598 けしきがみえるだろうと思った︒そのこと 九469国に遊んでいるだろうと思います︒先生︑
︑はがきをみたろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
八622囹 みんなそろったろうね︒﹂といいながら︑ 九574囹
八625園 までかかるのだろう︒わたしは︑もうほ 九576園ぶんへただったろう︒﹂と︑男は︑下を
八646園 しだいてみましょう︒いままでだいてい 九585園は書けないでしょう︒﹂すると︑男はま
学校の四年生だろう︒﹂その声が︑あん
八6711園 いうかっこうだろう︒﹂というと︑もう 九587園
九612園もがまいりましょう︒どうも︑毎年この

八758囹

八698園

八㎜3

と実になるのでしょう︒

だいじょうぶでしょう︒

9月21日

7月13日

團

團

八824囹 思っていないだろうね︒うぬぼれてはい 九683園したらいいでしょう︒この中で︑いちば
書いていいでしょうか︒﹂いちろうはわ
八865 ちはいつしょに遊ぼうとしたが︑あひるの 九715園
八893園 ころへとんでいこう︒私のようなみっと 九718園ほうがいいでしょう︒﹂やまねこは︑ど
八9311園 こんな幸福があろうなどとは︑ゆめにも 九721園とおりにしましょう︒そこできょうのお
八958 にめになるのでしょうか︒ 5月7日 ㈲ 九738囹送りいたしましょう︒﹂やまねこがいい
八967 つ︑めがでるでしょう︒ 5月15日 ㈹ 九782園らとみえるでしょう︒あれが貝つかです
八997 うに氣をつけましょう︒ 7月12日 ㈱ 九801囹ることにしましよう︒﹂私たちは︑もう︑
九803囹とにかかりましょう︒まずどんなふうに
九806囹んなところでしょう︒﹂﹁−﹂﹁︿略﹀︒﹂
八悩4
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九三3園

已下4

九衛7

九衛1
も︑べつににげだそうとはしませんでした

てしまったのでしょう︒くもが︑月の光に

をしてきたものだろう︒くもは︑そっと自

十一97園 こへいく船だろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十一94圓

十一912囹

る人になるだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

船長になるだろうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

よは︑どうしたろう︒うまくおかあさん

十一98園くへいくんだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

って︑よしやろうということができた

九8511園
分ほってみましょう︒﹂もう︑むだ口を

九816園かごにいれておこう︒﹂そこでみんなは︑
九831囹︑これはなんだろう︒針みたいだね︒﹂﹁
九852囹物があったでしょう︒それには︑こんな

十一102囹

十1711圓

をはたすことであろう︒

眞珠

﹁︿略﹀︒﹂

︑

のではないだろうか︒﹂村の人たちは︑

ぐ人もいるだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十一272圓

も作はよいだろう︒

できないものだろうか︒﹂一つぶの天然

むずかしいだろう︒しかし︑りっぱな

十﹇108囹

むずかしいだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

できないものでしょうか︒ぼくがいるので

十一910園

できないものでしょうか︒学校では︑組の

てもらいましょう︒ひとりぐらい育て

で乗せてもらおう︒﹂子どもたちは︑

十一911園

十313

十一117園

らってきましょう︒﹂母親は︑金次郎

ぐらいでしたでしょう︒おとうさんのそば

十314

十︻242園

ようにしましようね︒﹂といいあいま

十148

十378

十一248園

日の光

九868囹一ど整りしましょう︒﹂帰りは︑みんな
九891いる手をふりはなそうとする︒二﹁まだや
九897十かげんにして帰ろうよ︒ね︑やまだくん
九897 ︒﹂と︑つれていこうとする︒やまだ﹁は
十381園

十一252園

︑そこへっれていこうと思ったのです︒と

十一323圃

ふきのとうでて

つ
十一425圃

しずくすおうとででむしが︑

アカチャンネ
アッポタイテ
くわからないでしょうが︑そのときのいき

十493園ーモットーイコウ
十499園イッタノーイコウ

十一503

もをつくりにいこう︒おかあさんをおつ

ても北海道へいこうと思う︒北海道へじ

︒自分で︑﹁イコウ﹂ときめてあるきか

十546園

十一504

十一591囹

十一547圃

わるいのでしょうか︒どうなんでしょ

かにないでしょう︒﹂というと︑父は

でゆずりましょう︒﹂どれもみなうま

これが父親であろうとは︑とても思われ

どうなんでしょうか︒﹂と︑少年は心

とかわかるだろう︒﹂少年は︑かなし

てくださるだろう︒﹂と︑少年は考え

十一6912
十一719園

わるいのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂看護婦

十一754園うしたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑医

うしたんでしょう︒﹂と︑少年は口早

らかわかるであろうと思うと︑いろいろ

して︑なにかいおうとでもするように︑

十一7211囹

ードで走るだろう︒みるみるうちにあ

十一775

なにかものをいおうとでもしているよう

えたりひき返そうとしたりするときに

十一806

十一781
︑コックスだろう︒さっきから︑きみ

大声でいうだろう︒﹃︿略﹀︒﹄それでも

十一726囹

十一717園

十一668園

十一668囹

︑いい農夫になろう︒零雨の中ゆ

十一507

らだになるだろう︒その体格で︑思う

て︑あっちへいこう︒ぐずぐずしている

十561 いていることでしょう︒すこしのこだわり
十565界にふみだしていこうと思います︒ 妹の
十621早くのびるのでしょう︒きのう︑風がふい
十622したから︑なんだろうと思って︑二階の窓
十631たことがあるでしょう︒能は︑そのうたい
十646うことを︑喜ぶだろうと思います︒能とい
十648が︑美しさを現わそうとするのとちがって

十551 いでにはなるでしょうが︑ ことばの記ろく
十558まってきたのでしょう︒思うことがどんど

十529中へ︑はいっていこうとします︒そのとき 十一498ックを植えましょう︒おとうさんに︑負

十4910

三

九8910 ちの手からぬけだそうともがく
み︒
んなで

十478

十472園あたらないでしょう︒﹂六私の妹

にしあわせでしょう︒﹂

九9110囹
たかぎくん︑いこうよ︒﹂友だち︑たか

九904囹たかぎくん︑帰ろうよ︒﹂やまだをかこ
九907囹っばって︑﹁いこうよ︑やまだくん︒﹂

いう勇ましさであろう︒みんなは思わず手

九947囹これ︑きみのだろう︒﹂やまだ︑はなれ
九958園だ﹁じょうぎだろう︒﹂たかぎ﹁なんだっ
九969園落したボタンだろう︒﹂やまだ﹁落したん
九995囹から︑あいこだろう︒﹂やまだ﹁そりゃそ
九棚2囹 ﹁きみ︑もうよそうよ︒﹂やまだ﹁かんに
九二6囹 をはじめたんだろう︒﹂やまだ﹁つまらな
九鯉3囹 っしょにあやまろう︑あした一ねえ︑
九観8園 ぎ﹁じゃあ︑いこう︒﹂やまだ﹁首は一
九鵬1園 だよ︒さあ︑いこう︒﹂やまだ﹁いこう︒
山鵬2園 う︒﹂やまだ﹁いこう︒﹂ふたり︑なかよ
九佃1出 すこし上までいこう︒﹂と︑いしい先生
爪㎜6園 ︑もういいでしょう︒﹂といった︒する
九川11

九伽4 れて︑それをすくおうとすると︑おく山の
いから︑やめて帰ろうといった︒しかし茶

8666510
6119211園

馬下言言意

九麗−o

九襯7 ばして︑とりすがろうとしました︒そのひ

九襯9園 みじかいゆめだろう︒﹂と︑くもは︑い
九M7 しをしているのだろう︒
なんとおだやかな
九幽8 しをしているのだろう︒それにくらべて︑

九M9 をしていることだろう︒
あみをはり︑かく

十十十十十十
U9
一一一一一

十一807 くちびるを動かそうとしました︒それが
十一8312園 だ︒さあ︑いこう︒まあ︑ほんとうに

十一838園おこったのだろう︒わたしは︑これこ
十一843 族のようすを話そうとしましたが︑﹁︿略

十一869園 があるのでしょう︒どうやら︑あなた

十一846園 ︒﹁さあ︑いこう︒晩には家に着ける
十︻873園 てもいいでしょう︒﹂と︑また︑看護
十一9010園 てくださるだろう︒さようなら︒﹂そ

十一9210 ︑名をなんと呼ぼうかと思っているうち
十二51園 どの手がらだろうか︒﹂といってあざ
十二59 が︑もとより立とうはずがありません︒
十二61園 でございましょう︒﹂ やまぶきの一

士士士孝思諸士士士士蚕業士士山月浪士士士空士逸士士． m蓬生士士士

てきた︒水を飲もうと思って小川の岸に
て持っていくだろう︒手紙を書こうとし

けて不自由であろうから︑いろいろお手

で持っていくだろう︒ことばは︑そのと

て持っていくだろう︒ふろ場の中で湯を

ろう︒手紙を書こうとして︑すずりばこ

わってくるであろう︒食事のたびごとに

などもあるでしょう︒その写眞帳をひろ

と同じではなかろう︒それは︑めいめい

いだされるでしょう︒なつかしいことや

眞帳があるでしょう︒それにはあなたが

などもあるでしょう︒次の写眞帳は︑な
ここに

ならべてみましょう︒石の矢の根があり

貝つか

とを感じるでしょう︒

んの写眞帳でしょうか︒これをみて︑ど

かったことでしょう︒土器には︑なわ目
え

がっくことでしょう︒大和絵絵の中

ガリレオ

朝に

と︑呼び声であろうと︑トンネルのよう

じゃないでしょうか︒げんかんがしま
十三382園

は︑それをつかもうとして追いかける︒

といったらよかろう︒ときには︑ボート

一輪車の音であろう︒水に不便なペキン

れ地にも育つだろうと思って︑実際に試
︑鳴りものであろうと︑呼び声であろう

︑すきでとり返そうと決心したのです︒

ぐれた國民でしょう︒國のおこるかほろ

だ進むことであろう︒

びかい︑歌うだろう︒すみれ︑たんぽぽ

ことができましょう︒30センチ4セ

いけばいいでしょうか︒それは︑民主主

さぎが勝つでしょうか︑かえるが勝つで
におう
えるが勝つでしょうか︒ 仁王さま こ

やまと

2

十ニー46 が︑根もとをかこうと決心した︒そうし

りだつたでしょうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

3

十ニー411園かたづけてやろうか︒﹂ひとりごとを
十ニー58囹 しておいてやろう︒﹂文雄は︑それを
十ニー97園

結託ー96園っておいでだろうと思いましたあ

に美しいんだろうって︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十二205園けているでしょう︒わたしはこんなと
十二209囹

十二212囹ちゃだめでしょうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十二224園 になったのだろう︒そうだ︑けいこだ
十二2710園 校へいきましょうね︒﹂といって︑民
十二287園 よにいきまちょうね︒﹂たもとをひい

十二299囹 覚えたんでしょう︒たいへんな進歩じ
とをいうのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂民ちゃん

十二2912 やんをだいてやろうとすると︑かぶりを
十二307

動か す ん で し ょ う ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 V ︒

十二394 むずかしいでしょう︒私は︑生まれては
十二4410園

もしろいでしょうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿二
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7

7

8

3

9
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7

1

1
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4
4
9
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6
7
101012

2
1
12

十二457園

十二473園ものであらわそうとする氣持がある︒
れに便利でしょう︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略V︒

十二477園 舞台にあらわそうとする望みもあるの
十二479園

363333323220191812611511510了10了104100999797969696969289888了8787了062
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んだったでしょうね⁝⁝四十日も⁝⁝

牧場

牧場の泉

考えていいだろう︒﹂とおっしゃった︒

れではなんだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこへ

ていたんでしょう︒﹂とたずねた︒又

たはじめましょう︒さようなら︒あな

すれ願いましょう︒いつもこう思って

早くたつでしょうから︒たとい︑から

ことにしましよう︒そうすれば︑おあ

ておいででしょうか︑お知らせくださ

になれるでしょう︒それに︑ランプは

でこわれるだろうということでしたが

さしあげましょう︒それほど︑たえず

わすれてしまおうとお思いになるには

てくれるでしょう︒おとうさんのお写

ことにしましよう︒おとうさんのこ一

です︒なぜでしょう︒それは︑フィリッ

ださったんだろう︒﹂ もくろく 一

にもわかるだろうね︒なんといっても

さは︑どうだろう︒でも︑ラファエル

洋の名画でしょう︒ぼくには︑そのう

じゃないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼく

になっているだろうと︑思ったからです

を︑合唱しましょう︒

手をつなぎましょう︒うれしいハ．ハ．

です︒そうでしょう︒電話のはじめの人

うはとまるだろう⁝⁝うん︑樂しみに

礼の手紙を書こうね⁝⁝うん︑おみや

今晩來るんだろう︒六時ごろ：⁝・もつ

いっしょに読もう︒ああ︑リックサッ

やつかれただろう⁝⁝うん︑読んだ︒

︑おいででしょうか︒はい︑眞ちゃん

てもいいでしょう⁝⁝はい︑はいQ﹂

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋士士士士士士直立士士藩士魚眼士士士
四四四四四四四四四四四四四四四二二ニニニニニニニ四百ニ・二ニニニ・二
2219191了1615151312111087746161616059545050444242414140403939
9102841211621111912115103288104379812812594
囹園弱国畑町国国團国國團国團 園園園囹園 ．一 園園園囹囹囹園園
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十四233園ばだったのだろう︒﹂とおっしゃった

十四884

十四703

と思ったのであろうが︑いつのまにか曲

に氣がつくでしょう︒これは︑夜︑電燈

がないものであろうか︒私たちは︑この
＋五4210

十四325 る人もあるでしょう︒けれども︑星をこ

十四309 しまったのでしょうか︒むかしのことは

十四894

十四888

十四886

十四885

かもの音でも聞こうとしたりする︒こん

がつたものであろうか︒雪國でいちばん

まったためであろうか︒それとも︑心の

かれたからであろうか︒足がつめたくな

＋五5911二
あ︑うちへ行こう︒﹂と︑あっけにと

十五593

＋五5610園
一号とでもいおうか︑私がはじめて会

十四245 語になったのだろうかと︑ふしぎになつ 十四7312 けはたしかでしょう︒湯がひえるときに 十五468園﹁いくらでしょうか︒﹂そのねだんの
十四248園 なったのでしょう︒﹂とおたずねした︒ 十四7612 にしておきましょう︒ 八 木もと竹う 十五504園買いうけましょう︒ほかの外國人にも
十四267 つたことばであろう︒また︑音樂の時間 十四7710 とのほうから割ろうとすると︑たとい︑ 十五505園してあげましょう︒どうか︑私のこと
十四2611 きたことばであろう︒また︑図画工作の 十四801 発見したのでしょうか︒ことによると︑
十五543しあわせ者であろう︒博士は︑しずかに
おおしま
十四273 いってきたのだろうかと思った︒それで 十四865 心の現われであろう︒﹁雪國﹂の映画も︑ 十五548囹大島くんでしょう︒まあ︑かけたまえ
十四286園 よくわかるだろう︒﹂私は︑なにか大
十四883 ︑まっすぐに歩こうと思ったのであろう 十五559囹をさせてもらおう︒私が日本をおとず
十五562園がはじめてだろう︒そのときは︑まだ
十四2910 しなかったのだろうという人もあります

十四353 小さなものでしょう︒しかし︑それだか

十四398園 かな夜明けだろう︒﹂二の人はるか遠

十四3511 かなすがたでしょう︒じいっと大空の星

十四3510 いう美しさでしょう︒なんというおごそ

十四3510 うしずけさでしょう︒なんという美しさ

十四9310

十四938園

十四917

十四904囹

十四896

︑満足したであろう︒女の子は︑手にマ

れはやき鳥だろうか︒﹂ひもじいので︑

と思ったのであろう︒そこで︑その女の

い︑寒い夜だろう︒﹂と︑小さなマッ

編集できないだろうか︒同じ題の作文で

＋五7010園
いてあるでしょう︒おじさんは︑年と

＋五6810囹
なにか喜ぶだろうに一﹂といいなが

＋五6312囹
う︒さあ︑行こうぜ︒﹂だされたくつ

＋五6312園
れいになったろう︒さあ︑行こうぜ︒

︑
ありし昔を語ろうとした︒すると博士

十四358 とができるでしょう︒みなさん︑ごらん

十五615されかたがわかろう︒そのころ︑新島の

十四424圃 ︑あらしがふこうが︑雪がふろうが︒

十四475 されたものでしょう︒たいていの人は︑

十四457 をしているのだろう︒かれは︑氣が氣で

十四426圃 いがたえなかろうが︑心に太陽をもて

十四974

十四969

十四956

十四952

十四9412

︑まあ︑どうだろう︒そのやいた鳥は︑

ふしぎなことだろう︒その火の光のさす

ま法のマッチだろうかとさえ思った︒そ

うれしいことだろう︒明かるい︑赤いほ

十五82圃

ます︒だれでしょうか︒その人は︑いっ

した︒なんでしょう︒みんなが︑おどろ

ん

まあいいでしょう︒もっといいものが
十五9011園

十五862園うというのだろう︒それを受けてはい
十五875園いいたしましょう︒これが︑わたしの
十五898園てているでしょう︒わたしは︑とても
十五905園んじないでしょうね︒﹂郭毅つた﹁青い鳥
みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山

つたいなんだろうか︒﹂女の子はねむ

十四5411囹 からないでしょう︒そこは︑暗いとこ

十五229

︑どんなによかろうか︒女の子は一本の

十四4712 ほがらかな人だろう︒自分なんか︑およ

十四9812園

十四424間うが︑雪がふろうが︒天には雲︑地に 十四942 たかったことだろう︒女の子は︑二つの

十五715園行って來ましょう︒そうしておじさん
十五716園を喜ばせましょうね︒﹂とおっしゃっ
十五786かたができるだろう︒ひとりの人間にと
十五833園ちは︑だれだろう︒﹂光﹁あれがこの世
十五843園なおかしでしょう︒﹂いぬ﹁それに︑あ
十五861園ごちそうによぼうというのだろう︒そ

十四517園 おもしろいだろうと思います︒﹂こう

十四499 人は少ないでしょう︒このおじょうさん

十四598圓 なれないでしょう︒﹂すると︑いたず

ます︒だれでしょう︒それは︑十五六に

十五2312

＋五9311園
福にしてしまおうじゃないか︒﹂ふと

十五918園ずはないでしょう︒それがこの世のす

が︑どうでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

の上へでもとまろうものなら︑それこそ

十四619園

十五263

少年の頭をくだこうと︑向かって來まし

十四6311 のときにしましょう︒すべて︑まったく 十五242
十四655 おもしろいでしょう︒もちろん︑これは

十五301

っている國があろうか︒日本のことばを

十五949囹いなところだろう︒どこへ干たのかし

＋五947園もないざまだろう︒みんなどこへ行く

十五941をひきずって行こうとする︒その問に︑

十四657 うは︑わかるだろうと思います︒つぎに

十五428

十四679ことがあるでしょう︒茶わんの上や︑庭 十五422 ようになるであろう︒ 日本語の書き表
十四698 ることにしましよう︒白い茶わんにはい

つ一つえ．
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うえ・みのうえ・めうえ

だれひとり︑上をみたりまわりをみた

かきねの上からのびあがってみたり︑

りするひまもありませんでした︒

﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑ 三794

一628

てをうえにさしあげました︒

みんなでさがしまわりましたが︑ゆかの

三747園あの丘の上を︒

︻88圏︺てをうって︑むすんで︑またひらいて︑ 三762

さんいるのだろう︒﹂光﹁もっともっと

十五967園 けて行って会おうよ︒﹂光﹁むだなこと

一2310

てをうって︑そのてをうえに︒

十五9512囹

十五972囹 出て來たのだろう︒だれなのだろう︒

上にはもうみえませんでした︒

十五972園︒だれなのだろう︒﹂光﹁あれは﹃子ど
十五979囹 しているのだろう︒なんてかわいらし

その山の上で︑ふしのくすりと手紙

けむりが︑山の上からいつまでもいつ

おかあさんの手の上につかまってひい

そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ

まつ白なおさらの上では︑おひめさま

山の上を高くとびこえて︑たににさし

かかったとき︑

四485

のようですね︒

お立ちに 四266團

ぱいひいた︒

四189

た︒

四181

までもたちのぼっていました︒

学区8

をやきすてよ︒

三帽3園

やねの上まで︑人でいっぱいになりま

へいのすきまからのぞきこんだり

みまわすと︑山のうえから︑おおきなお 三冠10

十五9710園 着ているのだろう︒このへんでは︑み

一659

月さんがでるところでした︒

ゆびさして︑

上になげてはうけ︑うけては上になげ
下とを

した︒

おかあさんは︑わたくしをひざのうえに 三川10

十五醜8囹 ︑わかるでしょう︒これは︑﹃清い空

十五㎜3囹 んな︑聞いたろう︒この人︑まだぼく
だきあげてくれました︒

ニー82言上は大みず︑下は大かじ︑なあに︒

十五掴8囹 もうよしましよう︒なによりも︑まず
十五 9園 びにやりましょう︒﹂と︑見るまに︑

二282囹やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

三532圏

こどもは石の上に立ち︑﹁︿略﹀︒﹂と

ほをしいて︑その上にねるがよい︒

五柳9

ない︒

旅のひわは︑ おどろいて︑すぐにまつの木

るいていました︒

のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ
五413團

らとびおりて︑ ︿略﹀︑川は山からかけおりる︒

五58小石をころころ︑ころがして︑いわの上か

黒くは

四954降っている雪を上からみると︑白くて︑

四877すみがまの上に︑雲がでています︒

四713 ﹃ろ﹄の上にある︒
四716 ﹃は﹄の上にある︒

三487囹川の水でからだをあらって︑がまの 四666 上からよんでも下からよんでも︑

ぞえながらとんでいくから︑

三445園ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か

なっていらっしゃる︒

三101圏上と

て︑よろこびます︒

二498

て︑よろこびます︒

二4510早手の上にごむまりをのせているね︒
二497 上になげてはうけ︑うけては上になげ

つのをおしあっていました︒

十五柳4囹 あ︑そうでしょう︒あれはわるくなつ
十五佃2囹潔なものでしょう︒﹂幸福﹁あなた︑あ
十五M8園 も︑わかるだろうね︒﹂チルチル﹁ぼく
十五冊12園 がこわがるだろうって︑心配している
知らないのだろう︒︵ほかの﹁︿略﹀︒

十五佃10園 つと來るでしょう︒そうしたら︑私は

十五宙3園

十五佃12囹

l

お別れしましよう︒ほどなくあらわれ
たかはし

十五槻5 日記のふでをおこう︒⊥口同橋l
う

つく

十五偽1 しなかったのだろうと︑ざんねんに思い
一つ 2

﹁う﹂の つくことばと︑﹁え﹂の

うれしいときは︑どんなとき︒

ことばをあつめました︒

二87

四774 う
ウィーン ︹地名︺2 ウィーン

この丘の上の大きな木のとこ︒
そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に
ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ
かびかしたものがあります︒

三707

なにかあるのをみつけました︒

三702

三606園

るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒

九1810 しょうわ六年の秋︑オーストリアの都 いいました︒
三583 五人の子どものおうちは︑丘の上にあ
ウィーンでのできごとです︒
九196 ウィーンの動物ほこ協会に︑︿略﹀︑電話で
ウインド

このことを知らせてきました︒
︵名︶一

十五434 ウインドにかざられてあるさらやはちを︑

ウインド

しげしげとのぞきこみながら︑

うえ ﹇上﹈︵名︶窟 うえ 上5おかのうえ・その
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の上へにげていきましたが︑

六49 自分のおかれているのは︑しごと台の上に
のっている小さなふたガラスの中で︑

六55 さまざまの道具も︑おなじ台の上によこた
わっている︒

六79 男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ
れこれといじりはじめた︒

ないのに氣がついた︒

六89 しごと台の上をみて︑だしておいたねじの

は︒

六811囹 だれだ︑しごと台の上をかきまわしたの
六155 そうしてその上に乗りました︒
弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六165 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

六166 木の上には︑一わのはとがとまっていまし
た︒

六361 大すぎの上にやっととまったかかし︒
なる︒

六428 つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに
六431 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を
列車のようにとぶつばめのむれ︒

六433 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた
まりになってとぶつばめのむれ︒

六637 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた
ら︑つるつとすべった︒

六654 上にすれば下になり︑下にすれば上になる
ものはなあに︒

六654 下にすれば上になるものはなあに︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にするすると

のぼっていってしまいました︒

六681

六913囹門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ
しゃいます︒

ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに

六914囹木の上に︑りっぱなかたが︒
六997
それがいま︑

一つ一つの音の性質を考えた

したりして︑つくえの上をみたり
六備3

そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

うえで作ったものであることがわかって︑

六柵2

で上と下とまん中をはりつけました︒

よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ︑

まげるのですから︑めんどうでした︒

六⁝⁝4
六佃5

ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六㎜8

七368

三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の

ふと上を向くと︑

頭の上で声がしました︒

上になったり︑下になったりしました︒

ました︒

七379

六襯2

七405

上に立って︑

土の上︑一センチほどのところで︒

たんぼの上で︑つばめがちゅう返りをした︒
ぬまの上を︑にわか雨が通る︒

七596

ぼさぼさのいけがきの上である︒

七582
七714

私がさばくを旅していますと︑砂の上に

七733

七8211囹

らくだの足あとがつづいていました︒
私が麦をやったら︑白いうさぎは︑︿略﹀︑
黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

七918

だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま
るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

八67

﹁︿略﹀︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざ

の上にとび乗ったり︑

八610

三ど三どの食事に︑テーブルの上でおしょ
うばんしたりしました︒

八611

八71 客がきているときなど︑あまりテーブルの

上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

八186 このうえなくふべんですが︑

八95 とつぜん︑上へ飛行機でもとんでくると︑

八192 こえ土の中に生みつけられて︑︿略﹀︑皮を

上からつたわってくるあたたかさと︑かわ

ぬぎかえて地の上へでていきます︒

きかたとで︑いまが夏だということや︑

八206

ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ

八241 朝日が山の上にのぼって︑

八564

山の上には︑青い空がすきとおるようにす

けてみようと思って歩きだした︒

んでいる︒

八596

八597 飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ

しきがみえるだろうと思った︒

の上をてらしていた︒

八658 あくる日はいいお天氣で︑太陽は︑ごぼう

八661 水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに

でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣持で

あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八745
ていた︒

八814園
すからね︒

がいい氣持かどうか︒

八817園水の上をおよいだり︑もぐったりするの

八846 あひるの子は︑水の上を車のようにくるく
るまわり︑

八887 たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒
八8811

かるく水の上をおよいでいた︒

八905 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

つえ」一つえ．
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のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

八907 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす

九鴎1

つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし

月はもう頭の上まできていました︒

か︒

九宙5
た︒

がたのうつっているのをみた︒

八佃4 もみをむしろの上にひろげてほしました︒

岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

うお寺の高いとうもみえました︒

十104

九281図圏 二重にじ青田の上にうすれゆく

九264図圃子もりするしずかなる月なの上に

ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上

麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
日はまた照って水たっぷりと︑いねの
もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

車内はむし暑いうえに︑おたがいがぬれ

園長さんが︑だんの上にお立ちになりま

の上にぽたぽた落す︒

十一439
した︒

十一523

だれかのかさのしずくが︑私のくつの上

たからだで︑おしたりおされたり

十一526

ふとんの上におかれたまま動かずにいる︑

にぼたぼたと落ちてきたりした︒

十一692

うでをつかみました︒

病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

少年はそのふくれあがった顔の上に︑き

病人は︑だんだんしっかりした目を少年

医者は︑病人の上にしばらくのあいだう

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑
十一923

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

すみれをベッドの上にちらしながら︑

十ニー69

みなさん︑こころみにこのたまごを

下がきがすむと︑パレットの上にチュー

パレットの上でみたときは︑ずいぶん美

カンバスの上にぬりつけてみると︑思い

しくみえるが︑

十ニー68

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十ニー65

テーブルの上に立ててごらんなさい︒

十二55園

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十一一53

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十一912

つむいていましたが︑

十﹁902

の上にすえて︑

十一804

わめてかすかなほおえみがうかんだのをみた

十一7711

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十︻7612

十﹇746

でわかれを告げたことや︑

村の林の上に︑大きな半円形のにじがか 十一7112 去年︑みおくっていって︑最後に船の上
ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの
えんがわにつくえをだして︑その上にすす

このうえそんならんぼうをしては︑いっ
大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガ

丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥
ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

中には︑正月だというので︑そのうえに

十一424圃

かぶばりこのうえもなく︑秋のみのりも思われる︒

十一363圏

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十一326圃

十二文はずむ者もありましたが︑

十一278

︿略﹀︑ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめる︒

十一159

の鳴く声をきいていよう︒

十﹇139

いつもそのうえを考えていて︑

十一91園ただ︑わかっているだけではなしに︑

チャンとくだいてしまいました︒

十729

そうしかられるじゃないか︒

十724囹

きをかざった︒

十5910

上でつみ草をしている︒

十2212

かっている︒

十201

をすべっていく︒

十199

九393團八九メートルもある木の上で︑なたで枝 十147 小学校のいちばん上の学年か︑
をおろすのは氣がつかれます︒

落し︑

九395團上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき
九445国 はだかになった木の上に︑まっかにじゅ
くした実がすずなりになっているのをみると︑

九494いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷
川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九534 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を
かざして︑いちろうをみながら答えました︒
九5310 ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑

九794園 この土の上に白くみえているのは︑むか
し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九佃1園待て︑待て︑もうすこし上までいこう︒
九欄6 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

まだ上へ上へと登っていかれたが︑

ていかれたが︑

九燗11 先生は︑ふたりとも︑まだ上へ上へと登っ
九佃11

九三11 お書になったので︑雪の上で重しくおべん
とうをたべた︒

山子7図幽 ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ
な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九三9 ﹁なんだって︑お月さん一﹂くもは︑首
をねじって上の方をみあげました︒

九日9 上をみると︑わらっているではありません
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もよらない色になってしまう︒

十二3110 そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指
はまったくわれをわすれてなでていました︒

十二3410 サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私
のひざの上において︑

十二377 ﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて
いるふしぎな冷たいものの名であることを

十二505 首のところだけのこして︑もんだ紙にの
上か ら 上 か ら か ぶ せ る ︒

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒
十一一505

十二5410 舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家
を作っておく︒

ながめて︑得意になっていた︒

十一一605 長者は︑高どのの上からこのありさまを

しげっていく︒

十一一669 深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

てこしらえたうさぎでした︒

十二767 それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ

右に左にと︑ゆききしました︒

十二8310 目にもとまらぬボールが︑ネットの上を

に︑金や銀のこなをまいて︑

十二㎜9 まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

あたえられました ︒

十三2411 木材があたえられたうえに︑いい重星が

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十三271 土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑
十三2911 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒
⁝⁝上⁝⁝はい︒

十三395囹 手紙が︑はい⁝⁝二番めのひきだしの

すってあります︒

十三533 絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも
それは私にとって︑このうえもないた

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四81團
十四83團
いせつなことばですQ

それは︑コップの上からコーヒーこし
おふたりの写眞は︑いま︑この手紙を

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

十四133團
十四1311團

書いているつくえの上︑私の前においてあります︒

おとうさんに対しては︑このうえなく

まめやかな︑このうえもなく純眞な思い出がの

十四141国

このうえもなく純眞な思い出が

こっています︒

十四142国

その地球の上に住んでいる人間などは︑
明かるい地の上でくらしているかたに

十四3412
十四5410園

茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑

は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四666

これとよくにたうずで︑もっと大きなの

茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑

十四6611

茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ

が︑庭の上などにできることがあります︒

十四6710

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒
十四6712

関係のないようなことがらが︑原理のう

めに︑特別にあたためられると︑

十四695

夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

えからは︑おたがいによくにたものである
十四706

茶わんのまん中の方では︑ぎゃくに上の

よく見てごらんなさい︒

十四713

畑の上からとんできて︑森の上へかかる

方へのぼって︑

十四7510

と︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしおろされる
かたむきがあります︒

森の上へかかると︑

十四793木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

十四7510

を上にして︑上からはものをうちこむと︑まつす

十四811

十四793

子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ

石の上にも三年︒

上からはものをうちこむと︑

ぐに割れて︑けっしてそれることがありません︒

十四892

女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両

て︑足でトントンとふんでみたり︑

そのやいた鳥は︑︿略﹀︑テーブルからと

手をさしのべた︒

十四953
十四976

たくさんの小さなろうそくが︑︿略﹀︑ち

びおりて︑ゆかの上をよたよた歩いて︑

上の方へと︑神さまのおそばへ行くかの

うれしそうに︑偏しそうに︑上の方へ︑

かちか︑ちかぢかと女の子の上を照らし︑

十四985
十四棚9
十四棚12

ばらの木の赤きめをふくかきの上に

ようにのぼって行った︒

十五108図圃

ガラス戸の外は月あかし森の上に白

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五125図圏

深い深い谷の上を︑登山電車がわれわれ

雲長くたなびける見ゆ

十五199

高山植物のかおり︑その上に︑︿略﹀け

を運んでいってくれます︒

十五214

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

わしい山が︑︿略﹀︑わらうようにそびえて

十五219

女の子は︑あぶない足どりで︑山の上の

︿略﹀︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五2112

みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか

方に︑︿略﹀はなれて行きそうにしていました︒

十五226

大きな一わのやまわしが︑︿略﹀︑みんな

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒
十五232

うえ一うえる
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の上へ舞いおりて來ます︒
たおれてしまいました︒

十五233 みんな草の上へひれふすように︑思わず

中ほどからとびついたものがあります︒

十五2311 だれか︑その大わしのせの上へ︑がけの

へ乗りうつって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑

十五7910

うえの
﹇上野森﹈︹地名︺1 上野の森
うえの

﹇飢﹈︵下一︶1 うえる

︽ーエ︾

うえぼうそうの知らせば︑ここからきま

﹇植庖瘡﹈︵名︶1

ゆるがして汽車ゆきかえる

四45

うえぼうそう
す︒

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

う・える

うえぼうそう

十五137図心月照らす上野の森を見つつあれば家

私のつくえの上には︑日本のみなさんが うえののもり
歴史の上で︑いろいろな國の人々の間に︑

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒
十五801
友だちとして心のかよったおつきあいができるよ
うになったのは︑

天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし

この地球の上でいちばんふとっている

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑

十五823

たに入をつくらず︒

十五2412 少年は︑大わしのせにとびつき︑その上 十五812

しつけ︑

十五255 からだの重さで上からぎゅうぎゅうとお

らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑

も︑天の上でも︑いちばん美しいものに見えるも

ーエル︾

どれ植えつけの用意をしよう︒

ヴェニスいき

まわりには︑さくらの木がたくさんう

わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど

七655

みんなそろって︑うえていく︒

どんどん︑どんどん︑うえていく︒

八梱7

1かぶに3歎ずつ植えたのと︑1本ずつ植

1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植

やく12平方mに150かぶばかり植えまし

みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ

1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら

3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま

いにふえました︒

八川6

ていきます︒

八棚4

た︒

八996

えたのと二とおりにして︑

八994

えたのと二とおりにして︑

八993

く植えました︒

八993 あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し

七655

うえたんです︒

七205園私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本

こにどうしているだろう︒

七93園

えてあります︒

四88

のは︑

植え木

﹇植﹈呂たうえ・たうえうた
﹇植木﹈︵名︶2

庭で植え木の手入れをしている父にこう
いけがきのすぎの木ひくみとなり家
植えつけ

それは︑七月の二十八日でしたが︑村で

﹇植付﹈︵名︶2

十一429圏

いちばんおそい植えつけでした︒

九3510團

うえつけ

の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五106図圃

いわれたら︑

十二876

うえき

﹁あれあれ︒﹂といっている うえ

﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

おまえたちがこの上まであがって來た

十五984園地の上でも︑天の上でも︑

のだからね︒

十五2510 さすがの大わしも︑十五六の少年に上か 十五984園子どもの幸福というものは︑地の上で う・える ﹇植﹈︵下一︶26 うえる 植える ︽ーエ・
十五263 もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ
うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

がけの上で

がしているような氣持で︑

十五2611 飛行機乗りが︑安全な着陸地を上からさ 十五M12囹
十五2710

﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

人々の目には︑

十五368

には︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえに
十五369

おいたり︑したにおいたりして表わした︒
十五3610

十五485 明治になって︑はん主の保護がなくなつ
たうえに︑︿略﹀︑ひとりでこの焼物を作ることは︑
むずかしいことであった︒

つばめをのせた飛行機は︑︿略﹀︑アルプス
︵名︶一

それでも運びきれなくて︑九月十九日の晩
かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

九224

ヴェニスいき

をこえてヴェニスへとんでいきました︒

九222

十五529 博士は︑別れに際して︑︿略Vしょうかヴェ＝ス ︹地名︺一 ヴェニス
い状をくださったうえ︑︿略﹀とおっしゃった︒

十五622 ふみ石の上にそろえてある大小二つのく
﹁つくえの上をごらん︒﹂

つをちらと見た私は︑
十五695園

時代の私の風車がかざられてあるではないか︒

十五697 つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう
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したが︑

さい︒

さい︒

うおたち

る︒

﹇魚達﹈︵名︶4 魚たち

六9710

魚たちが合唱をする︒

六939 女の人は︑顧たちをたくさんつれてでてく

なおんがくにあわせておどりはじめます︒

四麗2 魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか

川にいる魚と海にいる魚とをわけな 四川5 魚たちはごちそうをはこんできます︒

四佃3でる人うらしまたろうたいえびその

いていました︒

八鵬2 1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ 三212
八鵬3 3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

ほかいろいろな魚
四㎜9 いろいろな魚がでてきてならぶと︑そ

つりばりを魚にとられてしまいました︒

に︒

ウォン︑ ウォン︑

魚一﹁ぞんじません︒﹂五二﹁とりません︒﹂

﹇魚二﹈︹話手︺1 魚二

六9310園

ウオン

れる︒ウォン︑ウォン︑ウォン︒

三883

はげしくまわる︒すべる︑すべる︑なが

うおんうおんうおん ︵感︶ 一

六9411

うおに

魚どもをよんでまいりました︒

六937園魚どもを︑みんなここへよび集めるよう

葉のかげぼうしが︑魚のようにおよいでい うおども ﹇魚共﹈︵名︶2 魚ども
にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい

六853圏

つりばりは魚にとられてしまうし︑

糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒

六873園

らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ

魚三

ちょっと裁判に困りましたので︑あなた

大どくとうかがいました︑おそろしい

そののちはドイツ医学がおもに傳わった

﹇窺﹈︵五︶1 うかがう ︽ーワ︾

うがつ

︽ーチ︾

その細いやわらかなものが︑地をうがち

﹇穿﹈︵五︶1

﹇浮上﹈︵五︶1

うかびあがる

岩をおしわけ︑深く塞くのびていく︒

十二654

うが・つ

の手紙の中にもよくうかがわれます︒

十四61それは︑かれが︑︿略﹀母へ送ったつぎ

うかが・う

とうかがつたが︑

十四263

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早道と

十7311囹

のお考えをうかがいたいと思いましたのです︒

九6011園

まえは︑もっともっといろいろな魚がい うかが・う﹇伺﹈︵五︶3うかがう︽ーイ・ーッ︾
八郎はその魚をとってやいてたべた︒
このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑
﹁なんにも知らないという幸福﹄で︑
みんな魚のようにつんぼだし︑

十五881囹

かつおなどをたべました︒

十二984

十二6211

たそうです︒

九336國

んだんへってきたそうです︒

九335團

六841

六836園大きな魚らしい︒

らっしゃるが︑

六805囹

ます︒

五799

のうしろから︑おとひめさまがあらわれます︒

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

九345團 ちょまを植えた一アールあまりのところ
です︒

九356團 近所からわけてもらったさつまいものな
えを︑手わけして植えていきました︒
十279 トマトが畑に植えてあれば︑

十一294 金次郎は︑また︑人がすてておいたいね
のなえをひろって︑︿略﹀植えてみました︒

十一298 この一びょうをもとにして︑︿略﹀︑植え
るところをふやしていったりするうちに︑

十﹁498 やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお
すきなライラックを植えましょう︒

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十二603 長者は︑なんと思ったか︑なん千アール
十二613 きのう植えたなん千アールのあの美しい
田さえなく︑

牧草を植えることにありますが︑

十三207 これを生かすのは︑︿略﹀︑じゃがいもか

十三208 もっともむずかしいのは︑あれ地に木を
植えることです︒

だれか︑このかたのつりばりをとっていっ
﹇魚三﹈︹話手︺1

魚たち

魚三﹁ちっともぞんじません︒﹂
﹇魚達﹈︹話手︺1

︽ーッ︾

だれか知っているものはないか︒﹂魚たち うかびあが・る
﹁ほんとうです︒﹂海の神﹁おかしいな︒﹂

六957

うおたち

六951

うおさん

たものはないか︒﹂魚心﹁ぞんじません︒﹂

六9410

十三219 これをノルウェー産のもみの間に植えて うおいち ﹇魚一﹈︹話手︺1 魚一
みると︑両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑

十三226 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ
るのはふせがれましたが︑

三184 三くみは魚の名をあつめました︒

うお ﹇魚﹈︵名︶17 魚5こうお

川にいる魚と海にいる魚とをわけな

三193 魚の名は十三あつまりました︒

三212

うかぶ一うけいれる
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うかぶ

︽ーブ・

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒
﹇浮﹈︵五︶18

ン︾

八662 水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに
うか・ぶ

三635 みずうみにはボートがうかんでいまし
た︒

五897圃圖うらの山から海べをみれば︑波にうか
んださどが島︒

六3611 夕やけ雲がうかんでいる︒
かった思い出が︑うかんではきえていく︒

六408 小川や︑いな田などの︑きれいな︑通し
六佃9 そのとき︑新しいことがあたまにうかんだ
ので︑

七911 さくらの花が︑白くうかんでみえる︒
七663 雲一つうかんでいる︒
りありとうかんできて︑

八139 ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ
九二7 雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒
九相8 先生のからだは︑ちゅうにうかんだ︒
すがたが︑ありありとうかんでいます︒

うかべる

︽ーベ・1ベ

はじめてこの学校の門をくぐったときの
﹇浮﹈︵下一︶5

ことが︑はっきりうかんできた︒

十五伽4
うか・べる

レ︾呂おもいうかべる

﹇浮﹈︵五︶8

うく ︽ イ・iキ︾

の共同作品なのです︒
う・く

るようだ︒

五586園なんだか︑青い︑青い水の中にういてい

きました︒

七911 うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう

ら︑光の中をおよいでいたが︑

うみになって︑せかいじゅうのおふね 七54 白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

をうかべたいからです︒

一361園

海にうかべて︑大ぜいのせんどうがの

りこみました︒

三274

え

うきよ

え

浮世絵

たもので︑浮世絵といいます︒

この浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑
それを木にほりつける人と︑紙にすりあげる人と

十二棚9

みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの
ふ じ
向こうに︑いつもぽっかりとういていたえぞ富士︒

空氣中には︑それが︑しぜんにたくさん

うぐいすδやぶうぐいす

うぐいすはうめの木にとまり︑﹁高い︑

﹇鴬﹈︵名︶2

﹇鴬﹈︵名︶3

うぐいすさあん

うぐいすさん︑うぐいすさあん︒

うぐ

﹁だいじょうぶです︒︿略﹀︒﹂とうけあっ

﹇請合﹈︵五︶1 うけあう ︽ーッ︾

うけい・れる ﹇受入﹈︵下一︶1

受けいれる ︽ーレ

て︑さぶろうをつれてきたのでした︒

七3511

うけあ・う

一﹇699園 うぐいすさん︑うぐいすさあん︒

二699園

一﹇698囹 まあ︑うぐいすさんよ︒

いすさん

うぐいすさん

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五465 おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば

高い︒﹂といいました︒

三524圃

うぐいす

ういているのです︒

十四646

十一4610

かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

十542 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八945 ういたもみがあったので︑手ですくってみ

にういていました︒

うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの 八283 川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

三576圃

和音を耳にしたときは︑組みあわされた一

わすれたうたを思いだす︒
十299

右岸

病人は︑︿略﹀︑うれしそうな色を顔にう

音一音のことも︑心にうかべてみたいのです︒
十一804

呂おおうかれ

かべながら︑

うかれ

﹇右岸﹈︵名︶2

右岸や左岸では︑その味がきえてしまうこ

うがん

九槻4

うきあがる

︽ーッ︾

そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ

とがあっても︑

九櫛2

﹇浮上﹈︵五︶1

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒
うきあが・る

十5412 わずかのことばですが︑この中には︑妹の

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

十一774 感謝するような色が︑そのひとみに︑

クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

うきよ

︹題名︺1

きとうきあがってきました︒

うきよえ

浮世絵
ほくさい

﹇浮世絵﹈︵名︶2

十一一川5
うきよえ

浮世絵

にぬりつぶしたら︑ただしちゃんの顔が︑生き生

十一7711 そのふくれあがった顔の上に︑きわめて 日量5
かすかなほおえみがうかんだのを
十一891 やさしい色がその目にうかぶこともあり
ましたが︑

十四253 私は︑このお話から︑さまざまなことが
心にうかんできた︒
あとには︑

十四647 空中にうかんでいた雲が消えてしまった 十二相8 この絵は北斎という江戸時代の人のかい

の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒

十四717 湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど

177
うけかえす一うこかす

ル︾

九148 いい音樂をきいても︑それがわからないの

受け返す

︽ース︾

は︑その高さを受けいれるだけの心持をもってい
﹇受返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ないからであろう︒
うけかえ・す

うけつぐ

︽ーイ︾

ルだったので︑無事に受け返すことができ︑

十二863 チルデン選手は︑︿略﹀︑やわらかなボー
﹇受継﹈ ︵ 五 ︶ 1

︵下一︶

1

受けつける ︽一

にうけとります︒

四544一わのがんが︑みずうみのきれいな水
おさるさんは︑きょろきょろしながら︑ま

をくむと︑これをうけとった一わが︑
六慨7
つかさを受けとりました︒

おじさんは﹁わらいながらさぶろうを受け
空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ

とって︑つぎの人に渡しました︒

七395
十四8412

受持

て︑それをくわしく観察してみると︑
﹇受持﹈︵名︶4

とう

﹇受持﹈︵五︶2

十二4412園

受け持つ

︽ーッ・ーツ︾

受けやすい

︽ーイ︾

からだ全体と右手を受け持つ人︑左手
﹇受易﹈︵形︶1

だけの人︑︿略﹀手わけしているんだが︑
うけやす・い

う・ける

﹇受﹈︵下一︶16

うける

受ける

︽ーケ・

八704

しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

はくちょうは︑その受けてきたまずしさと

うにからだをふくらませて向かってきた︒

八912

おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし

ふしあわせとをかえって喜んだ︒

十267

た父と子︒

十一2212

受けてくれませんでしたが︑おしまいには︑喜ん

子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし

ではいてくれました︒

て︑受けようとしますが︑あられはその手にはの

十一一738

長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の

らないで︑顔にあたったり

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑

十三2210

十三3512

はとにふえをむすびつけてとばすのであ

先生から︑星をつかめといわれ︑そのこ

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

十四3611

それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

とばにふかい感動を受けたということです︒

われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏季の南が

十四769

おまえさんたちを︑ごちそうによぼう

かった風になるのです︒

十五862園

なにも受けてはいけないよ︒

というのだろう︒それを受けてはいけない︒

十五862園

二668

けれども︑

うこかす

はやさに

かわりは

二642 りょううでを車のようにうこかす︒

しました︒

一233 そこで︑りょうてをはねのようにうこか

シ・ース・ーセ・ーソ︾

上になげてはうけ︑うけては上になげ うこか・す ﹇動﹈ ︵五︶ 28 うこかす 動かす ︽一
て︑よろこびます︒

二497

ーケル︾5おうけなさる・かいうける・ひきうける

感化を受けました︒

そこへ︑受持のやまもと先生がおいでに 十三242 第一︑ユートランドの氣候が︑そのよい
さ

なって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さそってくださいました︒

五556

てあげよう︒

きみの受持の子どもたちに︑それを送っ

紙を書いてもらって︑

五386国こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手

うけもち

十五501囹 せっかくうけついできたこのしごとは︑

うけつ・ぐ

﹇受付﹈

ぜひ続けてください︒

ケ︾

うけつ・ける

︽ーメ︾

受け

十3911 だいいち︑民謡は︑その核をそとにはきだ 五387國
して︑受けつけなかった︒

とめる

うけと・める ﹇受止﹈︵下一︶3 うけとめる

うけも・つ

四503 つよいがんが︑三ばで︑かっちゃんのお 十五梱11 受持の佐藤先生と︑教室でお別れをした︒
ちていくのを︑下からうけとめました︒
ターに渡した︒

七541 ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン 五386團 ぼくも︑三年生を受け持っている︒

受けとり

七545 ぼくはよこだきに受けとめた︒
﹇受取﹈︵名︶2

︽ーイ︾

しかも受けやすいところに︑送ってやったので

五2810園むこうの店に品物をとどけて︑受けとり 十二861 清水選手は︑ボールをやわらかくして︑

うけとり

をもらって帰ってくるとちゅう︑

五291囹まあ︑受けとりをおみせ︒
い

うけとりにく・い ﹇受取悪﹈︵形︶1 受けとりにく
受けとりにくい氣持でいるが︑︿略﹀︑たか

ぎのそばにより︑だまったままそれをとりあげる︒

うけては上になげて︑よろこびます︒

九9411

二498

風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

うけとる

六335

5

六105

︵五︶

かわる︒

受けとる

﹇受取﹈

︽ーッ・rリ︾δおうけとりくださる

うけと・る

二529おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手

うごき一うごく

178

ない︒

んでしょう︒

五344 この工場のきかいを動かしている力は︑な
五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の
きかいを動かすのです︒

六795園 あなたが︑それを動かそうと思って動か
しているの︒

六795園 動かそうと思って動かしているの︒
七641 夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑
ふきぬける︒

七876 いつも︑どこかを動かしています︒

十348 横糸はおさによって︑右から左︑左から右
へといききするのであるが︑これを人の手によら
ず︑機械の力で動かすようにしたがった︒

でているので︑人の心を動かすのだって︑

ただ︑さるの人まねのように指を動かす

だけでした︒

十二342

へえ︑そんな大きなものを︑どうして

もちろん人が動かすんだがね︒

十一一4410囹

十二446園
動かすんでしょう︒

︽ーイ・一

しめきったへやで︑人の動きまわらない

﹇動﹈︵四五︶58 うごく 動く

ときだと︑ことによくわかります︒

十四6412
うご・く

まどのきのはがうこいてる︒

キ・ーク︾←ゆれうごく

一173

カ・

みんなもうこいていますよ︒

ちっとも動かないじゃないか︒

一423

はなが動く︒

五949園

口が動く︒

ものによっては︑三人がかりで一つの

六377

十二4412囹

六378

人形を動かすんだ︒

十二476園命のない人形を思うままに動かして︑

六527 月をみつめていると︑月は動かないで︑雲

動き←みうごき

六745園

お月さまがずんずん動いていくのがよく

お月さまをみていると雲が動いていくし︑

命って︑動くものでしょうか︒

枝のあいだにはなくて︑

六559 動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

六5310囹雲をみているとお月さまが動いていく︒

雲をみているとお月さまが動いていく︒

六539園

わかるよ︒

六538園

が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒

十二486書手がるでおもしろいし︑自分で作って
人形がかたむかないように︑話すときは

自分で動かすのは煙しいものだよ︒

十二543

私たちを心のそこから動かし︑私たち自

人形の顔を前後に動かす︒

十四52

身の生活を思わずふり返らせないではいない強い
﹇動﹈︵名︶2

眞実の力が︑こもっているのです︒

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

﹇止方﹈︵名︶1

はなりません︒

うごきかた

小鳥がくれば︑︿略﹀︑動きかたや︑羽の色
や︑形などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278

動きかた

人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて

1

動きまわる

動きの世界

︵五︶

六7710

たとえ動いても︑それだけでは命があると

先生︑ぼくたちは動いたり息をしたりす

たしかに︑動いたり大きくなったりして

雪だるまは動きもしないし︑息もしてい

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

六779 いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

ませんね︒

六776園

いるものは︑みんな生きものだね︒

六774園

るから︑生きているんでしょう︒

六769囹

命がないのかなと思いました︒

六766 この手が動かないから︑やはり雪だるまは

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7410

十三451そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四 六746囹 動きますとも︒

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

十一一373

佐吉は︑︿略﹀︑設計図をひいては組みたて︑ うごき

十348 機械で動かせば︑もっと早く織ることがで
きるし︑

十359

組みたてては動かしてみた︒
十一527 その足も動かすことはできなかった︒

十一776 そうして︑なにかいおうとでもするよう
に︑すこしくちびるを動かしました︒
︿略﹀︑むりにくちびるを動かそうとしました︒

十一807 ものをいおうとでもしているように︑

を動かして︑なにかものをいいたげにしました︒

十一881！ 病人は︿略﹀︑ときどきむりにくちびる

﹇動回﹈

動きの世界

︹題名︺1

がするんだけどt
うごきのせかい

十二432
ラ︾

うごきまわ・る

︽一

十ニー64 そんなところをはっきりつかまえたいも うごきだ・す ﹇動出﹈︵五︶1 動きだす ︽ーシ︾
十二435園 とこのまの人形が︑動きだしそうな氣
のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒
十ニー711囹 はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴
いていたときには︑

十ニー85園 せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑
ピッピッという音がしました︒
十二2111囹 あなたの歌には︑そのさびしい君朝が
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うごける一うさぎ

をしないから︑命がないんだと︑

六784園たとえ動かない木でも︑草でも︑命を
もっているのだよ︒

たら動かなくなるでしょう︒

六787園 ごろうさん︑あなたは︑ねむってしまつ
六棚8 きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき
りきりとまいて︑動かないようにした︒

七348 私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの
の︑動くことさえできません︒

七612 さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑
動いている︒

七943 しばらく動かないで︑いたそうにしていま
した︒

七963 7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ
らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

八221 虫は︑それにとりつくと︑︿略﹀それにし
がみついて︑動かなくなってしまいました︒

木にしがみついたりしました︒

十一6910

少年をみつめて︑いくらかわかったよう

でしたが︑くちびるは動きませんでした︒

その人形などは︑︿略﹀︑まるでたまし

でも︑動く人形だってあるよ︒

天体を観察し︑数学でこまかに計算した

地球が動くのだということを︑

地は動くといっても︑それは一種ではあ

ただみればこれかりそめのばらの花

の動くのを見ていても︑

十五154最古

︽ーケ︾

私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った

おどろきて見ればその花動く

十五646

まま動かなくなった︒

そんなにぶらさがっちゃ︑電車は動け

﹇動﹈︵下一︶1 動ける

うさぎ5おやうさぎ・くろ

一185圃

うさぎ︑うさぎ︑なにみてはねる︒

うさぎ︑うさぎ︑なにみてはねる︒

うちから︑

うさぎをもらって

七864 黒いうさぎと︑白いうさぎと︑

ました︒

色のうさぎを︑かごにいれて持っていらっしゃい

七864 先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶

七863 私たちは︑うさぎをかうことになりました︒

六欄4園 おれがさきにうさぎをみつけたのだ︒

くることかな︒

四296 となりの

目です︒

三381園 うさぎの目はもも色のかわいらしい

ています︒

三375園白いうさぎが︑はこの中でねそべつ

た︒

三373園 うさぎをかってあるところにきまし

一185圃

うさぎ

うさぎ︒こうさぎ・しろうさぎ・ちゃうさぎ・はは

うさぎ ﹇兎﹈︵名︶44

ませんよ︒

十一531園

うご・ける

十二3712私の手にふれるあらゆるものが︑生命を
この人形だって︑みんながねしずまつ

もって動いているように感じはじめました︒
十二4310園
十二443園

たあとで︑動いているのかもしれないよ︒
十二449囹

で動いているようすが

まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑

いがはいっているように動くよ︒
十一一452園

﹁とんでいる︒﹂

そうして︑人は︑道理によって動かなけ

すぐわかる︒

十一一943

十三121

天は動き︑地はじっとしていて動かない

月も︑東の空から西の空に向かって動き

ればならない︒

ます︒

十三129
十三132

十三1412

八234 しばらくそのままのしせいで動きません︒
という︑いわゆる天動説が行われていました︒
九3910国 のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず 十三133 地はじっとしていて動かないという︑

九405団木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき

十三1412

のだということを︑明らかにしました︒

結果︑︿略﹀︑天は動くものではない︑地球が動く

十三151

落せませんでした ︒

九562 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑

だから︑車の動いている間︑たえまなく︑

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

ようのようになって︑ゆるやかに動いているのに
十四712

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど

そこの方へ向かって動きます︒

十四718

しらべてみることにしました︒

七878うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ

七875うさぎは︑すこしもじっとしていません︒

るか︑

七871うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ

十四702光った線や︑うす暗い線が︑不規則なも 七864白いうさぎと︑茶色のうさぎを︑

﹁キリキリ︑リリリリ﹂がひびく︒

十三334

りません︒

九麗2 どうしても手足がうまく動きません︒
九悩6 目のまえのばらの花が動いています︒
十353機械は︑生きもののように動いていた︒
十359だが︑思うように動くものは︑なかなか生
まれなかった︒

十366 ためしてみると︑はたしてよく動いた︒

十一692 一方の手で︑ふとんの上におかれたまま
動かずにいる︑うでをつかみました︒

十一693 病人は動きませんでした︒

うさぎごや一うさぎさんたち
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ました︒

七888 うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ
ばかりたべて︑

うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ

こんどは︑うさぎのかってある家のまえへ

たくないのでしょうか︒

七9710

八537

うさぎは︑高いびきをかいて︑さも志しそ

六梱4

六梱2

五ひきのうさぎさんは︑︿略﹀︑まりなげを

五ひきのうさぎさんがいました︒

うさぎさん︑そのまつかさをくれないか︒

したり︑フットボールをしたりして遊びました︒
六芸1囹

童生9園うさぎさん︑なにしているの︒

わってたべることにしました︒

六旧1 うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で

やあ︑うさぎ︑うさぎ︒

それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ
なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし
かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意
うさぎはけんめいにこらえましたが︑た
二ひきのうさぎが︑うしろから手をふり
さあ︑うさぎが勝つでしょうか︑かえる
うさぎ小屋

なんだ︑みんなうさぎさんじゃないか︒ 六抑3

うさぎさん︑かくしておくれ︒

のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん

とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ

おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ

うさぎさんたち

うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま

うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び

五ひきのうさぎさんたちは︑めいめいにあ

五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で

なをほりはじめました︒

六伽3

ました︒

六槻9

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六慨5

つかさをあげようと︑話しあいました︒

六慨2

うさぎさんたち ﹇兎達﹈︵名︶30

すよ︒

六鴇3園うさぎさん︑ここは︑しずかなところで

いすきなクローバーをたべました︒

六襯11

さんのせなかをおさえました︒

六柵7

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六㎜9

ともとくいとするところです︒

六伽10

のように走りだしました︒

六燭6五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風

六三6園

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

九鵬10囹

六伽9

みると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつ

やあ︑うさぎ︑うさぎ︒

十二柵4

足をふって︑おうえんをはじめました︒

十二鵬8

おれそうです︒

十二描5

の足かけをしました︒

十二鵬4

くいれてありました︒

十二768

てこしらえたうさぎでした︒

十二767

の中へとびこんだところであった︒

翌冬11

九㎜10囹

うに書ねをしていました︒

八551

七893 うさぎは︑みんなで︑13びきになりました︒ いって立ちました︒
きらいなのでしょう︒

七897 うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

七903 ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ
足で︑耳や顔をなでていました︒

七906 うさぎがうしろ足で立ちました︒

七9010 うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう
きました︒

七911 うさぎのふんはまんまるです︒
七913 このごろは天氣がわるいので︑うさぎは︑
元氣がありません︒

七917 麦をやったら︑白いうさぎは︑早くたべた
いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒
七918 黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

七923 1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑
おくへはいってでてこないので︑
おくへはいってでてこないので︑

七923 1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑

が勝つでしょうか︒

﹇兎小屋﹈︵名︶1

うさぎ小屋のそうじをしました︒

うさぎさん⁝⁝⁝百二十一

うさぎさん

十一

︹課名︺2

六38

うさぎさん
うさぎさん

十一

﹇兎﹈︵名︶15

しゃしょうさんたちも︑ぼ一いさんたちも︑

一503囹

ぎさんでした︒

みんなながいみみのある︑あかい目のうさ

一501

うさぎさん

六梱1

うさぎさん

七922

うさぎごや

七928 うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2
㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒
七936 茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
がなかったので︑

七942 ほかのうさぎがかんだのです︒
七945 お書に︑うさぎのところへいってみたら︑
暑いのでねむっていました︒
ふわふわととびます︒

七951 うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が

七959 その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひき
いました︒

181
うさぎたち一うしなう

じゃんけんをして︑おにをきめました︒
んとことトンネルの中を走っていきました︒

六枷7 四ひきのうさぎさんたちは︑とんとこ︑と

たちは︑うまくにげました︒

六伽3 おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い って︑うまくにげました︒

六伽7 かくれているうさぎさんたちは︑︿略﹀︑
六㎜5 うさぎさんたちは︑たぬきさんがかわいそ
うになりました︒
の方へいってしまいました︒

六伽8 うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ

まるくならんで︑話をしました︒

六個6 うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑

六二2 かけっこは︑うさぎさんたちのおとくいで
す︒

があらわれました︒

六慨7 うさぎさんたちのまえに︑大きなしかさん

さぎさんたちをつきあげるというのです︒

六悩1 もし自分が勝ったら︑このしかの角で︑う
六二5 うさぎさんたちは︑困ってしまいました︒
六悩11 ちっともいいことではないと︑うさぎさん
たちは話しあいました︒

六価3 うさぎさんたちは︑しかさんとならびまし
た︒

でした︒

六燭11 そこには︑もううさぎさんたちはいません

六二7 しかさんは︑うさぎさんたちのあとを︑ど
んどん追いかけました︒

六塀9 うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一
つこえました︒

六儲1 やがて︑うさぎさんたちは︑大きな岩のと
ころにでました︒

六儒5

五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく
うさぎさんたちは︑そのことをすこしも知

り休むことにしました︒

六鵬8

とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う

りませんでした︒

六佃9

とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ

さぎさんたちがあまりガヤガヤ話をするので︑

六書3

五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた

さんたちの方をのぞきました︒

六柵4

うさぎさんたちは︑もうにげようと思って

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六閑3

もにげることはできません︒

六779

うしもうまもそうだ︒

うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

るくポンポンとたたきました︒

八309 そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか
八3010

さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内

く草をたべはじめました︒

十一476

牛を追う︒

北海道の家には︑うしが四頭いた︒

そろって田植えする︒

十一344圃

十四813
をむけぬ

月が出る山の家にうしをつないだ木

十五72ロ蔚凶圏 うしはしずかにおのおのの大きな耳

十五102圃

ニミリほどある︑白いうじのようなよう

﹇失﹈ ︵四五︶ 13 うしなう 失う ︽一

毎日の生活のらんざっとあわただしさの中

命を失うようなあぶないときでも︑

ただ習慣としてことばをつかえば︑こと

すきでとり返そうと決心したのです︒

十三191 かれは︑︿略﹀︑つるぎで失ったものを︑

のもっともよい土地を失いました︒

十三侶2 もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

ばの力がうしなわれていく︒

十一一8911

はたらき︑きくはたらきを失いました︒

十一一402 ケラーは︑︿略﹀︑大病にかかって︑みる

十﹇627園

に︑それを失っている︒

十61

る心を︑われわれは失っている︒

十510 ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと

イ・ーウ︒ーツ・ーワ︾

うしな・う

のようなかたちをしていますが︑

八179 虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ

ちゅうが︑はいだして︑

八1410

六陶9うさぎさんたちは︑いっしんになって︑神 うじ ﹇蛆﹈︵名︶2 うじ
そのあいだに︑うさぎさんたちは︑手をつ

さまにおいのりをしました︒

六襯4

五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん

ないで︑そこをにげだしました︒

六三7

うさぎたち

うさぎたちは︑なんてひとがいいんだろ

﹇兎達﹈︵名︶2

のことばを︑たいへんありがたく思いました︒
うさぎたち
う︒

六梱2園

しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒けれ
うさぎども

うさぎ日記

﹁こら︑うさぎども︒﹂と︑われがねの

﹇兎共﹈︵名︶1

ども︑あなたの角はおりません︒うさぎたち︒

自習4国
うさぎども
六㎜7囹

︹贈名︺2

ような声をたてました︒

うさぎにっき

うさぎ日記⁝⁝⁝八十六
δくろうし・こう

八

牛

七311

うし

うさぎ日記
9

八

︵名︶

七861
﹇牛﹈

ぼくのうちには︑うしが十三とういます︒

し・ちぢうし・ははうし

うし

五407團

うしろ一うず
182

十三258 呪いによって失われたシュレスウィヒと
ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑

十四511 父を失った直後︑文学修業のためにパ
リーに出て︑

十四446圃 くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒
助け船のくるのを待つ間︑︿略﹀︑寒さに

氣を失って︑まるたから手をはなさないように︑

十四4812

十五174河底少女たちよ︑︿略﹀︑つづれ着るとも︑
失うな︑やさしく清きなが心︒

十五274 おどろいて氣でも失ったのか︑すこしも
﹇後﹈︵名︶ 3 一

ウシロ

うしろ

後

さわがず︑あばれもせず︑じっとしています︒
うしろ

配そうにいいました︒

さきの方へいらっしゃい︒﹂うしろのおば
それがすむのをまっていたのか︑すぐうし

さんがいってくれましたので︑

七385
七703
ろに︑月は︑音もなく︑のっそりとでていた︒

だんだんあとずさりして︑うしろに氣つか

ず︑テーブルのはしからころげ落ちたりしました︒

八75

虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし
いちろうはぎょっとして︑ひと飼うしろに

ろにさげました︒

八232
九5611

うしろを向いてじゃんけんをする︒

さがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

九925

その後にいるのは︑﹃善人であること

その後に︑﹃もののわかる喜び﹄が

の大きな喜び﹄で︑

十五鵬3園

十五鵬11園

あすごに︑ずっと後の方に︑ベールを

立っていますが︑

﹇後足﹈︵名︶3

うしろ足

かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃7園
うしろあし

いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを

うさぎがうしろ足で立ちました︒

だしました︒

六事5 まえ足でほっては︑うしろ足で土をはじき

十508

七906

かくようなかっこうをしました︒

四棚9

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

﹇後姿﹈︵名︶3

うしろすがた

うらしまは︑かめのうしろすがたをみお

うしろすがた

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十二5310

たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑ うしろがわ ﹇後側﹈︵名︶1 うしろがわ
いしい先生も︑ずっとうしろの方から︑

﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒

九柵1

そっとやまだに近づく︒

一487 おとうさんは︑うしろのおきゃくさんの 九983
にもつをもってあげました︒

二484 うしろをふりかえって手まねきをしま
す︒

ワンワンーミテルワウシロ

そのうしろすがたをみて︑﹁︿略﹀︒﹂

くります︒

とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし 九撹11 にげていくみつばちのうしろすがたをみて

九965

十5112

δいしうす

いましたが︑くもはどうすることもできません︒

うず

風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん

﹇渦﹈︵名︶10

つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい

けむりがゆらゆらして︑いくつものうず

茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑

十四6610

これとよくにたうずで︑もっと大きなの

︿略﹀まわりながら︑のぼっていきます︒

十四667

になり︑

十四662

ろのうずができます︒

十四659

降ってくる︒

四936

うず

いつでもにげだせるかっこうで︑こしをう うす

二ひきのうさぎが︑うしろから手をふり
鳥を後へひつくり返すようにするいきお
少年が女の子を後にかばうようにして︑
その中で︑女の子を後にかばいながら︑
少年はほっとして︑思わず後へたおれか
かりましたが︑

十五3211

少年は苦しい職いを続けていました︒

十五3112

十五309

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五2812

足をふって︑おうえんをはじめました︒

十二鵬8

しろにひき︑

十6812

まったわけです︒

十493園

ら追いたてるようにいわれた︒

二502 うしろをふりかえって︑手まねきをしま 九糊2 ﹁︿略﹀︒﹂と︑いしい先生がうしろの方か
す︒

りました︒

三216 できあがったものをうしろのかべには
三563圏 うたをわすれたカナリヤは︑うしろの
山にすてましょか︒
た︒

三636 三人の男の子は︑うしろにこしかけまし

四柵1 魚がでてきてならぶと︑そのうしろか
ら︑おとひめさまがあらわれます︒

まつの木のうしろから︑ひとりの女が

でてきます︒

四伽2

六185 オルガンをひいているもの︑︿略﹀︑そのう
しろに合唱隊がならんで︑うたをうたっています︒

六326 顔のうしろを雲がとぶ︒
七368すぐうしろのおばさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心

183
うすあかい一うた

が︑庭の上などにできることがあります︒

十四638

これは︑白いうす雲が月にかかったとき

﹇薄曇﹈︵名︶1

うすぐもり

に見えるのと︑にたようなものです︒

うすぐもり

十四676 大きなうずができ︑それが︑ちょうどだ
つまきのようなものになって︑

むらさき

うすむらさきの雲が︑おだやかにたなび

いていました︒

四654

六497圃 うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

なの花ちらほらさきはじめ︑うすぐもり︒

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元
つともっている

五

︽ーメ︾

アサノソラー五

﹇埋︺︵下一︶1 うずめる

アカルクソマルー七
うず・める

たようなしずかさでした︒

十二753 その夜は︑すべての音も雪にうずめられ

うずら

うすももいろのあさがおのはなが︑いつ

ぽけっとからうずらのたまごほどある

﹇鶉﹈︵名︶1 うずら

つかきねにさきました︒

一391

なん十メートルもある高いすぎやまつのうすももいろ ﹇薄桃色﹈︵名︶1 うすももいろ

中には︑うすぐらいひが

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

八489
だけでした︒

九3711国

大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

はえているところは︑書でもうすぐらく︑

十一684

うすくらがり

うすごおり

うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの
﹇薄氷﹈︵名︶1

うすべに色

二重にじ青田の上にうすれゆく

﹇薄行﹈︵四︶− うすれゆく ︽ーク︾

←きえうせる

﹇嘘﹈︵名︶3 うそ

たろう﹁うそ つくな︒﹂山びこ﹁うそ つ

天人は︑うそということを知りませ

﹇嘘字﹈︵名︶2 うそ字

﹇歌﹈︵名︶59

うた

歌■かわのうた・くち

びるにうたをもて・こうた・こもりうた・そらのう

うた

れるかと思って︑びくびくしているところだよ︒

るが︑うそ字だから︑とんでもないところにやら

五1711園わたしは︑ちゃんとゆくさきは知ってい

五179園 このわたしのをごらん︒うそ字さ︒

うそじ

ん︒

四瀧10囹

二417園︺山びこ﹁うそつくな︒﹂

くな︒﹂

二416園

うそ

うせる

九281︹周忌

うすれゆ．く

だいやもんどをひとつとりだして︑

ゆらゆらした光った線や︑うす暗い線が︑ 一5510

しいくすりのにおいがただよっていました︒
十四6912

七ホノボノト

十四6710 茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ 七625

︽ーク︾

︽ーイ・ーク︾

﹇薄暗﹈︵名︶1

不規則なもようのようになって︑

うすくらがり

八53あるデパートのまえのうすくらがりに︑大
ぜい人が立っているので︑

に︒

うすごおり

はしも柱︒

﹇薄紅色﹈︵名︶1

十一418圃池にむすぶはうすごおり︑庭に立った
うすべにいろ

うずまる

︽ーリ︾

こんどは︑思いきり高くとんで︑屋根をこ
﹇埋﹈︵五︶1

えて︑うすべに色の空にきえた︒

七56
うずま・る

ウスムラサキ

うす

このような木が︑たおれて土にうずまり︑
﹇薄紫﹈︵名︶3

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五373

うすむらさき

まる朝の空︒

六5910圃ウスムラサキニ

ている大きなうずです︒

うすい

七374

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒
うすぐら．い ﹇薄暗﹈︵形︶5 うすぐらい うす暗
十四6712 それは︑らい雨のときに︑空中におこつ い ︽ーイ・ーク︾

入れかわりに︑そのつめたい空子が下からふきこ

十四685 あたたかい空氣がのぼっていくあとへ︑
んできて︑大きなうずができます︒

うす赤い

十四688 うずの高さも︑四キロとか八キロとかい
うのですから︑
﹇薄赤﹈ ︵ 形 ︶ 1

﹇ 薄 ﹈ ︵ 形 ︶5

六3610 それにつれて︑空がうす赤くなってくる︒

うすあか．い

うす．い

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒

五569囹 そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら
八165 虫たちは︑︿略﹀︑皮のうすい︑しるの多い
木の根をさがしてあるきます︒

︽ーシ︾

七613

九746 馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ うすぐろ・い ﹇薄黒﹈︵形︶1 うす黒い ︽ーイ︾
んだん光がうすくなって︑
は︑小さくてうすい︒

十二685 小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

のようにうすくなって︑
︵サ変 ︶ 1

うずうずする

十四9610 その火の光のさすところは︑かべがきぬ
うずうず．する

うすきみ

九802 私たちは︑もう︑ほってみたくてうずうず
していました︒

﹇薄気味﹈︵名︶1

うす雲

九爾3 ふしくれた手︑とがった足︑うすきみのわ

うすきみ

﹇薄雲﹈︵名︶1

るいかたち︑

うすぐも

うた一うた

184

とうた・わらいのうた
おてて

つないで︑

のみちを

いけば︑

た・たうえうた・にじのうた・めいめいのうた．や
一216圃

﹁おててつないで﹂のうたをうたいま

︿略﹀︑うたをうたえば︑くつがなる︒

一221
した︒

﹁うたをうたえば﹂では︑くちにてを

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒

五891園
そのうしろに合唱隊がならんで︑うたをう

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

六186

うたううたは︑なぜうたいやすいかと考え

たっています︒

六594

十231

だるまさんのうたをつくって︑うたって

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし
少女たちは︑︿略﹀︑いなかの歌を歌ってき
﹁春の小川﹂の歌がひびいてくる︒

かせてくれました︒

十138

いと頼みました︒

十134

あげようか︒

六722囹

五か七になっているのです︒

一222 それから︑このうたのゆうぎを︑みんな ました︒
六597 うたううたは︑そのことばの声のかずが︑
がかってにかんがえておどりました︒
一235圃
あてて︑らっぱのようにしました︒

一367園たかい木にとまって︑うたをうたい
たいからです︒

せどの

三562圃 うたをわすれたカナリヤは︑うしろの
山にすてましょか︒
三565圏 うたをわすれた カナリヤは︑
こやぶにいけましょか︒

﹁︿略﹀︒﹂太郎かじゃと次郎かじゃは︑こ

んな歌を歌いながらにげだしました︒

三571圃 うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの 十749
むちでぶちましょか︒

歌を歌っている︒

三574圃 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの 十一144 小鳥たちはみんなめいめいの歌を歌う︒
十一146 一つの太陽の下で︑みんながめいめいの
ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑
あなたの歌には︑そのさびしい氣持が

しんしゅう

それが音樂や歌にあわせてしばいをす

でているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2110囹
十二4611囹
るわけだ︒

曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう
じょうずでしたが︑

十二703

で︒

十四436圃

日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

よくうたをおしえ 十四432圏 くちびるに歌をもて︑ほがらかな調子

いわのうた︒

こけのうた︑土の

三577圏 月夜の海にうかべれば︑わすれたう
たを思いだす︒
いわのうた︒

五45水をふくんだ草のうた︑
うた︑

五45 こけのうた︑土のうた︑
五46土のうた︑いわのうた︒
五46 いわのうた︒
てもらいました︒

五435国ぼくはねえさんから︑

五448圃 明かるい世界の空とんで︑平和のうたを

くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒

も︑くちびるに歌をもて︒
﹁︿略V︒﹂と︑うたのようにふしをつけて 十四445圃

うたおうよ︒

五865

しずけさの中から︑とつぜん︑まったく

思いがけなく︑きれいな歌が流れてきました︒

十四4512

持で︑この歌に聞きほれていました︒

十四467 マッケンナは︑しばらくしんみりした氣

かしれませんが︑

十四468 かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

たさを味わったことはありませんでした︒

十四469 このときぐらい︑しみじみと歌のありが

しい歌に送られて︑死んでいきたいものだと

十四483 どうせ助からないものなら︑こういう美

よいで行きました︒

十四485 かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお

した︒

頭から大波をかぶっても︑平町で歌を続

十四488 歌を歌っているのは︑その中のひとりで
十四4811

﹁心に太陽をもて︑くちびるに歌をも

このおじょうさんは︑この歌を知ってい

けていました︒

て︒﹂

十四494圃

十四495

しかし︑このおじょうさんくらい︑この

たかどうか知りません︒

十四498

このおじょうさんこそ︑ほんとうにこの

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒
十四4910

おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

歌を歌った人というべきです︒

その歌を歌っていたおじょうさんも︑

ナがおよいで行ったように︑

十四4912

十四504

おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん

︿略﹀︑みんなすくいあげられました︒

十四507

あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳

の名まえがわかりません︒

十四509

にひびいてくるように感じられる
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うたい一うたう

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

うたい

イ︾

六594
ました︒
﹇歌﹈︵五︶51

おてて

す・おうたう
一216團

うたう

歌う

︽ーイ・ーウ・

のみちを

いけば︑

﹁おててつないで﹂のうたをうたいま
﹁うたをうたえば﹂では︑くちにてを

﹁みんないい

たいからです︒

﹁643

﹁みんないいこ﹂をうたいながら︑あ

うたいながら︑かえっていきました︒

うたいました︒

二575

しょうかをうたっている声が︑オル

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五891囹

それでな︑さどが島をうたうときには︑

いつでもおじぎをするのだよ︒

五905囹

うたいました︒

五鵬6旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて

六186 そのうしろに合唱隊がならんで︑うたをう

おおいにうたい︑おおいにひいて︑この

たっています︒

夏の日を多しもうではないか︒

六201囹

六256園 われわれは︑おおいにうたおう︒

六257囹 うたおう︑うたおう︒

六257囹 うたおう︑うたおう︒
ました︒

六597

うたううたは︑そのことばの声のかずが︑

めでた︑めでたとさかなたち︑みんな

だるまさんのうたをつくって︑うたって

五か七になっているのです︒

六722園

あげようか︒

六986蓄蔵

ならったばかりの唱歌を︑大きな声で

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたいながらいいました︒

でまうやら︑うたうやら︒
六瑠6

七74園

と︑

﹁いっぴつけいじょう﹂と歌ったり︑﹁ツ

歌っていく子ども︑

やがて死ぬけしきばみえずせみの声

いと頼みました︒

十134 それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

をしたりして遊んでいました︒

八273むすめたちが︑弔しげに歌ったり︑花つみ

むかしの人がうたっていますが︑

八252

ンツンつっころばし﹂とさえずつたり1

世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑ 八85
三ばんめに︑すじむかいのみきこさんが︑

ですから︑花ばたけで︑よくいっしょに
明かるい世界の空とんで︑平和のうたを
うたおうよ︒

五448圃

うたいました︒

五437国

しょうかをうたいました︒

四8410

エスさまおよろこび︒

四817囲

声でうたいながらあるきました︒

三404きょうならったばかりのしょうかを︑大

ガンにまじってきこえてきます︒

三382園

るいていきました︒

二379園

こ﹂を︑おおきなこえで

一367園たかい木にとまって︑うたをうたい 六594 うたううたは︑なぜうたいやすいかと考え

あてて︑らっぱのようにしました︒

一235圃

した︒

一221

︿略﹀︑うたをうたえば︑くっがなる︒

つないで︑

ーエ・ーオ・ーッ・ーワ︾■うたをうたうきりぎり

うた・う

うたううたは︑なぜうたいやすいかと考え

十四864 ごくささいな感情をひろいあげて︑一首 うたいやす・い ﹇歌易﹈︵形︶1 うたいやすい ︽一

十五47図圃空にとなえしわが歌は︑あわれい
ずこに落ちにけん︒
あらわれぬ︒

十五56図圃歌のもと末ふたたびも︑友の心に
﹁キャッキャッ﹂とさわいだり︑歌を

歌ったり︑ぶつかったり︑

十五826

十五975園 あれは︑歌を歌ったり︑おどりをお

十五858園 歌を歌っている︒
どつたり︑わらったりするけれど︑

十五棚12園 わらったり︑歌を歌ったり︑

十五椥5 在校生たちがみんなで︑私たちのために
送別の歌を歌ってくれた︒

十五伽6 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を
﹇謡﹈︵名︶2

かわいがっておけばよかったなと思った︒
うたい

うたいを︑きいたことがあるでしょう︒

十629 おじいさんやおとうさんがおうたいになる

舞を舞ったり︑

﹇回方﹈︵名︶1

歌いかた

十631 能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい
うたいかた

ちっともちがわないような歌いかたです︒

十四465 來客を前にして︑客間で歌っているのと︑

うたいだ・す﹇歌出﹈︵五︶3歌いだす︽ーシ・一
ス︾

八881 太陽がてりはじめ︑ひばりが歌いだしたと
き︑

十743きゅうに︑にっこりわらい顔になって︑次
郎かじゃといっしょに歌いだしました︒

十一347圃 きのうの畑は水田となって︑晩にはか
えるが歌いだす︒

うたえる一うち
186

十138 少女たちは︑︿略﹀︑いなかの歌を歌ってき
かせてくれました︒

十203 ﹁にじの歌﹂を歌う子どもの声︒
又略﹀︒﹂太郎かじゃと次郎かじゃは︑こ

十235 ﹁こくご＝の文を大きな声で歌う︒
十749
んな歌を歌いながらにげだしました︒

十一144 小鳥たちはみんなめいめいの歌を歌う︒
十一146 一つの太陽の下で︑みんながめいめいの
歌を歌っている︒

十三64 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と歌う︒

ここに帰って來て︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 歌 う だ ろ う ︒
十三328

十五㎜5
︽ーエ︾

在校生たちがみんなで︑私たちのために
うたえる

どうして︑ふだんの話がうたえないのかと

﹇歌﹈︵下一︶1

送別の歌を歌ってくれた︒
うた・える

六595
考えました︒

うたがい

だから︑それは︑私たち花のものだと

もう︑うたがいははれたことと思う︒

﹇疑﹈︵名︶3

七858園

うたがい

十四531囹
いうことはうたがいありません︒

よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

いろいろのこまかいことが目につき︑さまざまの

十四626

うたがいがおこってくるはずです︒

歌声

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた

﹇歌声﹈︵名︶1

こちと︑こよい忘しいぼんおどり︒

十一367圃夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

うたこえ

がつたのも︑むりはない︒

七856囹

十四463 來客を前にして︑客間で歌っているのと︑ うたが・う ﹇疑﹈︵五︶1 うたがう ︽ーッ︾
ちっともちがわないような歌いかたです︒

十四472 歌っている人は︑どういう人かわかりま
せんが︑

十四488 歌を歌っているのは︑その中のひとりで
した︒

この夏の日を樂しもうではないか︒﹂
﹇内﹈︵名︶燭

うち与おうち・おうちにいる

ニー17

P

わけているうちに︑そのわけかたが︑

おばさんの

うちから︑大きなりんごを

いろいろにかわっていきました︒

こんなことをかんがえているうちに︑

えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥

うちの人のかいたてがみやはがきを︑

おじいさんのうちはだんだんかねもち

まい子をうちまでおくりとどけてくれ

あちこちまわっているうちに︑ぴょ

うちへ

いって︑

いもほりの

ぼくのうちをかいたのです︒

おばさんの

てつだいをすることかな︒

四293

四229團

いと中にはいりました︒

四221国

ます︒

四83

になりました︒

三撹6

ここにいれます︒

三917

︿略﹀︑大きな木になりました︒

三225 なん年かたつうちに︑このくすのきは︑

の名も︑だんだんふえてきました︒

三201

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

二564

ました︒

二324園そのうちのひとりが︑﹃︿略﹀︒﹄といい

みっついただきました︒

一一

うちのなかではなした︒

四585園

きました︒

四381園

わたくしが︑きのう︑となりのうちに

ねているうちに︑いいこと考えたん

わたくしは︑だまってうちへかえって

おつかいにいきました︒

四369園

四311團 わたくしは︑うちのにわにさいてい
るコスモスの花をあげようと思います︒

くることかな︒

ちいさな川が︑うちのまえをさらさら 四296 となりの うちから︑ うさぎをもらって
一412

ぴょんちゃん︑まきげちゃん︑みんなわ
それから︑そろってしろちゃんのうちへ
しろちゃんのうちは︑︿略﹀おはなばたけ
のなかにありました︒

一593

いきました︒

﹇591

たくしのうちにいたきょうだいです︒

一573

とながれています︒

一378

こうふくども・そのうち・みるみるうちに

うち

齢號粧嚇鯵っ﹁そのとおり︑そのとおり︒﹂

六203

十四4911 このおじょうさんこそ︑ほんとうにこのうたをうたうきりぎりす ︹話手︺1 勘吠酸肪戯う
歌を歌った人というべきです︒

十四504 歌を歌っていたおじょうさんも︑そのほ
かの婦人たちも︑みんなすくいあげられました︒

十四507 おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん
の名まえがわかりません︒
り︑ねむりこけたりしています︒

十五826 歌を歌ったり︑ぶつかったり︑よろけた
十五858園 歌を歌っている︒

十五975囹 あれは︑歌を歌ったり︑おどりをお
﹁︿略V︒﹂と歌い︑子どもたちをとりま

どつたり︑わらったりするけれど︑
十五994

わらったり︑歌を歌ったり︑

いて︑陽氣なおどりをします︒
十五棚12囹

P3
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うち一うち

だ︒

ちのまつの木におりてきました︒

六229囹

さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

うちへ帰るところなんです︒

八49

二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ
うちへ帰って︑そのたこをみて︑作りかた
でも︑のりがかわかないうちにあまりい

そのうち︑たねをとるために︑一本だけ
おばさんのうちへは︑もう二どもいった

になったかといえば︑

ものです︒

八77 朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい

八94 私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

きな︑安心なところはないというように

ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

八101 うちの中にいるかぎり︑こわいもの知らず
で︑

のに︑うちのむすめは︑︿略﹀感心なことだ︒

八2810園

八409 庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと

ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその話

﹃びんぼう﹄はうちじゃたくさんだ︒

﹃びんぼう﹄はうちじゃおことわりだ︒

光ったこがねになっていきました︒
八516園

八528園

八577

うちのおばあさんにきいてごらん︒

あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

をしたら︑

八863

八818園

くだき︑うちへっれて帰った︒

ちに︑大きな庭の中にきていた︒

九439團

ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね

うちのかきはしぶがきですから︑

ずつほりおこすことにしました︒

九425團

が︑じゅうぶんだべることができます︒

高いところをメデシンボールのように送ら 九3311国 三びきもとってくると︑うちの家族七人
方々のうちで︑ふとんほしてある︒

とちゅうでひと休みしているうちに︑つ

いちろうのうちにきました︒

やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

りをいれたますを持って立っていました︒

九751 いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒

九536囹

7ひきの労うさぎのうち︑5ひきはねずみ九515園 西なら︑ぼくのうちの方だ︒
ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ
どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう

という︑うちじゅうの人里者がいました︒

八42

色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒

七966

り遠くへいかないうちに︒

七8510囹早くいってらくだをさがしなさい︒あま 九472 おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑

い︑ねむってしまいました︒

七804園

七671

れていくうちに︑にこにご顔になり︑

七3911

しゃい︒

七384囹さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ 八885 どうしてこんなになったのかわからないう

ことがあるのですもの︒

七358園

のこしておきましたら︑

七206園

うえたんです︒

七205園私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本

じると︑すぐはがれますよ︒

六伽6園

を考えてみました︒

六柵2

んしているうちに︑はっきりした︒

六皿6

におねがいします︒

六426圓

考えているうちに︑

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん 六64 あれはなんの役にたつのだろう︑︿略﹀と
が︑おもしろい紙しばいをしました︒

四914 ひとはきはいて︑うちにあがっておい
でになると︑ひたいからゆげがたつ︒

四956 風にふかれてとんでいるうちに︑いっ
しょになったりわかれたり︑
四㎜10囹 早くうちへおかえり︒
くださいまして︑ありがとうございました︒

四柵6囹 このあいだは︑うちのかめをおたすけ

四価3囹 でも︑うちのことも氣にかかります
ので︑かえらせていただきます︒
よう︒

四伽7園もってかえって︑うちのたからにし
四㎜1園もってかえって︑うちのたからにし
ようと思います︒

五431團 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る

五407團 ぼくのうちには︑うしが十三とういます︒
ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒
五436團 ぼくのうちは花屋です︒

五669 おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん
に︑このふしぎな話をしました︒

五675園 うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて
しまっているんだもの︒

五695園うちのおばあさんは︑家がほしいという
のです︒

五764園 うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ
といっています︒

五786 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち
のにわから︑持ってきてくれたのでした︒
五972 そういっているうちに︑秋になりました︒

五塒1 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう

うち一うち
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つかみあいをはじめるんだもの︒

九917園 いっしょに歩いているうちに︑きゅうに
九皿3園 ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに
そのボタンをつけてもらわない︒
ちに︑心持が︑しだいにかわってきました︒

九幽4 これらのことを一つ一つ思いだしているう

うちではバターもつくったし︑こむぎこ

できました︒

十一478
で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒
たろう
いくどもくり返しているうちに︑太郎は︑

十一586

医者が︑まだとなりのベッドをはなれな

︿略﹀すらすらといえるようになった︒

十一7311

ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑

いうちに︑少年は立ちあがりました︒

十一859囹

十86 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お
とうさんには︑子どものお友だちができました︒

わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ
名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい

毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ
十二234

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです︒

十二843

古新聞を二まいとも八つに切って︑その
それは︑おにが一夜のうちに百だんの石
芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく

話をしているうちに︑パラパラと音がし
かたずをのんで試合をみているうちに︑

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

十一一734

みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

十一一ハー

だんをきずきあげることで︑

十二5710

うち一まいだけを正方形にする︒

十二499

足と歩けるようになりました︒

しらえて持たせているうちに︑民ちゃんは三足四

十二294

じょうずになっていくようです︒

十ニー812園

うちに︑だんだんおもしろくなったのです︒

十四ー87囹︺これが鳴るんだなと思ってやっている

くうちに︑ひととおりできあがった︒

十戒ー611

のぼってきました︒

五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜんと口に

十﹇9210

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十一875園

るように︑できないものでしょうか︒

十312 ぼくがいるために︑うちの中が明かるくな
十343 そのために︑いまのうちに︑早く織機を進
歩させておかなければならない︑
るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒

十4111 あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい

いひもでいわえて数えました︒

十586 うちに帰って︑十まいずつたぼにして︑赤

した︒

十611 うちのお庭に︑たけのこが一本はえてきま

るにちがいない︒

十6911園 ぐずぐずしているうちに︑どっきにあた
十716 うまい︑うまいとなめているうちに︑つぼ
母親は︑︿略﹀︑その晩のうちにいって︑

が︑からっぽになってしまいました︒
十一241！

子どもをつれてきました︒
からおきて︑遠い山へいって︑

十一254 金次郎は︑とりが鳴くと︑まだ暗いうち
十一279 金次郎のうちでは︑その十二文さえもあ
りませんでした︒

した︒

十一2712 金次郎のうちは︑こんなにもびんぼうで

十︻299 植えるところをふやしていったりするう
ちに︑三年めには︑二十びょうの米をとることが

三郎のうちの一室

眞ちゃんが︑帰って來たんですか⁝⁝

ところ

早くも︑第一回は七一五で清水選手が勝ち︑

十三373
十三392園
十三409園

それに︑うちはやけなかったから︑本

きょう︑うちに來たんだって⁝⁝

いつ⁝⁝え︑うちに來たんですか⁝⁝
十三417園

美術の中心のフロレンスで︑研究して

だってたくさんある︒

いるうちに︑たいそう上達したのさ︒

十三5612囹

それが長い間つかっているうちに︑

十四178團が︑近いうちにまたはじめましょう︒

十四228囹

先生のお話を聞いているうちに︑

すっかりなれてしまって︑日本語になった
十四243

十四277園長いあいだつかっているうちに︑もと

乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

もとからの日本語のように思われてきたのだ︒
十四452

ほかの人々に傳えるうちに︑あのような︑

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒
十四808

じっと見つめているうちに︑一つの明か

短くて調子のいい︑氣のきいたものになった

十四992

そんなことのないうちに︑どこでもいい

アルプスの山々のうち︑もっとも高い山

るい星が落ちるのを見た︒

十五192
の一つに︑

十五268

鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさな

から︑安全な場所へおりなければならないと︑
十五2811

漢字をつかっているうちに︑その漢字か

いうちに︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

ら︑日本語を表わすのに便利なかたかなや︑ひら

十五393

がなを作りだすようになった︒

私が一言も発しないうちに先手をうって︑

十五5911園 さあ︑うちへ行こう︒

十五549
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十五645 十メートルとは行かないうちに︑私は︑

道のまん中で︑無言でつつ立ったまま動かなく
なった︒

十五棚8園ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの︒
十五棚10園 この人のうちに﹃幸福﹄がいるかって
さ︒

十五悩3園 それから︑ぼくは︑まだなかまのうち
でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五柵4園 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに
にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五佃9囹 うちにいると︑それが見えないが︑
しごとをしないの ︒

十五佃9囹 ここでは︑うちにいるときのように︑

十五鵬4園でも︑うちにいるときよりか︑ずっと
お話がうまいな︒

十五構5園 うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ
て︑ひまがないのだよ︒

十五柑9囹 ぼく︑うちへ帰りたくないや︒

十五梱6 読んでいるうちに先生がたに対する感謝
の念があふれてきた︒

︵下一︶

2

うちあける ︽一

︽ーイ︾

うちかた

うちかた

ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ

﹇打方﹈︵名︶2

九129

同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに

て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

十三304
うちかた

うちかつ

︽ーツ︾

日本政府から頼まれて︑鉄ぼうのうちか

﹇撃方﹈︵名︶1

よって︑調子がちがう︒
うちかた

十五459
﹇打勝﹈︵五︶1

たを教えるためにやって來たのも︑
うちか・つ

内がわ

︽ーイ︾

︽ーム︾

うちじゅう

茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり

うちじゅうの人事者がいました︒

八115

して︑いそいでピオをひろいあげました︒

十3011

そうして︑うちじゅうの人たちに︑めいわ

1

うち建てる ︽一

もう然とたちなおって︑電光のような

n打出﹈︵五︶1 うちだす ︽ーシ︾

くをかけないようにしたいと考えます︒
うちだ・す

十一一8411

﹇打立﹈ ︵下一︶

ボールをうちだしました︒

テ︾

うちた・てる

羨望を生き返らせ︑ついに︑今日のよう

な平和國家をうち建てました︒

十三264

ケ︾

たべのこしのめしつぶまけばうちつど

﹇打集﹈︵四︶1 うちつどう ︽ーウ︾

テーブルにうちつけて︑なんの苦もなく立てて

十二510

九柵4図圃

︽ース︾

うちつど・う

うすずめの子らと日なたぼこする

たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち

うちなら・す ﹇打鳴﹈︵五︶1 うち鳴らす

鳴らすのであるが︑

九127

一

うちのほおじろ

うちのほおじろ⁝⁝⁝四

うちのほおじろ

一

︹課名︺2

八22

うちのほおじろ

八41

﹇内村鑑三﹈︹人名︺1

内村鑑三

うちむらかんぞう

相手を一きょにうちのめすぜっこうの

うちのめ・す ﹇打﹈︵五︶1 うちのめす ︽ース︾

十二858

チャンスです︒

うちゅう5だいうちゆ

空氣または日光のごとく平ぼんなれよ︒

うちむらかんぞう

うちむらかんぞう

十五819

﹇宇宙﹈︵名︶7

Il内村鑑三

きそく正しく運行しているということです︒

八363 しかも︑この大きなうちゅうは︑だいたい

う

いちばん小さな三つになる妹もつれて︑ うちゅう
はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒

九428團
九482

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

コロンブスは︑コツンとたまごのはしを

苦しいときにうちかっことのできる國民 うちつ・ける ﹇打付﹈ ︵下一︶ 1 うちつける ︽一
うちがわ

ドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

﹇内側﹈︵名︶2

だけが︑︿略﹀︑さかえるのであります︒

十三188

八112

うちがわ

うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑かた足
このぎんが系というのは︑︿略﹀天の川

でふんでしまったのです︒

十四338

うちくだく

うちこむ

ここからでるのは︑このとおりうちくだ

﹇打砕﹈︵五︶1

の内がわにあるたくさんの星のむれなのです︒
うちくだ・く

九855園

﹇打込﹈︵五︶1

いて作った物で︑
うちこ・む

もとのほうを上にして︑上からはものを
﹇内中﹈︵名︶5

うちこむと︑まっすぐに割れて︑

十四794
うちじゅう

﹇打明﹈

うち ﹇撃U5とりうち・ねらいうち
うちあ・ける

十一619 また父にきびしくただされて︑太郎は︑

ケ︾

うちおおう

うちがい

十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオという︑

八43

﹇打覆 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

やっときょうのことを︑ありのままにうちあけた︒
十五5110

うちおお・う

十一342圏麦のとりいれことなくすめば︑はい色
﹇打甲斐﹈︵名︶1

雲が希うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒
うちがい

もあるよ︒

六194園 こんなによくあうと︑たいこのうちがい

うちゅうぜんたい一うつくしい
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十四343 こうなってくると︑うちゅうというもの
は︑どこまで廣いのか︑想像がつきません︒

十四345 うちゅうは︑けっしてはてしのないもの
ではありません︒

は︑およそ二十億光年ということです︒

十四346 博士の計算では︑うちゅうのさしわたし

もごく小さなものです︒

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ︾

三361園

かなづちで︑くぎをうっている人も

いそぐときには︑でんぽうをうってく

あります︒

四61
れます︒

のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

五9111園

す︒

天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む
夜になって天の川をみると︑なんともいえ
王子は手をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つ

おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ

まえより強く空氣をうち︑とぶことができ
観察すればするほど︑自然のおもしろさも
休みもなく︑はてしもなく︑ゆるやかに
雨にうたれながら︑電車のくるのを待つ
とヒつ
雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

ルイ・フィリップの名は︑すこしちがっ

十五531一
十五549

﹁︿略﹀︒﹂と︑私が一言も発しないうち

たせているしらがの老しん士のすがたであった︒

タイピストになにごとかをいいながらう

た特別なひびきをもって︑私たちの心をうつので

十四45

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

十一一5611

ていた︒

十一518

うつ波の声は︑

十一132

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十289

た︒

八884

るの子をうった︒

八8610

かっかと小屋の中へはいっていきました︒

八484

ない大きなふかい感じにうたれます︒

八362

すめのむこにもらいました︒

八313

の﹁手﹂も︑これと同じつかいかたです︒

うつ

︽ータ︾

ふかい思い出にうたれている私の目の前

に先手をうって︑

で︑

十五734

う・つ ﹇撃﹈︵五︶−

いました︒

四548 かっちゃんは︑はねのっけねをうたれて

あきがきて月がうつくしくなると︑

それは

かぐやひめの

それは

三㎜4

きゅうにあたりが美しくなると︑私は︑

美しいぶどうに︑かがやくりんご︑質し

美しい空の色︒

駅の名も美しくよまれた︒

朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい

きの木の根もとにうめてやりました︒

八126 庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば

ものです︒

八77

七4610

美しい羽ですこと︒

七319園白いえのぐにみどりをとかしたような︑

六438

いわれらきりぎりすの生活

六212園

美しい鳥になりました︒

五961 あたまからせなかにかけて︑き色がかった

なんだか︑ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五402團

がうつくしい︒

四丁5囲右に左にひらひらと︑ゆれるたもと

うつくしくかがやきました︒

すがたは︑

三価7

三研7園 ひょうばんよりもずっとうつくしい︒

ひと目でもあいたいものだ︒

三鵬6園光るようにうつくしいかぐやひめに︑

おやねがうつくしい︒

三94呈すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の

︽ーイ・ーク︾

十四3410 この廣大なうちゅうにくらべては︑太陽 七119 ﹁手をうつ﹂の﹁手﹂も︑﹁手をあわせる﹂ うつくし・い ﹇美﹈ ︵形︶ m うつくしい 美しい
十四355 小さな人間が︑引力の法則を発見したり︑
うちゅうの大きさを計算したり
けないくらい廣大で︑

十四357 人間の力というものは︑うちゅうにも負
うちゅうぜんたい ﹇宇宙全体﹈︵名︶1 うちゅう全
体

うちよせる

ながめわたす大きな目をもってください︒
﹇打寄 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

︽ーセ

十四375 人類全体を︑そうして︑うちゅう全体を
うちよ・せる
ル︾

の音をきいているようであった︒

九118 大だいこの音は︑ほんとうにうちよせる波
十2311 長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑
島︒

きな池となっていた︒
﹇団扇﹈︵名︶1

うちわ

十一一614 みわたすかぎりさざなみがうちよせる大
うちわ

うつ

二361園 ぞうは︑大きなうちわににているよ︒
﹇打﹈︵五︶19

5なみうちぎわ・なみうつ・もんどりうつ

う・つ

︻84圏 むすんで︑ひらいて︑てをうって︑む
すんで︑

またひらいて︑てをうって︑そのて

をうえに︒

﹁87圏
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おみとれになりました︒

八287 そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり

美しい庭をもつことができる︒

八406園 さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん
八563 朝早くはまにでてみると︑﹇日のとどくかぎ
り︑美しい砂地がみわたされた︒
しきが目のまえにひらけてくる︒

八582 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ
八691園 あれは美しくはありませんが︑たちはほ
んとうにいいんです︒

八698園 大きくなれば美しくもなるでしょう︒
あった︒

︑
ノ3
80
1ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで
八848 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは
くちょうをわすれることはできなかった︒
八882 美しい春であった︒

八889 ところが︑木のしげみから︑二三ばの美し
いはくちょうがあらわれてきた︒

しいといわれる身のうえになったのである︒

八935 いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九67 音をうまくあわせると︑とけあった美しい
九328国 はるか下の方に美しい湖がみえます︒

九331青山のすがたが︑︿略﹀︑がくにいれた油絵
のように美しくかがやいてみえます︒
九362團 ここからは美しいかこうがんがとれます︒

九皿5

そこは美しいこがね色の草地で︑

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

先生のからだは︑美しくちゅうをとんでい

九5411

く︒

九冊4

いまも︑美しいものはどこにでもある︒

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

十45

美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒

じつに美しい︒

十57

ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと

十410

十59

る心を︑われわれは失っている︒

その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

もちつづけたいものである︒

十62

美しい眞珠︑︿略﹀︑これを︑人工で作り

だすことはできないものだろうか︒

十3710園

能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい
人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑

舞を舞ったり︑

十632
十一162

︿略V︑それはおかあさまの愛です︒

そこには一本のざくろの木があって︑夏
じゅう美しい花をつけていたが︑

十ニー36

このごろは︑きわだって美しいつやつや
したしゅの色がさしてきた︒

十ニー41

いぶん美しくみえるが︑

十ニー69しかし︑パレットの上でみたときは︑ず
もっともっと美しくなりたいと思って
いるのですが

十二ー79園

このごろでは︑いつも美しい実をなら
どうしてこのざくろはこんなに美しい
んだろうって︒

十二209囹

せることができるようになりました︒

十二202園

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

九408團はるか向こうの山のはしから︑美しい湖 十八ー97囹 あなただってその実をそんなに美しく
が半分ばかり顔をみせていました︒

九419團 この村へきたころは︑湖には美しい白さ
ぎがたくさんまいおりていましたが︑

たくさんいます︒

九423国そのほか︑名のわからない美しい小鳥が

あれがあれば︑どんなかげのところで

も︑美しい色にできますがねえ︒

十二2012園

人間には︑︿略﹀︑心にあることを︑な

牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて

をたくさんつけるようになりたいものです︒

十二215園大きな木になって︑美しいりっぱな実
十二469園
ある︒

喜びや︑悲しみや︑再説や︑歴史やを

にか美しいものであらわそうとする氣持がある︒

十二473園

十二476囹

きのう植えたなん千アールのあの美しい

美しく舞台にあらわそうとする望みもあるのだ︒
田さえなく︑

十一一613

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十一一6210 水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

十二775

テニスコートには日本とメキシコの國旗

十一一647 花は美しく︑実はうまい︒

が美しくひるがえって︑

まから千三百年ばかりまえに作られたものであり

十二撹6 この美しい︑りっぱなほとけさまは︑い
ます︒

うおうという鳥の美しいすがたがあらわれている

十二脳9 左右にのびたろうかのかっこうにも︑ほ

が正しい︑美しい國となることができましょう︒

十二価9 歩調がそろったときに︑はじめて︑日本

美しいおとぎばなしを︑世界の子どもた

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星

それだけに︑空が美しい︒

ちにおくった︑アンデルセンの

十三176
十三339
十三3310

絵も字もわからないころから︑ただ美し

星の夜であれば︑またさらに美しい︒

の夜であれば︑またさらに美しい︒

十三3310

いかざりのような氣持で︑れんをながめている︒

十三3412

うつくしいもの一うつくしさ
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十三534 わかい︑美しいおかあさんが︑まるまる
とふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑
美しいのにおどろかされました︒

十三562 生き生きとして︑その着物やはだの色の
ミケランジェロとラファエルは︑︿略﹀︑

美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒

十三572圏割

かにもおかあさんらしいと思うのです︒

十三578園 そのマリアは︑たいへん美しくて︑い

美しい音樂がひびく︒

十四412園 この美しい朝をむかえよう︒
十四4111

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒

十四482 こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ

しい歌に送られて︑死んでいきたいものだと

十四483 どうせ助からないものなら︑こういう美
十四503 やはり︑その美しい声を手がかりにして︒

十四509 あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳
にひびいてくるように感じられる
十四522 花は︑美しいわかい女でした︒
いたって︑

十四5910園花さん︑あなたが︑どんなに美しくさ
十四844 その美しい雪が数かぎりなく︑天上から
地上へ降ってくることなどを写している︒

十四934 美しく火のともった家々の前を︑そろそ
ろとかなしげに通って行きながら︑

まつ白な山までも︑朝日の中のこの勇ましい少年
十五437園

この焼物をやめれば︑日本から美しい

美しい赤色だな︒

をほめたたえているようでした︒
十五503囹

プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ

ものが一つ消えてしまうことになります︒
十五501一

私は︑︿略﹀︑ひとり父につれられて︑景

きつけられていろいろな嶢物を集めた︒
十五6610

私は︑あの美しいあなたがたのお國を親

色の美しい京都に移った︒
十五795

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

しくおたずねして︑

十五853園

舞台は清らかな︑ごうごうしい︑ばら色

この廣間のなにものをもおさえている︒

十五945

の美しい光に照らされます︒

一

美しいもの

﹃美しいものを見る喜び﹄でございま
︹芸名︺2

美しいもの

美しいもの⁝⁝⁝四

美しいもの
一 を
見る喜び
躾二足軸びの﹁あなた︑私をこぞんじですか︒

そのうつくしさはたとえようもなく︑

﹇美﹈︵名︶16 うつくしさ 美しさ

十五佃2

三麗9

うつくしさ

うらしまは︑あたりのうつくしさにおど

家のすみずみまで光りかがやくほどなので︑

四佃2

ろいています︒

八855 どうして︑あの鳥のもっているような美し

その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の

さをもったらなどと望むことができよう︒
九2410

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

十42 青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の

朝明けの空︑夕やけの空の美しさ︑

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

十43

十44月の夜︑星の夜の美しさ︒

観察すればするほど︑自然の︿略﹀美しさ

便利とか不便だけで物事を考えないと

三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

夜空に︑なんきんだまのような星がばら

その文字の意味がわかってくると︑いっ

そうその美しさが胸にきざまれる︒

十三353

まかれて︑一つ一つがかがやく美しさは︑

十三3312

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

十二皿1

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二川1 黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

るのだ︒

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4710囹

のとちがって︑

十648 そうして︑能が︑美しさを現わそうとする

におどろくにちがいありません︒

十2810

うかべるようにいいました︒

十五984園子どもの幸福というものは︑地の上で 十161 ﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思い
せの高い︑美しい︑天使のようなすがた

も︑天の上でも︑いちばん美しいものに見える

十五価6

ぼくたちのなかまから︑いちばん美し

をした者が︑︿略﹀︑そろそろとやって來ます︒

十五伽9園

﹃美しいものを見る喜び﹄がいます︒

いものがいなくなってしまうわけですからね︒

十五柳10園

十五麗11園おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑
いつだつて︑いちばん美しいおかあさ

いちばん美しい喜びなんですよ︒

十41

十22

うつくしいもの

す︒

十五佃3園

んなのだからね︒

十四9511 そのろの中には︑美しい火がもえあがり︑ 十五緬9囹

十四981 いかにも大きな木で︑それが美しくかざ
られていた︒

りっぱで︑美しく︑そうして︑しんせつに見えた

十四棚2 おばあさんが︑こんなにせいが高く︑
ことは︑いままでなかったことであった︒

十五338 目の前の美しい︑大きなユングフラウの うつくしいものをみるよろこび ﹇美物見喜﹈ ︹話手︺

十五193 ユングフラウという美しい山があります︒
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うつし一うつる

十四3510

写しだす

︽ーサ・一

なんという美しさでしょう︒

﹇映出 ﹈ ︵ 五 ︶ 4

うつし δいきうつし・おおうつし

ス︾

うつしだ・す

写す

︽ーサ・ーシ・

写す

︽iシ︾

さあ︑その白いかべに︑プリズムでわけ

﹇映﹈︵五︶1

なった︒

うつ・す

十206囹
た光を写してみますよ︒

兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ
ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑

父は︑同志社を守り育てるために︑北海

︵下一︶

1

うったえる

︽！エ

﹁つくえの上をごらん︒﹂おばさんのこ
﹇訴﹈

小さな声でうったえる私のくりごとを耳
うっちゃ・る

あれにうっちゃられると︑ぼくたちは︑

﹇打遣﹈︵五︶1うっちゃる︽ーラ︾
︿略﹀︑みじめなものになってしまうのです︒

十五鵬7園

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだしたQ

十五629

ル︾

うった・える

とばに目をうつすと︑

十五696

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五669

うつしてやりましょうね︒

七331園

しを︑新しい葉にうつす︒

七2410

七553 文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり うつ・す﹇移﹈︵五︶4うつす移す︽ーシ・ース︾
写しだすことができるとはかぎりません︒

七687 心に思ったことを︑はっきりと写しだすと
いうことにほかなりません︒

うつす

﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色

ざまな情景を写しだすこともできる

九105 たいこのたたきかたによって︑︿略﹀︑さま
十207

﹇ 写 ﹈ ︵ 五 ︶10

の光が写しだされる︒

ース︾

うつ・す

おっしゃいました ︒

五831 そのお友だちが︑記念に写眞を写したいと

そこをパチリと写されました︒

五835園 いいですか︑写しますよ︒
五8310

りました︒

十二価2 これで︑日本の面影を写した写記帳が終

のではなく︑

うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん
﹇傭﹈︵五︶2

うつむく

︽ーイ︾

ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう
医者は︑病人の上にしばらくのあいだう
つむいていましたが︑

十一902

としました︒

六136

うつむ・く

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六㎜10

十四8310 ﹁雪﹂というのは︑雪の景色を写したも うつぶ・す ﹇傭﹈︵五︶1 うつぶす ︽ーシ︾

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四845 その美しい雪が数かぎりなく︑天上から

を絵にうつすことも行われた︒

十五355 これらの表わしかたとともに︑事物の形
十五365 漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事
物の形をうつしたものから発達したものであるが︑
であるが︑

﹇移去﹈︵五︶1

うつりさる

︽ール︾

くもは︑うつらうづらとねむくなってきま
うつりさ・る

した︒

九川3

十五372 木は︑もともと形をうつしてできたもの うつらうづら ︵副︶1 うつらうつら
十五401 このかなのおかげで︑日本のことばを︑
たやすくしかも自由にうつすことができるように

三雲へ下上へ夕やけうつりさる

﹇映﹈ ︵四五︶ 11うつる︽ーッ・ーリ・一

九292圏
うつ・る
ル︾

バケツの中に月がうつっている︒

三353園白いくもが水にうつっています︒
四17一

六899囹りっぱなかたが︑水にうつっているわ︒
る︒

七576 おかあさんの鏡︑庭のはっぱがうつってい

がたのうつっているのをみた︒

八908 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす

秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3211国

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144 フランスのいなかによくみかける︑赤いか

十五117團

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

ガラス戸の外のつくよをながむれど

リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図圃

十五126図圏

うつる

移る ︽ーッ・一

照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

ランプの影のうつりて見えず

﹇移﹈︵四五︶6

根にうつりし影なくなりぬ

十五135図魍
うつ・る

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

ル︾←のりうつる

秋子は︑おと年︑この学校にうつってき

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九柵7図圏
十二953

しかし︑よいといった方角へ移って困っ

たときのことを思いだす︒

た人もあれば︑

十三107

このエジプト文字がフェニキアに移って

フェニキア文字となり︑

十五413

うで一うま
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十五415 そのギリシア文字がローマに移って︑現
在のような形になった︒
十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

うで口▽りょううで

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五6611

﹇腕﹈︵名︶8

すると︑きしゃはもうついていました︒

一646わたくしは︑そこにあったこしかけに
うどんこ

ふたりとも︑足はうどんこです︒

﹇鑑鈍感﹈︵名︶1

もたれて︑うとうとしました︒
うどんこ

十五8711園

レ︾

うぬぼ・れる

﹇己惚﹈

︵下一︶ 1

うぬぼれる

うぬぼれてはいけないよ︒

﹇畝﹈︵名︶3 うね﹇▽ひとうね

八824囹

︽一

みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの
ふ じ
向こうに︑いつもぽっかりとういていたえぞ富士︒

十一468

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九429国大きなうねのはだが地われしているのを

やっと︑うねを十三本つくりました︒

九352團畑がようやくかいこんされて︑三日めに

うね

﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はあきれてうながし

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの

八311 けんぎゅうは︑やはりふえに心をうばわれ

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の うば・う ﹇奪﹈︵五︶1 うばう ︽ーワ︾

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

十五474

生長をうながす力をもっているが︑

十三238

ました︒

十一8410

八301 天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ うなが・す ﹇促﹈︵五︶4 うながす ︽ーシ・ース︾

うで

ようと考えて︑黒うしのしっぽのあたりを一つき
おつきになりました︒

十一168 わたしをまもるためには︑どんな困難と

十248 あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで︒
も職う︑そのうで︒

十一692 一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

うでさき

うなずく

つるも︑うなずいて︑﹁︿略﹀︒﹂

やまねこは︑なるほどというようにうなず

﹇頷﹈︵五︶3

ぎの頭のことであらそっていた︒
うなず・く

九688
いて︑

十四614

︽ーッ・ール︾

﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆっくり
うなる

うぶ

こういううぶな考えかたがもとになって︑

﹇初﹈︵形状︶1

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒
うぶ

︿略﹀天動説が行われていました︒

十三131

﹁うふふ︒﹂とわらいだしたので︑みん

うふふ︵感︶1うふふ

な︑いっぺんにわらってしまいました︒

五837囹

うま呂こうま

うしもうまもそうだ︒

﹇馬﹈︵名︶8
六779

うま

うまが︑水のにおいをかいでいる︒

たちのうまがついています︒

九736 そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか

七727

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七721 うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴー 七713 うまもうまかたも︑同じように︒

こまのようにまわる︒まわってうなる︒

﹇捻﹈︵五︶5

とうなずく︒

十五879
うな・る

三889
五7511

とうなっています︒

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ
また︑子どものようにうなっている者も

病人のふとんをなおしたり︑︿略V︑うな 十二繊3 はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑
鳥などをこしらえたものがあります︒
るたびごとにかがんでみたり︑

十一764

ありました︒

十一683

になって︑ビュウとうなる︒

九五2

︽iイ・ーク︾

ていました︒
十五621 只略﹀︒﹂と︑私をうながした︒
動かずにいる︑うでをつかみました︒
うばぐるま ﹇乳母車﹈︵名︶1 うば車
十一809 少年は︿略﹀︑いきなり病人のうでをつ うなぎ ﹇鰻﹈︵名︶1 うなぎ
八677 そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな 五526 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを
かんで︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました︒

十一825 少年は︑父親のうでの中にたおれました
が︑胸がせまって息もつけませんでした︒
ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十四梱6 おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

﹇腕先﹈︵名︶1

十五331 父親のうでにだかれた女の子は︑
うでさき

うでまえ

三513圃 のみよりつよいうでさきで︑かっちん
かっちん石を切る︒
﹇腕前﹈︵名︶1

八312 天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む

うでまえ

すめのむごにもらいました︒
うでわ

うとうとする

︽ーシ・一

おばあさんは︑︿略﹀︑金のうでわをはめ︑

﹇腕輪﹈︵名︶1

五715

うでわ

︵サ変︶2

赤いくつをはいていました︒
うとうと・する

一566 おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

スル︾
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十五92囲 こどもら手をつないだ中を日ぐれのう
まが通る

﹇甘﹈

く草をたべはじめました︒

水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八663

あのうまく足をつかうようすや︑あのし
ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑

音をうまくあわせると︑とけあった美しい
さあ︑文章はなかなかうまいようでした
あの字もなかなかうまいか︒

よQ

九579園

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九66

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒

八696囹

せいのいいのをみてもわかる︒

︵形︶53 うまい ︽1・ーイ・ーカッ・ 八669園

十五94間うまよ人間のかさから耳をだして
うま・い

ーク︾

三453囹きみたちはうまくだまされたな︒
三619園こりやあうまいかんがえだ︒
三667園そりゃあうまいかんがえだね︒
四225国そこを︑わたくしがうまくつかまえま
した︒

九582囹

うまいですね︒

五469
春になったばかりだから︑うまく鳴けない
九585圏

のだろう︒

六825園 そううまくつれるものではないよ︒

九枷7

なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが

ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒

日本じゅうを歩きまわって︑うまそうな水
ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ
九枷7園

今晩はうまいえさがかかるかな︒

れもないうまい水であった︒

皇霊4

たいへんうまかった︒

九悩6

や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九捌8

しだしたいものと思った︒

九悩6

もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど

九柵5

のばしたりちぢめたりすることができる︒

六五1 二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く
六麗3園 うまくみえるかしら︒﹂ぼくはこうひと
りごとをいいながら︑そとをのぞいてみた︒
心した︒

六価11 そうして︑にいさんのまねのうまいのに感
六柳6 弟ははながつまっているために︑あること
ばが︑うまく発音できなくなっている︒
らわせてみせるぞと思ったが︑

六柵8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ
六摺10 切りかたは︑いっかおかあさんに教えてい
ただきましたから︑うまくできました︒

あれが︑うまくひっかかるといいな︒

九備3囹

うまく貝の中に核がのこり︑眞珠質がまき

うまくおかあさんにあえたかしら︒

十405

それが︑くる年もくる年も︑うまくいかな

つけば︑成功するわけであったが︑

十397

うまいごちそうだ︒

どうしても手足がうまく動きません︒

九散2

九日4囹

いろにくふうして︑うまくはりつけました︒

九悩8囹

六佃8 まがっているのでめんどうでしたが︑いろ
六旧11園 かたくて︑うまくわれないだろう︒

六柵3 おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん
﹁︿略﹀︒﹂といって︑うまくにげました︒

たちは︑うまくにげました︒
六囲8

八3010 うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

かった︒

うなあまいにおいがして︑

十703 べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ

なみたいていのどくではないから︑か

えって︑うまそうにみえるのだよ︒

十708園

が︑からっぽになってしまいました︒

十716 うまい︑うまいとなめているうちに︑つぼ

うまい︑うまいとなめているうちに︑

おれに︑うまいくふうがある︒

十716
十721囹

どれもみなうまいことばだ︒

でも︑生きた人間のほうがうまくやれ

十一548

十一一478圏

るし︑それに便利でしょう︒

十一一648 花は美しく︑実はうまい︒

くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

がうまくいかないから︑また困る︒

十三583心血のあるのは︑その点はよいが︑すり
十三611園

あんなにうまいものをたくさんだべて︑

﹁空からのお手紙﹂とは︑うまくいった

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑

ものだ︒

十四858
十五832囹
十五848囹

うまそうだなあ︒

いかにもうまそうだなあ︒

うれしそうにしているふとった人たちは︑

十五849園

なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ

うじゃないですか︒

十五908園

お話がうまいな︒

うまかた

十五M4園でも︑うちにいるときよりか︑ずっと

﹇馬方﹈︵名︶1

七713 にわか雨は︑ぐっしょりとぬらした︒うま

うまかた

おばあさんは︑おじいさんをうま小屋のし

﹇馬小屋﹈︵名︶1 うま小屋

もうまかたも︑同じように︒
うまごや

五7111

うまさ一うまれる
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ごとにおいやりました︒
うまさ

四耀2園とおいとおい川の水で生まれたも
のです︒

四望1囹わたくしがこの世に生まれてくるま

﹇甘﹈︵名︶6

九章4 茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも

では︑なん百年も︑なん千年も︑人々は不自由

うまさ

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒

な思いをしました︒
五47

山から川のあかんぼが生まれる︒

九梱5 お茶そのもののうまさにもよるが︑
九梱5 たてる湯のうまさがだいいちである︒

小さいたにまに︑小さいながれ山から川の

あかんぼが生まれる︒

十三6010園 ぼくには︑そのうまさがよくわからな 五51
いけれど︒

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑

生まれかわる

︽

生まれたときからせわはしてきたが︑
生まれてはじめての大風だ︒

兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ
朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや
子うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ

十﹇185

ながわ

わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔から

か

二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川

生まれます︒
けん

十一191

生まれてはじめて︑くやむ心と悲しみと

そういうときに︑金次郎が生まれてきた

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒
のです︒

十︻203
十二388

私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

に胸をさされました︒

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

しい日を待つことを知りました︒

十二394
十二40一

便利とか不便だけで物事を考えないと

き︑大病にかかって︑

自分の生まれたところは︑なんともいえ

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4711囹
るのだ︒

十二552

どこで生まれたの︒

ない暖かい感じのするものである︒

うまれるときはまるくなって

十二795園
七95図

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ 十二麗2 三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

生まれがはくちょうのたまごであってみれ

れるが︑

そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ

子うさぎが生まれてから︑きようで20埋め 十三1012 日本には︑毎年︑約二百万人の人が生ま

命をきめたりしている︒

ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12攻め十三105 生まれた年によって︑その人の性質や運

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

七962

いました︒

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

七938

に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

七934

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335

六3310圏

五643囹

十三6012園 くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ 五638囹 生まれたときは︑ねてばかりいたのが︑
十三612圏 でも︑ラファエルのうまさは︑普通の
人にもわかるだろうね︒

うまれ ﹇生﹈︵名︶2 生まれ5セントルイスうま
れ

﹁どこの生まれだい︒﹂

八911 生まれがはくちょうのたまごであってみれ

八81園

﹇生変﹈︵五︶2

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒
うまれかわ・る

十三257 ユートランドは生まれかわりました︒

リ︾

七967

八912

です︒

のきょう︑みんな︑目があき︑

デンマルク人のたましいは︑︿略﹀︑すっ

うまれる

七987

︵下一︶
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生まれる

﹇生﹈

かり生まれかわりました︒

十三26一

うま・れる
レ・iレル︾

十三148

︽

三141 きたない ことばは︑きたない心からう

すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

十四56 フィリップ自身︑中部フランスの小さな

で生まれ︑早くから絵のけいこをして︑

十三568囹︺ラファエルは︑ウルビノというところ

町村が︑いたるところに生まれました︒

十三25．5

アンデルセンの生まれた國であります︒

サに生まれたガリレオという学者がありました︒
十三177

しかし︑その中には︑ことし生まれた鞭つ
だが︑思うように動くものは︑なかなか生
まれなかった︒

十3510

ばめがたくさんいます︒

九187

生まれた子つばめが︑たくさんまじっています︒

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒
まれてくるものだということが
三142 きれいなことばは︑きれいな心からう 九155 この中には︑親つばめもいますが︑ことし

まれてくることもわかりました︒
四43 あかちゃんが生まれると︑ここに知らせ
ます︒

生まれた村にかえったら︑だれも知

らない人ばかり︒

四佃8囲
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町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

十四257 新しいものが世の中にできてくると︑こ
とばも︑それにつれて︑新しく生まれる

十五559園 きょうはきみがまだ生まれないころの

十四326 天文学が生まれたのです︒
日本の話をさせてもらおう︒

十五6010ことに︑長男に生まれて父母の愛を一身
に集めていた身にとっては︑

十五745 一方が先に生まれ︑他方があとから生ま
れたというだけのことで︑

十五745 一方が先に生まれ︑他方があとから生ま
れたというだけのことで︑

﹇357園

﹁どうして︒﹂﹁うみになって︑せかい

﹁まことさんは︒﹂﹁うみになります︒﹂

うみ ﹇海﹈︵名︶81 うみ 海Oみずうみ
一361園

川にいる魚と海にいる魚とをわけな

じゅうのおふねをうかべたいからです︒﹂
さい︒

三212

りこみました︒

三274 海にうかべて︑大ぜいのせんどうがの

わすれた うたを思いだす︒

うみのそば

四964でる人うらしまたろう子ども四人と
ころ

方へ

いってしまいます︒

四望7 かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の

四皿4 ところうみべとうみの中

五78下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

五754園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

﹁︿略﹀︒﹂おじいさんは︑口ごたえもでき

してやりたい︒
五758

海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴー

ず︑力のない足どりで︑海へやってきました︒
五7510

海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな

海のぬしになりたい︑

とうなっています︒

五765園

いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

どこかでだれかがめくってる︑大きな

にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい
六879園

海の神のこてんです︒

らっしゃるが︑

六805園

おな海の色︒

六488間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ

きれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六483 海

ないだりあれたり︑海みたいなものさ︒

の作文を書くんだといって︑

五846

海の中へおよいでいってしまいました︒

金のさかなは︑なにもいわないで︑︿略﹀︑

たをけらいにしたいといっています︒
五7611

五766園

五910園おばあちゃん︑海がみえるよ︒
五101園きれいな海だこと︑お船もみえますね︒

ながして︑ 海のとおくにすてにいく︒

五514圏
島をとりまく 青い海︑青い海︒
五515團
島をとりまく 青い海︑青い海︒
五519圃
海のはてから白い雲︑白い雲︒
五659
ある日︑ おじいさんは︑海にでてあみをな
おじいさん︑わたしを海へはなしてくだ

六354園

げました︒

さい︒

五663囹

五6610園海へ帰してくれ︑お礼はいくらでもあげ
そうして︑青い海へはなしてやったよ︒

るといったが︑わしはお礼などもらわなかった︒
五671囹

すると︑海の神は︑きっといいことを教

えてくださるでしょう︒

六883園

ている︒

六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ

六925園

六911園海の神さまに︑申しあげます︒

る︒

六908 正面に︑海の神がこしをかけていらっしゃ
五7210囹
ぐずぐずいわずに海へいっておいで︒

こんどは︑海のぬしになりたい︒

海はまつ黒になってあれていました︒

こてんへいくようにと教えてくださいました︒

六931囹年をとったかたがあらわれて︑私に海の

りをとられてしまったのです︒

じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

五7211
おじいさんは︑とぼとぼと海へやってきま

五706海はあれていました︒

五678海はすこしあれていました︒
五691おじいさんは海へやってきましたQ
五691海はにごっていました︒
五706おじいさんは︑また海へやってきました︒

た︒

三291 そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ 五678 あくる日︑おじいさんは海へやってきまし
麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒
した︒

三392 海のような空で︑ひばりがないていま
三454囚囚 ぼくは海をわたってきたかったのだ︒

三469園それなら︑海の水をあびて︑ねてい
るがよい︒

三471 白うさぎはすぐ海の水をあびました︒

三551圃山があれた︑海があれた︑かぜであ

五7211

した︒

三576團 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

五753園

れた︒

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

うみつける一うみのかみ
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六959 おかしいな︒﹂海の神は︑しばらくお考え
になって︑女の人に︑﹁︿略﹀︒﹂

六973 女の人はつりばりを水であらって︑海の神
にさしあげる︒

六975 たしかにつりばりだ︒﹂海の神は︑ほおり
のみことのまえにさしだしながら︑
七564 海がみえます︒
なり︑︿略﹀︑また 遇 い 海 と も な り ま す ︒

九710 この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

です︒

九171 つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた
九179 さらに海をこえて︑遠いオーストラリアま
でいくのがあるということです︒

うんぜんだけ

津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒
十︻474
れて︑
みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

のどを鳴らすか︑たまごを生みなさい︒

﹇産﹈︵五︶1 生みなさる ︽ーイ︾

海の神

海の神さまに︑申しあげます︒﹂海の神﹁な

﹇海神﹈︹話手︺19

八812園

うみなさ・る

うみのかみ

んだね︒﹂

六912

さようでございます︒﹂海の神﹁では︑その

海の神﹁木の上に︑りっぱなかたが︒﹂

まえの海で顔をあらうのを養しみにしていた︒

十二569

六916

六914

老いた母を思う子の畳畳は︑遠く海をこ

十四62

﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その

﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑
生みつける

六919

海の神﹁さあ︑どうぞこちらへ︒﹂ほおりの

海の神﹁あなたは︑どなたでいらっしゃい

みことは︑こしをかける︒

六9111

ほおりのみことです︒﹂海の神﹁あ︑さよう

ますか︒﹂

でございましたか︒

六922

六929 海でつりをしていたら︑つりばりをとられ

それで︑いまここへやってきたところで

てしまったのです︒﹂海の神﹁つりばりを︒﹂

す︒﹂海の神﹁そうでしたか︒

六934

六937 女の人に向かって︑海の神﹁魚どもを︑み

んなここへよび集めるように︒﹂

れでみんなか︒﹂

六9311 魚どもをよんでまいりました︒﹂海の神﹁こ

かしい︒

ちっともぞんじません︒﹂海の神﹁それはお

こへはまいっておりません︒﹂海の神﹁そうか︒

六945 たいだけは︑病氣でねておりますので︑こ
4

﹇産付﹈

六953

︵下一︶

かたをこちらへこあんないしなさい︒﹂

えて︑私たちの胸にまでせまってくる
こんな海のまん中で︑よくあんな美しい
湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ

声がだせるものだと思いました︒

十四481
十四745

同じような氣流のじゅんかんが︑もっと

えていくときには︑
十四763

大じかけに︑陸地と海との間に行われております︒

九185 なん百キロの海をひといきにとぶのも︑ 十四764 海陸風とよばれているもので︑書問は海

た︒

十五382
うみつ・ける
ケ︾

夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生

六965 海の神﹁おまえは︑このかたのつりばりを

親ぜみが︑︿略﹀︑かたい皮にあなをあけて︑ 六958 ほんとうです︒﹂海の神﹁おかしいな︒﹂

葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み
つけられていました︒

八津9

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

れにちがいない︒﹂

しんでいるところでございます︒﹂海の神﹁あ︑そ

八1811 こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑ 知らないか︒﹂
六968 つりばりをのどにかけまして︑たいへん苦

ていねいに生みつけておいてくれましたので︑

八146

みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八143

︽i

漢字の意味にあった日本語をあてて読むこともし

十五381

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

十五3712

から陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒
けっしてふしぎではありません︒
九7711囹 むかし︑このへんは︑波のおだやかな海 十四764 夜は反対に陸から海へとふきます︒

のいりえだったのです︒

九795囹 この土の上に白くみえているのは︑むか
し海の中にいたいろいろな貝のからです︒
十157囹 日本の海はどんな色ですか︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思い

ひらけて︑海︒

うかべるようにいいました︒

十161

十2311

十384 慢言は︑海のそこからまれにひろいあげら
れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十426 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の
深さのこともわかり︑
る︒

十一129 まっさおな海は︑太陽の下でわらってい
十一149 一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう
も舞い︑まっさおな海もわらい︑

十一327圃麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
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うみべ一うらおもて

六9610 海の神﹁たいののどから︑つりばりをとつ
十4110

あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい

るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒

うめ︑おまえも士暑んでくれ︒

﹇梅﹈︵名︶6

うめ■あおうめ

れいにささげて︑その成功をしらせた︒
うめ

二月はうめの花︒

すいせんにおい︑うめもほころび︑こ

うめがさく︒

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい
﹇梅擬﹈︵名︶1

うめもどき

うめる

︽ーメ︾

おみやげにうめもどきをとってきま

﹇敬﹈︵五︶2

十一303

うやまう

︽ーウ・ーワ︾

やがて︑村をすくい︑多くの人からうや
まわれるようになりました︒

うら■きもとたけうら

﹁木もと疑うら﹂ということわざを教え

﹇末﹈︵名︶6

十四774

竹を割るときには︑うらのほうから割る

てくれました︒

がいいという教えでした︒

十四777

うらのほう︑いいかえると︑竹の先のほ

ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ

はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ

うから割ってみると︑

十四7812
て︑

十四795

﹁木もと竹うら﹂という簡軍なことを︑

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

知っているのといないのでは︑たいへんちがいま

十四7910
す︒

うら与やねうら

一びょう︑子がもこ米かむ︑かも米

うらの小山の寒いけに子がもが二百ぽ︑

﹇裏﹈︵名︶8

る︒

うらの山から海べをみれば︑波にうか

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み

十6411

うらおもて

ふもとの小屋はみぞれして︑うらの山

しばらくして︑うらの方で︑もの音がす

それをみていると︑世の中のうらおもてが︑

﹇裏表﹈︵名︶1 うらおもて

十三435

には白雪つもる︒

十﹁413圃

つけられていました︒

八悩8

ときにつけたすじがたてについています︒

六佃11

した︒

五936 手おけをさげて︑うらのいどばたに立ちま

んださどが島︒

五896圏國

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五464 おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば

かむ︒

こ米が

四684

こちらでは︑︿略V︑うめの花も︑りんご
うら

とまり︑

十441かれは︑五つぶの虞珠をいまはなきうめの

十4312園

者であったうめが︑この世をさってしまった︒

喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力 十四783

幸吉とうめは︑たがいにはげましあった︒

十424

海の神﹁たしかにつりばりだ︒﹂

ておやり︒﹂

六974

十4212

か︒﹂

六976 海の神﹁このつりばりではございません

海べ

六978 これです︒﹂海の神﹁みつかって︑ほんとう
うみべ

にょうしゅうございました︒﹂
﹇海辺﹈︵名︶6

四麗4ところうみべとうみの中

うみべ

した︒

う・める

﹇埋﹈︵下一︶1

四249團

うめもどき

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十一435

ちふけば︑春も目さきに近づいた︒

十一427圃

七671

の花も︑いっぺんにさきだします︒

五3910團

四価9

四更5 うらしまが︑海べでつりをしています︒
三524圃 うぐいすは
うめの 木に
五505海べ がけの下には白いはま︑白いはま︒ ﹁︿略﹀︒﹂といいました︒
五652 海べに︑おじいさんとおばあさんが︑住ん
でいました︒

五896圏圏 うらの山から海べをみれば︑波にうか
んださどが島︒

六867 ほおりのみことは︑海べでないている︒
う・む﹇産﹈︵五︶5生む︽ーマ・ーム・ーン︾

四156 たまごを生んでいるのをみていた︒
を生んだ︒

八781 にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご

﹁おまえさんは︑たまごを生むことがで

八794 しかし︑たまごは生まなかった︒
八797園

きるかい︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒

うやま・う

きの木の根もとにうめてやりました︒

八8211園たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火 八128 庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば
花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒
うめ ︹人名︺8 うめ

うめは︑﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑失望にしず

十4010 あざけられ︑からかわれても︑その助力者 十325 あいての人をうやまうとともに︑自分のつ
となってくれたのは︑つまのうめであった︒
とめをはたすだけの風涛を︑
十4010

む幸吉を︑なんどもはげました︒

幸吉をかばい︑

十419 うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑ うら

うらがえす一うらしまさん
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よくわかります︒

うらがえ・す ﹇裏返﹈︵五︶1裏返す︽iス︾
十二536 顔と手をつけた着物を裏返すとできあが
る︒

うらがれ ﹇末枯﹈︵名︶1 うらがれ
﹇裏切﹈ ︵ 五 ︶ 1

うらぎる

︽ーッ︾

九293図魍 うらがれにおろされ立てる子どもかな
うらぎ・る

しくてなりませんでした︒
﹇浦島﹈︹話手︺33

うらしま

八131 私は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かな
うらしま

四978 かめをころがしているのです︒﹂うらし

四975 うらしま﹁これこれ︑どうしたのだ︒﹂

ま﹁そんなことをしてはいけない︒
四981 だって︑ ぼくたちが つかまえたのだも
の︒﹂うらしま﹁でも︑ゆるしておやり︒﹂

四984 うらしま﹁そうだ︑わたしにこのかめを
うってくれないか︒﹂

四996 うらしま﹁うってくれるかね︒
うらしま﹁かめさん︑かめさん︒﹂

四欄7 かめをだきおこして︑せなかをさすって︑

四柵4

うらしま﹁もう︑だいじょうぶ︒

うらしま﹁かめさん︑かめさん︒
四苦10

四皿8 うらしまさん︒﹂うらしま﹁ ﹂
さんか︒﹂

四榴5 うらしま﹁おや︑だれかと思ったら︑かめ

四鵬8 このあいだ︑たすけていただいたかめで
ございます︒﹂う ら し ま ﹁ あ ︑ そ う か ︒

四悩6 きょうは︑お礼にあがりました︒﹂うらし
ま﹁お礼にはおよぼないよ︒
四鵬3 うらしま﹁なに︑りゅうぐうだって︒﹂

ほんとうにきれいなところでございま

す︒﹂うらしま﹁それはおもしろい︒

四価9

四鵬7

四鵬5

うらしま﹁いいお天氣で氣もちがいいな︒

うらしま﹁りゅうぐうは︑まだとおいの︒﹂

りゅうぐうの

こ門で

ございま

四研1むこうに光ったやねがみえるでしょ
あれが

う︒﹂うらしま﹁ああ︑みえる︑みえる︒﹂

四白6

あなたがうらしまさんでいらっしゃいま

す︒﹂うらしま﹁赤やき色できれいだね︒

四㎜4

うらしま﹁いや︑ちょうどとおりかかった

すか︒﹂うらしま﹁はい︑そうです︒﹂

四柵8

さあ︑こえんりょなくめしあがってくだ

ところでしたので︒﹂

四相7

うらしま﹁おもしろい︑おもしろい︒﹂手を

うらしま﹁すばらしいところだな︒﹂

さい︒﹂うらしま﹁どうもごちそうさま︒

四川9

いただ

四皿6

うらしま﹁いや︑もうじゅうぶん

たたいてよろこびます︒
四柵8

では︑にぎやかなおどりをして︑ごらん

きました︒﹂

四脳2

にいれましょう︒﹂うらしま﹁ありがとう︒

うらしま﹁あまり長くなりますので︑も

四網5 うらしま﹁いや︑おとひめさま︑なにもか
もじゅうぶんでございます︒

四榊9

う︑おいとましょうと思います︒﹂

うらしま﹁でも︑うちのことも氣にかか

これは︑

おみやげまで

うらしま﹁いやいや︑たいへんだのしい

りますので︑かえらせていただきます︒﹂

四価3
四描1

うらしま﹁これは

思いをさせていただきました︒﹂
吉備8

うらしま﹁これをあけてはいけないとい

いただきまして︑ありがとうございます︒﹂

四宙1

そのままにしておいていただきとうご

うのですか︒﹂

四柵4

ざいます︒﹂うらしま﹁よくわかりました︒

﹁さようなら︒﹂

四宙8 おなごりおしゅうございます︒﹂うらしま

﹇浦島﹈︹人名︺14 うらしま

四997 うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑

うらしま

うらしまは︑かめをだきおこして︑せな

それぞれわたしてやります︒

うらしまは︑かめのうしろすがたをみお

かをさすって︑

四柵5
四棚9
四醜5

かめがよびかけても︑うらしまは︑︿略V︑

うらしまが︑海べでつりをしています︒

くります︒

四鵬1

かめは︑うらしまの手をとって︑そこら

氣がつきません︒

四鵬3

そこへ︑かめがうらしまをあんないして

をぐるぐるとあるきまわります︒

四㎜6

うらしまは︑あたりのうつくしさにおど

はいってきます︒

四㎜1

うらしまは︑父や母のことを思いだし

うらしまは︑右のこしかけにこしかけま

ろいています︒

四㎜7
す︒

四稲3

かめが︑うらしまの手をとって︑でて

うらしまは︑たまてばこを手にもって︑

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

四稲3

あけて

四脚10

とほうにくれたうらしまは︑

いきます︒

みました︑たまてばこ︒

四佃2圃

﹇浦島﹈︹人名︺6

うらしまさん

四佃5圃 白いけむりがたちのぼり︑元亀でわ
かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ
ん︒

うらしまさん
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四齪9園

四鯉7囹
かめ﹁う ら し ま さ ん ︒ ﹂

かめ﹁う ら し ま さ ん ︒ ﹂

四鵬4圏 そばまでいって︑大きな声で︑﹁うら
しまさん︒﹂といいます︒

い

四佃2園 このかたがうらしまさんでございま

四描9園ごらんなさい︒うらしまさん︒
す︒

四㎜3園 おとひめ﹁あなたが うらしまさんで
ら っ し ゃ い ま す か ︒﹂

うらしまたろう ︹課名︺2 うらしまたろう

四34 十 うらしまたろう⁝⁝⁝九十六
四961 十 うらしまたろう

うり

﹇瓜﹈︵名︶2

すびの花ざかり︒

うり

五893圃國高い山からたにそこみれば︑うりやな
うり二つ︒

■アイスクリームうり・きんぎょうり・なえう

十四814
うり

︽ース︾

り・なつめうり・ぶどううり・マッチうり・マッチ
去りだす
はニね

責りもの

うる

責る

︽ーッ・ーラ・一

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

一はこも責ってはいなかった︒

うるさい

︽ーサ︾

︽ーク︾

うるし ﹇漆﹈︵名︶2

うるしOくろうるし

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄

急く色づいて︑

十一391圏

ラファエルは︑ウルビノというところ

︹地名︺一 ウルビノ

に︑金や銀のこなをまいて︑

十二m8 まき絵というのは︑うるしをぬったうえ
ウルビノ

で生まれ︑早くから絵のけいこをして︑

十三568園

一576囹

うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし

みんなげんきでうれしいな︒

うれしいときは︑どんなとき︒

ぼくにはすこしおもかったんですが︑と

のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ

あさの光に︑身をきよめるのはうれしい︒
しかった︒

の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ

六1110

ねじは︑自分がここにはいったために︑こ

六94 ねじはこれをきいて︑とびあがるほどうれ

五492

るいていました︒

五413国

五3110園 それで︑ほんとうにうれしいんです︒

てもうれしいんです︒

五311園

なことかね︒

五291園それから︑うれしかったというのはどん

ま一
く︑ とてもうれしかった︒
五229園きょう︑
五244園それでうれしかったの︒
五253園それでうれしかったのね︒
五257園ほんとうは︑それでうれしかったんです︒
五285囹ぼく︑きょう︑とてもうれしいんです︒

四919 けれども︑おじいさんはうれしそう︒

四774 う

あげたりにおいをかいだりします︒

一一479

カッ・ーク︾

作品を東京や箱根へ責りだすことにしうれし・い ﹇嬉﹈ ︵形︶ 55 うれしい ︽1・ーイ・一

とうきよう

﹇売出﹈︵五︶1

うりのむすめ・ものうり
うりだ・す

8

そうだ︑わたしにこのかめをうって

︵五︶

これは責りものですか︒

﹇売物﹈︵名︶1

たのである︒

十五4911
うりもの

﹇売﹈

十五466園
う・る

ろう

四985囹

リ︾

うらしまたろう ﹇浦島太郎﹈︹人名︺4 うらしまた

四963でる人うらしまたろう子ども四人

この人にうってあげようか︒

くれないか︒

四992園

このかめをうりましょう︒

す︒

四994園

四974そこへうらしまたろうがとおりかかりま
四醜3 でる人うらしまたろうかめ

なぜなら︑ほおじろだけしか責っていな
おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

十五491

うるおす

流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑

﹇潤﹈︵五︶1

﹇煩﹈︵形︶1

こんなにうるさくついてこられたときには︑
おとうさんも困りましたので︑

十710

うるさ・い

やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒

十一182

うるお・す

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒

十四925

まだマッチをすこしも實ってはいなかった︒

十四924

かったのですから⁝⁝︒

八57

うってくれるかね︒

︵と︑

四996囹

うら手

四佃2 でる人うらしまたろうたいえび その
ほか いろいろな魚
﹇裏手﹈︵名︶1

十三437 おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝

うらて

うら山

うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒
﹇裏山﹈︵名︶1

七665 うら山に︑みかんを持って遊びにきている︒

うらやま

うらやまし・い﹇羨﹈︵形︶3うらやましい︽一
八853 それは︑うらやましく思ったのではない︒

ク︾

ましくなります︒

九317團 先生のことを思うと︑みなさんがうらや

ろが︑うらやましくさえなりました︒

十559 思うことがどんどんと書けていたまえのこ

うれしさ一うわぐつ
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十266

ふたりのうれしそうな顔︒

十一78囹ぼく︑これがうれしいんだよ︒

たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒
六伽11 ぼくは︑うれしくてたまりませんでした︒

十一95園
金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑

十一383圏

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

きょうはうれしい豊年まつり︒

病人がなんだかうれしそうにその話す声
うれしそうな色を顔にうかべながら︑
ほんとうに︑ぼく︑うれしい︒

民ちゃんはうれしそうにいって︑その包
先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

喜びました︒

十一一769

少年たちは︑これをみて︑うれしそうに︑

ランプがお氣にいって︑うれしく思い

十五832園

うまいものをたくさんだべて︑うれし

あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

幸福そうな顔をしているなあ︒

十五856囹

十五槻4 うれしいような︑愛しいような︑悲しい
もりた

森田先生と西野先生のバイオリンとピア

にしの

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

うれしさ

ノ合そうなど︑︿略﹀うれしく思いました︒

十五慨11

﹇嬉﹈︵名︶3

五225 しかし︑きょうのうれしさは︑それだけで

うれしさ

ぼくは︑うれしさでいっぱいになった︒

はありません︒

七4910

十一56 大学生に頼んで乗せてもらったうれしさ

うろうろ

で︑まだむちゅうになっているのである︒

みすぼらしい身なりをした老人が︑道路

︵副︶1
十ニー01

うろうろ

をうろうろとみまわしながら︑なにかさがしては︑

それをひろってポケットにいれていました︒

左手を長くのばして︑鳥が大づめでつか

﹇上帯﹈︵名︶2 上帯

十五253

うわおび

んでいる女の子のからだが下へ落ちないように︑

左手は女の子の上帯にかけたままで︑右

その上帯をかたくにぎったのでした︒

手をはなして︑

十五287

かぐやひめは︑︿略V︑きていたうわぎを

おじさんは︑きちんと着ていた上着をか

女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出

﹇上靴﹈︵名︶3 上ぐつ

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒

十四907

うわぐつ

なぐりすてて︑

十五635

ぬいで︑おばあさんにわたしました︒

三憎3

うれしいハ・ハ・ヒを︑合唱しましょう︒ うわぎ ﹇上着﹈︵名︶2 うわぎ 上着

雪どけ水が流れだすところ︑それをうれ
まあ︑なんといううれしいことだろう︒
うれしそうに︑旨しそうに︑上の方へ︑
地面から高くはなれて︑︿略Vのぼって行った︒

十四棚9

十四952

しそうに見ている雪國の子どもなど︑

十四837

ました︒

十四168團

十三504

えい語で︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

十二784

すっかりうれしくなりました︑

曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが

らえるので︑これがなによりうれしいと︑実学は

十二716

みをとりあげると︑よちよちと立ちあがりました︒

十二281

にものぼるほどうれしかったのです︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天

十一844囹

十一804

にく略﹀耳をかたむけているように見えたから

十一侶6

一夜明ければうれしいはつ日︒

十一415圃

いっしんに勉強がしたくなりました︒

十一269

ろうということができたら︑うれしい︒

そういわれて︑自信をもって︑よしや

七401 とうとう︑うれしそうに︑声をたててわら
いました︒

七528 うれしいような︑すまないような氣持がし
た︒

七548 ぼくは︑うれしくて︑胸がどきどきしてい
た︒

そうに立ちあがる︒

七854 もう帰ってもよろしい︒﹂旅人は︑うれし
八2311 虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし
そうです︒

八316 はたおりひめは︑あまりうれしいので︑は
たをおることをわすれてしまいました︒

八556 それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を
わけておいていきました︒

なうれしそうでした︒

八989 いよいよきょうは田植えでしたので︑みん
八捌2 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると
うれしそうです︒

九259 いそいそと帰ってきたつばめをむかえる人
の心は︑どんなにうれしいことでしょう︒
てくると︑うれしくなります︒

九3810團 ポキンという音がして︑ガサガサと落ち

こすのは︑樂しく︑うれしいことでした︒

九427国 苦労してかいこんした畑のいもをほりお
九479 けれども︑いちろうはうれしくてたまりま
せんでした︒

九即1 ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ
ました︒

さんもうれしく思いました︒

十163 自分の國のことをきかれたときは︑おとう
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うわさ一うんどうじょう

この子にとっては大きすぎた︒

十四908 その上ぐつは︑母親のものだったので︑
十四9010 それをさけるために︑急いで道を横ぎっ
﹇噂﹈︵名︶1

うわさ

たときに︑その上ぐつはぬげてしまった︒
うわさ

運

ないよ︒

十三414囹

なんでもあるよ︒いっしょにっかえば
そんな︑

に︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝うん︑おみやげよ
り︑早くきみの顔が見たいよ︒

みにしているよ⁝⁝
﹇浮塵子﹈︵名︶1

先生におききしますと︑うんかのたまごだ

うんか

十三429圏割きょうはとまるだろう⁝⁝うん︑馨し
うんか

八価1

ということでした︒
うんが

下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

﹇運河﹈︵名︶1

五76

うんが

ながして︑海のとおくにすてにいく︒
うんけい
うんけい ﹇運慶﹈︹人名︺1 運慶
うんけい
右の仁王さまをほったのは運慶だといわ
れています︒

十一一佃5

うんこ

﹇運行﹈

︵サ変︶

1

運行する

︽

民ちゃんは︑まだ︑うんこもしっこもい

︵名︶1

雲仙岳

雲仙岳

しかも︑この大きなうちゅうは︑だいたい

うんぜんだけ

﹇雲仙岳﹈︹地名︺2

うんぜんだけ

きそく正しく運行しているということです︒

八363
うんぜんだけ

じゃあ︑．りっぱな整調は︑りっぱな運

︵副︶2

うんと

話がうんとある︒

﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂という

﹇運動﹈︵名︶1 運動

九468團

す︒

七5510

をした︒

七547

﹇運動会﹈︵名︶2 うんどうかい

運動場

これからうんどうかいをするのですね︒

﹇運動場﹈︵名︶7

おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ

学校の運動場に︑子どもたちが集まってい

どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に

あの暑い学校の運動場で︑先生とみなさ

五年生が︑運動場で︑たいそうをしていま

みんな︑また運動場に集まって︑終りの式

整列して︑式をあげた︒

七503

る︒

七165

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

五832

うんどうじょう

四伽4 十月はうんどうかい︒

二248園

うんどうかい

運動に全小玉が︑加わったほどです︒

九201

うんどう

十三421園

のばして︑とりすがろうとしました︒

九襯6 おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと

うんと

轄をする人になるだろうね︒

十一101囹

運轄5しうんてん

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

十二5611

まえの海で顔をあらうのを樂しみにしていた︒
とう
雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

いいじゃないか︒帰ったばかりだから︑ 十二568 みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

いいよ⁝⁝うん︑氣のどく

十三4112囹

とっておいたほうがいいよ⁝⁝うん︑

そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝う

ん⁝⁝へえ⁝⁝そんなにしんせつだったの︒

十三426園

うん⁝：・

十三425園

たほうがいいよ⁝⁝うん︑うん⁝⁝

せっかくの記念品だから︑とっておい うんてん ﹇運転﹈︵名︶1

帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝

お客さんさ⁝⁝うん︑うん︒
うん︑うん︒

うん

十三425園

十三4112園

上ばき

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒
﹇上履﹈︵名︶1

十一273 村の人たちは︑こう︑うわさをしました
うわばき
﹇運﹈︵名︶1

九263圏 上ばきを自分でつくるわらしごと
うん

︵感︶19

るいとかきめたり ︑

十三105 名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ
うん

か︒﹂みんな﹁う ん ︑ そ う し よ う ︒

四993囹子ども一﹁この人にうってあげよう 十三428園 いっしょに︑そのマンシュウの子ども
六444囹 みてごらんよ︒ほんとうにあのかかしが
帰っているだろう︒﹂子がらす二﹁うん1

六備4園ただしちゃんは喜んで︑﹁うん︑作っ
やまだくんをつれていけよ︒﹂六﹁うん︒﹂

て︒﹂と︑元氣のいい声でいいました︒
九907園

十三408園 あ︑眞ちゃん︒ぼく︑三郎⁝⁝うん
⁝⁝よかったなあ ︒

十三409園 きょう︑うちに來たんだって⁝⁝うん︑
うん⁝⁝でもよかったよ︒

十三4010園 うん︑うん⁝⁝でもよかったよ︒
⁝⁝そうだってね ︒

十三4011囹 みんなで心配していた⁝⁝うん︑そう

シ︾

うんこう・する

えません︒

十二2410

十三4012囹 四十日の旅じゃっかれただろう⁝⁝う うんこ
ん︑読んだ︒

ないよ︒

十三412園 うん︑うん⁝⁝そんなこと⁝⁝かまわ
十三412園 うん︑うん⁝⁝そんなこと⁝⁝かまわ

うんどうぼう一え
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んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

十五偽5 六か年の思い出を残してくれたこの運動
場︑この校舎︑あの曲辰園︑みんなありがとう︒

うんどうぼう ﹇運動量﹈︵名︶1 運動ぼう
運命

七58圏赤い運動ぼうだ︒
﹇運命﹈︵名︶3

十三106 生まれた年によって︑その人の性質や運

うんめい
命をきめたりしている︒

十三111 日本には︑毎年︑約二百万人の人が生ま
れるが︑これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ
運命をたどるとは︑考えられない︒

﹇重﹈δいくえ・ななえやえ

え

ければなりません︒

十四83團 が︑おかあさん︑運命にはしたがわな

え

く・あかえのはち・あかえまち・あかえや・あぶら

え ﹇絵﹈︵名︶53 え 絵δあかえ・あかえせいさ
え・いうえ・うきよえ・かげえ・かげえめく・まき
え・やまとえ

できます︒

三985

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ
どんなとおいところでも︑紙は︑字や

りましょう︒

三991
えをはこんでくれます︒

て絵をかくより︑胸黒のほうがずっと便利なわけ

だけれど︑絵には絵のいいところがあるからね︒

絵には絵のいいところがあるからね︒

え

十二48エ園絵には絵のいいところがあるからね︒

十二481園

やまと

ふじ

十二価2 大和絵絵の中ほどをごらんなさい︒

うきよえ

ほくさい

この絵は北斎という江戸時代の人のかい

この浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑

十三3411

小さな子どもは︑絵も字もわからないこ

の共同作品なのです︒

それを木にほりつける人と︑紙にすりあげる人と

十二川9

たもので︑浮世絵といいます︒

十二相7

みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ 十二相6 浮世絵 おなじみの富士山の絵です︒
きのうえをかきました︒

いじにしまっておきなさい︒

三994園
四228團

四228愚なんのえか︑あててごらんなさい︒
四311国 おてがみを書いてもいいし︑えをか
これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑

いてもいいと思います︒

四734

絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

ろから︑︿略﹀︑れんをながめている︒

十三532

あそべるようにこしらえることにしました︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑一まいのえをだし

十三536

ぼくは︑その絵を見ると︑そのあかちゃ

そうして︑その絵がだいすきになりまし

おじさんは︑絵かきではありませんが︑

だから︑この絵も︑本物をごらんになつ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ 一まいの絵をひき

絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思

ラファエルは︑︿略﹀︑早くから絵のけ

いこをして︑たいへんじょうずであった︒

十三569園

いましたが︑

十三561

だしからだして︑見せてくださいました︒

十三556

ているだろうと︑思ったからです︒

十三549

絵がすきで︑

十三548

た︒

十三545

うことは︑すぐにわかりました︒

んがキリストで︑そのおかあさんがマリアだとい

十三543

もうひとりの子どもがよりかかっている絵です︒

あかちゃんをだいていて︑その右の方に︑

すってあります︒

それはふじ山のえでした︒

ました︒

四834

なんの絵をかこうか︒

四833

六柵11園

﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく
らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九77

あまりたくさん重ねると︑︿略﹀︑まとまり
がっかず︑心の絵がみだれてしまいます︒

九94

これは︑絵のすきだったおじさんからゆ
ずつてもらったもので︑

十ニー66

絵をかくことも︑いっしょうけんめい
どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

だから︑人間がいるところには︑かな
らず詩もあれば︑絵もある︒

十二475園

をして︑じょうずになったのだろう︒

十一一223園

にけいこしなくちゃだめでしょうね︒

十二211圏

がいってましたよ︒

一175 きょうは︑どんなえがかかれるでしょう︒ 十二208園 ほら︑そこで絵をかいている文雄さん
ニー54 あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

うしたらえにかくことができるでしょう︒
三195 あつめたことばにえをかきそえました︒
の名も︑だんだんふえてきました︒
えが

三20エ えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥
三325囹 あがった ところの かべには︑
はってあります︒

三957 この 一まいの紙に︑えをかく ことが 十二4712園 わざわざ絵のぐをつかって時間をかけ
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十三575園 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ
こにかいたという小さな絵だが︑

十三577 おじさんは︑︿略﹀︑ありありとその絵を
目の前に見るようなようすをなさいました︒

十三383園

え⁝⁝でも︑おばさんだって︑このご

十三384園

え︑え︑はい⁝⁝そうですが︒

え︑え︑はい⁝⁝そうですが︒

ろちっとも立てくださらないじゃないですか︒
十三384園

﹁︿略﹀︒﹂こんなことばによって︑映画

とらえて映画にしたものである︒

このように︑二つの映画は︑どちらも雪

は私たちに説明してくれた︒

十四855

十四859

﹁雪國﹂の映画も︑けっしてわるいもの

私はあとのほうの映画に心をひかれた︒

にえんのあるものであるが︑

十四8510

とは思わないが︑

れかしら⁝⁝じらさないでいって⁝⁝え︑おとう

しん

えいがかん

え︑あなた︑ぼくを知っているの︒

え一えんぴつをなめないように︒

﹁え﹂のつくことばをあつめました︒

手法

えいがてきしゅほう

﹇映画的手法﹈︵名︶1

さまざまな條件によって︑雪のけっしょ

かるようにしくんだものであった︒

うがちがうわけを︑映画的手法によって︑よくわ

十四8410

映画的

このものすごいありさまを映画化するこ

﹇映画館﹈︵名︶1 えいがかん

とは︑たやすいことではあるまいが︑

十四8611

︽ースル︾

ぼく︑三郎⁝⁝はい⁝⁝え⁝⁝眞ちゃ えいがか・する ﹇映画化﹈ ︵サ変︶ 1 映画化する

え︑おとうさん︒

十四866

十三3812

さんが︑そう⁝⁝じゃあ︑かわってください︒

十三5711園絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗はか 十三389囹 お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ
なりわかるが︑色がわからない︒

十三592園 これは︑ドレスデンの美術館にある絵
で︑﹃シストのマドンナ﹄といわれている︒

十三391園

んが⁝⁝マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來たん

十三595 せいの高いマリアがキリストをだいて
立っていると︑老人のぼうさんらしい人が︑その

マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た

ですか⁝⁝

十五871園

ないよ︒

十三423亡しんせつだね⁝⁝え︑ぼくに⁝⁝いら 四102 ここはえいがかんです︒

んですか⁝⁝いつ⁝⁝え︑うちに來たんですか

十三392園

前にひれふしている絵でした︒

十三596園 その絵は︑たいへん感じがちがいます
ね︑おじさん︒

十三5910園 この絵は︑たいへん大きなりっぱな絵
だよ︒

十三5910園 たいへん大きなりっぱな絵だよ︒

二87

ゑ

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂をえいがどくとく ﹇映画独特﹈︵形状︶1 映画独特

四786

こんな場面を︑映画独特の手法によって︑

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂をつかう︒

﹁雪﹂というのは︑︿略﹀︑雪の一ひらを

その少年たちは︑じょうずにえい語をつ

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

少年たちは︑これをみて︑うれしそうに︑

だけではなく︑

十四237囹
外藩からはいってきたことばは︑英語

十四235囹 ﹁英語です︒﹂と︑そくざに答えた︒

十四188囹カーテンも英語じゃないかしら︒

十四184園バケツは︑もとは英語だってね︒

えい語で︑

十二784

かって頼みました︒

十二781

おもしろく編集できないだろうか︒

四799

﹁江﹂から﹁エ﹂︑﹁加﹂から﹁カ﹂など

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂をつかう︒えいご ﹇英語﹈︵名︶7 えい語 英語

十四895

四799

﹁江﹂から﹁エ﹂︑

映画■ゆきのえいが
﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と職って

雪の映画を二つ見た︒

﹇映画﹈︵名︶7

十四841

いるようすを︑映画にしたものである︒

十四835

十四832

えいが

n▽だいえいひゃっかじてん

十五397

と書くようになった︒

十五397

つかう︒

四799

え7エえゑ江

十三5911園 わたしが行ったとき︑この絵の前には︑
一台の長いすがおいてあったが︑

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

十三606 ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

を絵にうつすことも行われた︒

十五355 これらの表わしかたとともに︑事物の形

が︑文字というものの起りとなった︒

十五357 この絵のだんだんりゃくされてきたもの

﹇餌﹈δすりえ

えい

十五7910私のつくえの上には︑日本のみなさんが

︵感︶11

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒
え

え

え

はありませんか︒

七787囹 え︑でも︑そんなにくわしくこぞんじで

帰ったばかり⁝⁝

十三381園 だれかと思った⁝⁝え︑いま学校から

えいごきょうかしょ一エジソン
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十四242園 そのほかのことばは︑みんな英語だ︒

十一385圃

生まれます︒

十一544圃

に一回︑太陽のまわりをまわります︒

一447 ふたりはいそいでえきにいきました︒

村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ えき ﹇駅﹈︵名︶9 えき 駅

﹁え顔の入口︑感謝の出口︒﹂

にほころびあいさつをする︒

五137園

このつぎの駅ですね︒

五116園駅の人たちは︑いつも氣をつけているよ︒

十一417童画場につどうたおとなりどうし︑え顔 四121 ここはえきです︒

顔して︑その足どりもいそいそと︒

英語教

えいごきょうかしょ ﹇英語教科書﹈︵名︶1
科書

映ずる

︽iジ︾

十五512 辞書を作ったり︑日本人のための英語教
﹇映﹈︵ サ 変 ︶ 1

科書の編さんまでしたりした︒
えい・ずる

︿略﹀しらがの老しん士のすがたであった︒
﹁えいや︑えいや︒﹂とこぎました︒

絵かき

文雄さんがりっぱな絵かきになるころ

﹇絵描﹈︵名︶2

えがきだす

︽ース︾

おじさんは︑絵かきではありませんが︑

絵がすきで︑

十三548

は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二213國

えかき

とも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒

ることがわかり︑

︽

イ・

カ・ーキ・

五298園

おじさん︑駅へおいでになるのでしょう︒

駅は︑東北本線の﹁はないずみ﹂であった︒

五305園駅につくと︑その人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときい
たので︑

七4610

自分でえさをとったり︑遠いところまで

﹇餌﹈︵名︶7 えさ

七4610 駅の名も美しくよまれた︒
えさ

とんでいくことはできまいよ︒

五9610園

がなかったので︑かこいの呼ぼうを︑かじってい

七936 茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
ました︒

八511 てのひらで遊ばせたり︑口さきにふくんだ

えさをとらせたり

とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八69 自分から指さきやくちびるへとびあがり︑

八718 にわとりにはこずきまわされ︑えさをくれ

るむすめには足でけとばされた︒

九梛7園 今晩はうまいえさがかかるかな︒

︹人名︺2

エジソン

ども︑はっきりしてきた︒

十426 しおの流れの早さや︑えさのよいわるいな
エジソン

十462 エジソンはたいへん喜んで︑こういつた︒

養殖忌避のつくりかたを︑こまごまと話した︒

そういう星iこれをわく星といいます 十461 幸吉は︑︿略﹀エジソンのもとをたずねて︑
だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

十三146
が

十三154

おねえさんをみつけました︒

十五5310 室内にはいった私の目に映じたのは︑ 十五168図魍野にはたらきて︑土ぼこり顔よごす 五259 駅の出口までくると︑でむかえにきていた

三275

えいや︵感︶2えいや
﹁えいや︑えいや︒﹂とこぎました︒
英ゆう

三275
﹇英雄﹈︵名︶1

﹇描出﹈︵五︶−

﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして︑
えがく

︿略﹀赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒

十二943

えがきだ・す

十五2911 少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手

えいゆう

で女の子をかばい︑昔の物語に出てくる英ゆうの
絵いり

ように︑︿略﹀相手を待ちかまえていました︒
﹇絵入﹈︵名︶1

えが・く

えいり

十二麗6 解体図 これは︑オランダのターヘルア

ーク︾

心にはっきりとえがかれた一つのかたちは︑

﹇描﹈︵五︶7

ナトミアという人体のことを絵いりで説明した本

七557

思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが

火星や金星・木星などのような星は︑太

すすきの野原を心にえがき︑

きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか者があっ

十382一つぶの天然葉理をてのひらにのせて︑大

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

九佃6

まじりけのない宝石のようなものであり

を︑︿略﹀︑日本 で 出 版 し た も の で す ︒

ええ︵感︶8ええ
一542え
囹え︑いくどもひろいました︒

二398園
ええ︑ 休 み ま し ょ う ︒

五254園それでうれしかったのね︒﹂﹁ええ︑
九571園ええ︑ぼく︑いちろうです︒

十一一949

た︒

十三387囹つれて行ってくださいよ⁝⁝ええ︑ 一

九7011園
ええ︑ か ま い ま せ ん ︒

十三139

︵名︶6 え顔

陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑まわってい

ど︑三年のときだったか︑ 遠足で行きました⁝

﹇笑顔﹈

十五鵬7園 ええ︑ええ︑そうですとも︒
十五鵬7園 ええ︑ええ︑そうですとも︒
えがお

九佃7 雪けむりがきえて︑ 先生のえ顔がうかぶ︒
十一185 わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔から
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エジプトーえのぐ

︹地名︺一

エジプト

十五359 いまから五六千年ぐらいまえに︑アフリ

エジプト

カのエジプトには︑そうした絵文字とよばれるも
のがあった︒

十五412 ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね

エジプトもじ ︵名︶2 エジプト文字
れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五412 このエジプト文字がフェニキアに移って
フェニキア文字となり︑

エスさま ︹人名︺2 エスさま
エスさまおよろこび︒

ここに立って︑お月さまを枝のあいだか

らみてごらん︒

六549囹

すると︑月は枝のあいだにじっとしていま

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

六5410

動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

枝のあいだにはなくて︑

六559

学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ

あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ

に︑まつの枝をつけました︒

六7510

ていた︒

八745

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

四821圃 世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑ 八887 たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

︵名︶

29

えだ

枝

←かれえだ・こえ

八九メートルもある木の上で︑なたで枝

重みのかかった枝のつけね︑ふわふわし

おおつなのようなたくましい根が︑深く

りすをみつけて追いかけたこと︑もみじ

のびてみきをささえ︑廣くのびて枝をやしない︑

十二924

土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑

の枝をとってきたこと
十三272

たくさんの小さなろうそくが︑みどりの

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十四983

文字の左側に﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・

枝の間からかがやいて︑

十五378

﹇枝越﹈︵名︶1 枝こし

いた﹂などと︑﹁木﹂に関係のあることを表わし︑
えだこし

しばらく枝こしに月をみていましたが︑

ズ略﹀︒﹂と︑手まねきをしました︒

六545

九価1図圃

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

﹇枝振﹈︵名︶1 枝ぶり

ひそかに枝葉の中をみあぐる
えだぶり

る高い木をみつけると︑

九391国枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい

江戸時代

え ど

江戸時

えづ子がわたしのせなかでねんねした︒

﹇江戸時代﹈︵名︶2

たもので︑浮世絵といいます︒

十二相7 この絵は北斎という江戸時代の人のかい

ほくさい

十二m6 江戸時代にできたまき絵書だなです︒

え ど

四157

九396圏点の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき えづこ ︹人名︺1 えつ子

をおろすのは氣がつかれます︒

九393国

おってよいことになっています︒

九383團かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

まえに枝をたれた︒

四845 一ばんさきに︑ねえさんが︑エスさまの 八936 にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの えだは ﹇枝葉﹈︵名︶1 枝葉
おたんじょうのお話をしました︒
ふ じ
えぞふじ ﹇蝦夷富士﹈︹地名︺1 えぞ富士

﹇枝﹈

十一4610 みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの
ふ じ
向こうに︑いつもぽっかりとういていたえぞ富士︒
えだ

だ・ひとえだ・やまぶきのひとえだ

かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青
空は一きれもみえず︑

代

ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と えどじだい

落し︑足もとの枝をおろして︑

九5311

三229 大きなえだは四方にひろがって︑

四397囹 さくらの枝をおろうとしたとき︑お
じさんのことばに氣がついてやめました︒

九546

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

四826 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった
つるや︑ふうせんをさげました︒

四839 それをまつの枝のさきにつりさげると︑ 十47 高い木が大きく枝をはって︑
雪につもられて︑だまっている︒

道潅は︑その花の枝を手にはしましたが︑

十二663

た軽い葉︑

十ニー62

なんのことだかその意味がわかりません︒

十二75

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

のぐ

二

えにっき

えにっき⁝⁝⁝十二

えのぐ

絵のぐ5みずえ

たかぎくんは︑え日記を書くといいました︒

﹇絵日記﹈︵名︶1 え日記

えのぐ ﹇絵具﹈︵名︶7

五843

えにっき

ニー21

二23 二

四863 ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど 十1010 みあげるように高いプラタナスの枝からは︑
えにっき ︹学名︺2 えにっき
四枷7 みると︑むこうのまつの枝に︑きれいな
ものが︑かかっています︒

五978 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった
り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

六441 木の枝にとまっている二わの子がらす︒

えはがき一えり
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七319園白いえのぐにみどりをとかしたような︑
美しい羽ですこと ︒

十ニー65 下がきがすむと︑パレットの上にチュー
ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒
十ニー68 いい色の絵のぐがたくさんあった︒

六486圏海

四つに組んだ大ずもう︒
エミリ

絵文字

いちばんえらいんだよ︒

なんといったって︑頭のとがったものが︑

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

まるいのがえらいのです︒

いちばんえらいんです︒

九666園

九686圓

九667園

この中で︑いちばんばかで︑︿略﹀︑頭の

ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

つぶれたようなやつが︑いちばんえらいのだ︒﹂

九694園

どんぐりどもは︑しいんとしてしまいました︒

自分をえらそうにみせかけたり︑人をだま

したりしないで︑ありのままのすがたで︑つき

十319

自由にふでをふるって︑りっぱな作品

﹁えらいものだ︒﹂といってほめたたえ

あっていきたいのです︒
十3610園
た︒

十三615園

そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十五616

えらびだす ︽ーシ︾

らいかたであるかを知らなかった私は︑

おじさんはそういって︑同じひきだしか

﹇選出﹈︵五︶1

ら︑一まいえらびだして︑見せてくださいました︒

十三591

えらびだ・す

どこかでだれかがめくってる︑大き

遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

十三282
εどうぶつえまき

本などを持って遊ぶわけではない︒

えまき
絵巻物

︹人名︺一

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい

﹇絵文字﹈︵名︶2

呂ほおえむ
いまから五六千年ぐらいまえに︑アフリ

えもの

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文
﹇獲物﹈︵名︶1

にいさんもやっぱりえものがなかったん
ですか︒﹂禰師駒の﹁おまえは︑なにかつったか︒

六847園

えもの

字から起り︑

十五3512

のがあった︒

カのエジプトには︑そうした絵文字とよばれるも

十五3510

えもじ

えむ

い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒

十三498

エミリ

呂ほおえみ・ほほえみ

十二描2

十二2010園わたしはまた︑あのような絵のぐがあえまきもの ﹇絵巻物﹈︵名︶1 絵巻物
ればいいなと思いましたよ︒

て絵をかくより︑
古はがき一まい︒︿略﹀︒絵のぐ︒

十二4711園 わざわざ絵のぐをつかって時間をかけ えみ
材料︒

十二514 よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

十二495

いたり頭の毛をぬる︒

えはがき ﹇絵葉書﹈︵名︶6 絵はがき
﹁山﹂﹁けむり﹂﹁絵はがき﹂︿略﹀など︑

いろいろなことばを組みあわせてみましょう︒

九811

ただきました︒

十三532 もとの先生から︑ 一まいの絵はがきをい

十三553 喜んでむかえてくださったので︑先生か
らいただいた絵はがきをだして見せますと︑
と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒

十三559 絵はがきをそのすりものとくらべてみる

いましたが︑

きっと先生も︑そんなお氣持で︑この

四383囹

えらいわね︒﹂といって︑手をたたいて

それはえらかった︒

いろいろな道具︑たくさんの時計︑︿略﹀︑

なんといったって︑頭のとがっているの

九6410囹

わたしがいちばん大きいから︑わたしが

大きなのがいちばんえらいんだよ︒

まるいのがえらいのです︒
九6411園

九648園

がいちばんえらいのです︒

九646囹

どれをみても大きくてえらそうである︒

六68園

やりますと︑

五533囹

あなたは︑こがねと一ぽいの水と︑どち

少女たちは︑︿略﹀とんでいって︑小さな

ことばを選び︑︿略﹀︑読み手によくわか

夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か

えり

着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな

﹇襟﹈︵名︶2

九5711

えり

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十三281

るようにくふうすることがたいせつである︒

十二936

のをえらんで︑ひろってきてくれました︒

十124

らをえらびますか︒

八431囹

十三5512 絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思えら・い ﹇偉﹈︵形︶15 えらい ︽1・ーイ・ーカッ︾ えら・ぶ﹇選﹈︵五︶4えらぶ選ぶ︽ービ・ン︾
十三618厚n国
えび

絵はがきを送ってくださったんだろう︒
﹇蝦﹈︹話手︺1

四冊9 えび﹁では︑にぎやかなおどりをして︑

えび

えび

ごらんにいれましょう︒﹂
﹇蝦﹈︵名︶1

絵本

四鵬2でる能うらしまたろうたいえびその

えび

﹇絵本﹈︵名︶2

ほかいろいろな魚
えほん
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える一えんのした

がら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

得る

︽エ・エル︾ひこころえ

エレベーター

﹇▽オーストリアどうぶつえん・ぶどうえ

えん

えんがわ

﹇縁側﹈︵名︶7

えんがわ

おとうさんはえんがわにこしをおろし

きました⁝⁝

十三388囹

一ど︑三年分ときだったか︑遠足で行

えんちょうさん ﹇園長﹈︵名︶3 園長さん

そうして︑園長さんのまえに向いたとき︑

園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑

︿略﹀︑おめんじょうをいただいて︑

十﹁456

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒

十﹁4411

した︒

みんなはとうとうえんがわまでにげて 十一439 園長さんが︑だんの上にお立ちになりま

そのとき︑おかあさんがえんがわにで
ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

3だえんけい・はんえんけい

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

さるは︑︿略﹀︑とんでもないべつのこと

能といっしょに︑狂言というものが演じら

目をさます場面を演ずることがある︒

れます︒

十647
十三317

を演じたりする︒

遠足

みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で書い

ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった︒

﹇遠足﹈︵名︶4

八581

えんそく

十二929

ても︑書かれたことがそれぞれちがってくる
﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同
じようにわかり︑

十一﹇9212

えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑

﹇煙突﹈︵名︶4 えんとつ

五338

どのえんとつからも︑けむりが︑むくむく

えんとつがたくさん立っています︒

﹇縁下﹈︵名︶4

えんの下

このたけのこが︑えんの下にあたまをだ

のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

湯げは︑えんの下やかきねのすきまから︑

つめたい風がふきこむたびに︑横になびいては︑

十四674

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

五9111園

したので︑

五917園

い︒﹂

四689 ﹁このえんの下のくぎ︑ひきぬきにく

えんのした

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十一46 川上の方をながめると︑近くの町の工場

とたちのぼっています︒

五337

こまかいものがとんでいる︒

四943 えんとつからすすがとぶように︑黒い︑

えんとつ

そらまめ・えんどうみなまいた︒

十一397圏冬

音高くみつばちがとぶ︒

十一319圃

七66 えんどうの花が︑風もないのにゆれている︒

えんがわにつくえをだして︑その上にすす えんどう ﹇碗豆﹈︵名︶3 えんどう
芭蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだ
この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ

﹇塊﹈︵名︶1

えんじゅ

えんじゅ

えんけい

して︑日光を湯げにあて︑

十四633

してきました︒

十二766

きをかざった︒

十599

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九術6図魍

ていらっしゃいました︒

三833

いきました︒

三8010

て︑どうきまるかおまちになりました︒

九6810 やまねこは︑︿略﹀氣どつたようすで︑ 三612
﹇得﹈︵下一︶ 2

しゅすの着物のえりを開いて︑

る

える

十三88 深い︑正しい知識を得るには︑考えたり︑
調べたり︑︿略﹀ ︑ 実 験 し た り す る ︒

十三163 ガリレオは︑︿略﹀︑やむを得ず自分の説
︵名︶一

はあやまりであったということにして︑
エレベーター

十242 エレベーターをあやつる大きな車輪が︑ま
わっている︒

えん ﹇円﹈﹇▽しんえん・しんえんしんじゅ・にえ
﹇園﹈

ん・はんえん・はんえんしんじゅ
えん

﹇縁﹈︵名︶4

ん・ようちえん
えん

十一406圃南にかたむく日につれて︑光はまとも 十三271 土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑

えん会

九142

にえんにさす︒
ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒
十四324 天上の星とあなたがたとは︑あまりにか えん・ずる ﹇演﹈︵サ変︶3 演ずる ︽ージ・ーズル︾

けはなれているために︑自分たちとはえんがない
と思っている人もあるでしょう︒

えんがつながってきます︒

十四7410 そうなると︑いろいろの実用上の問題と

﹇宴会﹈︵名︶2

にえんのあるものであるが︑

十四859 このように︑二つの映画は︑どちらも雪
えんかい

十五894囹 みんなえん会のやりなおしをするとこ
ろです︒

十五922 ﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い
ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中
にひきずりこんでしまいました︒

また︑たちのぼります︒

えんぴつ

十一492 それから︑えんばくもつくります︒

えんばく ﹇燕麦﹈︵名︶1 えんばく
﹇鉛筆﹈︵名︶5

一148

えんぴつ

ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒

あっても︑おあけになってはいけませんよ︒

十一135

いする

お一おにさんこちら︑手のなる方へ︒

ひさしぶりにおじいさんにおあいして︑お

︽ーシ・ースル︾

五223

もちや︑︿略﹀をいただいて︑

︵五︶1

おあがりなさる

︽ーケ︾

︽1

どんな ことが

おあける

たまてばこは︑

をかけさせておあげ︒

お遊びなさる

おさらいを早くすませてから︑お遊びな

おあそびなさ・る ﹇御遊﹈ ︵五︶ 1
︽ーイ︾

︽ーリ︾

あなただってその実をそんなに美しく

﹇御在﹈︵五︶1 おある

七234園
さい︒

おあ・る

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十ニー97囹

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに立って・

﹇甥﹈︵名︶2 おい

わたしには︑かわいいめいとおいにあた

まさお

おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も

おい︑こんどは︑ぼくがかわって︑か

いこう︒

﹇御言付﹈︵名︶1 おいいつけ

十五⁝⁝8囹 みなさん︑私は神さまのおいいつけを

おいいつけ

九985園おい︑ボタンついたか︒
十五鵬1園 おい︑みんな︑聞いたろう︒

九9710囹﹁おい︒﹂たかぎ﹁なんだ︒﹂

八734園﹁おい︑きみ︒﹂と︑その一わがいった︒
九521園おい︑きのこ︒
九533囹おい︑りす︒
九622園おい︑さあ早くベルを鳴らせ︒
九882囹 ﹁おい︑よしたまえ︒﹂

ついで

四516園

おい︵感︶9おい

うひとり遊びができますが︑

十二244

ります︒

十二243

おい

お歩きになった︒

八589

そうすれば︑おあいしに行く日のくる おある・く ﹇御歩﹈︵五︶1 お歩く ︽ーキ︾

いまその大先生にお会いすることができ

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1511團

十五542

﹇御上﹈

た私は︑なんというしあわせ者であろう︒

イ︾

安心して︑ゆっくりおあがりなさい︒

おあがりなさ・る
︽

五97園じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん

その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い おあ・げる ﹇御上﹈︵下一︶1 おあげる ︽ーゲ︾

﹇緒﹈3はなお

光のおをひいた︒

十四993
お

四777

くれよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑え お 2 お
二89
﹁お﹂のつくことばをあつめました︒

んぴつ三ぼん︑けしごむひとつ︒
一163 えんぴつもっかいます︒

えんぴつをなめないように︒

三964 えんぴつでかくことも︑ふででかくこ おあい・する ﹇御会﹈︵サ変︶3 おあいする お会
ともできます︒

四786 え
十173囹 えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ
とばでは通じません︒

えんまこおろぎ ﹇閻魔蜷蜂﹈︵名︶1 えんまこおろ
ぎ

﹇Vこえんりょ

大きなえんまこおろぎが一びき頭をだしていた︒

十ニー51 そのくちた草をとりのけようとすると︑
えんりょ

六粥5園

︽1

おあがり︒﹂ りすさんは︑両手に︑くる

おあげする

﹁さあ︑これをおあがり︒﹂

1

八547園

︵サ変︶

﹇御上﹈︵五︶1

この

﹇御開﹈︵下一︶1

氣をつけておあげなさい︒

おあげなさる

自分としては力
︑のかぎりおかあさ

﹇御上﹈

﹁日本人︑くりをおあがり︒﹂

四二7園

おあ・ける

十一758囹

イ︾

おあげなさ・る

んを幸福にしておあげしよう︒

十四1411国國

シ︾

おあげ・する

十810圏

みをにぎって︑おいしそうにたべました︒

六悩6囚回

十一﹇233 せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ おあが・る ﹇御上﹈︵五︶3 おあがる ︽ーリ︾

えんりょがち ﹇遠慮勝﹈︵形状︶1 えんりょがち
て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

︽ーシ︾

えんりょ・する﹇遠慮﹈︵サ変︶2えんりょする
六423園 南へひきあげるついでだから︑えんりょ
しなくてもいいのよ︒

﹇尾﹈︵名︶2

お

しないであらわし︑

十317 自分のもっているいいところを︑えんりょ

お

お

えんばく一おいいつけ
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おいいつける一おいでる

守っているのです︒

おいいつ・ける ﹇御言付﹈︵下一︶2 おいいつける
︽ーケ︾

りました︒

三宙5 手紙をやきすてよ︒﹂とおいいつけにな
八464 そのシャツをもらってくるように︒﹂と︑
おいいつけになりました︒

追い

﹁︿略﹀︒﹂と追いかけました︒

りすをみつけて追いかけたこと︑

十7412

十二923

︽1・ーイ・一

子どもたちは︑それをつかもうとして追
おいしい

十三368
﹇美味﹈︵形︶11

いかける︒

︽ーッ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑いしい先生がうしろの方か

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒
南武3

かなしみのために︑おからだをおいた

﹇御筆﹈ ︵下一︶ 1 おいためる ︽一

ら追いたてるようにいわれた︒
おいた・める
メ︾

あの小さいからだが︑まほうつかいのよ
のすごさは︑

る ︽ーイ︾

おいでくださ・る

おいでなさい︒

十五893囹

おいでなさい︒

おいでくださ

︽一

︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

九476團 あした︑めんどうな裁判をしますから︑

さどが島においでなさったことがあった︒

五904園わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

イ・ーッ︾

おいでなさ・る ﹇御出﹈︵五︶3 おいでなさる

四柵5囹 よくおいでくださいました︒

﹇御出下﹈︵五︶1

うになって︑大きなチルデン選手を追いつめるも

十二847

ル︾

めになるなんて︑

そこには︑ぶどうが︑たくさんおいしおいつ・める ﹇追詰﹈︵下一︶1 追いつめる ︽ーメ

このおいしそうなりんご︒

十四97團

二477園

きず口もだんだんよくなり︑︿略﹀たべ
これは︑まださしあげたことのない︑
ああ︑おいしい水︒

りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑
おいしい肉がたべられる︒

うちではバターもつくったし︑こむぎこ
おいしい︑おいしいアイスクリーム︒

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十一479

六柵1囹

おいしそうにたべました︒

六悩7

六906園

おいしいごちそうでございます︒

四佃6園

ものも︑おいしくたべるようになりました︒

四565

そうにじゅくしていました︒

四371園

ク︾

おいし・い

十7212 太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

おいおい ︵副︶4 おいおい
おいおい大声をあげてなきだしました︒
なきだしました︒

十731 次郎かじゃも︑そのまねをして︑おいおい
十734 太郎かじゃは︑なおも︑おいおいなきなが
らいいました︒

うに︑にっこりわらい顔になって︑
おいおい
おいかける

十741 いままでおいおいないていたくせに︑きゆ
︵感︶−
﹇追掛﹈︵下一︶10

九512園 おいおい︑ふえふき︒

おいおい
おいか・ける

十三327圃国おいしい︑おいしいアイスクリーム︒

十三327圏國

︽ーケ・ーケル︾

四223国 そとにいたねこがおいかけました︒

おいしげる

﹇御医者﹈︵名︶2

お医者さん

︽ーテ

﹁いまに︑お医者さんがみにきてくだ

追いたてる

お医者さん︑ありがとう︒
﹇追立﹈︵下一︶2

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

ません︒

二558

お月さんのくにへ

おとうさんは︑

おいでのかたは︑

けれども︑おじいさんの

いまはおいでになりませんが︑まえには

まえにはおいでになったにちがいあり

おいでになったにちがいありません︒

二557

おいでになりません︒

二556

こちらへおならびください︒

一448囹

ユートランドのあれ地には︑おいしげっ おい・でる ﹇御出﹈︵下一︶51 おいでる ︽ーデ︾

﹇生茂﹈︵五︶1

おいしそうなにおいをかいだ︒

かける

六㎜8園 いま︑きつねに追いかけられているんだ︒

十四938

八518

ル︾

おいた・てる

十一926園

さるだろう︒﹂と︑少年は考えました︒

十一717囹

おいしゃさん

たもみの林が見られるようになりました︒

十三231一

おいしげ・る

よ︒

六伽9囹きつねがおこって︑追いかけてくるんだ

んどん追いかけました︒

六樹7 しかさんは︑うさぎさんたちのあとを︑ど

けました︒

七404 私は︑いそいで︑さぶろうのあとを追いか

てきて︑かかとや足の指をつっついたりする

八105 どうかすると︑歩いているとき︑追いかけ

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑

八896園 なかまに追いかけられたり︑にわとりに

おいとまいたす一おいのり

212

なって︑

三603 そこへ ちょうどおとうさんがおいでに

なりました︒

三 6 その中には︑みやさまがたもおいでに

かずこさんの耳には︑おとうさんのことばが︑

四3510園 おとうさんがおいでにならなくても︑
ひびいてきたのです︒

でになると︑ひたいからゆげがたつ︒

四915 ひとはきはいて︑うちにあがっておい
五298囹 おじさん︑駅へおいでになるのでしょう︒

五556 そこへ︑受持のやまもと先生がおいでに
なって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さそってくださいました︒

五6811園 もう一ど金のさかなのところへいって︑
家をもらっておいで︒

五7210圓 おまえさん︑ぐずぐずいわずに海へいっ
ておいで︒

五752囹金のさかなにたのんでおいで︒
五8210 そうして︑私たちの教室にもおいでになり
ました︒

五888囹 さあ︑ここへおいで︒
ここで回しくあそんでおいで︒

五912園 さあ︑みんなこちらへおいで︒
六2310囹︺

七233 そのとき︑おかあさんがおいでになる︒

﹂甲 ﹁ そ う で す ︒ ﹂

七7511囹 あなたがたは︑なにかさがしておいでの

七334囹 さあ︑はるお︑おいで︒
ようだが

八265 中には天帝が乗っておいでです︒

八279 それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ
めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

八375 もっとたくさんこがねを集めようと願って
おいでになりました︒

八381 ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物を

わたしについておいで︑大きな世界の鳥

かぞえておいでになると︑

八672園
﹁どうぞ︑かってにおいでよ︒﹂そこで︑

小屋へつれていってあげるからね︒
八833園

そんな高いところ︑あぶないから︑早

あひるの子はでかけていった︒

九403国囹
くおりておいで︒

やまねこさまは︑いますぐにここへも

先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの

どっておいでになるよ︒

九569園
九769
せておいでになりました︒

しばらくして︑そこの主人といっしょにで
先生は︑︿略﹀︑ひとりでたんねんにほって

ておいでになりました︒

九786
九821

おいで︑わたしといっしょにお話をして

先生がまわっておいでになりました︒

おいでになります︒

九842
おくれ︒

十1211囹

﹁じゃあ︑ここにおいで︒﹂

私は︑先生がかけらをいろりのかたすみ

﹁水を持っておいで︒﹂

﹁水を持っておいで︒﹂

という簡盟・な

にはきよせておいでになっているようすを感じ

十二3510
十二874園

たけだ
きょう︑マンシュウから來た竹田さん︑

十二884囚囚

ことばでも︑

十三405園

六時ごろ⁝⁝もっと早くおいでよ︒

おいででしょうか︒

十四136回忌夜をどうしてすごしておいででしょう

十三421囹

おとうさんのお幸甚は︑︿略﹀︑生きて

か︑お知らせください︒

十四145團

おいでになったときそのままです︒

十五271園だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私

﹇御暇﹈︵五︶1

おいとまいたす

まあ︑だまっておいでよ︑いい子だか

みんな早く出ておいで︑満ぼうが煮た

がいますくってあげるから︒

十五685園
よ︒

ら︒

十五柵12園

らね︒

あまり長くなりますので︑もう︑おい

せっかくおまねきをいただきながら︑

おいのり

﹁︿略﹀︒﹂と︑おいのりをしました︒

六襯9うさぎさんたちは︑いっしんになって︑神

四618

おいのり

﹇御祈﹈︵名︶2

そうあたふたとおいとますることもできませんか

十五937園

とましょうと思います︒

四⁝⁝9圏

︽ーシ・ースル︾

おいとま・する ﹇御暇﹈ ︵サ変︶ 2 おいとまする

ひめ﹁おかえりになりますか︒

四柵4園 それでは︑おいとまいたします︒﹂おと

︽ーシ︾

﹁ごはんをたべてから︑すすきを取って おいとまいた・す

﹁おいで︒﹂と︑看護人は︑くり返し

わたしについておいで︒

おいで︒﹂とおっしゃった︒

十594園

十一676囹

十一6611圓

﹁心配しないでおいで︒﹂と︑医者は︑

先生が︑いまじきにおいでになります

ながら︑中へはいりました︒

からね︒

十一7212囹
十一755園

十一872囹

わたしはあんまりへたなので︑耳ざわ

︿略﹀答えました︒

十ニー96園

りでいやがっておいでだろうと思いました
知ったのは︑先生がおいでになってから
いく週間もたってからのことでした︒

十二347

さまにおいのりをしました︒
おいのりいた・す ﹇御国﹈︵五︶1 おいのりいたす
︽ーシ︾

﹇追遣﹈ ︵ 五 ︶ 1

おいやる

︽ーリ︾

十五旧2 先生がたのご幸福をおいのりいたします︒
おいや・る

おいらせ

五721 おばあさんは︑おじいさんをうま小屋のし
ごとにおいやりました︒
おいらせ

おいらせむら ﹇奥瀬村﹈︹地名︺1 奥瀬村
こりがいた︒

十二627 十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木

十三522 やがて老いても︑そのように︒

お・いる ﹇老﹈︵上︸︶2老いる︽ーイ︾

えて︑私たちの胸にまでせまってくる
おいれる

︽ーレ︾

十四61 老いた母を思う子の翼情は︑遠く海をこ
﹇御入﹈︵ 下 一 ︶ 1
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おう

追う

れことなくすめば︑

さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内
病人のふとんをなおしたり︑ときどきそ

そろって田植えする︒

十一344圏
十一764

切りとるばかりで手入れをおこたったた

の手にさわってみたり︑はいを追ったり︑

十三204

した︒

した︒

四596囹

﹁おうい︑おうい︒﹂とこたえるだけで

九m2囹 おうい︒

十2512園おうい︒

﹇応援﹈︵名︶2 おうえん

十262漂おうい︒
七539

おうえん

とやへ追われて行く︑白いレグホンたち︒

十一一鵬9

めに︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑
牛を追う︒

十三487
十四813

時間的に︑じゅんじょをおって︑とりあ

おうい

おうい︒

おうい︒

さけびました︒

さけびました︒

こたえるだけで

n応援者達﹈︵名︶1

おうえん者

おうえんする

チルデン選手もそのおうえん者たちも︑

﹇応援﹈ ︵サ変︶ 2

じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑

﹇応援団﹈︵名︶1

おうえんだん

高どのに立っていた長者は︑日のまるの

﹇扇﹈︵名︶1 おおぎ

︽ーイ︾

﹇御受取下﹈︵五︶1
とりくださる

お受け

﹇御摩﹈︵五︶1 お受けなさる ︽一

お受けとりください︒

イ︾

六櫨4園

お受けなさい︒﹂うさぎさんたちは︑ま

おうけなさ．る

七449囹

おうけとりくださ・る

おおぎをあげて︑しずみかけた日をさしまねくと︑

十二6010

おうぎ

声をたてる︒

七5110みかたのおうえんだんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大

おうえんだん

る二少年のことを思っては︑ふるいたって職い︑

十二819 私はスタンドから一心におうえんしてい

どちらをおうえんするの︒

十二7912園

︽ーシ・ースル︾

おうえん・する

もうあきらめているときでした︒

十二8510

たち

おうえんしゃたち

足をふって︑おうえんをはじめました︒

二ひきのうさぎが︑うしろから手をふり

おうえんの声が耳にひびいてくる︒

十四839

女の子は︑︿略﹀下の方にちらばってい

つかったものである︒

十五222

るひつじのむれを追いでもするように︑

おじさんとおばさんはそのあとを追って

出て來られたが︑

十五644

夏の日に︑私をせにおいながら︑あせを
︵感︶17

三51囹おうい︑
三51園おうい︑
三78園おうい︒
三79囹おうい︑

二404﹁
囹おうい︑ おうい︒﹂とさけびます︒
二404園 ﹁おうい︑おうい︒﹂とさけびます︒
二406園 ﹁おうい︒﹂とさけびます︒
二408園
おうい︒﹂山びこ﹁おうい︒﹂
二409園おうい︒﹂たろう﹁だれだあい︒﹂

︽ーイ・ーウ・ おうい

ふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

十五653

九8111 口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳お・う ﹇負﹈︵五︶1 おう ︽ーイ︾←せおう

おい・れる

にもおいれにならないで︑

︵四五︶

おう ﹇王﹈5しんじゅおう
﹇追﹈

ーッ・ーワ︾

お・う

一583園 あの とき︑ たろうさんが くろいぬを

おってくださらなかったら︑どうなっていた
か

六431 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を
列車のようにとぶつばめのむれ︒

六二3園ぼくはきつねに追われてなんかいやしな
いんだ︒

﹁︿略﹀︒﹂としかったり︑それでもきかな

ければ︑指で追ったりしました︒

三79囹おうい︑
﹁おうい︑

﹁おうい︑

﹁おうい

o

ｨお

、、、

八74

九宙7図圏 ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

四593園
四593囹
四596園

o

o

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

十一339圏 ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい

LLL
ととと

おおおうう
ううういい
し、し、し、oo
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﹇王様﹈︵ 名 ︶ 2 7

王さま

つかさを︿略﹀おさるさんになげてやりました︒
おうさま

王女がこがね色のたんぽぽをつんでくると︑

八377

あるところに︑ひとりの王さまがいらっ

八443

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人
これをきいて︑王さまはたいへんお喜びに

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいましたが︑王女は

なんの返事もしません︒

八422

王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

八422 王女は︑かたいこがねになっていたのです︒

こがねと王女は︒﹂﹁ああ︑かわいいひめ

こがねよりもたいせつであったからです︒

八424

です︒

八435園

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒

八439 王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ

ました︒

八441 王女は︑こういつて︑王さまにすがりつき

﹃さどが島﹄とおうたいになったとき︑

あなたのおうちにおいて

﹇御内﹈︵名︶5 おうち

うたいを︑きいたことがあるでしょう︒
おうち

した︒

らですよ︒

十五梱6囹︺ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし

やまねこがいいました︒

九738園 ﹁さあ︑おうちへお送りいたしましょう︒﹂

り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

五976 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった

るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒

三583

五人の子どものおうちは︑丘の上にあ

おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこになりま

一603囹

いただいた

十629 おじいさんやおとうさんがおうたいになる

おじぎをなさいましたね︒

五901園

おうた・う﹇御歌﹈︵五︶2おうたう︽ーイ︾

王さまに︑さしあげたいことはやまやま おうじょう Oたちおうじょうさせる
これが﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅ
王子

王子も︑なんとかして父の病氣をなおした
日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく
王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか
王子は手をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つ

王女

王子は︑いままでのわけをこの男に話しま
﹇王女﹈︵名︶9

かわいいひとりの王女もあって︑なにひと
つ不足なことはありませんでしたが︑

八374

八416 そのとき︑王女がはいってきました︒

しゃいました︒
しみになりましたが︑

三147 ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま 八445 王さまは︑ご病氣をなさって長いことお苦
ねきにあずかりました︒

しになりました︒

三149 おしゃかさまはたくさんのでしを つれ 八449 王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂というおふれを︑おだ
て︑王さまのこてんにまいりました︒

みんなより集まって︑どうしたら王さまの

八454

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

三164

した︒

八491

かっかと小屋の中へはいっていきました︒

八484

たむけました︒

八4710

さがそうと︑歩いていきました︒

八475

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

八472

﹇王子﹈︵名︶5

うの王さまのすべてよりもりっぱで︑

十五鵬8囹

ですが︑

八494囹

なりました︒

八4511

の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八459園

がでてきました︒

そこへ︑王さまの病氣をなおすというもの

こ病氣をなおすことができるかと︑

いました︒

八4110
ました︒

八424 王さまは︑おかなしみになりました︒

八424 王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの
王さま︑満足なさいましたか︒

こがねよりもたいせつであったからです︒
八4210園

八439 王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ
て︑王女のからだにおふりかけになりました︒
天略﹀︒﹂王女は︑こういつて︑王さまに

すがりつきました︒

おうじょ

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑王さまにだきつき

王さまは︑朝ごはんをめしあがろうとなさ

王さまは︑庭へおでになりました︒

王さまは︑ねどこにおさわりになりました︒

、

八456

三173 王さまは︑すぐはんたかをおよびにな
りました︒

八373 あるところに︑金持の王さまがいらっしゃ
いました︒

王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑

52ず10
いすにおさわりになりました︒

八八
11

八441

おうじ

八377 王女がこがね色のたんぽぽをつんでくると︑
王さまは︑天略﹀︒ ﹂ と お っ し ゃ い ま し た ︒

かぞえておいでになると︑

八381 ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物を

八

八383園 王さま︑あなたはお金持ですね︒

4040ま39

八
40

おうさま一おうち
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おうちにいるこうふくども一おおうかれ

おうちにいるこうふくども ﹇御内居幸福共﹈︵名︶1
﹃おうちにいる幸福﹄ども
どもですよ︒
﹇鵬鵡﹈︵名︶1

おうむ

十五細7園 これはみんな︑﹃おうちにいる幸福﹄
おうむ

十二902 どんなたっといことばでも︑ただ口まね
﹇鷹揚﹈︵形状︶1

おうよう

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑
おうよう

六51一 カチカチと氣ぜわしいのはおき時計で︑
カッタリカッタリとおうようなのははしら時計で
ある︒

おお︵感︶5おお
五858園 おお︑みんなそろってきたな︒
八421園 おお︑かわいいひめや︒

﹁おお︑満ぼう︒﹂とさけんで︑しつ

おお︑チチロ︒

十129囹 おお︑こわい︒
十五676園
大あばれ

十一8212園

﹇大暴﹈︵名︶1

かと私をだきしめた︒
おおあばれ

だしました︒

﹇大雨﹈︵名︶1
﹇大嵐﹈︵名︶1

大あらし

大あめがふりました︒

大あめ

八305 黒うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ
おおあめ
一一137
おおあらし

多い

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

十一512 ゆうべからの大あらしは︑けさになって
﹇多﹈︵形︶16

もまだ続いていた︒
おお．い

なかまと︑

どっちが多いか︑くらべてみょうではないか︒

三436園 きみの なかまと ぼくの

三443圓きみのなかまはずいぶん多いな︒
五459圏 世界の空のかず多い︑かがやく星のその
︼つ︒

虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八165

協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九209

少女の両親たちが︑︿略﹀︑大急ぎでおり

て來たのです︒

十五324

けました︒

3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま 九626 やまねこは︑匿いそぎでぎょしゃにいいつ
3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

したが︑いちばん多いので15本になりました︒

八棚8
八鵬3

いる︒

1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ 十五9810園 それにあの子たちは︑大急ぎに急いで

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

八鵬6

十三109

私たちは︑あまり多いのにおどろいた︒

同じ名まえの人も世の中には多いが︑

大いそぎ

わしは︑︿略﹀︑少年の周囲をおおい包む

﹇大﹈︵副︶3 おおいに

︽ーイ・ーエ・

おおいにうたい︑おおいにひいて︑

おおう

六201園

︵四五︶ 6

われわれは︑おおいにうたおう︒
﹇覆﹈

おおうかれ

太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

午後の日光は︑げんかんをおおったすい

大うかれ

紙をもてランプおおえばガラス戸の

﹇大浮﹈︵名︶1

外のつくよの明らけく見ゆ

十五128図魍

めたい空氣におおわれた地方があると︑

十四683 そういう地方のまわりに︑わりあいにつ

いかずらのあまいにおいにひかれて︑

十二364 ふたりは︑いどの小屋をおおっているす

かずらのしげみをもれて︑

十一一318

おいおい大声をあげてなきだしました︒

十7212

つ林におおわれた道もない谷まになった︒

九衡9 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

ーッ・ーワ︾3うちおおう

おお・う

六256園

夏の日を樂しもうではないか︒

六201園 おおいにうたい︑おおいにひいて︑この

おおいに

いきおいでせまって來ました︒

十五307

ム︾

こちらはかきの木の多いところで︑どこ おおいつつ・む ﹇覆包﹈ ︵五︶ 1 おおい包む ︽一

いていました︒

九431国

これはじょうもん土器といって︑貝つか

の家にも︑二本や三本はあります︒

そのお金は多くはありませんでしたが︑

からでる物では︑いちばん多い土器です︒

九844囹
十﹁256

傳説には︑︿略﹀︑昔からいい傳えられた

できごとの多かったこの日もくれて︑

四人が生きていくにはじゅうぶんでした︒
十一一391

十二558

十四222

そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑

というだけのもののほうが多い︒

十四682

とくに多くなります︒

ここだって︑どこだって︑やはり︑お
おおいそぎ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで木からと

﹇大急﹈︵名︶8

金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒

十五981園
おおいそぎ
大急ぎ
六175

月はいま雲からでて︑窺いそぎではなれて

びたっていきました︒

六522

いきます︒

月は動かないで︑雲が抄いそぎでとんでい
くようにもみえます︒

六528

六535園雲が大いそぎでとんでいくでしょう︒

おおうつし一おおきい
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朝から大うかれ︒

十一318圃 青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

三996園

みなさんが大きくなってから︑

川はだんだん大きくなる︒

川はだんだん大きくなる︒

四239團ぼくは︑大きくなったら︑
五62

大写し

五66

﹇大写﹈︵名︶2

六375 顔の大写し︒

おおうつし

大風

五295囹

五251園

一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても

ぼくは︑もう大きいんですから︒

く︒

川は大きくなると︑ゆっくりとながれてい

大かじ

五73

﹇大火事﹈︵名︶1

六404 のこされたかかしの大写し︒
おおかじ
﹇大風﹈︵名︶4

ニー82園上は大みず︑下は大かじ︑なあに︒
おおかぜ
持てそうもない物︑

五562囹あそこに大きく光っている星ですよ︒

六3310囹 生まれてはじめての大風だ︒
五5810園

大川

大き

あさがおやきゅうりは︑自分ひとりで︑

わたしは︑おとうさんやおかあさんの力
で︑大きくなったと思います︒

五642園

大きくなったのでしょうが︑

五6311園

うこんなに大きくなった︒

五6310囹ねてばかりいたのが︑︿略﹀︑いまは︑も

んなみてしまいたいな︒﹂といいました︒

大きい ︽i

五956

ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

六327

六68圓

かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑

いねが大きく波うつ︒

どれをみても大きくてえらそうである︒

んだん大きくなりました︒

六349

そんなに大きくはありませんが︑

大きくなったり︑小さくなったりする︒
六695

六773囹ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑
﹁たしかに︑動いたり大きくなったりし

生きているんでしょう︒

六774園

大きいのをにがした︒

ているものは︑みんな生きものだね︒﹂

六842囹

てみようと思って︑

六柵3 そのさかさまにみえるけしきを︑大きくし

しを︑新しい葉にうつす︒

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

七536 なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて

七252園 あおむし︑大きくなりましたね︒

雨がはれて︑にじが大きくでました︒

強そうだ︒

七581

足がだんだん強くなり︑

八1710 虫は︑︿略﹀︑大きくなるにつれて︑六本の

こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

せみの子たちは︑たいへん生長がおそくて︑

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

大きくなれば美しくもなるでしょう︒

兄は︑大きくなって農業をするために︑

わたしがいちばん大きいから︑わたしが

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

やまねこは︑大きくのびあがって︑

プラタナスの葉の大きいのは︑やつでほど

十388 それに︑貝のだす眞珠質がまきつき︑年と

もありました︒

十1112

十47 高い木が大きく枝をはって︑

九732

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

九651園

いちばんえらいんだよ︒

九6411園

いま知りあいの家でみならいをしています︒

九458團

きくゆれました︒

九406国なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大

八697園

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八204

かくもぐりこんでいきます︒

八201 大きくなるにつれて︑だんだん地のそこふ

よういに大きくなりません︒

八196

︿略﹀︑わずか二三ヶ月で大きくなって︑

﹁ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみ 八191

六392圓 かかし﹁ふきとばされたんです︒きょう

六352園 おじさん︑大風ってこわいな︒

の大風に︒﹂

九戸2 ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑
﹇大川﹈︹地名︺1

あみもはることはできませんでした︒
おおかわ

十二751 ふだんはく略﹀︑大川の波の音がバサリ
﹇大﹈︵形状︶3

バサリと︑まくらにひびくのでしたが︑
おおき

68

に日に大きくなったのは︑

十五142図魍 大きなるべにばらのひと花思わぬを 五644園 生まれたときからせわはしてきたが︑日
ゆららにあかく開き満ちたる

十五151図魍 おどろきてわが身も光るばかりなり
大きなるばらの花照りかえる

︵形︶

おおきい

十五157鴻益大きなるなにごともなきばらの花ふ
﹇大﹈

とのはずみにくずれたりけり
おおき・い

イ・カッ・iク︾Oかわはおおきくなる
﹁先生︑ゆうがおがこんなに大きく

一634囹 それであんなにおおきいのです︒
二216園
なりました︒﹂

三347園 わたくしも︑早く大きくなって︑
な大きいなとおもいました︒

三371園 こづかいさんのおへやのものは︑みん

217
おおきさ一おおきな

ともに大きくなって︑
十6111 たけのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく
なります︒

十645 みなさんも︑大きくなったら︑︿略﹀よい
仁術を味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒

十﹁58園 ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四
ばんをこぐんだ︒

たし︑

十一215 金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ
十一489 おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑
また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一503 ぼくは︑大きくなったら︑どうしても北
海道へいこうと思う︒

十一682 大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間
をみつめている者もありました︒
十二給10 それが︑めきめきと大きくなり︑
ぞいているのもいい︒

十ニー44 まだ青々とした木の葉の中から大きくの
十二684 大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑
大きくてあつい︒

十三138 星は︑太陽のまわりを︑大きく輪をえが
いて︑まわっていることがわかり︑

十三351 それが︑だんだん大きくなって︑文字で
あることがわかり︑

十三554園 ﹁それなら︑もうすこし大きいのがあ
るよ︒﹂といって︑

の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

とが︑大きくふくれただけのものです︒

十四613園私たちは︑はえもしなければ︑大きく
すかして見ると︑しずくのつぶの大きい

もならなかったかもしれない︒

十四635

茶わんのぼあいにくらべると︑しくみが

つぶがあまり大きくないときには︑

のが︑ちらちらと目に見えます︒

十四688

十四636

十四355

︽一

引力の法則を発見したり︑うちゅうの大

きさを計算したりするではありませんか︒

﹁あんまり大きすぎてみっともないから︑

おおきす・ぎる ﹇大過﹈︵上一︶2 大きすぎる

八686園

ギ︾

その上ぐつは︑母親のものだったので︑

かみつきたくなるんだよ︒﹂

十四909

この子にとっては大きすぎた︒

した︒

二233園

おおきなむしめがねをもったおじいさ

四かくなかみに︑まるいおおきなはん

そら︑ところどころに︑おおきなほし

おおきな川がながれていました︒

山のうえから︑おおきなお月さんがで

﹁おおきなお月さん︒﹂

うちから︑大きな

りんごを

﹁みんないいこ﹂を︑おおきなこえで

おばさんの

大きなにじでした︒

先生︑大きなあおがえるが︑とうもろ

こしのはっぱに︑じっとぶらさがっていまし

二242園

けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

はねのいたんだ大きなちょうちょが︑

うしたらえにかくことができるでしょう︒
二212囹 先生︑大きなくもがすをかけていま

ニー53 あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

一一144

みっついただきました︒

一一131

うたいました︒

一642

一6210園

るところでした︒

一628

がひかっているでしょう︒

一526園

一523

をおしてくれました︒

一4710

んが︑やっぱりながいみみをふりふり︑

一469

かわずだまりて人の足大きくすぐる おおきな ﹇大﹈︵連体︶鵬 おおきな 大きな

ずっと大きくて︑

十五84図圏

老博士は︑フィッシュナイフをにぎった

右手を大きくふりまわし︑

十五752

大きさ

小人のようだったおひめさまは︑︿略﹀︑

﹇大﹈︵名︶11

十五8410園私よりよっぽど大きい︒
おおきさ

三又9

それらはかたちも大きさもそれぞれち

ふつうの人の大きさになりました︒

六67囹

がってはいるが︑

かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まいは
ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

りあわせたものです︒

六694
六梱5

大きさにまいて︑

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑
もう大きさだけは親つばめと同じですが︑

するするとはいるくらいの大きさに作って︑

六梱11
九156

もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ
で生長をとめました︒

十三224

のは︑

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの

十四3011 むかしのことはしばらくおき︑これから 十三231園大もみがある大きさ以上に生長しない

る力が大きくなっていけば︑

同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに
よって︑調子がちがう︒

十三303

生長をうながす力をもっているが︑

十四3110 あなたがたのものを見る目︑ものを考え 十三237
十四374 心を大きくもってください︒

十四5211園 それは︑花の一部であるめしべの根も

おおきな一おおきな
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た︒

二361園 ぞうは︑大きなうちわににているよ︒

二358園 ぞうは︑大きなへびみたいなものさ︒
二404 たろうが︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ
びます︒

二478 手に大きなりんごをもっています︒
二506 じろうは︑大きなりんごをさちこにわ
たします︒

二528 大きなりんごを︑おかあさんにあげます︒

三85園大きな大きなわになれ︒
三85園大きな大きなわになれ︒
三226 いままでみたこともきいたこともな
いほど︑大きな木になりました︒

三229 大きなえだは四方にひろがって︑

あちらの村でもこちらの村でも︑こう
﹁こんな大きな木を︑切っていいも

いって︑この大きな木をみあげました︒

三251
三255園
のでしょうか︒﹂

いままでみたこともきいたこともな

のにも大さわぎでした︒

三261 こんな大きな木のことですから︑切る

三273
い︑大きなふねでした︒

三336囹 なの花の大きなもけいがありました︒

ています︒

三364園大きなかまどがふたつもあります︒
三368囹大きなうに︑大きなやかんがかかっ

の

で

三368囹大きなうに︑大きなやかんがかかっ
ています︒

﹁ねえ︑大きな木の ところまで

三369園大きなながしもあります︒
三586 のぼれば大きな木のあるところへ
られます︒

三591園

ぼってみよう︒﹂と︑ジュデーがいいます︒

﹁この丘の上の大きな木のとこ︒﹂
いっしょになって︑丘の大きな木のと

ジュデーはこういいます︒

三606園
三632

大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ

ころまでのぼりました︒

三968

かせたのは︑だあれ︒﹂

五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり

むこうの山から︑大きな月がのぼってくる

かおよりも大きな花です︒

の花が︑三本かざつてありました︒

五779

六171

六141

大きな荷物を︑力をあわせて運んできます︒

天略﹀︒﹂と︑大きな声をたてました︒

ありは大きな声をだしてさけびました︒

ところでした︒

五937

六218

そんな大きな物を持ってさ︒

大きな荷物を︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かけ声をかけ

どこかでだれかがめくってる︑大き

青黒い夜空に大きな三日月さま︒

六551

ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑

よしおが大きな声をだしました︒

そのこてんの門のそばにいどがあって︑

大きな魚らしい︒

そのそばには︑大きな木が立っています︒

六8710囹

六836園

六824園あの大きなたいをつってみたいのです︒

問題だね︒﹂とおっしゃいました︒

六785園とにかく︑命のことはむずかしい大きな

大きな雪だるまを作りました︒

六703

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六485圏海

六439

六251囹小さなからだに大きな荷物︒

て持ちあげます︒

六247

六228園

その山のふもとには︑大きな木がし 六2111園 大きな荷物だな︒

とうばんのがんは︑大きな声でさけび

とができます︒

ました︒

四442

四482
げっているので︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声でいったので︑

四552 島にはかりうどはきませんが︑大きな
へびがやってくることがあります︒
四859

いって︑大きな

大きな雪︑小さな雪︑雪のかたちはき

みんながわらいました︒

四955

かめは︑すぐそばまで

まっていない︒

四鵬3

まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

五1611

西の方をみると︑日がしずんでまもない空

きなはこの中にはいりました︒

五532

大きな声で︑はるおが︑東の空をみながら

に︑大きな星が光っていました︒

五537

いいました︒

六田3

六鵬2園

五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で

なんです︑まさおさん︒大きな声をして︒

ている︒

六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ

空のまん中に︑大きな星が光っていました︒ 六8711囹 あなたは︑その大きな木にのぼって︑
まっていらっしやい︒

五538園だいだい色の大きな星だこと︒
五548

そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら

あんまり大きな声をだしたので︑あたりの

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒

五569園
五576

﹁けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさ

人がわらいました︒

五621園
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じゃんけんをして︑おにをきめました︒

まるくならんで︑話をしました︒

六梱6 うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑

六麗8 うさぎさんたちのまえに︑大きなしかさん
があらわれました ︒

きあげられてしまわなければなりません︒

六悩7 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
六柵1 やがて︑うさぎさんたちは︑大きな岩のと
ころにでました︒

六㎜6 ところが︑この大きな岩のかげに︑とらさ
んがねむっていたのです︒

七74園 ならったばかりの唱歌を︑大きな声で
歌っていく子ども ︑

たよ︒

﹁どうしたんです︒そんな大きな声をだ

﹁ ︿ 略﹀︒﹂大きな声をたてる︒

七227囹 あまり大きな声をだすから︑にげちゃっ
七3010

七3011園
したりして︒﹂

七415 かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア

おしまいに︑青年は︑大きな声で︑

しかも︑この大きなうちゅうは︑だいたい
山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

きそく正しく運行しているということです︒

八363
八582

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八916 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

八鵬9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑大き

どんなに高い教養をもっているかを世界

なかぶは30本もありました︒

このほかに︑大きな︑黒くてひらたい貝

らいぎょは︑大きなのになると︑三十セ

大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを

ぼくたちのかりているやしきのまわりに

つやつやした大きなかきが︑ころころと

こしから大きなかまをとりだして︑

大きなことだよ︒

白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑
九878

まもなく︑一︑二年ぐらいの男の子︑導き

舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒

九描1

みると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつ

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

の中へとびこんだところであった︒

九鵬11

な声で︑﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑

九922

ひっぱりだされました︒

九735

九668囹

九6410囹大きなのがいちばんえらいんだよ︒

九6410園 大きなことだよ︒

九628

二つ三つ落ちているのをみたときは︑

九436団

も︑大きなかきの木が三本あります︒

九434国

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九429團大きなうねのはだが地われしているのを

ても︑きこえないときがあります︒

九394團下からどんなに大きな声で話しかけられ

流れ落ちるしみずが︑

九363団

ンチあまりもあります︒

九339国

がとれますので︑

九336囲

じゆうに知らせた大きなできごとでした︒

下をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒九238

しきが目のまえにひらけてくる︒

八5811

あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき
飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ

がみえるだろう︒

八595
八597

高いところにのぼるほど︑大きな世界が

しきがみえるだろうと思った︒

田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

八5910園
みえる︒

八606

それから二三日して︑とうとうその大きな

いちばん大きなたまごがまだのこってい

森の中には深いみずうみがあった︒

八624園
る︒

八6410

それは︑ひどく大きなからだで︑たいへん

たまごがわれた︒

八651

これはまた︑ひどく大きなひなだ︒

みにくいものであった︒

八654囹

わたしについておいで︑大きな世界の鳥
こうして︑大きなぬまのあるところへやつ
ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが
あひるの子は︑︿略﹀︑自分でもおどろくほ

どうしてこんなになったのかわからないう
ちに︑大きな庭の中にきていた︒

八885

どへんな大きな声をだした︒

八848

やってきた︒

八841

大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

八7410

てきた︒

八723

小屋へつれていってあげるからね︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があっ 八672園

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

た︒

七4210

七458

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじぎをした︒

七603 考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒
七722 うまよ︑そんな大きななりをして︑

渡って︑

八267 馬車は︑七色の大きなそり橋を音もなく

八341 もっと大きな皇位をもとにして計ります︒

八282 やがて︑大きな天の川にさしかかりました︒

ない大きなふかい感じにうたれます︒

八361 夜になって天の川をみると︑なんともいえ

おおきな一おおきな
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ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

九㎜9 水は大きなごろごろした石ころのあいだか

のすこし大きな川に流れこんでいた︒

九梱2 水は︑さらさらと走って︑やがて︑すぐ下

十﹁97園

おきを大きな船が通っていくよ︒

十一98囹大きな船だね︒
﹁あんな大きな船の船長と︑コックス

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

と︑どっちがむずかしいだろうね︒﹂

十﹁99囹

十一502囹

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

﹁青年よ︑大きな望みをもて︒﹂

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十﹁435

十一533

きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九掲2 大きな支流が流れこむところへくると︑と
九伽7 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑

ひとりの少年が︑︿略﹀︑ナポリの大きな

そうして︑大きなへやの︑開いたドアの
大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

十一687

大きなえんまこおろぎが一びき頭をだし

その大きなへやのはしまでいくと︑

十二684

私の一生を通じて︑わすれることのでき

製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

大きくてあつい︒

十二6810

台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

わたしをもっている︒

十二7410

あの小さいからだが︑︿略﹀︑大きなチル

いので︑二三日は困ることもありません︒
十二846

大きなげたをはいた女の人が︑おともを

デン選手を追いつめるものすごさは︑
十一﹇価2

大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

ふたりつれています︒

十二柵7

これが︑デンマルクの愛國者たちの心を

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十三184

かれは︑もみの生長について︑大きな発

くだいた︑もっとも大きな問題でありました︒
十三2212

かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの

見をしました︒

十三2811

その中で︑いちばんさわがしくて︑叩き

を持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑

十三308

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩

な音をたててやって來るのは︑さるまわしである︒
十三3112
いて來る︒

大きな水おけをのせた一輪車が︑﹁キリ

この絵は︑たいへん大きなりっぱな絵

それは︑フィリップの作品の中にみな

私は︑なにか大きな慰しみをもったよう

遠いもの︑大きなものに心をくばること

︐がたりなかったのは︑

十四304

な氣持になって︑家に帰ってきた︒

十四287

ぎっている大きな愛の氣持︑

十四46

だよ︒

十三5910囹

キリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

十三333

サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私 十三325園大きなきんぎょに小さなきんぎょ︒
﹁へえ︑そんな大きなものを︑どうし
しまばら

昔︑島原にみそ五郎という大きな男がい
すばらしい大きな石だんで︑とても人間
みわたすかぎりさざなみがうちよせる大
大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

きな池となっていた︒

十二614

わざではない︒

十二577

た︒

十二568

て動かすんでしょう︒﹂

十二4410園

のひざの上において︑

十一一3410

ないいちばん大きな日は︑

十二313

十二214園わたしも︑ずっと大きな木になって︑

ていた︒

十ニー51

しいくすりのにおいがただよっていました︒

十﹇684

まえまできますと︑

十一672

病院の門ばんのまえへいって︑

十一636

客の耳にきこえそうもない︒

九重3 黄色と黒のしまもようのついた大きなくも
でした︒

九天9 あみに大きなあなをあけてしまいました︒
しました︒

評言6 それにはさすがの大きなくもも︑びっくり

ち ょ う ち ょ は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒

九悩11 大きな口をあいてたべようとしたとき︑

かっている︒

十201 村の林の上に︑大きな半円形のにじがか
十235 ﹁こくご一﹂の文を大きな声で歌う︒

十242 エレベーターをあやつる大きな車輪が︑ま
わっている︒

十378 この自動織機が︑どれほど大きな役わりを
はたすことであろう︒

十382 大きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか
者があった︒

十449 海水の温度に大きなかわりかたもなく︑四
年めになった︒

十451 大きなゆめは実現された︒
にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

十623 二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が
十728 大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガ
チャンとくだいてしまいました︒

をひいて通っていくのがみえるし︑

十一44 大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ
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十四335 この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の
大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒

十四341 あのぎんが系に負けないほど大きな星の
世界が︑なおいくつかあるのです︒

十四375 そうして︑うちゅう全体をながめわたす
大きな目をもってください︒

十四487 船がしずむひょうしに流れ出たものらし
い一本の大きなまるたに︑

十四5210園 こんな︑十キロもあるような大きなか
ぼちゃでも︑

て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四536園 どうしてそのめしべの根もとがふくれ
十四5611圓 こんなに大きなきずができていますが︑

十四588園 この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた
いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒
それが︑かなり早くまわりながら︑

十四666 茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑

が︑庭の上などにできることがあります︒

十四6611 これとよくにたうずで︑もっと大きなの
十四676 そうして︑大きなうずができ︑それが︑
ちょうどだつまきのようなものになって︑
十四6712 それは︑らい雨のときに︑空中におこつ
ている大きなうずです︒

十四685 入れかわりに︑そのつめたい空冷が下か
らふきこんできて︑大きなうずができます︒

十四955 その小さなほのおが︑その子には︑もえ
さかる大きなほのおのように思われた︒
にすわっていた︒

十四959 それがもえ続けている間︑大きなろの前
十四9712 いかにも大きな木で︑それが美しくかざ
られていた︒

十五72図幽 うしはしずかにおのおのの大きな耳

をむけぬ

十五227

なんだか大きなあらしがふき起ったよう

な音がしました︒

三メートルもあるような羽をひろげた大

そのがけの下の方へゆったりとんで行く

きな一わのやまわしが︑

十五2212

十五237

大きなやまわしのつめにっかまれて︑

急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女
このわしが大きなくちばしで女の子の頭

の子をつかんで舞いおりて志ました︒

十五245
十五266

少年は︑ときどき大きな声をだして人々

でもつつけば︑

十五2612
を呼んだり︑

両羽をあおりたて︑大きな風をまき起す

ようにして︑少年の周囲をおおい包むいきおいで

十五306

その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ
目の前の美しい︑大きなユングフラウの

たく大きなあくまです︒

十五308
十五338

十五697

おじさんが日夜ふでをとっていられたと

博士は︑そのことばの意味をときかねて

いう大きなつくえの上に︑

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル

いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑

十五7512
十五8510

﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

をはなれて︑大きなおなかを両手にかかえて︑
十五梱4囹

なによりも︑まず﹃大きな喜び﹄を呼

のですからね︒

十五悩9園

﹁あれは︑﹃大きな喜び﹄ですよ︒﹂

びにやりましょう︒
十五価8囹

十五価12園 ﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

︿略﹀︑いつもにっこりしています︒

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒

十五鵬3囹

﹃いちばん大きな喜び﹄の中に︑﹃美

おおきなさる ︽一

﹃愛することの大きな喜び﹄ですよ︒

しいものを見る喜び﹄がいます︒

十五柵10囹
十五佃4囹

六伽7囹 そうっとかわかしておおきなさい︒

イ︾

おおきなさ・る ﹇並置﹈︵五︶1

かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう

まつ白な山までも︑

十五3911

喜び﹂たち

多く

やがて︑村をすくい︑多くの人からうや

﹇多﹈︵名︶4

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

発音のちがっている多くの國々のことば

が書き表わされている︒

十五418

人々からたっとばれている作品です︒

十二湿11

まわれるようになりました︒

十一303

おおく

みなさん︑いらっしゃいよ︒

︵ほかの﹁大きな喜び﹂たちを呼ぶ︒︶

私は︑しばしためらったのち︑意を決し おおきなよろこびたち ﹇大喜達﹈︵名︶1 ﹁大きな

に大きな発明で︑

十五537

そこで︑大きなつくえのまん中に

廣いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑ 十五柵3

て大きなドアをコツコツとノックした︒
十五5310

十五577囹

かた手に大きなブラシをつかんで︑力の

チョークで線をひき︑

十五638

ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二ま

かぎりみがきをかけた︒

十五662

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

顔をあげてへき面を見あげると︑おじさ
んの大きな写眞があった︒

十五692

おお

り父につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五669 母や多くの弟妹たちをあとに残し︑ひと
おおくにぬしのみこと ﹇大国主命﹈︹人名︺2
くにぬしのみこと
しゃいました︒

三475 そこへ︑おおくにぬしのみことがいらっ

たずねになりました︒
﹇御亀﹈

︵五︶

1

お送りいたす

︽一

︽

リ︾

ーギル︾

ぎる︒

八827園

それなのに︑おまえさんは口かずが多す

いつもその本を手からはなさず︑くり返おおす・ぎる ﹇上達﹈︵上 ︶2 多すぎる ︽ーギ・

おおこる

﹁頭はとうきょう︑足はおおさか︒﹂と
﹇大寒小寒﹈︵感︶1

﹇大騒﹈︵名︶2

大さわぎ

大さむ小さむ

﹃︿略﹀︒﹄といって︑大さわぎをしま

大さわぎする

こんな大きな木のことですから︑切る
﹇大騒﹈︵サ変︶1

ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大
大じかけ

氣流のじゅんかんが︑もっと大じかけに︑

﹇大仕掛﹈︵名︶2

茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ

大じかけ

︹地名︺3

て︑ひまがないのだよ︒

オーストラリア

おおぜい

︹地名︺

2

オーストリア

﹇▽ドノーッ

しょうわ六年の秋︑オーストリアの都

︵名︶

一 オーストリア

おおぜい 大ぜい

四つに組んだ大ずもう︒

海にうかべて︑大ぜいのせんどうが

つくることになりました

そこで︑大ぜいのだいくをあつめて︑

この声はひとりではなく︑大ぜいの

﹇大勢﹈︵名
1︶6

十二柵3 絵巻物

これが︑もうひとまわり大じかけになつ おおずもう ﹇大相撲﹈︵名︶1 大ずもう

がひき受けて送ったつばめを加えると︑

九231 このほかに︑オーストリア動物園の人たち

動物園

オーストリアどうぶつえん

まだそのいたでがなおっていないころでした︒

九234 オーストリアは第一次世界大鷲のあとで︑

ウイーンでのできごとです︒

九1810

オーストリアにこく

オーストリア

て︑オーストラリアや南洋の島々であるが︑

十454 今日︑眞珠の産地は︑︿略﹀をはじめとし

あまりもありますが︑

九246 日本からオーストラリアまでは︑一万キロ

でいくのがあるということです︒

九179 さらに海をこえて︑遠いオーストラリアま

オーストラリア

それをみた天帝は︑たいへんおおこりに 十五M5誓うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ

﹇御怒﹈︵五︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

十﹁2611
十一452

おおこ・る

なって︑

八321

て︑

十四6711

おおじかけ

﹇大仕掛﹈︵形状︶1

十四767

陸地と海との間に行われております︒

十四762

おおじかけ

さわぎしていました︒

十二295

︽ーシ︾

おおさわぎ・する

のにも大さわぎでした︒

三261

した︒

二319圓

おおさわぎ

二377圏圖大さむ小さむ︒

おおさむこさむ

いったので︑みんながわっとわらいました︒

七377囹

三482 おおくにぬしのみことも︑﹁︿略﹀︒﹂とお おおさか ﹇大阪﹈︹地名︺1 おおさか

︽ーシ︾

お送りする

﹁さあ︑おうちへお送りいたしましょう︒﹂

おおくりいた・す

九738園
﹇御送﹈︵サ変︶2

やまねこがいいました︒
おおくり・する

五4310国 そのたねをこんどお送りします︒

シ︾

十四161團 たとい︑からだはこちらにいても︑こ
大けが

のまこころを書いてお送りして︑
﹇大怪我﹈︵名︶1

十五267 わしが大きなくちばしで女の子の頭でも

おおけが

大声

つつけば︑大けがをするか︑殺される心配がある︒
﹇大声﹈︵ 名 ︶ 1 0

三404きょうならったばかりのしょうかを︑大

おおごえ

いいました︒

声でうたいながらあるきました︒
三705 ピーターは大声で

三75！0 ピーターが大声をあげました︒

ｪ﹀︒ ﹂ と ︑ 大 声 を た て る ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でわらいました︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 大 声 に さ け ん だ ︒

を108

六㎜！1
七511！

九鵬11

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒
おおしま
おおしまくん ﹇大島君﹈︹人名︺1 大島くん
おおしま
きみは︑︿略V︑大島くんでしょう︒
十五548園

期すぎの上にやっととまったかかし︒

﹁︿略VQ﹂い
とって︑すぐになかまを大

りこみました︒

三441

o

ふ声

の

十7212
太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

おいおい大声をあげてなきだしました︒

六361

十一610園 ひき返そうとしたりするときには︑ おおすぎ ﹇大杉﹈︵名︶1 干すぎ
きっとコックスが大声でいうだろう︒

2了ね26了0

4

「〈

おおくにぬしのみこと一おおぜい
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おおぜいすぎる一おおみず

ぜいつれてきました︒

三465 そのとき︑みなりのりっぱなかたがた
が大ぜいおとおりになって︑
三佃1 そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑
雲にのっておりてきました︒

大空がほおえんでいる︒

頭から大波をかぶっても︑平氣で歌を続

鳥のとぶように走るではありませんか︒

十四403囹

それが︑高く︑高く︑しだいにのぼって︑ 十四4810

けていました︒

十四9810

こびきの大のこははばが廣いし︑

村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ

﹇大幟﹈︵名︶1 大のぼり

下して︑その足どりもいそいそと︒

十一384囲

おおのぼり

十一一689

けわしい山が︑むらさきがかった大空の おおのこ ﹇大鋸﹈︵名︶1 大のこ

大空の星のようにかがやくのを見た︒

十五215

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

太田道潅

おおたどうかん

﹇太田道潅﹈︹人名︺1

ドドンドドンとなる大だいこの音は︑
おおたどうかん

ポケット︑ズボン︑オーバー︒

﹇大葉子﹈︵名︶1 おおばこ

やったときのように︑喜んでたべました︒

七885 はこべとおおばこをやったら︑にんじんを

おおばこ

十四201一

ある日︑太田道潅は︑たかがりにでかけ オーバー ︵名︶一 オーバー
大ちがい

おおつな

みんな大ちがいだ︒

﹇大角﹈︵名︶1

﹇大綱﹈︵名︶1

私は子どもらしい喜びと得意さに大は

しゃぎで︑二階から母のところへかけおり︑

十一一339

おおつなのようなたくましい根が︑深く おおはしゃぎ ﹇大士﹈︵名︶1 大はしゃぎ
大づめ

大通り

園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で

できた大廣間のようなものがあらわれます︒

十五822

においもさとうも大まけだ︒

﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑大またでぴょん

﹇大股﹈︵名︶2 大また

みました︒

十一4410

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進

ぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

九923

おおまた

十三328圃圓

私は︑まさごをうば車に乗せて︑はるおと おおまけ ﹇大負﹈︵名︶1 大まけ

﹇大通﹈︵名︶4

ずっと下にみえるタやけの大通りを︑

一家そろって︑ぎんざの大通りを歩いてい

大どく

大通りを︑ぶたがぞろぞろと歩いて行く︒
﹇大毒﹈︵名︶1

オートバイ

ニー82園

そのうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑を

﹁上は辛みず︑下は大かじ︑なあに︒﹂

いねのなえをひろって︑大水でいたんだ

田の水たまりに植えてみました︒

十﹁294

みんな流されたりしましたので︑

十一1910

それには︑大どくとうかがいました︑お おおみず ﹇大水﹈︵名︶4 大みず 大水
︵名︶一

大波

トラック︑オートバイ︑リヤカー︑
大なみ

ふねはななつの大なみをのりきって︑

﹇大波﹈︵名︶2

三277

おおなみ

十四214

オートバイ

そろしい﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑

十7311園

おおどく

十三369

ましたら︑

八52

六379

大．通りにでました︒

五526

おおどおり

んでいる女の子のからだが下へ落ちないように︑

左手を長くのばして︑鳥が大づめでつか おおひろま ﹇大広間﹈︵名︶1 大廣間

﹇大爪﹈︵名︶1

のびてみきをささえ︑画くのびて枝をやしない︑

十二661

おおつな

二368囹

おおちがい

ました︒

十二63

おおたどうかん

九117

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ おおだいこ ﹇大太鼓﹈︵名︶1 大だいこ
まって︑音樂会をしています︒

八53あるデパートのまえのうすくらがりに︑大
ぜい人が立っているので︑

九164 こうして︑大ぜいのつばめが︑ならんでい
るのをみると︑

九877 人 たかぎ・やまだ そのほか友だち大ぜ
い

十74 いなかへいったときは︑子どもが大ぜい︑

︽ーギ︾

大空

十五252

大ぜいの目のまえで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけんおおづめ

めずらしそうについてきて困りました︒
十一4512
だ弟よ︒

十三313 これを聞きつけて︑子どもが大ぜい集ま
る︒

十四462 まるで︑大ぜいの來客を前にして︑
十五3212 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お
おぜいのひつじかいが集まって來ており︑
いまここでいうまでもありません︒

十五336 おおぜいの人たちのほめことば︑それは

ぎる

おおぜいす・ぎる ﹇大勢過﹈︵上一︶1 おおぜいす
十五脳8園 いや︑まったくおおぜいすぎますね︒
おおそうじ ﹇大掃除﹈︵名︶1 大そうじ
﹇大空﹈︵名︶5

五806 きょうは大そうじをしました︒
おおそら

九286図圃 大空にのびかたむける冬木かな
十四3511 じいっと大空の星をながめていると︑

おおみそか一おおわし
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すたれた都市はふたたびおこり︑

十三253 そのうえ︑大水の害がのぞかれたので︑
おおみそか ﹇大晦日﹈︵名︶2 おおみそか

︽

思います︒

かっちゃんが︑立ちあがってはばたきを

大喜び

かごのひわは︑大よろこびで︑﹁︿略﹀︒﹂を

王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑

十一﹇234 母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです︒

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

九699 ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

まず︑いすにおさわりになりました︒

八3910

六伽5囹 ただしちゃん︑大喜びでしょう︒

はじめました︒

五柳10

うたいました︒

五鵬6 旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて

五9510 さんちゃんは大よろこびでした︒

した︒

四634 みんなは︑それをみて︑おおよろこびで

したので︑みんなは大よろこびでした︒

四573

ろこび

おひとりでさびしすぎるとは︑お思い おおよろこび ﹇大喜﹈︵名︶9 おおよろこび 大よ

うとお思いになるにはおよびません︒

十四171團
になりませんか︒

ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね
大もみ

大もみがある大きさ以上に生長しない

﹇大縦﹈︵名︶5

きっと︑小もみをいつまでも︑大もみ

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの
ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

しげったために︑こえた田園となりました︒
おおもり
﹇大森﹈︹地名︺1 大森

大ゆうだち

オール

おおらかな朝︒

考えごともできそうな︑ああ︑おおらか

︵名︶3

その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

オールがぎゅうぎゅうとしなって︑船

は︑ものすごいスピードで走るだろう︒

十一512園

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑

十﹁512園

こいでみたいな︒

十一59囹力まかせに︑長いオールをぐいぐいと

オール

十四405圏

な書の空︒

六505圃

大森の五つかを発見してからのことであ おおらか ﹇大﹈︵形状︶2 おおらか

おおもり

ります︒

大雪

たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
﹇大雪﹈︵名︶2

大ゆれ

よべの大雪まだ降りやまぬ︒

山は大雪︑日はくれる︒
﹇大揺﹈︵名︶1

おおよそ

木が大ゆれにゆれる︒

おおよそのけんとうは︑わかるだろうと

だれか︑その大わしのせの上へ︑がけの

中ほどからとびついたものがあります︒

十五2310

おおわし ﹇大鷲﹈︵名︶9 大わし
茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯

﹇大凡﹈︵副︶2

十四656

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

十四6412

おおよそ

六321

おおゆれ

十一422圃

四886圖

おおゆき

暑さはどこへやら︒

十一358圏

おおゆうだち

﹇大夕立﹈︵名︶1

十二9811

おおもり

十三2410

生長をうながす力をもっているが︑

十三237

するにちがいありません︒

十三233園大もみは土地をひとりじめして︑生長

のそばにならべておくからです︒

十三232園

のは︑

十三231園

おおもみ

れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五41一

十四923 おおみそかの晩だというのに︑その子は︑ おおもと ﹇大本﹈︵名︶1 大もと
まだマッチをすこしも責ってはいなかった︒

十四麗5 人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た
ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒
おおむかし ﹇大昔﹈︵名︶5 大むかし 大昔

五375 大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

五371 これは大むかしのけしきです︒
え︑石炭の中にたくわえられていて︑
九773園 むかしといっても大むかしのことだが︑
貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒
十6312 ヨーロッパの大むかしにさかえた︑ギリシ
それで大昔には︑なわを結んで︑︿略﹀︑

アの︑同じめんの藝術とくらべて︑
十五348

いろいろな考えを表わした
おおむぎ ﹇大麦﹈︵名︶1 おおむぎ

おおもう

そらまめ・えんどうみなまいた︒
﹇御思﹈ ︵ 五 ︶ 7

お思う

十一396團 冬 おおむぎ︒こむぎの種まきすんで︑

イ︾

おおも・う

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこ

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになりました︒

てやりたいと︑おおもいになりました︒

三116 どうかしてはんたかをりっぱな人にし
三鵬4

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑そのまま

しょにつれてかえろうとなさいました︒

三柳8
三佃6

おかえりになりました︒

三摺5 みかどがこのことをおききになって︑
たいへんかわいそうにお思いになりました︒
十四89團 なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお
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おおわしにのったはなし一おかあさん

のせにとびつき︑

十五2411 さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

十五259 さすがの大わしも︑十五六の少年に上か
十五279 大わしは︑少年をせにのせ︑
十五298 大わしはすぐにとび起きて︑

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の一げきで
少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

十五313 大わしは︑この思わぬいたでにおどろい
て︑ぱっと︸まず舞いたちましたが︑

この勇ましい少年との重いです︒

十五315 それからは︑必死にとびかかる大わしと︑

︹課名︺

2

大わしに乗っ

空中をころぶように︑くるくる舞いをして︑

十五329 少年目がけてとびかかっていた大わしは︑
おおわしにのったはなし
た話

大わらい

ｪ﹀︒﹂といって︑みんなで大わらいを

﹇大笑 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

十五191二 大わしに乗った話

＋五210二 大わしに乗った話⁝⁝⁝十九
おおわらい

した︒

六価6

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなは︑これ

ぼってさ︑

三632

いっしょになって︑丘の大きな木のと

おかあさん

おかあさん

おかあさん⁝⁝⁝四

︹課名︺2

一

一

おかあさん

十四41

十四22

おかあさん

そうして︑そこでおもしろくあそんでか おかあさん ﹇御母︺︵名︶瑠 おかあさん

ころまでのぼりました︒

三633

ら丘をおりてみずうみへでました︒

かがみ

﹁おかあさんは︒﹂とききますと︑どこ

一327 お日さま

﹁ひとつひろっていっておかあさん

どうぞおかあさんのおみやげにして

あなたも︑おとうさんも︑おかあさんも︑

﹁あまの川のだいやもんど︑おかあさ

おかあさんのこえで目がさめました︒

おかあさんは︑わたくしをひざのうえに

くつしたおかあさんおとうさん

おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を

﹁おかあさん︑どこ︒﹂という︑さちこ

おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手

大きなりんごを︑おかあさんにあげます︒

さちこが︑おかあさんのそばにかけより

二529

二535

二533

とうとう︑おかあさんは︑さちこからり

さちこは︑またおかあさんにあげます︒

にうけとります︒

一一528

ます︒

二527

の声がします︒

一︻524囹

よんでいらっしゃいます︒

二521

ちこおかあさん

二473でる通いちろうじろういもうとのさ

二205

だきあげてくれました︒

一659

んのおみやげにいただいたの︒﹂

一654囹

一649

みんないい人ですもの︒

一621園

ください︒﹂といいました︒

一616囹

のおみやげにしたいな︒﹂

お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ 一532囹

おかあさま

おかあさま

十一166それはおかあさまの愛です︒
十一176 いいことと︑正しいことは︑おかあさま︑
おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ

あなたの目から教えられました︒

十﹁178
めの泉に︑

わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔から
生まれます︒

十一185

かで︑﹁︿略﹀︒﹂というこえがしました︒

三747園まどからのぞいてごらん︒あの丘の 一441園
上を︒

いくん

そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ

へしずむと．ころでした︒

三749

三756

﹁丘をこえてね︑よその國へ

へしずんでいきました︒
三768園
ですよ︒﹂

ちるなり丘の夕日に

九佃4図團金色の小さき鳥のかたちしていちょう
岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥

近くには小高い丘があって︑

うお寺の高いとうもみえました︒

十104
十一43
十一139

︹題名︺2

みどりの丘が︑
その声でわらいだす︒

の鳴く声をきいていよう︒

十三495
おかあさま

十一26 おかあさま

六柵3
で大わらいとなった︒

十一161おかあさま

の

﹇御母様﹈︵名︶4

丘

﹇丘﹈︵名︶16

三616圓あのねえ︑丘の木のところまで

デビッドはこういいます︒

三608囹﹁みずうみ︑みずうみ︑この丘の下の︒﹂

ジュデーはこういいます︒

三584丘のちょうどなかほどにあるのです︒
三606園 ﹁この丘の上の大きな木のとこ︒﹂

るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒

三583 五人の子どものおうちは︑丘の上にあ おかあさま

おか

「〈
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んごをもらいます︒

二547 おかあさんのよこに︑三人が立ちます︒
になでてやります︒

二547 おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか
三714 おかあさんがおっしゃいました︒
三7110 おかあさんがおっしゃいました︒
三731

﹁︿略﹀︒﹂と︑またおかあさんがおきき

きいたら︑

四858園

﹁おかあさんのサンタクローズさん︒﹂

と︑大きな声でいったので︑
いちろうさんは︑おかあさんのさとの︑い

なかにいきました︒

五222

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑

げんかんにむかえにでました︒

五227

プコップといただいて︑

五985 いちばんはじめに︑それをおかあさんがき

でも︑おかあさん︒

きつけました︒

五988囹

ますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをします︒

五皿9 さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

六384園

おとうさんやおかあさんにもわからない

おかあさん︑なんでしょう︒

さんちゃんのおかあさんも︑ひわをほめま

六446囹

した︒

五価10

まさごをおかあさんにわたして︑

弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん

五5411

六741

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

ぽをいれている︒

六635

んだって

私は︑おかあさんにこのことをいって︑
﹁おかあさん︑あさがおがさきましたよ︒﹂

﹂

って︑なにか︑おかあさん︒﹂

六撹9
六溜エ

ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして︑

おかあさんは︑﹇日をまるくして︑

ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめてくださ

兄﹁おかあさん︑あおむしのことを︑話

そのとき︑おかあさんがおいでになる︒

七2411囹 ねえ︑おかあさん︒

していたんですよ︒﹂

七236囹

七233

いました︒

六甲1

るおかあさんのところへとんでいって︑

六冊9 やっとできたので︑おかってにいらっしゃ

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

六花9

遠鏡をのぞいて樂しんだ︒

六⁝⁝4

つれてきた︒

六識6

いそいで︑おかあさんのところへいった︒
たねはおかあさんがまいたのだけれど︑

﹁きれいなきゅうりね︒おかあさん︒﹂

けれども︑花がついたり︑みがなったり
したのは︑おかあさんのせいではありませんよ︒

五641囹わたしは︑おとうさんやおかあさんの力
お蒜えひとりの力でもなければ︑おとう

で︑大きくなったと思います︒

五646園

おとうさんも︑おかあさんも︑こうして︑

さんやおかあさんの力でもない︒

五649園

まいにち︑たっしゃで生きていけるのは︑

五904園わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

それからな︑おかあさんのおちぢをコッ

た︒

五6210園

五628囹

六湿11園 おかあさん︑きてごらんなさい︒

五6211囹

こんなによくできたのは︑おかあさんの

﹁でもね︑そのたねからめがでなかったら

五6011囹﹁でも

といいました︒

五5910園

五5510

たくをしていらっしゃいます︒

三727 おかあさんはおききかえしになりました︒ 五346 おかあさんが︑だいどころで︑ごはんのし

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがおっしゃいま

になりました︒
三744
した︒

三748 おかあさんがおしえてくださいました︒
三765 おかあさんがおっしゃいました︒

三833 そのとき︑おかあさんがえんがわにで
ていらっしゃいました︒

四164 おかあさんが︑月にてらされて︑水をく
む︒

と

五634囹

力ではありませんよ︒
四168 おかあさんのバケツがおもそうだ︒
四177 学校からかえったら︑おかあさんが︑石 五631園だって︑おかあさん︒

うすをひいていらっしゃった︒

﹁︿略V︒﹂

四179 おかあさんの手の上につかまってひい
た︒

おかあさ ん に ︑

只略﹀︒﹂とおっ し ゃ っ た ︒

四183

四188 そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ
ぱいひいた︒
ん﹂にきめて︑

四201 まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ

五909園

おかしいな︒﹂

さどが島においでなさったことがあった︒
四379園 それは︑おかあさんのことばでした︒
﹁おぼうさんにおかあさんがあるって︑
四388園 おかあさんのことばがとめたからです︒ 五907圏

をいれて︑もっていらっしゃいました︒

四853 そのとき︑おかあさんが︑かごにみかん
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七271園 おかあさん︒
兄﹁お か あ さ ん ︒ ﹂

七283園 おかあさん︑ただいま︒
七285囹

七297園 それは︑すずめたちにたべられないため
だと︑おかあさんが教えてくださった︒
大きな声をたてる︒

七309園兄﹁おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒﹂
七309園 おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒
七321囹 おかあさんも︑こんなところをみるのは︑
はじめてですよ︒

七3211園

七329囹 おかあさん︑花よりきれいね︒

﹁おかあさんをさがしてくるのです︒﹂

﹁わたしは︑おまえのおかあさんじゃな

おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと

いかね︒﹂

九章5園

九襯6

うまくおかあさんにあえたかしら︒﹂そ

のばして︑とりすがろうとしました︒

九粥3囹

﹁おかあさん︑ただいま︒﹂といって︑

﹁おかあさん︑雨がはれてきれいね︒﹂

んなことをくもは思いました︒
十218園

十592園
学校から帰ると︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑学校から帰ると︑お

かあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十593

おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑

おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑

十一2312園

十一242園

﹁おかあさん︒﹂といって︑母のそば

帰って︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十二86囹

へかけよりました︒

十一一92園﹁おかあさん︑どうなさったのですか︒﹂

小鳥が鳴いていたこと︑帰っておかあさ

とたずねますと︑

十一一915

おかあさん︑配給物を取りに行ったん

んにゆでていただいたこと︑みんなでたべたこと

十三381園
十三396囹

おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝︵と︑

おかあさんに⁝⁝はい︒

じゃないでしょうか︒

十三437園

おかあさん︑眞ちゃんが帰って來たん

おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝

うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒︶

十三437園

そのあとはマンシュウから帰って來た眞

十三438園
﹁どうしたのです︒おかあさん︒﹂

だってね︒

それで︑おかあさんはどうしているの︒

まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる

そのおかあさんがマリアだということは︑

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十三534

二くん︑おしまいにおかあさん︒

十三4410

ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと

いましょう︒

おかあさんがよこしたんです︒

十一839園

﹁わたしは︑これからすぐにうちへ

十四67團

いかにも︑おかあさんの喜びという心

なんていうか︑ただのおかあさんでは

一分間も︑おかあさんの

おかあ

キリストのおかあさんという感じが︑

パリー︑千九百七年四月十日

たって以來︑

さんとちょっとお話をしょうと思います︒

十四65團

よく出ているんじゃないでしょうか︒

十三597園

なくて︑キリストのおかあさんという感じが︑

十三597囹

持が︑よく出ているね︒

十三5710園

かにもおかあさんらしいと思うのです︒

十三579園そのマリアは︑たいへん美しくて︑い

すぐにわかりました︒

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑ 十三544
おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑

やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお
北海道へじゃがいもをつくりにいこう︒
十一708園

おかあさんから︑﹃︿略﹀︒﹄って手紙が

十一875囹

きたきり︑おまえがこないから

十一834園

おかあさんをおつれして︒

十一505

すきなライラックを植えましょう︒

十一496

また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一4810

いつも本を読んでいた︒

十一4710

ふたりで立っていた︒

十一475

おかあさん︑とみちゃんを返してもら

おもての通りへでていらっしゃった︒

十603

おかあさん︑死ぬといけないから︑︿略﹀︑ 十601

うつしてやりましょうね︒
家をでるとき︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と

うけあって︑

七357

七575 おかあさんの鏡︑庭のはっぱがうつってい
る︒

八923 おかあさんのところへ走っていって︑も

七585 おかあさん︑いま︑柱時計がとまりました︒

九衙6囹
﹁ お か あさん︒﹂

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒
九衙7園

九観8 くもは︑このおかあさんということばを︑
﹁おかあさん︒﹂といわれて︑きゅうに

長いこと耳にしたことはありませんでした︒
九塀11園

﹁そうか︑おかあさんをさがしにいきた

なつかしくなりました︒

九儲4園

﹁なんだか︑わたしも︑おかあさんをみ

いのか︑ちょうち ょ さ ん ︒ ﹂

九㎜7園

﹁わたし︑おかあさんにひと目あったら︑

たくなったよ︒﹂

九㎜7囹

もう︑命はほしいとは思いません︒﹂

おかあさんがらす一おかえしいたす
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ことを考えないではいられませんでした︒

十四68国なつかしいおかあさん︑おわかれして
から私がいちばんつらかったことは︑

十四69團おかあさんがかなしがっていらっしゃ
ると思うことでした︒

十四83團 が︑おかあさん︑運命にはしたがわな
ければなりません︒

十四88團 それは︑おかあさんがかなしがってい
らっしゃるということです︒

十四810団なにしろ︑おかあさんにしても︑私に
しても︑とてもわすれることのできないのは︑

十四91團おかあさんの生活や︑私たちの生活の
ことをお考えになって︑

十四93団なぜかといえば︑妹にしても︑私にし
ても︑心からおかあさんを愛しているからだと︑
おとしておしまいになったら︑

十四95国 おかあさん︑いま︑おかあさんが力を
十四95團 おかあさん︑いま︑おかあさんが力を
おとしておしまいになったら︑

てくださって︑

十四99團私は︑おかあさんが︑ちゃんとしてい
十四1010團 では︑おかあさん︑さようなら︒

十四1011團 それほど︑たえずおかあさんのことを
思っているのです︒

十四114国 おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー
入れとを送らせました︒

十四1411団圖

十五M3囹

おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくも

ふしぎだな︑おかあさん︒

それは︑いつだつて︑同じおかあさん

おかあさんに︑ふたりはありませんよ︒

いつだつて︑いちばん美しいおかあさ

十五価8園

イ︾

十三324園

おまえたちは︑おかあさんをよく覚え

﹇御母達﹈︵名︶2

おかあさんが

おかあさんたち

それに︑おかあさんたちが悲しそうな

お返し

1 お返しいたす

お氣のどくですから︑はごろもをお返

︵五︶

天人のはごろもなら︑なおさらお返し

﹇御返﹈︵名︶1

四梱9園

︽ーシ︾

おかえしいた・す ﹇御返﹈

はできません︒

四個1園

おかえし

さあさあ︑きんぎょをお買いなさい︒

おかいなさ・る ﹇御買﹈︵五︶1 お買いなさる ︽一

おかいこさんでなくてもたべたいようです︒

三408くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑

おかいこさん ﹇御蚕﹈︵名︶1 おかいこさん

顔をしているときでも︑ほおずりをしてもらえば︑

十五穐12園

いちばん美しい喜びなんですよ︒

十五麗10園おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑

おかあさんたち

がらすをすにひきもどす︒

六331 おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子

らす

﹇御母烏﹈︵名︶1

て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

十五柵10園

んなのだからね︒

十五価9園

で︑

十五価6園

ここにいたいや︒

十五榊9圏

自分としては︑力のかぎりおかあさ 十五柵5囹 それから︑これもおかあさんの手だ︒

おかあさんが︑もし︑かなしいお氣持

んを幸福にしておあげしよう︒

十四151団
になられたときには︑

とんで行きます︒

十四154團おかあさんがご用でしたら︑いつでも
おかあさんのおやさしさこそ︑私に

とっては︑いちばんとうとい宝なのです︒

十四154国

が︑おかあさんのおすきなようにな

さってください︒

十四158團

あなたは︑うちのおかあさんに

おかあさんがらす

おかあさん︑これからたびたび手紙を

あげることにしましよう︒

十四1510團

あなたが私を思ってくださるとき︑私

もおかあさんのことを思っていると︒

十四166團

十四174団私には︑おかあさんのおすがたが︑目
に見えるような氣がします︒

十四177国では︑おかあさん︑さようなら︒
十五梱7園 あれが︑あなたの﹃おかあさんの喜
び﹄です︒

くれ︒
でも︑

十五佃1園 ふたりとも︑おかあさんにだかれてお

十五柵4園

ぼく︑ おかあさんがそんなお金持だと

にているけれども︑ ずっときれいだもの︒
十五相12囹

もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ

は知らなかった︒

十五麗8園

ば︑きりょうのわるいおかあさんもないし︑

十五把9園 きりょうのわるいおかあさんもないし︑

十四135團 おかあさんのことを思っております︒
十四1310團 おかあさんのことを思っています︒

十五佃4圏 ほんとうにおかあさんの目だ︒

いある︒

十五冊3囹 おかあさんの目の中には︑星がいっぱ

＋豊麗−o囹 年をとったおかあさんもないのさ︒

を思うとき︑

十四146解︺そうして︑おかあさん︑あなたのこと

それほどはなれてはいないのだ︑

十四147国圖 おかあさんと私とは︑おたがいに︑

しいたしましよう︒

お返しする

︽一

おかえしくださ・る ﹇御返下﹈︵五︶2 お返しくだ
︽ーイ︾

四髄5園 どうぞお返しくださいませ︒

さる

﹇御 返 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

四樹4囹 どうぞ︑お返しくださいませ︒
シ︾

おかえし・する

四競7囹 はごろもをお返ししたら︑あなたは︑
﹇御帰﹈︵名︶1

おかえり

まわずにかえっておしまいになるでしょう︒
おかえり

三研2 ある日︑かりのおかえりに︑とつぜん
お帰り

﹁おねえさん︑ありがとう︒﹂﹁お帰り︒﹂

﹇御帰﹈︵ 感 ︶ −

おたちよりになりました︒
おかえり
五262園

おかえりなさ・る﹇御帰﹈︵五︶4お帰りなさる
︽ーイ︾

五685園おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五697囹おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五711園おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
﹇御帰﹈ ︵ 五 ︶ 7

おかえる

お帰る

︽一

五737囹おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
おかえ・る
リ︾

早くうちへおかえり︒

おかお

たやすく＜略﹀うつすことができるようになった︒

十五401 このかなのおかげで︑日本のことばを︑

おかけくださ

こしかけにおかけ

﹇御掛下﹈︵五︶1

さあ︑どうぞその

おかげさまです︒﹂と︑おじいさんはお

﹇御陰様﹈︵名︶2 おかげさま

おかげさまで︑このとおりじょうぶに

五239園

﹃ぼっちゃん︑おかけなさい︒﹄

ランプはかべにおかけなさい︒

﹃ぼっちゃん︑あなたもおかけなさいな︒﹄

十四118国

五249囹

イ︾

おかけなさ・る﹇御掛﹈︵五︶3おかけなさる︽一

なりました︒

四鵬10園

れいをいいました︒

一608囹

おかげさま

ください︒

四鵬5園

る ︽ーイ︾

おかけくださ・る

はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか

﹇御顔﹈︵名︶1

三1210

おかお

さまのおかおをみつめました︒

先生が︑こくばんにつぎのようなことを

おか・く﹇御書﹈︵五︶4おかくお書く︽ーキ︾
三203

そうして︑つぎのようなことばはその一

﹁︿略﹀︒﹂とおかきになりました︒

おかきになりました︒
三389

十四208

﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒
十四216

おかげ

おかげで︑︿略﹀漸々は︑だんだん

おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこ

﹇御陰﹈︵名︶11

きになる文字に目をそそいだ︒
おかげ

一603園

その

になりました︒

三293

ゆたかになっていったということです︒

たもみの林が見られるようになりました︒

十四591園あの雨のおかげで︑かれるのが助かっ
たことを考えてごらんなさい︒

た︒

どんな子だって︑おかさんはひとりぎ

﹇御菓子﹈︵名︶5 おかし

八925

おとうさんが︑子どものすきそうなおかし

一ふくろやったのがはじまりで︑

なんてきれいなおかしでしょう︒

二307園

おかしいな︒

﹁あら︑おかしいわよ︒﹂

おかしいわ︒
五886園

五876園

このおかげで︑︿略﹀には︑おいしげっ おかし・い ﹇可笑﹈︵形︶22 おかしい ︽ーイ・ーク︾

十五865園小さなおかしもいけないの︒

十五842園

を︑

十117

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒

おかあさんのところへ走っていって︑も

四161 おかしをしっかり手にもってねんねし

おかし

りです︒

十五価7園

五271園電車のおかげで︑あんな遠いところまで︑おかさん ︵名︶1 おかさん
こうして︑まいにち︑たっしゃで生きて

一日でいって帰ってきたのですもの︒

五6410囹

いけるのは︑だれのおかげだろう︒

そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま
しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもしろ

ることもできるし︑

六274園
六佃4

いことに氣がついた︒

これは︑ケラーのサリバン先生に対する

十二946

一つになったおかげです︒

さあ︑元氣をだしておかえり︒

囹

それは文字のおかげである︒
おかえりになりますか︒
﹁さあ︑お帰り︒﹂と︑医者はいいま

﹁金のさかなさん︑早くお帰り︒﹂

十三2310

た9076510
Q7囹園園圃

信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑

にいさんは︑こんど︑いつおふねから 十二426

おかえりになりました︒

三佃6 ﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑そのまま

四235国

十五四四四

おかえりですか︒

し一6611了101100
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おかえしくださる一おかしい

おかしさ一おかね
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五907園

﹁おぼうさんにおかあさんがあるって︑

おかしいな︒﹂

五908囹 なにがおかしいものか︑このわしも小さ
いときは︑オギャア︑オギャアとないたのだよ︒

手おけはちょっとおかしいわね︒﹂

おかしさ

はるお︑おかしな声で︑はるお﹁おや︑ひ
ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑ほ
おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑
せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか

おかって口

おかね

お金3はじめて

王さまは︑おかなしみになりました︒

るかと思って︑
八424

うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑

せっかくのおこころざしですが︑このお

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運
十6510

物をわけてやったり︑お金をかしてやつ

おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が

父親のすきなものを買うために︑自分で

たりしました︒

ユ
カムカりヘ
十一197

ぶことを申しでました︒

九2111

金はいただきかねます︒

七455囹

えた︒

七443 私も喜んで︑いくらかのお金をそれにくわ

金がその中にたまった︒

七441 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

それぞれわたしてやります︒

四997

のおかね

ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑ちゃめ おかね 円御金﹈︵名︶18

﹇可笑﹈︵名︶1

八107

おかしさ
ぶりや︑おかしさなどは︑

九736

ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

九555

いちろうのうちにきました︒

九472

んとうにおかしなものです︒

八213

げをはやしてる︒﹂

七325

六579 おもしろいことも︑おかしいことも書きま おかしな ﹇可笑﹈︵連体︶9 おかしな
一651園 まあ︑おかしな人︒
す︒
六953園 それはおかしい︒
﹁おかしいな︒﹂海の神は︑しばらくお

考えになって︑女の人に︑﹁︿略﹀︒﹂

六958園

ために発音がすこしおかしい︒

六悩9 ただ︑はながつまっているだけだが︑その

きゅうにおかしくなった︒

六m2 ﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑

のをがまんしながら︑

六旧7 かくれているうさぎさんたちは︑おかしい

おかって

﹇御勝手口﹈︵名︶！

いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

おふたりがどんなにおかなしみにな

そのお金は多くはありませんでしたが︑

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

字があったりして︑おもしろいお金です︒

十二佃7 クロスワーズパズルのようにならんだ文

ます︒

十二佃4 いまつかっているお金とずいぶんちがい

作られた日本のお金です︒

十二佃3 これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

十一6411

四人が生きていくにはじゅうぶんでした︒

十一256

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒

もし︑そのわけにかなわないことをすれ 十一209

﹇御勝手﹈︵名︶2

おかってからはきはじめて︑かいどうへ
やっとできたので︑おかってにいらっしゃ

三柵1園

おかなし・む﹇御悲﹈︵五︶2おかなしむ︽⊥こ︾

から地面におりて︑わたしのげたをひっかけて︑

十二296園

おかってぐち

るおかあさんのところへとんでいって︑

六佃9

ぬけて︑おとなりまではいていく︒

四902

おかって

もよおしをしていたものだ︒

十五5511コ口鹿鳴館というクラブがあり︑おかしな 十一243園

ろくめい

ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

十二8810

だ︒

七7811園 どうもおかしい︒あなたは︑そのらくだ たちのうまがついています︒
十329園 はたばかりいじっていて︑おかしなやつ
を︑どこかへっれていったのにそういない︒

な︒

九501園東なら︑ぼくのいく方だねえ︒おかしい

九593 いちろうは︑おかしいのをこらえて︑

おかしいな︒西なら︑ぼくのうちの方だ︒
九515囹
南なら︑あっちの山の中だ︒おかしいな︒
九527園
南へいったなんておかしいなあ︒
九538園
﹁︿略﹀︒﹂とたず ね ま す と ︑

九5910 いちろうは︑おかしいと思ってふり返って
みますと︑

九悩6 おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑
﹁わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒﹂

それは白いちょうちょでした︒
子等1囹

十ニー81園 ピッピッと鳴いていたときには︑ほん
﹁バケツはね︑手おけさ︒﹂﹁手おけ︑

とうにおかしいようでしたけれど一
十四199園
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おかねもち一おかんがえる

できてからはどれほど便利になったか︑

十二鵬7 お金がなかったときにくらべて︑お金が
十二鵬8 お金ができてからはどれほど便利になつ

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒

四価8囹
おかまいなし

三808

﹇御構無﹈︵名︶2

おかまいなし

なんのおかまいもできませんでした︒

雨は︑みんなのいうことにはおかまい

どんどんお続けになった︒

たか︑考えることができますか︒
なしに︑どんどんふりつづけます︒
十五4812 職人のちんぎんや材料のお金をはらうた 十四217 先生は︑そんなことにはおかまいなしに︑

十659

たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

小川5はるのおがわ

かなしみのために︑おからだをおいた
﹇小川﹈︵名︶11

のぶこ﹁小川のながれ︒﹂

子うしは︑小川の岸をとことこ走りまし
きょう︑先生といっしょに︑学校のはたけ

森や︑小川や︑いな田などの︑きれいな︑

ちょうど︑そばに小川が流れていました︒

かみやま

もとやま

九79

この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

とちゅうに︑かなり深い小川にかけ渡し

小川の水︑きらきら光る︒

なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

十232

十一602

た一本橋がある︒

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十二6210
十二6310

みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

先生︑おかわりありませんか︒

﹇御変﹈︵名︶1 おかわり

つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三493
おかわり

﹇御代﹈︵五︶1 おかわる ︽ーリ︾

九319団

五581園あんまり長くみていないで︑さあ︑おか

おかわ・る

わり︒

エ︾

六959

ちょっと裁判に困りましたので︑あなた

9 お考える ︽一

﹁︿略﹀︒﹂こうお考えになった天帝は︑そ

けれども︑力をだしてしごとのことを

おかあさんの生活や︑私たちの生活の

十四1610国

すこしこみいりすぎているとお考えで

自分には子どもがあるということをお

考えになって︑

十四152團

と︑こうお考えにならなければいけません︒

十四94團心からおかあさんを愛しているからだ

ことをお考えになって︑

十四91團

お考えになるのです︒

十四812團

ではないのだと︑お考えになってください︒

十四74團だから︑自分はたしかにひとりぼっち

ださい︒

十四71団子どもたちのことをお考えになってく

のままそとへでて︑また馬車を走らせて︑

八292

海の神は︑しばらくお考えになって︑

おかんが・える ﹇御考﹈ ︵下一︶

のお考えをうかがいたいと思いましたのです︒

九6011囹

おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ おかんがえ ﹇御重﹈︵名︶1 お考え
おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九766

るの子をうった︒

︑8
61
0おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ
ノ

おかみさんは手をたたいておこった︒

八867

十五508園 ﹁よし︑どんなにお金に困っても︑ど おかみさん ﹇御上﹈︵名︶4 おかみさん
んなに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒﹂

五703園 ひゃくしょうなんか︑もういやになった

おかねもち ﹇御金持﹈︵名︶9 お金持

﹁おばあさんは︑︿略﹀︑お金持のおくさ

から︑お金持のおくさんになりたいって︒
五7011囹

﹁お金持のおくさん︑これであなたもま

んになりたいというのです︒﹂

五719園

おがわ

めになるなんて︑

十四97團

コ
ユ
んぞくでしょう︒﹂
カ
カりヘ
八383園 ﹁王さま︑あなたはお金持ですね︒﹂と︑ おからだ ﹇御体﹈︵名︶1 おからだ

﹃お金持の幸福﹄です︒

そのみ知らぬ人がいいました︒
十五873園

十五9712囹

十五9711園 このへんでは︑みんなお金持なの︒

五791

た︒

五415團

やはり︑お金持よりびんぼう人のほう 三74園

が︑ずっと多いのだよ︒

は知らなかった︒

十五川12園 ぼく︑おかあさんがそんなお金持だと

六135

のむこうを流れている小川のところにいきました︒
六407

十五櫃8園母親はだれだって︑子どもをかわいが
るときにはお金持なのですよ︒

お が

樂しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

おかのうえ ︹題名︺2 丘の上

十一24 丘の上
十一122 丘の上
あきた

お が
おがはんとう ﹇男鹿半島﹈︹地名︺1 男鹿半島

二つの山がある︒

﹇御構﹈︵名︶1

おかまい

十二574 秋田縣の男鹿半島に︑神山︑元山という
おかまい

おき一おぎやあおぎやあ

232

﹇沖﹈︵名︶4

おき

はないかと心配していました︒
おき
かけていく︒

七657 もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで
十2311 長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑
島︒

十一43 近くには小高い丘があって︑そこからお
きをながめると︑大きな汽船がけむりをはいて︑

十一97囹 おきを大きな船が通っていくよ︒

おききかえす

おきき・する
シ︾

﹇御聞﹈

︵サ変︶

2

おききする

お聞く

︽一

︽ーキ︾

先生におききしますと︑うんかのたまごだ

おきく

﹁︿略﹀︒﹂とおききになりました︒

﹇御忍﹈︵五︶13

先生におききしたら︑

ということでした︒

八掴10
八価5
おき・く

三605

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそうおっしゃつ

て︑ジュデーにおききになりました︒

三6110

三674

﹁︿略﹀︒﹂と︑またおかあさんがおきき

おとうさんがおききになりました︒

りました︒

三686

﹁︿略﹀︒﹂とおききになりました︒

かぐやひめのひょうばんが︑だんだん高

みかどがこのことをおききになって︑

﹇起出﹈︵五︶1 おきだす ︽ーシ︾

思わずおきだして︑﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑

おきだ・す

おき時計

さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内

おきな3たけとりのおきな

カチカチと氣ぜわしいのはおき時計で︑

﹇置時計﹈︵名︶1

なでてやったり︑

八78

おきどけい
六510

十一344圃

おきな ﹇翁﹈︵名︶1

﹇起直﹈︵五︶1 おきなおる ︽ーッ︾

そろって田植えする︒
おきなお・る

すっかり皮からはなれていました︒

みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ

﹇置﹈︵五︶4 おきなさる ︽

イ︾

八234 やがておきなおったかと思うと︑からだは

三995囹

おきなさ・る

あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

いじにしまっておきなさい︒
九8310園

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

とっておきなさい︒

てとっておきなさい︒

九845園

お氣のどく

お氣のどくですから︑はごろもをお返

﹇御気毒﹈︵形状︶1

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8511囹
おきのどく

しいたしましよう︒

四梱9囹

十四911團

しっかりしたかくごをおきめになり︑

おとうさんは︑この話をそばでおききに おき・める ﹇御決﹈︵下一︶1 おきめる ︽ーメ︾

︽ース

オギャア︑オギャア

おかあさんが︑もし︑かなしいお氣持

︵感︶一

このわしも小さいときは︑オギャア︑オ

ギャアとないたのだよ︒

五908囹

おぎやあおぎやあ

になられたときには︑

十四151国

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

それとも︑だれかにおききになったので おきもち ﹇御気持﹈︵名︶2 お氣持
十三618園 きっと先生も︑そんなお氣持で︑この

お着せする

みんなの話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇御着﹈︵サ変︶1

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人
の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八459囹

ル︾

おきせ・する

とおっしゃった︒

十四1912

すか︒

七788囹

なって︑

五635

たいへんかわいそうにお思いになりました︒

三柑4

くなったのを︑みかどがおききになって︑

三鵬2

三836

になりました︒

三731

おとうさんは女の子たちにおききにな

おとうさんはおききになりました︒

三642

﹇ 起 ﹈ 且 V あ さ おき

1

おとうさんは男の子たちにおききにな

おき

︵五︶

りました︒

三6610

お氣

おき ﹇置﹈δこころおき・ひとつおき
﹇御気﹈︵名︶2

四冊1囹 お氣をつけて︒

おき

おきあい

十四168国 ランプがお氣にいって︑うれしく思い
﹇沖合﹈︵名︶1

ました︒

おきあい

起きあ

十四4410 スコットランドの西岸のおきあいで︑
︽ーッ︒ール︾

おきあが・る ﹇起上﹈︵五︶5 おきあがる
がる

三66園さちこ﹁おきあがる︒﹂
三67謹みんな﹁おきあがる︒﹂
八763 しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき
あがる氣にもなれなかった︒

九重7 とちゅうでころんで︑雪だるまになってお
きあがるものもある︒

︽ーウル︾

十五佃12囹 みんな起きあがってお別れしましよう︒
おきかう

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

﹇置換﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

九柵6ロ騎凶魍

おきか・う

﹇御互返﹈

な子やえんがわの上にうつる日を追いて
おききかえ・す
︽ーシ︾

三727 おかあさんはおききかえしになりました︒
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おきゃく一おく

おきゃく ﹇御客﹈︵名︶2 おきゃく お客

五213 一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい
乗せて︑終点につきました︒

客の帰ってくるのをまちこがれています︒
お客

九253 春になると︑だれもが︑このめずらしいお
おきゃくさん ﹇御客﹈︵名︶7 おきゃくさん
さん

にもつをもってあげました︒

一487 おとうさんは︑うしろのおきゃくさんの

﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのお客さんがいった︒

らいました︒

一507 おとうさんもおきゃくさんも︑みんなわ
八633

れかしら⁝⁝じらさないでいって⁝⁝

十三388園 お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ

十三398園だって︑おばさんたら︑お客さんなん
ておっしゃるんだもの⁝⁝

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって

十三4110囹 おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを
⁝⁝ねえ⁝
おきる

︽ーキ︾5とびお

おく

おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば

がしにいきました︒

五465
を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど
あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

六75
六304
てもってきます︒

1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑
よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよう

おくへはいってでてこないので︑

七924
七956

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の

にふくらんでいて︑

八554

しかし︑自分の物ではないので︑それを舞

心のおくは知れるものです︒

九935

おくのへやのおしいれには︑﹃ぶす﹄と

台のおくになげすてて︑

十666圏

ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ

いって︑おそろしいどくがはいっている︒

十682

き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑

どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな
おばさんは目になみだをためながら︑
十五8212

ふざけたり︑わらいこけたりしながら︑

右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑

﹇置﹈︵五︶86

一603囹

おく

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

あなたのおうちにおいていただいた

ーケ・ーコ︾δおおきなさる︒かいおく

お・く

みどりの園のおくからかけだして來て︑

十五9611

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五689

空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

十三72

十一一578

ひとりの少女がでてきましたので︑

十三4112園帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝ 十二610 こういつて戸をたたきますと︑おくから
﹇起﹈︵上︸︶5

﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といってい

きる・はねおきる

お・きる

十533

ると︑いぬがもつくりおきました︒

くと︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

十一255 そのあくる日から︑金次郎は︑とりが鳴
十二711 毎朝早くきては︑芭蕉のおきないうちに︑
いどから水をくみあげたり︑

十二819 たおれてはおき︑おきては戦いました︒
﹇奥﹈︵名︶16

十二819 たおれてはおき︑おきては戦いました︒
おく

四623 かっちゃんは︑もう一ど林のおくをさ

あつめたことばを︑みんなかきとめて

おかげで︑

二91

おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手

おきました︒

すると︑しめきっておいたくらの戸が

にうけとります︒

二529

三佃2

お正月までに︑ことばあそびのたねをた

ひとりでにあきました︒

まん中にきれいなこしかけが二つおい

くさんこしらえておきましょう︒

四676

四㎜5

いつまでもそのままにしておいてい

てあります︒

私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい

私は︑その家のげんかんにおかれました︒

ただきとうございます︒

四柵2園
五207

にかいておこうと思いました︒

五594

五853園子どもたちがくるまでに︑そこらをきれ

このままかっておいたらいいでしょう︒

いにそうじしておこう︒

おひるすぎには︑かえでの木につるしてお

五987園

きます︒

五梱11

鳥がやってきます︒

五鵬1 かえでの木につるしておくと︑いろいろな

のっている小さなふたガラスの中で︑

六48 自分のおかれているのは︑しごと台の上に

どと考えているうちに︑

六63 これはどんなところにおかれるのだろうな

一日おいて︑町長さんがきた︒

ないのに氣がついた︒

六89 しごと台の上をみて︑だしておいたねじの
六121

とりかえておきました︒

六125園小さなねじが一本いたんでいましたから︑

おく一おく
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六2610園 夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ
ておいて︑よかったね︒

六637 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた
ら︑つるつとすべった︒
まうなんて︒おまえからいいだしておいて︒﹂

六861園 編ぼ幼の﹁だいじなつりばりをなくしてし

ました︒

六伽8 ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

いまちょうど︑こんな白い花をつけています︒

七206囹 一本だけのこしておきましたら︑それが︑
七27！1園 観察日記に︑さっそく︑これを写生して
おこう︒

七677 はじめ骨組みをこしらえておいて︑それに
ねんどでだんだん肉づけをし︑
八146 親ぜみが︑︿略﹀︑ていねいに生みつけてお
いてくれましたので︑

八508 その人のところへ幸福をわけておいてくる
つもりでした︒

八556 それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を
わけておいていきました︒

八644囹 そんなものはほっておいて︑ほかの子ど
もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒
八683園 ほっておいてください︒
いてみよう︒﹂と︑おばあさんがいった︒

八791園 おすでなければいいが︑まあ︑かってお
八793 そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため
しにおいてもらった︒

八948 水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお
き︑ときどき水をとりかえました︒

八967 ひたさない種もみをまいたところには︑べ
つにしるしをつけておきました︒

九3411團 どんな小さな根っこでも︑すっかりとり

貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ

のぞいておかないといけないといわれて︑

九816園
四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物

ておこう︒

九863
九糊10囹

旅の記念として︑本のあいだへでもはさ

それまで︑命を助けておいてください︒

は︑みなかごの中にいれておきました︒

十121園
んでおきたいのです︒

あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

窓に花のはちをおきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

コーヒー茶わんのおいてあるテーブルをか

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

十131園

十138
十219

巣のはりかたなどを︑しらべておきたいと

こんで︑

十281
思います︒

ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに
いまのうちに︑早く織機を進歩させておか

してはおかれない︒

十341
十343

なければならない︑というのである︒
これは︑まえにさしいれておいた核によっ

かわらへいって︑あき地にまいておきま

まあ︑まかせておけ︒

さあ︑もとの場所において︑あっちへい

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

十4112
十6910囹
こう︒

十726園
十︻2812
した︒

金次郎は︑また︑人がすてておいたいね
のなえをひろって︑

十一293

の橋を渡ったのではないかね︒

十一615園︺まえからあぶないといっておいた︑あ
少年は包みを下におくと︑頭を病人のか
たのところへさげて︑

十一691

十一692

一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか

動かずにいる︑うでをつかみました︒

ら︑こづかいにしなさい︒

十一876圓

夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい

たかれ草が︑すっかりくちていた︒

十ニー48

おしめカバーをさせたままほっておくと︑

十ニー57園︺そのままにしておいてやろう︒
十一一255

サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私

民ちゃんは平銀でそこらをはいまわっています︒

十二3410
十二4910

舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

ほかのはよくもんでのばしておく︒

のひざの上において︑

十二5410

おじいさんやおばあさんからきいた話を

を作っておく︒

思いだして︑書きのこしておくということは︑

十二562

十一一6710 いつもやすりをかけて右と左によじって

曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

おかないと︑なんの役にもたたない︒

きっと︑小もみをいつまでも︑大もみ

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

十二747
十三232囹

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑

のそばにならべておくからです︒

はげしくたたいておいて︑てのひらで︑

その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三2912
十三3012

せっかくの記念品だから︑とっておい

きゅうにどらをおさえるので︑

たほうがいいよ⁝⁝

十三424囹

わたしが行ったとき︑この絵の前には︑

十三4211 さようなら︒﹂︵受話器をおく︒︶

十三5911園

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

一台の長いすがおいてあったが︑

十四81團
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おくざしき一おくる

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四1311團私の前においてあります︒
の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

十四3010 むかしのことはしばらくおき︑これから

守衛にみちびかれておくまった館長室の

﹇臆面﹈︵名︶1 おくめん

んもなく近づいていくのだから︑

八894園私のようなみっともないものが︑おくめ

おくめん

前に立った私は︑

十五536

ひゃくしょうなんか︑もういやになった おくま・る ﹇奥﹈︵五︶1 おくまる ︽ーッ︾

から︑お金持のおくさんになりたいって︒

五704圓

す︒

五7011囹お金持のおくさんになりたいというので
﹁お金持のおくさん︑これであなたもま

おばあさんは︑もう金持のおくさんはい

わたしは金持のおくさんもいやになった︑ おくやま ﹇奥山﹈︵名︶1 おく山

おくつき

ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ

にいじまゆずるのはか

﹇奥津城﹈︵名︶1

お國

﹇御悔﹈︵五︶1 おくやむ ︽ーミ︾

﹇御暮﹈︵五︶1 おくらす ︽ーシ︾

﹇送届﹈︵下一︶1

おくりとどけ

帰ってしあわせにおくらし︒

まい子をうちまでおくりとどけてくれ

る ︽ーケ︾

おくりとど・ける

十一909囹

おくら・す

の︑み知らぬ人があらわれました︒

八428 おくやみになっていらっしゃると︑きのう

おくや・む

と思われるようにつめたかった︒

九鼎4 おく山の雪がとけてそのまましみてきたか

五735園

やだ︑女王になりたいといっています︒

五724園

んぞくでしょう︒﹂

十四597霊水だって︑ためておいてあげたのです︒ 五719囹
十四634 向こうがわに黒いぬのでもおいてすかし
て見ると︑

十四7011 もし︑表面にちゃんとふたでもしておけ
ば︑

おくつき

げるのです︒

十一856園

十四719 しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで おくすり ﹇御薬﹈︵名︶1 おくすり
おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒
十四7612 ここでは︑これくらいにしておきましょ
う︒

おくに

﹁新島裏之墓﹂という五つの文字をき

ざんだそのおくつき︒

十五722

﹇御国﹈︵名︶2

ます︒

いいえ︑あれはたろうさんたちのおく 四83

﹇奥手﹈︵名︶1

おくの手

自分の家でつかう食器とか︑おくりもの

にする焼物とかを作らせていたが︑

十五479

といいますのは︑私は︑あの美しいあな おくりもの ﹇贈物﹈︵名︶1 おくりもの

にですよ︒

おくのて

たがたのお國を親しくおたずねして︑

十五796

一633囹

﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑した おくに

いきをたてて︑テーブルの︸方におかれてあった︒

十四973 やいた鳥が︿略﹀ほかほかとあたたかい
十五3610

﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・ハン﹂とい

したにおいたりして表わした︒

においたりして表わした︒

十五379

十五3610
う音をしめしたりした︒

十五5210 いろいろではずをしておいたから︑

おくさん

﹇臆病者︺︵名︶4

したよ︑よわったなあ︒

おくびょう者

おくびょうもの

といえば︑いかにもおくびょうもののよう
次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

にも思えましょうが︑

八99
十688

ーリ・ール︾

三987

5おおくりいたす・おおくりする・ふ

紙にかいた字を︑どこへおくってあげ

きおくる・みおくる

きみの受持の子どもたちに︑それを送っ

手紙や小つつみなどをおくってくれま

ましょう︒

四59
す︒

てあげよう︒

五388團

七3911 高いところをメデシンボールのように送ら

おくびょう者の次郎かじゃは︑心配になり 七398 ﹁それっ︒﹂と︑送ってくれました︒

おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑

ずっとおくびょう者でした︒

ました︒

十7110

十712

おくびょうもの

十五709園そこに赤インキがおいてあるでしょう︒ 十五626囹 やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ おく・る ﹇送﹈︵五︶29 おくる 送る ︽ーッ・ーラ・
十五7911 私のつくえの上には︑日本のみなさんが
書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒

十五伽6 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を
かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五槻5 うれしいような︑樂しいような︑悲しい
ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

﹇奥﹈︵名︶5

﹁︿略﹀︒﹂と︑おくざしきにつれていきま

おくざしき ﹇奥座敷﹈︵名︶1 おくざしき
した︒

五913

おくさん

おくる一おけやさん
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れていくうちに︑にこにご顔になり︑

九225 ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた
かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ
ぎのとおりです︒

がひき受けて送ったつばめを加えると︑

九232 このほかに︑オーストリア動物園の人たち
十一819 ひとりの男が︑看護婦に送られながら︑
そのへやにはいってきました︒

十二836 スタンドの人たちは︑われるようなはく
手をふたりに送りました︒

十二86一 ボールをやわらかくして︑しかも受けや
すいところに︑送ってやったのであります︒

十三619園 きっと先生も︑そんなお氣持で︑この
絵はがきを送ってくださったんだろう︒
紙の中にもよくうかがわれます︒

お苦しむ

︽

ミ︾

うさぎさん︑かくしておくれ︒

ちょっとかしておくれ︒
六㎜6圏

やえ子︑ぼ．くのステッキを持っておく

まあ︑火をたきつけておくれ︒

おいで︑わたしといっしょにお話をして

ちょっとかくしておくれ︒

十二762園
れ︒

十五柵2囹
くれ︒

ずおけ

五田4園

すよ︒

五688

おけnVこなおけ・ておけ・み

うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて

﹁金のさかなさん︑おばあさんが︑新し

帰るまでには︑新しいおけができていま

こんなおけなんて︑とくにもならない︒

こわれたおけが一つ︑ころがっていました︒

おけいこ

七63 おけいこがはじまった︒

﹇御稽古﹈︵名︶1

こにかいたという小さな絵だが︑

十三574圏 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

五775

五6810園

新しいおけを持っていました︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑

五686囹

いおけがほしいといっています︒﹂

五683囹

しまっているんだもの︒

五675園

よかったのに︒

せめて︑おけの一つも︑もらってくれば

おけ ﹇桶﹈︵名︶8

ふたりとも︑おかあさんにだかれてお

十五647園

おくれ︒

十1211園

六伽6園

五881囹

女王になりたいつてたのんでおくれ︒

京都に帰ってから父に送った手紙のど 五725園 わたしは金持のおくさんもいやになった︑

きょうと

れにも︑

十五613
車のついたみごとなおもちゃを私に送っ
これから車のついたものは送ってくださ

てくださった︒

十五659
十五6512

ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二ま

くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

るなと︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒
十五661

十五663

私は︑停車場まで送ってくださった博士

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五765

私には︑︿略﹀︑このあいさつを送るだけ

のこう意をふかく謝して︑

十五794

そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

の特別の権利があると信じます︒

十五8011

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

美しいおとぎばなしを︑世界の子どもた
﹇御苦﹈︵五︶1

王さまは︑ご病返をなさって長いことお苦
しみになりましたが︑

八446

おくるし・む

ちにおくった︑アンデルセンの生まれた國で

十三176

十四512 ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手 おく・る ﹇贈﹈︵五︶1 おくる ︽ーッ︾

らせます︒

十四101國 ランプとコーヒー入れとは︑あす︑送
十四115団 おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー
入れとを送らせました︒

ル︾

四569囹

︽ーレ︾

おけいこ

ぼくたちのたびが︑あんまりおくれる

十四1111団 いっしょに小さなかさを送りました︒ おく・れる ﹇遅﹈︵下一︶3 おくれる ︽ーレ・ーレ

十四483 こういう美しい歌に送られて︑死んでい
きたいものだと思いました︒

から︒

先生について︑五十人のなかまが︑おくれ
ないように歩いていきました︒

九777

おくれる

発育がたいへんおくれていて︑かわいそ
﹇御三﹈︵下一︶9

十二246
うです︒

おく・れる

十四5310園私が︑︿略V︑せっせと養分をこしらえ
て︑送ってあげたからですよ︒

十四549園 それは︑大部分︑根の私が︑土の中か
ら吸いとって︑送ってあげたものです︒
送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒

十四552園 水と養分とを吸いとって︑夜も書も

おくれ︒

十四789

そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私 五702園金のさかなのところへいって︑たのんで おけやさん ﹇桶屋﹈︵名︶1 おけ屋さん
が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒
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おける一おこり

のやっているところを見ると︑

おける ■における
おげんき ﹇御元気﹈︵形状︶3 お元氣
六296囹 お元氣ですか︒

六297園 お元氣どころか︑このとおりすっかりよ
わって︒

﹇ 馬 漕 ﹈ ︵ 五︶1

おこぐ

︽ーギ︾

九319團 みなさんもお元氣ですか︒
おこ・ぐ

ボートをおこぎになりました︒

三639 まん中には︑おとうさんがこしかけて︑
おこころざし ﹇御志﹈︵名︶1 おこころざし

おこさん

七454園 せっかくのおこころざしですが︑このお
﹇御子﹈︵名︶2

金はいただきかねます︒
おこさん

一475園 これはいいおこさんだ︒
﹇御 心 ﹈

︵下一︶

1

おこしらえる

一476園 げんきないいおこさんだ︒
おこしら・える
︽ーエ︾

十四564園 葉さんが︑︿略﹀︑空氣をお吸いになつ
﹇ 起 ﹈ ︵ 五 ︶7

おこす

︽ーサ・ーシ・ース︾

て︑養分におこしらえになったものでも︑
おこ・す

←だきおこす・ふるいおこす・ほりおこす・まきお
こす

冬の日には︑いかにもさむざむとした氣

夏の日には︑この音がすずしい氣持をお

人形を手にとって︑ゆかにたたきつけました︒

十三336
こさせ︑

十三337
持をおこさせる︒

おごそか

きたないこともきえそうな︑ああ︑おご

﹇厳﹈︵形状︶4

六509圃

おごそか
そかな夜の空︒

きちんとした︑おごそかな感じがする

︽ーッ︾

色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ

︿略﹀︑陸地と海との間に行われております︒

十五352

ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

けることも行われた︒

十五354

これらの表わしかたとともに︑事物の形

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

そのときは︑まだ三角測量が行われて

を絵にうつすことも行われた︒

十五356
十五563園

十三910

︽ーレ・

知識が開けず︑科学の進まないところに

天は動き︑地はじっとしていて動かない

は︑迷信が行われる︒

︽ーリ︾

それはお困りでしょう︒

﹇御困﹈︵五︶1 お困る

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

﹁お米がはんぶんもできない︒﹂

﹇御町﹈︵名︶4 お米
．三238園

きれいなお米がでてきました︒

﹇起﹈︵名︶3 おこり 起り

十五371

この絵のだんだんりゃくされてきたもの

﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

が︑文字というものの起りとなった︒

十五358

ある︒

十一一6311 それが十和田湖のおこりだということで

おこり

八佃9

います︒

五327 材木や︑石炭や︑お米を︑たくさんつんで

びんもありました︒

三338囹

おこめ

六934園

おこま・る

という︑いわゆる天動説が行われていました︒

十三133

行われる

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

ものごとの原因と結果との関係や︑その

おこなわ・れる ﹇行﹈︵下一︶3

十三94

！レル︾

ね︒

十三599囹

なんというおごそかなすがたでしょう︒

■ちいさなおこない

これと同じような氣流のじゅんかんが︑

間に行われる法則を知って︑

十四3511

︽⁝エ︾

みんな﹁おごそかな朝︒﹂
お答える

おこたる

しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

﹇怠﹈︵五︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑お答えになりました︒

﹇御答﹈︵下一︶1

十四406園

八389

おこた・える

おこた・る

十三203

おこづかい

着物をきせたり︑おこづかいをやったりし

﹇御小遣﹈︵名︶1

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑
おこづかい

十6510

おことば

一生の間︑いくたびとなく︑おとうさ

﹇御言葉﹈︵名︶1

なければならないので︑
おことば

十四82團

んのおことばを思いだすことにします︒
﹃びんぼう﹄はうちじゃおことわりだ︒

ほら見たまえ︒さあ︑きみを待ってい
おこない

︽ーウ・ーワ︾

ことばを生かす㌔一いうことは︑身に行う

行う

﹇行﹈︵五︶6

十四763

ということです︒

十二価7

おこな・う

るのだ︒おことわりはできませんよ︒

十五939囹

八516園

五64 水力電氣をおこし︑水道の水にもなり︑川 おことわり ﹇叡断﹈︵名︶2 おことわり
はだんだん大きくなる︒
新しい思いをおこさせます︒

九86 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった

一家をふたたびおこすことができました︒

十一301 やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑
︿略V︑

十一695少年は︑身をおこして父親の方をみまし
た︒

十二357とうとうかんしゃくをおこして︑新しい

おこる一おさなご
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おこる

おこ・る

﹇怒﹈︵五 ︶ 1 4

おこる

︽ーッ・ーリ︾むお

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

一284 ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

こりました︒

三459 わにざめはそれをきくと︑たいそうお

しておこった︒

六641 つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ

よ︒

六伽8囹 きつねがおこって︑追いかけてくるんだ

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

六鵬6 しかさんがおこって走ると︑こんどはたお
六燭9 ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑
てっぺんにたどりつきました︒

七346 足をふまれて︑おこっている女の人もあり
ました︒

八103 なにか氣にいらなかったりおこったりする
と︑

八867 たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑
おかみさんは手をたたいておこった︒

して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九9510 やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお

おこる

起る

はくしゅがおこった︒

﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒

はくしゅが四方からおこった︒

ふいに︑はくしゅがおこった︒

七543

七4310

七414

七546

じつは︑おとといからめんどうなあらそ

どうしてこんなまちがいがおこったの

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

九6010園

だろう︒

國のおこるかほろびるかは︑このときに

十一838園

さだまり︑

十三187

すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

町村が︑いたるところに生まれました︒

十三254

どうしても一どはおこらなければなら

ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

十四76團

十四77團どうしても一どはおこらなければなら

茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ

さまざまのうたがいがおこってくるはず

ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

十四627
です︒

十四6710

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒
それは︑らい雨のときに︑空中におこつ
ている大きなうずです︒

十四6712

十四747

だいたい︑そういうふうなじゅんかんが

アジア大陸と太平洋との間におこると︑
漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文
字から起り︑これがだんだん変わって︑

十五3512

それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

︽iッ・iラ・ 十四768

にも関係してきます︒

﹇箴﹈︵名︶1 おさ

十346 横糸はおさによって︑右から左︑左から右

おさ

﹇押U︵下一︶9 おさえる ︽ーエ・ーエ

へといききするのであるが︑
おさ・える

四378園そのとき︑わたくしの口をおさえた

ル︾

ものがありました︒

五574 私は︑こういつて︑はるおのかたをそっと

とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ

おさえました︒

六柵8

はげしくたたいておいて︑てのひらで︑

のどまででかけたさけびを︑じっとおさ

さんのせなかをおさえました︒

十一817
えながら︒

十三311

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

おどる胸をおさえながらたどりついたげ

きゅうにどらをおさえるので︑

十五6711

んかんには︑

十五853園

いや︑どこのなにものをもおさえてい

この廣間のなにものをもおさえている︒

﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし

十五854囹
る︒

十五942

﹇御先﹈︵名︶1

おさき

のあたりを︑力まかせにおさえました︒
おさき

おさきに申します︒︿略﹀︒﹂

おさない

わたしの心は︑にじを見るとおどる︒お

﹇幼﹈︵形︶2

︽ーイ︾

十四547囹 ﹁いや︑どうか根さんから︒﹂﹁では︑

おさなご

﹇幼子﹈︵名︶4

おさな子

ろいろとなめていたからのことでした︒

十四56 おさないころから︑人の世の苦しみをい

さないころにそうだった︒

十三519

どんな流れがおこるかというようなこと おさな・い

おこります︒

十四715

こるのです︒

十572園男の子は︑﹁おこった︑おこった︒﹂と 十四6810 そういう︑いろいろなかわったことがお

だんなは︑おこって︑﹁︿略﹀︒﹂と追いかけ

﹁お こ っ た ︑ お こ っ た ︒ ﹂

いって喜びました︒
十572園
十7410
ました︒

﹇起﹈︵五 ︶ 1 9

十五価2 チルチルびっくりしてひどくおこって︑
おこ・る

ル ︾ ﹇ ▽ ふきおこる

四了6 火事がおこらないように︑また︑わるい

ーリ・

びょうきがはやらないように︑
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おさなごころ一おじいさん

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九帽6図魍 ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

な子や夜はいろりの火にあてており

九佃2図魍 ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ

も︑ききもらさない︑その耳︒

十︻169 ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

﹇幼心﹈︵名︶1

おさな心

十三524 おさな子はおとなの父だ︒
おさなごころ

おさばき

十1710囹 おまえたちは︑おさな心にも︑ことばを
愛することを知って︑
﹇御亀﹈︵名︶1

おさまる

︽ーッ︾

七825園 どうぞ︑おさばきをお願いします︒

おさばき

﹇ 収 ﹈ ︵ 五︶1

おさめる

︽ーメ︾

十一365圃 ひと日のあせもおさまって︑夕風ふけ

おさま・る

﹇収﹈︵ 下 一 ︶ 1

ばたいこ鳴り︑清い歌声あちこちと︑
おさ・める

のケースにおさめた︒
おさら

七469 青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり
﹇御皿﹈︵名︶3

ニー36 おさらにのせてかざりました︒

おさらい

うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

つかさをあげようと︑話しあいました︒

六槻5

おさるさんは︑きょろきょろしながら︑ま

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

警守7

﹇御触﹈︵五︶2おさわる︽ーリ︾

つかさを受けとりました︒
おさわ・る

まず︑

いすにおさわりになりました︒

天0︾一 王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑
ノ31

﹇押合﹈︵名︶1

おしあい

1

おしあいする

八402王さまは︑ねどこにおさわりになりました︒
おしあい

︵サ変︶

九655園おしあいの強いものだよ︒

おしあう

︽ーッ︾

おしあいしてきめるんだよ︒

おしあい・する ﹇押合﹈
︽ーシ︾

九655圏

﹇押合﹈︵五︶3

一一282園やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

おしあ・う

乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ

つのをおしあっていました︒
十一534

ひどくとげとげした心でおしあっていた

う台までいっぱいになってしまった︒

十一5310

︵下一︶

1

おしあげる

︽一

かれは︑かるくドアをおしあけながら︑

﹇押開﹈

人たちも︑きゅうになごやかな面持になった︒
おしあ・ける

十五4310

ケ︾

それはおしいことです︒

の名まえがわかりません︒

十五504園

おじいさんδひいお

やはり時間がおしいのだよ︒

﹇御爺﹈︵名︶87

十五9812囹

おじいさん

一469

じいさん

おおきなむしめがねをもったおじいさ

おじいさんは︑わたくしをむしめがねで

んが︑やっぱりながいみみをふりふり︑
一472

おじいさんも︑おばあさんも︑きょうだい

のぞいてみながらいいました︒
一597
一609

おじいさんがこういうと︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑おじいさんはおれいをい

も︑みんなよろこんで︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑おじいさんがいいました︒

いました︒

一614

おとうさんは︑

T わたくしには︑おとうさんもあります︒

一636

けれども︑おじいさんの

そこへ︑ひとりのおじいさんがでてき

おじいさんに よく

﹁おじいさん︒﹂といいますと︑

﹁わたしは︑おまえのおじいさんのお

あるちえのあるおじいさんがいいまし

﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おじいさんは︑

すんでいました︒

三欄2 ﹁竹とりのおきな﹂というおじいさんが

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三283 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三266 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三256

た︒

三252

とうさんだよ︒﹂

T囹

二583囹

にたかたでした︒

二5710 みると︑ わたくしの

ました︒

二577

おいでになりません︒

二556

おじいさんもあります︒

一［
一［

おさら

四266團 まつ白なおさらの上では︑おひめさま
のようですね︒

﹇御食﹈︵名︶2

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒

六201一 テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ
おさらい

﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話しかけた︒

おしい

七234園 おさらいを早くすませてから︑お遊びな おし・い ﹇惜﹈︵形︶3 おしい ︽ーイ︾5おなごり
さい︒

のせわをしょう︒

﹇御猿﹈︵名︶4

おさるさん

七239園もう︑おさらいがすんだから︑あおむし 十四507 おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん
おさるさん

六槻2 うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま

六盗9 そこへ︑おさるさんがやってきました︒

T5

T8

おじいさん一おじいさん
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とりにいきました︒

三㎜4 おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を
三㎜6 おじいさんが︑だれよりもはやく山に
おじいさんはよろこんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

いって︑

三期5

てのひらにのせてかえりました︒

とる竹の中には︑

三撹4 それからと いうものは︑ おじいさんの

になりました︒

三二5 おじいさんのうちはだんだんかねもち
三鵬2 おじいさんは︑きもちのわるいときでも︑
はらのたっときでも︑

三鵬8 おじいさんの家のまわりをとりまきま
した︒

三悩5 ﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんないっしょう
けんめいにおじいさんにたのみました︒

三餌10囹 いつまでもおじいさんとおばあさんの
それで︑おじいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

おそばにいたいと思います︒
三鵬4
しゃいました︒

三鵬7 おじいさんは︑かぐやひめにこのことを
つたえてたびたびすすめましたが︑
なって︑

三研1 みかどは︑ おじいさんと こそうだんに

三鵬7 おじいさんとおばあさんはおどろいて︑
そのわけをたずねました︒

弓矢を

三佃7 思いがけないことばをきいて︑おじいさ
んもおばあさんもびっくりしました︒
三棚9 おじいさんの 家の まわりは︑

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

三麗3 おじいさんは︑そのいり口でばんをし
ていました︒

かぐやひめは︑おじいさんと

おばあさん

あさ早くはねおきて︑そとにとびだし

サンタクローズのおじいさんができあが

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三夏7

四838
りました︒

四899
て︑雪かきをなさるおじいさん︒

みるみる

けれども︑おじいさんはうれしそう︒
うらしまは︑

元氣で

わかい

四佃6魍

四919

五691

おじいさんは海へやってきました︒

五692 おじいさんが金のさかなをよびますと︑お
五694園

おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたって

おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

よいできてききました︒

五697園

おじいさんは︑また海へやってきました︒

いました︒

五6910
五706

おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

のさかながおよいできました︒

五708 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金

いで︑

おばあさんは︑おじいさんをうま小屋のし

おじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑

おじいさんはびっくりして︑

おじいさんは︑とぼとぼと海へやってきま

おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

おじいさんは︑﹁︿略V︒﹂といいました︒

五7411

それから一週間もたったころ︑おばあさん

五747 おばあさんは︑おじいさんには目もくれな

五743

ちゃんとこてんができていて︑

五7310 おじいさんが帰ってみると︑どうでしょう︑

五737囹

いさん︒﹂とたずねました︒

五733園金のさかなは︑﹁なんの用ですか︑おじ

のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

五731 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金

した︒

五7211

五726

じいさんにいいました︒

五722 それから三日ほどたって︑おばあさんはお

ごとにおいやりました︒

五7111

五718

すと︑おばあさんは︑けがわのふくをきて︑

五712 おじいさんがおばあさんのところへ帰りま

﹁おじいさんが︑かわいがってくださっ 五711囹

ひさしぶりにおじいさんにおあいして︑

しらがのおじいさん︒
五223
五2210園

海べに︑おじいさんとおばあさんが︑住ん

たのでしょう︒﹂

五652

おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば

でいました︒

五656

おじいさん︑わたしを海へはなしてくだ

ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

五659

げました︒

おじいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑

五663囹
さい︒

五666

はなしてやりました︒

おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん

おじいさんが金のさかなをよびますと︑す

あくる日︑おじいさんは海へやってきまし

に︑このふしぎな話をしました︒

五668
五678
た︒

五679

おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑

五6711園

五688

五685囹

新しいおけを持っていました︒

241
おしいれ一おしえる

は︑おじいさんをよんでいいました︒

五757 おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな
い足どりで︑海へやってきました︒
五761 おじいさんは金のさかなをよびました︒

五772 おじいさんは︑すごすごと︑おばあさんの

五763囹 ﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂
ところへ帰りました︒

ねのたまと︑

六993 いっか︑おじいさんにいただいた古いめが
八577 ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその話
をしたら︑

八577 おじいさんにその話をしたら︑おじいさん
は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十239 新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ
いさん︒

いさんになるとかわいそうね︒

十579 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ
十629 おじいさんやおとうさんがおうたいになる
うたいを︑きいたことがあるでしょう︒

十635 ふつうのしばいでは︑役者がおじいさんに
なったり︑むすめになったり︑

十639 おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ
かい男のめん︑わかい女のめんと︑

十689

それで︑いよいよ︑おしいれをあけるとき
おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし

になると︑

十692
教え

まってあった︑一つのまるいつぼをみつけ︑

まことに︑星の光は︑声のないことばで

﹇教﹈︵名︶3

十四362

おしえ

す︒︿略﹀︒教えを説かない教えです︒

竹を割るときには︑うらのほうから割る

教えを説かない教えです︒

︽一

十四778

教える

十四363

おしえる

おしえて

くださった

ぼくはねえさんから︑よくうたをおしえ

おかあさんがおしえてくださいました︒

おしゃかさまの

いろいろとものをおしえることにしま

﹇教﹈︵下一︶32

がいいという教えでした︒
おし．える
エ・ーエル︾

した︒

三118
三144囹
ことは︑

三748
五435国

﹁︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさんがおしえ

てもらいました︒
五965

では︑私がいいことを教えてあげましょ

てくれました︒

六875園
う︒

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

七297園

先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

それは︑すずめたちにたべられないため

教えてくださらなかったの︒

七273園

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

六宙9

ださいました︒

六932蝉吟に海のこてんへいくようにと教えてく

えてくださるでしょう︒

十二455囹 ほら︑分家のおじいさんの証すきな 六883園 すると︑海の神は︑きっといいことを教
じょうるりさ︒

十二561 おじいさんやおばあさんからきいた話を
思いだして︑書きのこしておくということは︑

おしいれ

じいさんや︑ひいおじいさんの写藁がでていたり︑

十二964 それにはあなたがたのおとうさんや︑お
﹇押入﹈︵名︶3

十666囹 おくのへやのおしいれには︑﹃ぶす﹄と

おしいれ

いって︑おそろしいどくがはいっている︒

どこにいるか︑早く教えてください︒

だと︑おかあさんが教えてくださった︒

﹃︿略﹀﹄といったりして教えたのだが︑

八172 それは︑だれも教えてくれたことではあり

七785園
ません︒

八643園

そんなものはほっておいて︑ほかの子ど

だめだった︒

八645囹

ものごとを教えてもらえる人たちのなか

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八826園

まいりをしたんだもの︒

九稲6 午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

﹁水﹂がその中にはいっているものであ

ぼくにはだれも教えてくれるものがあ

おかあさま︑あなたの目から教えられま

しいすべりかたを教えていただいた︒

十一177
した︒

十ニー83園
りません︒

十二353

ることを︑はっきり教えるために

先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

十二4810園簡軍な人形の作りかたを教えてあげよ
う︒

十二715

知識は︑人から教えられたり︑︿略﹀︑考

らえるので︑

十三83

ガリレオを呼びだし︑その説を人に教え

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三158

ランプについては︑いろいろいいこと

てはならない︑といいました︒

十四102團

これは︑私の友だちで︑母親が十年こ

を教えてくれました︒

十四127團

のかた︑この式のランプをつかっているというの

﹁木もと調うら﹂ということわざを教え

が教えてくれたことなのです︒

十四775

おしおろす一おじさん
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﹁︿略﹀︒﹂と教えてくれました︒

てくれました︒
十四799

十四804 または︑自分たちの祖先が発見したので
はなく︑よその民 ． 族 か ら 教 え ら れ て ︑

おしおろす

おじぎ

︽ーサ︾

えながらおじぎをする︒
おしごと

先生のおしごとは︑渡しもりのようなも

﹇御仕事﹈︵名︶1

七105園

おしごと

のだ︒

おじさん

しょう︒

おじさん︑大風ってこわいな︒

おじさんからたこをいただきました︒

六352囹
六餌2

じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七392 いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお

十一854園

ここにあのおじさんがいます︒

おじさん︑これをはいてください︒

おじさんは︑いつでもぼくをみていま

これは︑絵のすきだったおじさんからゆ
十二435園

おじさんからいただいた童話の本に︑

ねえ︑おじさん︒

十一︻442園 ﹁ほんとう︑おじさん︒﹂

よ︒

人形が夜中に集まっておどりだす話がありました

十二438園

ずつてもらったもので︑

十ニー66

す︒

十一855園

十一226園

とって︑つぎの人に渡しました︒

げんかんに出て︑横づけにしてあった 七394 おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け

﹇伯父﹈︵名︶69

﹁︿略﹀︒﹂ひとりごとをいうと︑となりの

﹁おじさん︑こんやもまた︑かげえを

ぶどうえんのおじさんのところへ

やってみましょうか︒﹂

四291

て︑あそんでくることかな︒

さくらの枝をおろうとしたとき︑お

おじさん︑おじさん︒このかめをうり 十二462園 おじさんの子どものころ︑よくみたも

みんな﹁ありがとう︑おじさん︒﹂

う︒﹂

それで︑すぐに︑おとなりのおじさんの

ところへ行きました︒

十三547

十三4210囹︸おじさんやおばさんによろしく︒

﹁じゃあ︑おじさんも手跡ってあげよ

四994囹

四999園

こしをかけていた知らないおじさんが︑

十二733囹

のだよ︒

五238囹

四994囹︺おじさん︑おじさん︒

ましょう︒

じさんのことばに氣がついてやめました︒

四398園

いっ

二456囹 ﹁おじさん︑こんどは︑わたくしが

して︑みせてください︒﹂

二443園

おじさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

一525

おじさん

りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこみ︑

十五601

十五459 鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって おしこ・む ﹇押込﹈︵五︶1 おしこむ ︽ーミ︾
來たのも︑そのころのことであった︒

十五527 眞心こめて教えてくださった世界的魚類
学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑

﹇蕩蕩 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十五581囹 そのかわり日本語を教えてくれと︑
おしおろ・す

十四7512 森の上へかかると︑飛行機は︑しぜんと
﹇御辞儀﹈︵名︶11

下の方へおしおろされるかたむきがあります︒
おじぎ

四㎜8 かめは︑手でなみだをふきながら︑なん
どもおじぎをします︒

四三6 かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の
方へいってしまいます︒
とき︑おじぎをなさいましたね︒

五902囹 いま︑﹃さどが島﹄とおうたいになった
五906囹 それでな︑さどが島をうたうときには︑
いつでもおじぎをするのだよ︒

六295 憾め望りすていねいにおじぎをしながら︑
﹁︿略﹀︒﹂

おしまいに︑青年は︑大きな声で︑

十三5411

ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑

おじさん︑駅へおいでになるのでしょう︒ 十三548 おじさんは︑絵かきではありませんが︑
いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒

そんなにちがうのですか︑おじさん︒

いましたが︑おじさんので見ると︑いっそう

十三561
十三566囹

六3311園雲のおじさん︑わたしのたんぼはどこで 十三576 おじさんは︑そういいながら︑

雲のおじさん︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさんがおしえ
てくれました︒

五965

の作文を書くんだといって︑

五846

五298園

六901 女の人は木をみあげながら︑おじぎをする︒ 五294園 どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑
あせをふきふきあるいていました︒

七4510

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と いって︑おじぎをした︒

八価8 どのいねのほも︑すっかり黄色になってお
じぎをしています︒

九599 ぎょしゃはきゅうにていねいなおじぎをし
ました︒

十五889 ﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

十五8712 ふたり︑よろよろしながらおじぎをする︒ 六339園 かかし﹁助けて
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十三585圏

﹁じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたい

に︑旅行して來なくちゃだめですね︒﹂

ら︑一まいえらびだして︑見せてくださいました︒

十三5812 おじさんはそういって︑同じひきだしか

十三596囹 その絵は︑たいへん感じがちがいます
ね︑おじさん︒

います︒

十五591園新島のおじさんなら︑私はよく知って
さつぽろ

十五604 新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう
外に養っていたのは︑

十五612 新島のおじさんとおばさんは︑

十五616 そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ
らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五619 おじさんとおばさんが外出の用意をとと
のえて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

んに助け船を求められた︒

十五627

うやのくつはほこりだらけだから︑

十五657
きょうと

﹇推進﹈︵下一︶1 おし進める ︽一

︽ーサ︾

おしだされてくるトロッコ︒

﹇押出﹈︵五︶1 おしだす

おし進め︑種々のことがらの関係を明らかにして︑

十三91 すでに知ったことを材料として︑考えを

メ︾

りんごのみのるころ︑おじさんとおばさ おしすす・める

んは京都へひきあげられたが︑

満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ

んのすがたが消えうせよう︒

十五666
十五667

十251

なくなった新島のおじさんがいい残され おしだ・す

﹂

おじさんたちと行くのがいやなのか︒

ケ︾

おしと・める

そうして︑からだの重さで上からぎゅう

おし葉

みんなでそれをおしとめる︒

おしば

﹇推量﹈︵五︶1

おしはかる ︽ール︾

私は︑のこったのをおし葉にしました︒

たなかさんは︑おしばをたくさん作るとい

﹇押葉﹈︵名︶2

十5812

八338

おしはか・る

﹇雄蘂﹈︵名︶2 おしべ

たとえば︑花のおしべとめしべとの関係

おしべのかふんがめしべにっかないよう

おしまいに︑﹁お﹂のつくことばをあっ

﹇御仕舞﹈︵名︶19 おしまい

めました︒

二89

おしまい

なくふうと︑

十三96

についていうと︑

十三95

おしべ

いきょりは︑おしはかることはできません︒

ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠

いました︒

五844

おしば

﹇押止﹈︵下一︶1 おしとめる ︽ーメ

ぎゅうとおしつけ︑

十五256

ぎわにおしつけてしまったりします︒

十一一2611 とりついてぐんぐんおしていって︑かべ

まをおしつけました︒

一624

﹁︿略﹀︒﹂といって︑わたくしの手にた

﹁おじさんが生きていたら︑どんなに おしつ・ける ﹇押付﹈ ︵下一︶ 3 おしつける ︽一

た願いによって︑

か喜ぶだろうに

十五6810囹

ここがおじさんのおへやですよ︒

顔をあげてへき面を見あげると︑おじさ

十五6812囹

十五691

おじさんが日夜ふでをとっていられたと

んの大きな写眞があった︒

十五696

いう大きなつくえの上に︑

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五699

十五624園

九901

その写照の主が︑こうしておじさんを見 ル︾
あげているのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

十五6912

じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

おじさんのつかいなれたペンですよ︒

おじさんは︑年とられてから目がわる
十五711囹

このすがたをおじさんがごらんになつ
﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒
そうしておじさんを喜ばせましょうね︒

たら

十五713囹

くなってね︑

十五7010囹

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五701

十五6211園 おじさんのくつは光っているのに︑ぼ 十五6912 おじさんの声は聞えないのだ︒

なぐりすてて︑

十五634 おじさんは︑きちんと着ていた上着をか
十五6311囹 おじさんのようにきれいになったろう︒

十五644 おじさんとおばさんはそのあとを追って
出て來られたが︑

十五648 おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の

十五715園

せをたたきながら︑

ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ
うを守っていてくださったのだ︒

十五763

が︑声が出なかった︒

﹁おじさん︒﹂と呼びかけようとした
﹁おじさん︑早く歩いてよ︒﹂と命令

十五6411 見るなり私は︑おじさんの勢いせなかに 十五726囹
とびついた︒

した︒

十五651囹

かれた新島のおじさんと︑

十五654 私をせにおいながら︑あせをふきふき歩 おじさんたち ﹇伯父達﹈︵名︶1 おじさんたち

おしまいのことば一おしょうがつ
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二366園おしまいのめくらは︑しっぽをもって
いいました︒

たもの︒

二くん︑おしまいにおかあさん︒

十五886園さて︑いちばんおしまいに︑ここにい

おしまいのことば

︹題名︺1

おしまいのことば

るのは︑﹃はちきれそうなわらい﹄で︑

十二橋1

おしまいのことば

四4410園ぼくは︑きのうは 一ばんおしまいだっ
四4410園 おしまいはつらいよ︒

あなたは︑まわずにかえっておしまい
けんぎゅうを西の岸に帰しておしまいにな

おしむ

︽ーミ・ーン︾

おかあさん︑いま︑おかあさんが力を

﹇惜﹈︵五︶2

まもなくさっていかなければならない日本
見物人たちは︑しばらく︑あらしのよう

︵名︶1

おしめカバー
おしめカバーをさせたままほっておくと︑
﹇御三﹈︵下一︶1

おしめる

︽ーメ︾

おし問答

おしゃかさまにはんたかというでしが

いました︒

三115

おしゃかさまは︑どうかしてはんたかを

おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃつ

りっぱな人にしてやりたいと︑
三124

くださった

はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか

て︑はんたかをおよびになりました︒

三1210

おしえて

ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま

おしゃかさまの

さまのおかおをみつめました︒
三144囹
ことは︑

三147

ねきにあずかりました︒

て︑王さまのこてんにまいりました︒

三149 おしゃかさまはたくさんのでしをつれ

て︑でしの中にまじっていました︒

三151 はんたかもおしゃかさまのはちをもつ

きになりました︒

三158 こてんでは︑おしゃかさまがせきにおつ

おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

三161 はちをもった手が︑するするとおしや
かさまの目のまえにのびてきました︒
ました︒

三167

き写しで︑

十四143團

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

おとうさんのお写眞は︑ほんとうに生

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四712團

﹁でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめ おしゃしん ﹇御写真﹈︵名︶2 お写眞
﹇押問答﹈︵名︶1

それから︑二三どのおし問答が︑ふたりの
あいだにとりかわされた︒

七457

おしもんどう

になると︑へんでしょう︒﹂

五882囹

おし・める

民ちゃんは平定でそこらをはいまわっています︒

十二254

おしめカバー

なはく手をおしみませんでした︒

十一一8610

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

九166

おし・む

おとしておしまいになったら︑

十四95国

りました︒

八323

になるでしょう︒

四重8囹

四452圓 かっちゃんがおしまいにしてくれっ おしま・う ﹇御仕舞﹈︵五︶3 おしまう ︽ーイ︾
ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四455園 おしまいは氣がらくでいいからつて︑
いったじゃないか︒
しました︒

四852 おしまいに︑みんなでトランプあそびを
おしまいに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑本をよむような

ひとりごとをいいました︒

五悩10

しまう︒

六369 点になって︑おしまいにはみえなくなって

ポにいたるまで︑みんなはなから声のでる音では

六麗8 あとは︑おしまいのバビブベボ︑パピプペ
ないことがわかった︒

七353 おしまいには︑私とさぶろうとは︑まるで︑

おしまいに︑青年は︑大きな声で︑

一つからだになってしまうかと︑思われるほど

七458
﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじぎをした︒

八712 おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑
﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

ばを組みあわせてみましょう︒

九811 おしまいに︑︿略﹀など︑いろいろなこと

三112

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

お正月までに︑ことばあそびのたねをた

くさんこしらえておきましょう︒

四674

お正月がくると︑例年のことで︑だいか

ぐらがまわってきました︒

十﹇275

三105囲小さなひしゃくでおちゃくんで︑か 四伽8 一月はお正月︒

になったか︑おしゃかさま︒

三96間あまちゃの中からひょっこりと︑おで

九116 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを おしゃかさま ﹇御釈迦様﹈︹人名︺13 おしゃかさま おしょうがつ ﹇御正月﹈︵名︶3 お正月
きかせてくれた︒

十﹇231 おしまいには︑喜んではいてくれました︒
十二635 そのうちにからだがだんだん長くのびて︑
おしまいにへびになってしまった︒

十三449 そのあとはマンシュウから帰って來た眞
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おしょうさん ﹇和尚﹈︵名︶1 おしょうさん
﹁りょうかんさん︑りょうかんさん︑お

しょうさんのりょうかんさん︒﹂

五863囹

十四4810 まだわかいおじょうさんです︒

おじょうさん ﹇御嬢﹈︵名︶7 おじょうさん

たかどうか知りません︒

十四495 このおじょうさんは︑この歌を知ってい
十四497 しかし︑このおじょうさんくらい︑この
歌の心を生かした人は少ないでしょう︒
歌を歌った人というべきです︒

十四499 このおじょうさんこそ︑ほんとうにこの

ナがおよいで行ったように︑

十四4912 おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

かの婦人たちも︑みんなすくいあげられました︒

十四504 歌を歌っていたおじょうさんも︑そのほ

十四136團

夜をどうしてすごしておいででしょう

︵サ変︶

1

お知らせする

どんなにしていらっしゃいますか︑お

か︑お知らせください︒

十四173国
知らせください︒
﹇御知﹈

おしらべなさる

これには︑みんなにお知らせしたいことを

おしらせ・する
︽ーシ︾

六575
書きます︒

﹇御調﹈︵五︶1

それから︑道具を集めて︑めいめい持つ

おしらべなさ・る
︽ーイ︾

九867園

﹇御尻﹈︵名︶1

おしり

てきた物があるか︑おしらべなさい︒
おしり

かた足をなげだして︑おしりでいざって

歩くのです︒

十二273

十636

役者が︿略﹀︑わかい男になったりすると

十四507 おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん おしろい ﹇白粉﹈︵名︶1 おしろい
の名まえがわかりません︒

おじょうず ﹇御上手﹈︵形状︶1 おじょうず

きには︑おしろいやべにでけしょうをして︑

ケ︾

十一一654

岩をおしわけ︑深く鋭くのびていく︒

おしよせる ︽一

おす

︽ーサ・ーシ︾

わかい男の人が︑ただひとり︑わらいもせ

さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

﹂と︑やまだのせなか

帰りは︑みんなかわるがわるリヤカーをお

ずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

七3710

九869

もういいったら

して歩きました︒

トロッコをおして︑炭坑にはいっていく工

をおしながらさる︒

九9011

員︒

十243

されたりしなければならなかった︒

十一524 おたがいがぬれたからだで︑おしたりお

とりついてぐんぐんおしていって︑かべ

そんなにおさないでください︒

十一524 おしたりおされたり
十一536園

さすがの大わしも︑十五六の少年に上か

このままおされるものではありません︒

ぎわにおしつけてしまったりします︒

十一一2611

十二849
十五2510

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

十五7210

ホランド博士は︑

て︑養分におこしらえになったものでも︑

に見えるような氣がします︒

十四174團私には︑おかあさんのおすがたが︑目

おすでなければいいが︑まあ︑かってお おすがた ﹇御姿﹈︵名︶1 おすがた
﹇押﹈︵五︶15

いてみよう︒

八791園
お・す

十四158國

おかあさんのおすきなようになさって

すきなライラックを植えましょう︒

十一497 やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒

九723囹 あなたは︑こがねのどんぐりニリットル

四かくなかみに︑まるいおおきなはん おすき ﹇御好﹈︵形状︶5 おすき
さあ︑早く船にお乗りなさい︒おしてあ

をおしてくれました︒

一481
六885園

げますから︒

そんなにおしたって︑だめですよ︒
汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

七345園
七352

十四563囹 葉さんが︑︿略﹀︑空氣をお吸いになつ

その細いやわらかなものが︑地をうがち おす・う ﹇御吸﹈︵五︶1 お吸う ︽ーイ︾

十五936 さとうおじょうずらしく︑﹁ごめんくだ おしわ・ける ﹇押分﹈ ︵下一︶ 1 おしわける ︽一
さいまし︒せっかくおまねきをいただきながら︑
︽ーシ︾

おしょうばん・する ﹇御相伴﹈︵サ変︶1 おしょう
ばんする

︵下一︶

1

八611 三ど三どの食事に︑テーブルの上でおしょ おす ﹇雄﹈︵名︶1 おす
﹇押寄﹈

うばんしたりしました︒
おしよ・せる
セ︾

ろうのたいまつをたいて︑おしよせて駆る︒

十三610 やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

︽ーイ︾

おしらせくださ・る ﹇御知下﹈︵五︶3 お知らせく
ださる

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六581 どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

おすわりする一おそろしい
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ください︒

こへっれて行ってあげるのは︑この私です︒

十四567囹高いところがおすきなようですが︑そ

﹇御座 ﹈

︵サ変︶

2

オスワリスル

十五449囹 たいへん焼物がおすきのようですが︑
おすわり・する
︽ーシ︾

チャンタッチシタ

オスワリシタ

十496園 ワンワンチャン ネテルワーワンワン
十534囚囚 ﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの
動作をことばにして喜びました︒
おせっかい ﹇御節介﹈︵名︶1 おせっかい
﹇御世話﹈︵名︶1

おせわ

九959囹 よけいなおせっかいさ︒
おせわ

おぜん

四餌6囹長いあいだ︑ほんとうにおせわにな
りました︒

﹇御膳﹈︵名︶1

︽iイ・ーク︾

十一289
けました︒

十二274

そのうえ︑夜おそくこっそりと勉強を続
たいへんおそいようですが︑いざりだす
おそうじ

すのおそうじをするので︑はとをだ

﹇御掃除﹈︵名︶1

となかなか早いものです︒
おそうじ

一一229囹
おそく

そのめんどうだという裁判のようすなどを

﹇遅﹈︵名︶1

いていたら︑たいへんあついとおもいました︒
おそく

九487
﹇御外﹈︵名︶一

オソト

考えて︑おそくまでねむれませんでした︒
おそと

﹁オソト︑ワンワン︑チロイ︒﹂
おそば

いつまでもおじいさんとおばあさんの

﹇御側﹈︵名︶5

十二301園
おそば

三梱10園

おそばにいたいと思います︒

いつまでもおそばにいて︑こうこうを
そうしたら︑おそばに行けます︒

したいと思いましたのに︑

三管8囹

十四111團

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

おそら

上の方へと︑神さまのおそばへ行くかの

かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒

十四㎜1
十四観1

ようにのぼって行った︒
﹇御空﹈︵名︶1

一239圃 ﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

おそら

十四706 夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

おぜん

おそい

よく見てごらんなさい︒
﹇遅﹈︵形 ︶ 9

三481 おもいふくろをせおっていらっしゃつ

おそ・い

﹁︿略﹀︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひく

たので︑おそくおなりになったのです︒
五二6

く︑いっしょうけんめいにまねをします︒

六246園 さあ︑おそくなるからでかけよう︒

でしょう︒

おそらく

十四1211團

小包二つは︑おそらくいっしょには着

おそらくは︑自分と同じように︑船から

きますまい︒

十四473

︽ ル︾

歩く人は︑おそらく︑まっすぐに歩こう

なげだされたものでしょう︒

十四883

おそる

天下におそるべきなにものもなく︑わが

﹇恐﹈︵下二︶1

と思ったのであろうが︑
おそ・る

十五6011

おそるおそる

ままいっぱいにふるまっていた︒

︽ーッ︾

六人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

﹇恐恐﹈︵副︶1

一一349園

おそるおそる

うのそばによってきました︒

実際は︑たがいににくみあったり︑おそ

おそれあ・う ﹇恐合﹈︵五︶1 おそれあう

れあったりしてきました︒

十五807

︽ーレ︾

いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑

すると︑草むらにいた小鳥がおそれてとび

﹇恐﹈︵下一︶4 おそれる

八7110

おそ・れる

九212

めうえのいばったものに対してもおそれず︑

たった︒

十656

おそろしい

︽ーノー︾■

そうしたら︑私は︑もうなにもおそれ

そうかといって︑なにをしてもにくまれない︑

ず帰って來ます︒

十五佃11園

﹇恐﹈︵形︶7

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

﹃ぶす﹄といって︑おそろしいどくがは

十6612 そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと

いっている︒

十666園

大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

八749 ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518

そらおそろしい

おそろし・い

よその人には︑なんのことか︑おそらくわ
同じ文を書いたとしても︑そのなかみは︑
おそらく︑太郎や秋子と同じではなかろう︒

十二927

からないでしょうが︑

十4910

この思いでは︑おそらく一生なくならない

﹇恐﹈︵副︶6

てをうえにさしあげました︒
おそらく

八195 せみの子たちは︑たいへん生長がおそくて︑
よういに大きくなりません︒
いちばんおそい植えつけでした︒

九3510国 それは︑七月の二十八日でしたが︑村で 八1311
十482 これは︑足がおそいというためばかりでな
く︑

の晩のうちにいって︑子どもをつれてきました︒

十一249囹︺ ﹁もうおそいから︒﹂というのに︑そ
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になってはつまらないから︑

十7311囹おそろしい﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑
いちばん早道と思ったのです︒

十五274 下につかまれている女の子は︑あきらめ
たのか︑おそろしいのか︑

十五298 大わしはすぐにとび起きて︑︿略﹀︑おそ
﹇恐﹈︵名︶2

おそろしさ

ろしいいきおいで少年にとびかかって來ました︒
おそろしさ

八866 またいじめられるかと思って︑おそろしさ

おたがい

おだす

︽ーシ︾

おたがいに︑信じあえ︒

はわからず︑

十五搬1囹

︽ーイ︾

おたすけく

このあいだは︑うちのかめをおたすけ

﹇御助下﹈︵五︶1

﹁︿略﹀︒﹂というおふれを︑おだしになり

﹁きっぷを改札口でおだし︒﹂

﹇御出﹈︵五︶2

五146園

おだ・す

八452
ました︒

ださる

おたすけくださ・る

四佃6園

まあ︑そのようなありさまで︑せっか

くのおたずねもむだになるようなわけだが︑

十五557園

のあまり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒
くださいまして︑ありがとうございました︒
十一655 わるい知らせをききはしまいかと︑おそ おたずね ﹇御尋﹈︵名︶1 おたずね
﹇御互﹈︵ 名 ︶ 1 1

ぼく︑先生におたずねしてみよう︒

私はかけていって︑先生におたずねします

十四274

それで︑先生にそのことをおたずねする

それで︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒

そこで︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒

と︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十四281

といいますのは︑私は︑あの美しいあな
たがたのお國を親しくおたずねして︑

十五796

﹁︿略﹀︒﹂とおたずねになりました︒

おおくにぬしのみことも︑﹁︿略﹀︒﹂とお

﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきのものにおたずね

﹇御立寄﹈

になりました︒

︵五︶ 1 おたちよる ︽一

お立ちに

ある日︑かりのおかえりに︑とつぜん

おたちよ・る

三三2

リ︾

︽ーチ︾

ゆびさして︑

お立つ

下とを

﹇御立﹈︵五︶2

おたちよりになりました︒
おた・つ

なっていらっしゃる︒

三102寺上と

園長さんが︑だんの上にお立ちになりま

﹇御立﹈︵下一︶1 お立てる ︽ーテ︾

十一439
した︒

おた・てる

九7811 そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

﹇穏﹈︵形状︶4 おだやか

中へお立てになりました︒
おだやか

むかし︑このへんは︑波のおだやかな海

太陽はあたたかく︑おだやかにてらした︒

いていました︒

四655 うすむらさきの雲が︑おだやかにたなび
八937

のいりえだったのです︒

九7711囹

その道すがら︑小樽で目についたといっ

おたる
﹇小樽﹈︹地名︺1 小樽
おたる

九M7 なんとおだやかなくらしをしているのだう
ろ︒

おたる

て︑

十五658

めいぶつのおだんごや︑おもちを︑ごち

﹇御団子﹈︵名︶3 おだんご

一599

おだんご

おたんじょう

あなをほったり︑土でおだんごのような

かっちゃんのすきなおだんごを作りま

そうしてくれました︒

四577
した︒

十三284

﹇御誕生﹈︵名︶3

ものをこしらえたり︑

おたんじょう

十四249

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しずかにおっしゃいました︒

九837

九834囹

︽ーシ・ースル︾

いましめあって︑ おたずね・する ﹇御尋﹈ ︵サ変︶ 6 おたずねする

ろしさにふるえながら︑その名をいいました︒
おたがい

四433 がんは︑ おたがいに

ぎょうぎよく空をとびました︒
わかれでした︒

五189 おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお

九83 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お
たがいにとけあっ て ︑

十一524 おたがいがぬれたからだで︑おしたりお
されたりしなければならなかった︒

十一534 乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ
う台までいっぱいになってしまった︒

ネ︾

二97

三描6

たずねになりました︒

三484

三467

とおたずねになりました︒

先生が︑それをごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂

十三52 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の おたず・ねる ﹇御尋﹈ ︵下一︶ 4 おたずねる ︽一

十一546圏 おたがいにつめて︑座席にもうひとり︒

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十四148団國 おかあさんと私とは︑おたがいに︑

それほどはなれてはいないのだ︑
十四695 まったく関係のないようなことがらが︑

原理のうえからは︑おたがいによくにたものであ
るという一つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒
十五803 それ以前は︑おたがいに他の國々のこと

おちかかる一おちる

248

四845 一ばんさきに︑ねえさんが︑エスさまの
おたんじょうのお話をしました︒
七322園 もんしろちょうのおたんじょうね︒

︽！ル︾

︽ークル︾

︽ーム・ーモ．

︽ーシ︾

う

︽ーノー︾

太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

く︑わるちえがあったから︑おちつきはらい︑

十7111

しかし︑だんだんおちついてみると︑ここ

六464圃

おちばの︑おちばの子どもたち︑ちょん

おちばの︑おちばの子どもたち︑

ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう

おちばの︑おちばの子どもたち︑

ちょんすずめと どこへいく︒

六471圃
六471圏

さんにくれるようになりました︒

十1110

おちゃ

お茶

ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒

﹇御茶﹈︵名︶4

テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒

六2010

じゅなどがはいっています︒

五334 この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

三103圏小さなひしゃくでおちゃくんで︑か

おちゃ

十三507

サと落ち葉をふんでいったこと︑

旅人は︑おちついたことばつきで︑旅人 十一一913 くりがたくさん落ちていたこと︑カサカ
けれども︑けんぎゅうはおちついて︑ふえ
すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた

いちろうは︑きみがわるかったのですが︑

まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとにか

いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく
して︑秋も終り近くなりました︒

おちばの子どもたち︑

六464圃北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちばの︑

﹇御茶其物﹈︵名︶1

ころでその水でお茶をたてる︒

おちゃそのもの

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒

九梱4 茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも

ます︒

四524

そのうちに︑二ひきとも︑どぶんとお

わきにそれたかと思うと︑石ころかな

力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん

おんぶしているがんもおちそうになり

のおちていくのを︑下からうけとめました︒

四502

にかのようにおちていきました︒

四494

ちてしまいました︒

二284囹

ちる・ながれおちる

ーチル︾﹇Vこぼれおちる・ころげおちる・すべりお

いつのまにか葉がすっかり落ちつくして お・ちる ﹇落﹈︵上一︶45 おちる 落ちる ︽ーチ・
はだかになった木の上に︑

九445国

おちば

におちつけて︑よくごらんなさい︒

十五佃5園あなたの二つの目をたましいのどん底

ケ︾

お茶そのもの

きけんのせまった中で︑なんというおち 九盟3 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど
ついた︑またなんというほがらかな人だろう︒

十四4710

かりましょう︒

九803囹

なるべくおちついてたずねました︒

九564

りをみまわしますと︑

九407團

をふきつづけていました︒

八307

﹁そのらくだは︑かた目ではありませんか︒﹂

七767

は時計屋の店であることがわかった︒

六47

十四258 ﹁ことばのおたんじょう﹂などというお おちつ・く ﹇落着﹈︵五︶7 おちつく ︽ーイ︾
落ちかかる

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒
﹇落掛 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十三55 春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ

おちかか・る

お力

日のしま目もようにもちらちらとして︑
﹇魔力﹈︵ 名 ︶ ！

落ちくる

四悩2園 あなたのお力で︑いのちびろいをいた

おちから

﹇落来﹈ ︵ 力 変 ︶ 1

しました︒
おち・くる

落ちこむ

十一358圃 たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
﹇ 落 込 ﹈ ︵五︶3

暑さはどこへやら︒
おちこ・む
ーン︾

八308 黒うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落
ちこもうとしましたが︑

落ちだす

九314團

十一611 すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑おちつく・す ﹇気尽﹈︵五︶2 落ちつくす ︽ーシ︾
川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十五2410 一つまちがえば︑底ひろの谷間へ︑氷と
﹇落出﹈ ︵ 五 ︶ 1

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒
おちだ・す

おちぢ

十一376圃 あまがき・しぶがき赤くなり︑くりもおちつ・ける ﹇落着﹈ ︵下一︶ 1 おちつける ︽一
ばらぼら落ちだした︒
﹇御乳﹈︵名︶3

おちば

︹題名︺1

六462

おちば

五9010園 それからな︑おかあさんのおちぢをコッ

おちぢ

プコップといただいて︑

十一241園 おちちがはって困るの︒
一つ一つかおる︒

十一571圃 べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑ おちば ﹇落葉﹈︵名︶7 おちば 落ち葉
めやぎのおちぢ︑

おちつきはら・う ﹇落着払﹈︵五︶1 おちつきはら
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四952 あつまったり︑ふわふわとながれたりし

て︑だんだん下におちてくる︒
五191 こんなにだいじにしてくれますから︑おち
る心配はありません︒

五809 むすびめがとけて︑ほうきがおちました︒

五945 ひなはたいそう小さくて︑元氣がなく︑死
んだようになっておちていたのです︒
﹁あっ︒﹂というまに︑川の中におちてし

まいました︒

六138
六347 かかし︑ 一どははねあげられるが︑もんど

あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒
津南11

たまったつゆが︑しずくになって︑ポタリ

ま地面に落ちました︒

月の光にちらりちらりと光りながら落ちて

ポタリと落ちてきました︒

九柵3
九衛8

あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

くる夜つゆをみていると︑風がふいてきました︒

それがコトコトと音をたてて下の方まで

神さまのところへのぼっていくのだと︑

十五2111

鳥が大づめでつかんでいる女の子のから

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五253

羽ばたきも苦しげに︑しだいしだいに︑

だが下へ落ちないように︑

十五2512

大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に

下の方へ落ちるように舞いおりて行きました︒

十五279

空中をころぶように︑くるくる舞いをし

さげて︑ずんずん︑落ちるように︑下へ下へと

て︑下の方へ︑谷の中へ落ちて行きました︒

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑ 十五3210

たくりの実の落ちるころでしたから︒

十91
十1011

夕日はすっかりおちてしまいました︒

じっと見つめているうちに︑一つの明か

さるも木から落ちる︒

乙﹁ちょっとのまに︑いなくなってしまつ

乙﹁さきほどから︑さがしつづけているの

乙﹁木︸本もみえない︒﹂

七779

乙﹁どこにいるか︑早く教えてください︒﹂

乙﹁それにちがいありません︒﹂

乙﹁かた目なんですよ︒﹂

七785

乙﹁それとも︑だれかにおききになったの

七807

乙﹁目がさめてみると︑らくだがいません︒

乙﹁あやしい︒

七815

乙﹁だいいち︑らくだがかた目であること

乙﹁はい︑知っていました︒

を知っていました︒
七8111

人

甲と乙︑ほかに︑ひとりの

乙δこうおつ・こうおつふた

乙﹁そうです︒

一の場面

﹇乙﹈︵名︶1

七847

七747

り

その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い おつ
星の落ちるときは︑なにかのたましいが

乙﹁それに︑もっとあやしいことは︑

七793

ですか︒﹂

七188

七7611

ですが︒﹂

七762

七756

た︒

七752

わら屋根ののきから︑たきのように落ちる おつ ﹇乙﹈︹話手︺13 乙

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

十189

りうって︑また︑ひげの中におちる︒
六3510 くるくるまいながらおちていくかかし︒
雨水︒

だれかのかさのしずくが︑私のくつの上
ありあけ

そのとき落ちた土くれが︑有明海の中に
話をしているうちに︑パラパラと音がし
子どもたちや︑芭蕉の足もとに落ちて︑

十二866

山へいったこと︑弟やいぬをつれていっ
十四5312園
十四818

十四996

光のおをひいた︒

十四993

るい星が落ちるのを見た︒

十四992

まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒

とちゅうから︑黄色くなって落ちてし 七812

たこと︑くりがたくさん落ちていたこと︑

十二912

はね返ったりころがったりします︒

十一一735

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

十二735

ある湯島である

ゆじま

十二571

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十一526

六槻10 そこには︑くるみの実が︑ころころと落ち
ていました︒

七109 かしの木は︑あくびを一つして︑︿略﹀︑そ
れから︑ねむりにおちていった︒
七191園 ﹁あぶないよ︒川に落ちないように︒﹂
七563 根もとに︑ぽたぽた落ちています︒
八7311 そうして二わのがんは︑ぬまの中に死んで

七606 よく落ちるかきの実︒
落ちた︒

九191 約十万ばのつばめが︑きゅうに落ちてきた
ことがあります︒

り︑田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

九365団流れ落ちるしみずが︑︿略﹀︑村の中を通
九389国 ポキンという音がして︑ガサガサと落ち
てくると︑うれしくなります︒

ているのをみたときは︑思わず手にとりあげます︒

九437團 大きなかきが︑ころころと二つ三つ落ち
九511 水がふえのように鳴ってとびだし︑すぐた
きになって︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒

九912 そのほかの友だちが︑落ちているやまだの

おつ一おつく

250

旅人︒

﹇ 落 ﹈ ︵ 上 二 ︶2

落つ

︽ーチ︾

十五44図圏空にはなちしわがそ矢は︑あわれ

お・つ

いずこに落ちにけん︒
ずこに落ちにけん︒
﹇御使﹈︵名︶2

おつかい

十五5ーロロ凶錦手にとなえしわが歌は︑あわれい
おつかい

四369園 わたくしが︑きのう︑となりのうちに
おつかいにいきました︒

﹇御使﹈ ︵ 五 ︶ 2

おつかう

︽ーイ︾

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五464 おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば
おつか・う

する

︽！スル︾

お月さ

みてはねる︒

おつきさま

だから︑おまえさんとおつきあいするの

﹇御月様﹈︵名︶16

がいやなのさ︒

八828園
おつきさま

十五やおつきさま

お日さま

一191圃

ま

一323

大きな︑あかるいお月さまは︑どうした

まんまるいお月さまがのぼりました︒

おつきさま一おほしさま

ニー53

ニー52

﹁いいえ︑これは︑お月さまが︑くもか

らえにかくことができるでしょう︒
二466囹

一どに十もでたかと思われ

お月さまもみんなのもの︒

らでてくるところです︒﹂

お月さまが

﹁ああ︑きれいなお月さま︒﹂りょうか
﹁お月さまが早く走っているね︒﹂と︑

六5210園

よしおくんはお月さまが走っていると

お月さまじゃないわ︒

一437園

﹁お月さんのくにへおいでのかたは︑

さあ︑お月さんのくにへいくんだよ︒

のところへいったゆめをみました︒
一448園

お月さんのくにのきしゃだもの︒

こちらへおならびください︒﹂

一ねんに

一505園

くにでは︑

この

お月さんの

﹁542囹

そうして︑たまがひろえたら︑お月さ

一どたまひろいにこのかわらにきます︒

んのくにのなかまにいれてもらえます︒

一544囹

きれいなたまがひろえたら︑またお

月さんのくにへいれてもらえます︒

一553囹

﹁なんだって︑お月さん

﹂くもは︑

﹁くもさん︑あんないいお月さん︑みえ

﹁おおきなお月さん︒﹂

るところでした︒

一629 山のうえから︑おおきなお月さんがで

九髄7園

一6210園

ないの︒﹂

九鵬8園

﹁くもさん︑あのお月さんのところへ

首をねじって上の方をみあげました︒

九鵬11園

﹁わたし一どでいいから︑お月さんのと

いってみたいと思いませんか︒﹂

お月さまをじっとみていてごらんなさい︒ 九酩2園

お月さんのところへとんでいったあの白

ころへいきたいと思います︒﹂

九柵3囹

六535園

﹁ここに立って︑お月さまを枝のあいだ

︹課名︺2

お月さんのくに

お月み

お月さんのくに

﹇御月見﹈︵名︶2

お月見

﹇御蓋﹈︵五︶− おつく ︽ーキ︾

八304天帝は︑︿略﹀︑計うしのしっぽのあたりを

おつ・く

十591お月見

四伽3 九月はお月み︒

雲をみているとお月さまが動いていく︒ おつきみ

一431十八

お月さまをみていると雲が動いていくし︑ 一310十八 お月さんの くに⁝⁝⁝四十三

おつきさんのくに

いちょうちょは︑どうしたろう︒

お月さまがずんずん動いていくのがよく

六549囹

六5310囹

雲をみているとお月さまが動いていく︒

六539園

わかるよ︒

六537園

いったね︒

六533園

よしおがいいました︒

六519園

んさんは︑いつまでも月にみとれていました︒

五938園

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

三悪5

十四116團 このランプは︑石油でもきはつ油でも︑ 三941
どちらをおつかいになってもかまいません︒

追っ

十四117団 が︑きはつ油をおつかいになったほう
がいいのです︒

おっか・ける ﹇追掛﹈︵下一︶2 おっかける
︽ーケ︾

おつきあい

お月さん

おとうさんときしゃにのって︑お月さん

﹇御月﹈︵名︶14

からみてごらん︒﹂

一395

おつきさん

四4510囹 あとからなにかおっかけてきやしな

かける

いかと思ってね︒

十二298園民ちゃんがひとりでく略﹀︑正男のあ
おつき

天略﹀︒﹂と︑おつきのものにおたずね

﹇御付﹈︵名︶3

とを追っかけて道まででていたのよ︒
おつき

三備6
になりました︒

三佃7 おつきのものは︑﹁︿略V︒﹂ともうしあげ
ました︒

﹇御付合﹈︵名︶1

三帽6 おつきのものはそのとおりにしました︒
おつきあい

十五802 いろいろな國の人々の間に︑友だちとし
て心のかよったおつきあいができるように
おつきあい・する ﹇御付合﹈︵サ変︶1 おつきあい

お着く

一つきおつきになりました︒
﹇ 御 着 ﹈ ︵ 五︶1

おつく

︽ーキ︾

︽ーキ︾

十二332 サリバン先生は︑お着きになったあくる

おつ・く

﹇ 御 就 ﹈ ︵五︶1

朝︑私をおへやに呼んで︑
おつ・く

おっしや

三158 こてんでは︑おしゃかさまがせきにおつ
きになりました︒
おっしゃ・る ﹇仰U︵五︶59 おっしゃる
る︽ーイ・ーッ・ー ル ︾

三佃3

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑かぐやひ

おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂ときいたら︑

めは︑またすがたをあらわしました︒
四188

﹁︿略﹀︒﹂先生がこうおつしゃつたので︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

四196

先生が︑﹃︿略﹀︒﹄とおっしゃいました︒

それから一﹂と︑先生がおっしゃいまし

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四2010圏
五784

た︒

五825

たとき︑

五836

いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら

八328

七276園

天帝は︑このようすをごらんになって︑

先生は︑いいことをおっしゃいましたね︒

べるようにと︑おっしゃっただけです︒

七275圓

しゃいました︒

すると︑おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃいまし

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

先生のお友だちが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃつ

おっしゃいました︒

二435囹 おとうさんのおっしゃるとおりですね︒ 五831 そのお友だちが︑記念に単離を写したいと
二603 先生は︑つづけておっしゃいました︒
三126 おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃつ

て︑はんたかをおよびになりました︒
王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

三172 おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

三166

そのかたがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

ました︒

三4610

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそうおっしゃつ

三306

ました︒

三6110

みんなは空をみあげました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃった

て︑ジュデーにおききになりました︒

ので︑

三679

八379

こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八408

しゃいました︒

八5710

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいましたが︑王女は

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに

立ってお歩きになった︒

八589

先生におききしたら︑このいねは︑

いもち

八5911 先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

八塒6

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

病という病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

九652園

九763 先生が︑町角までいって︑待っているよう

にとおっしゃったので︑

九8311 先生におたずねしますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑し

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

ずかにおっしゃいました︒
十595

そうして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

さっぽろに農学校をつくられたクラーク

十606

十一501

ざくろさんが︑來年とか︑︿略﹀︑それ

先生もおっしゃった︒

十二218園

からもっとさきのことをおっしゃったりすると︑

だって︑おばさんたら︑お客さんなん

十一一2112囹 ピアノの先生がおっしゃいましたよ︒

ておっしゃるんだもの⁝⁝

十三399囹

なにかそういったものがご入用のとき

そうして︑つぎのようなことばはその一

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

は︑こえんりょなくおっしゃってください︒

十四1612團

十四207

十四202

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑みんな

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒
十四2210

は口々に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

十四234

十四547園

さっき︑葉さんは養分のことをおっ

とおっしゃった︒

そうおっしゃって︑おくやみになってい 十四279 みんなの話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂
おじいさんにその話をしたら︑おじいさん

らっしゃると︑

八428

なんの返事もしません︒

八422

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

三7110
おかあさんがおっしゃいました︒

三694おとうさんはおっしゃいました︒

了8た
6 。

六五五
749584
4 411
六

三714おかあさんがおっしゃいました︒

三744 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがおっしゃいま
した︒

三765おかあさんがおっしゃいました︒
三999先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ｧ7 それで︑おじいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ
一一

251
おつく一おっしゃる

おつたえする一おと

252

しゃいましたが︑

︵サ変︶

1

おつたえする

お続ける

︽ーケ︾

おつれする ︽一

たものだ︒

八991

それからお天運が変わると︑これが︑

よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒

﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけています︒

十五鵬11囹

﹇音﹈

︵名︶

といいました︒

鵬 おと 音 出あしおと・はお

こんなはなしをしていると︑どしん

と・はねおと・まちのおと・ものおと

おと

三534圃 おてんとうさまは空にてり︑﹁︿略﹀︒﹂

ま

せんだって︑はじめて畑のかいこんのお おてんとうさま ﹇御天道様﹈︵名︶1 おてんとうさ
なにかにつけて不自由であろうから︑い
おてて

おててつないで︑のみちをいけば︑

﹇御手﹈︵名︶2

おててつないで

︽ーデ︾

いいお天氣で氣もちがいいな︒

いうおとがきこえました︒

二はつめの

てっぽうの音が︑

ひびいて

かさかさという木のはの音がしまし

それは︑小鳥たちが︑ねぼけてとびまわ

すずめ親子のねたあとは︑さらさら

金のさかなは︑なにもいわないで︑しっぽ

なってきました︒﹂

五804 ﹁水の音をさいていだら︑せなかがあつく

でピシャリと音をさせて︑

五7610

さらと雪の音︒

四897圃

音がきこえます︒

四624 しずかなやぶのところで︑はばたきの

る音でした︒

四558

たが︑

四557

きました︒

四5010

きました︒

四497下の方から︑てっぽうの音がひびいて

三902
雨の日にはどんな音︒

三901風の日にはどんな音︒

三894
学校では︑どんな音がするでしょう︒

トと

三796にわかにパラパラパラ︑ポトポトポ

どしんというおとがしてきました︒

﹁おててつないで﹂のところで︑おと 二338園
︹題名︺1

お寺

﹁おててつないで﹂のうたをうたいま

﹇御寺﹈︵名︶3

足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺
岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

おでる

いっしょにお寺へ行って來ましょう︒

あまちゃの中からひょっこりと︑おで

﹇御出﹈︵下一︶2

きょうばいいお天氣だ︒

お天氣

王さまは︑庭へおでになりました︒

四描7園

﹇御天気﹈︵名︶7

四梛3園

いなかは︑いいお天氣であった︒

おてんき

八405

になったか︑おしゃかさま︒

三96圃

お・でる

十五715園

うお寺の高いとうもみえました︒

十104

の屋根や停車場が目についた︒

八584

おてら

した︒

︻221

おててつないで

もだちとてをつなぎました︒

一224圃

一212圃

おてて

ろいろお手工いをしてあげたい︒

十一一707

てつだいをしました︒

九344團

い

十五5211 ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博おてつだい ﹇御手伝﹈︵名︶2 おてつだい お手並
士をたずねるようにとおっしゃった︒

﹇御昼﹈

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

それから︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五708 せきあえぬなみだに目をくもらせたおば
十五717
十五槻3

︽ースル︾

おつたえ・する

五2010 私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま
﹇御冠 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

まみつおさんにおったえすることができました︒
おつづ・ける

︵サ変︶

2

十四217 先生は︑そんなことにはおかまいなしに︑
﹇ 御 連﹈

どんどんお続けになった︒
おつれ・する
シ︾

思って︑ここまでまいりました︒

四餌10園 お礼に りゅうぐうへ おつれしょうと
十一505 北海道へじゃがいもをつくりにいこう︒
おかあさんをおつれして︒

三㎜8 そののち︑みかどからたびたびお手紙

おてがみ ﹇御手紙﹈︵名︶7 おてがみ お手紙
をくださいましたので︑

いてもいいと思います︒

四309国 おてがみを書いてもいいし︑えをか
五4110国 このあいだは︑お手紙ありがとうござい
ました︒

八603

きょうは︑お天氣がいいので︑もみまきを
しました︒

八961

の上をてらしていた︒

十四1011團少なくとも︑一週間ごとにお手紙をさ 八658 あくる日はいいお天氣で︑太陽は︑ごぼう

五422国 けれども︑お手紙でよくわかります︒

﹁空からのお手紙﹂とは︑うまくいっ

﹁雪は︑空からのお手紙です︒﹂

しあげましょう︒

十四858園

十四854園
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五9810 バタバタと音がしましたので︑みんながと
びおきてみると︑

五皿4 水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑
音をたてて流れているのをきいて︑

五佃10 製材所ができて︑のこぎりのやかましい音
が︑あさからばんまでひびきました︒

が︑ごたごたと耳にはいり︑

六44 いろいろな音や︑みたこともないような物
六 7 かいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかいそう
にカチカチと音をたてはじめた︒

六238囹 きれいな音だろう︒

六237週過いい音だろう︒
六327 はげしい風の音︒
六3610

風の音がよわくなる︒

六367 はげしい風の音︒

﹁一こは︑

五十音の中で︑ナニヌネノという一ぎょう

そうすると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑

ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

の中にはいっている音ばかりではないか︒

六拍2
六摺4
である︒

六川11

﹁モ﹂といってみたら︑これらもはなの音

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒

六穐5

ふしぎふしぎ︑はなからでる音は︑ナニヌ

であることがわかった︒

六二7

パピプペポにいたるまで︑みんなはなから

ネノ︑マミムメモの二ぎょうだけで︑

六麗10

声のでる音ではないことがわかった︒

それがいま︑一つ一つの音の性質を考えた
うえで作ったものであることがわかって︑

六佃3

水の音もする︒
ボタンと音がして︑まりが︑そとからとび
またしても︑ポトンと音がする︒

車を走らせていくと︑林の中にごてんが
また音がひびいた︒

八938

九58

つばさがサラサラと音をたてた︒

オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

その音には︑ある感じがこもっているものです︒

その音には︑ある感じがこもっているものです︒

九58 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

九510 この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

ほかの音とをいっしょにひいてみると︑

みると︑まえとはちがつた感じがします︒
九510

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九66 音をうまくあわせると︑とけあった美しい

音の組みあわせも︑いろいろな氣持をあら
わします︒

九610

たがいにとけあって︑

九82 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お

九96 これは色のばあいでも︑音のばあいでも同

水の音をたいこであらわすことなどは︑

その例として︑まず︑水の音をとりあっ

じことです︒

かった︒

九108
九109

それから︑水の中にドブンととびこんだと

はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて

じっさいにきいてみると︑たしかに水の音

ちょっと考えられないが︑

である︒

九112
九113
くれた︒

きの音もあらわした︒

九116

うちよせる波の音をきいているようであった︒

九117 ドドンとなる大だいこの音は︑ほんとうに

うちよせる波の音をきいているようであった︒

九118 ドドンとなる大だいこの音は︑ほんとうに

九121

よくきいていると︑たしかに風の音になる︒

たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑ 九119 つぎに︑風の音をたたいた︒
てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

八7511

八742

あって︑中から︑はたをおる音がひびいてきます︒

八285

渡って︑

八268馬車は︑七色の大きなそり橋を音もなく

うに︑月は︑音もなく︑ のっそりとでていた︒

七704それがすむのをまっていたのか︑すぐうし

いる︒

七652波の音がきこえている︒
七672炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって

七608

こんできた︒

七597

七84

六495間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白 七84 バケツの音もする︒
な波の音︒

ような音は︑

六佃4 はながつまったために発音ができなくなる
六佃5 もともとはなから声のでるような音にちが
いない︒

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

六鵬7 そうして︑はながつまっても発音できるよ
六佃8 はなから声がでない音のはずである︒

下膨2 では︑なんという音が︑はなから声のでる
音なのだろうか︒

六夢2 はなから声のでる平なのだろうか︒

六梱5 すると︑これらははなからでる音なのだろ
う︒

六梱9 はなから声がでる音であることはたしかと
弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑

なった︒
零墨11
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九125 風の音よりも︑もっとおもしろいと思った
のは︑

九129 ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑
九1210 水の音にもなり︑風の音にもなり︑

九143 ゆめからさめるときには︑音などはけっし
てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒
なく︑

九145 音というものは︑情景をあらわすばかりで

九273圃 すみきったボールの音や秋の風
てくると︑うれしくなります︒

九389團 ポキンという音がして︑ガサガサと落ち
九615 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ
しおのはねるような音をききました︒
こえる︒

九塒9 スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき
九伽1 水は大きなごろごろした石ころのあいだか
ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑
十245 その流れのかすかな音︒

ら︑

十622 きのう︑風がふいて︑ガサガサ音がしたか
十一357圏 まばゆく光るいなずまに︑続いてひび
くらいの音︒

なってきた︒

十一372圏 はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく
十︻528 電車は︑歯ぎしりでもするように車の音
をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒
客の耳にきこえそうもない︒

十一533 大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗
十一733 半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき
こえました︒

十ニー85園 せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑

ピッピッという音がしました︒
おとなりの草むらでも︑遠くの草むら

話をしているうちに︑パラパラと音がし

でも︑ピッピッという音がする︒

十五ー810園

十二734

大川の波の音がバサリバサリと︑まくら

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

十二752

﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒﹂

おとうさま

﹁おとうさま︑おはようございます︒﹂

﹇御父様﹈︵名︶2

音もなくドアがあいて︑

たかと思うと︑

十五683
おとうさま
八418園

﹁おとうさま︒﹂王女は︑こういつて︑

こういつて︑王さまにだきつきました︒

王さまにすがりつきました︒

八4311園

二206

﹇御父﹈︵名︶鵬 おとうさん

いったゆめをみました︒

おとうさんは︑うしろのおきゃくさんの

おとうさんもおきゃくさんも︑みんなわ

おとうさんも目をあけました︒

はいって︑

一6310

あなたも︑おとうさんも︑おかあさんも︑

おかあさんおとうさんにいさん

おとうさんも︑わたくしも︑わのなかに

みんないい人ですもの︒

一621園

一548 おとうさんがききました︒

﹁528

らいました︒

一507

にもつをもってあげました︒

﹁487

に︑

一478おとうさんのもっていた四かくなかみ

そばに たっていました︒

一435よなかに 目をあけると︑ おとうさんが

のところヘ

一395おとうさんときしゃにのって︑お月さん

月号うさん

二436齢陸っ﹁さあ︑もうすこしのぼろう︒﹂

二434労委っ﹁ほら︑ちゃんとあやまるだろう︒﹂

二429曲姥っ﹁ほんとうだとも︒

二424繍酵っ﹁おまえが口ぎたなくいうからだよ︒

二4110
齢酵っ﹁これこれ︑たろう︒

二395齢陸っ﹁よくここまでのぼった︒

その夜は︑すべての音も雪にうずめられ おとうさん ﹇御父﹈︹話手︺6 齢憩う

にひびくのでしたが︑

十二753

まず︑もの責りが鳴らして干る鳴りもの

たようなしずかさでした︒

十三288

﹁チャカチャン︑チャカチャン﹂と︑か

の音がおもしろい︒

十三296

るやかな︑はずむような音をたてる︒

その中で︑いちばんさわがしくて︑大き

﹁ボーン﹂と︑かわいらしい音をたてる︒

十三304囹

十三301

十三308

なんといっても︑いちばん耳に親しいも

な音をたててやって選るのは︑さるまわしである︒

十三331

それがコトコトと音をたてて下の方まで

ああ︑いい音がする︒

﹁音がする︒ああ︑いい音がする︒﹂

花よめ行列のラッパの音が︑どこかでひ

夏の日には︑この音がすずしい氣持をお

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒
こさせ︑

十三336
十三3611
びく︒

十四382園

十四382園
十五2111

なんだか大きなあらしがふき起ったよう

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

みんなが︑おどろいてその音の方へ顔を

な音がしました︒

十五228
十五2210

ふいに﹁ドン︒﹂という鉄ぼうの音がし

向けて見ると︑

十五328
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二384 でる人 たろうおとうさん山びこ︵声
ばかり︶ところ山の中
三694

三686
おとうさんはおっしゃいました︒

おとうさんがおききになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂というおとうさんのことば

かくことができます︒

二391 たろうとおとうさんが︑山へ のぼって 三959 おとうさんの かおも︑先生の つくえも
きます︒

﹁先生は︑かずこさんのおとうさんの

二555 わたくしには︑おとうさんもあります︒
四358園

おとうさんがおいでにならなくても︑

﹁おとうさんのことばです︒﹂

かずこさんの耳には︑おとうさんのこ

六446園 おとうさんやおかあさんにもわからない

おとうさんにたずねられて︑

んだって1
六731
六751

その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え

あくる朝︑おとうさんから︑﹁︿略﹀︒﹂とき

六736囹︼ね︑おとうさん︒
かれて︑

六781

すると︑おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

ついたことを話しました︒
六782

おとうさんにかっていただいた小さな望め

しゃいました︒

六994

がねがでてきた︒

九456国

ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋

きいた望遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂

おとうさんは︑町へいって︑まだかえら 六㎜11園 ﹁これで︑いっか︑おとうさんのお話に
しんきちくんのおとうさんは︑店でそろば

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒

かけぬけていって︑

十77 おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに

とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お

ときは︑

おとうさんは︑この話をそばでおききに 十73 おとうさんが︑フランスのいなかへいった
わたしは︑おとうさんやおかあさんの力
おまえひとりの力でもなければ︑おとう
さんやおかあさんの力でもない︒

五646園

で︑大きくなったと思います︒

五641囹

なって︑

五635

んをはじいていました︒

五283

ない︒

四873

とばが︑ひびいてきたのです︒

四361園

四3510園

﹁わたしは︑おまえのおじいさんのお

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそういって︑ま

ぐるぐるおまわりになりました︒
三662

たぐるぐるまわりをなさいました︒

おとうさんは男の子たちにおききにな

三6610 おとうさんは女の子たちにおききにな
りました︒

三674
りました︒

三679 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃった

ので︑みんなは空をみあげました︒

おとうさんが︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃって︑

おとうさん︑ひとりでとべるようになる
おとうさん︑ひわは自由にとべるように
五㎜1

おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ

おとうさんにいわれて︑よくみると︑
んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

五爵8

なりましたね︒

五968園

まで︑かってやりましょうね︒

五958囹

五952

まいにち︑たっしゃで生きていけるのは︑

こんなにうるさくついてこられたときには︑

を呼びとめて︑

十89 そういう子どもの中には︑道でおとうさん

とうさんには︑子どものお友だちができました︒

十86 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お

がすきですから︑

十81 しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶこと

おとうさんも困りましたので︑

十710

うにしました︒

三654 おとうさんは︑ボートをこいでぐるぐる 五649囹 おとうさんも︑おかあさんも︑こうして︑ 十78 てんでに︑おとうさんの顔をのぞきこむよ

三642 おとうさんはおききになりました︒

ボートをおこぎになりました︒

三638 まん中には︑おとうさんが こしかけて︑

デーにおききになりました︒

三6110 おとうさんは そうおっしゃって︑ジュ

おろして︑

三612 そこでおとうさんはえんがわにこしを

なって︑

三603 そこへ ちょうどおとうさんがおいでに

とうさんだよ︒﹂

二585園

おいでになりません︒

二556 けれども︑おじいさんのおとうさんは︑

ことばに︑氣がつきました︒﹂

四347園

を思いだしました︒

二393囹おとうさん︑ここは︑ずいぶん高いね︒ 四331團
たろう﹁ほんとう︑おとうさん︒﹂

T園 たろう﹁おとうさんのおっしゃるとお

二428囹
一一

りですね︒﹂
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十811

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさんにわ

けてくれる少女もありました︒

十93 おとうさんは︑︿略﹀︑こんなに親しみをも
つことができるものかと思いました︒

十107 橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも
よくいってこしかけました︒

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

十109 プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑

十1012 おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ
て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑
を︑

一ふくろやっ た の が は じ ま り で ︑

十116 おとうさんが︑子どものすきそうなおかし
十119 その少女たちは︑おとうさんのそばへくる
ようになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼みましたら︑

さんにくれるようになりました︒

年にもあいました︒

おとうさんのそばへきて︑あいさつをして

から︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十149
この少年の問には︑ちょっとおとうさんも

困りました︒

十151

おとうさんがしょうじきにその答をしまし
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑力をいれて

たら︑少年は︑さらにこんなことをいいました︒

十154
十159
答えました︒

自分の國のことをきかれたときは︑おとう

さんもうれしく思いました︒

十163

﹁おとうさん︒﹂と︑太郎がそばへきて︑

たろう

十166園

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがいってきかせ

﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

十169
ました︒

十2510囹

また︑﹁おとうさん︒﹂とさけぶ︒

﹁おとうさん︒﹂と呼ぶ声︒

おじいさんやおとうさんがおうたいになる
おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑

ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ
うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一493

また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一488

うたいを︑きいたことがあるでしょう︒

十629

十261園

で︑おとうさんは答えました︒

十1111 ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう 十171
十123

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

十125 こうして︑ずんずんおとうさんのそばへき
て︑

十127 お友だちにさそわれても︑どうしてもおと
﹁おお︑こわい︒﹂と︑ひとりの少女が︑

うさんのそばへこない女の子もありました︒
十1210

おとうさんをみてそういいました︒

十一499

おとうさんに︑負けないように働きます︒

十133 おとうさんがいいました︒

十一689囹

﹁おとうさんは︑もっといいにくいこ
﹁おとうさんの名はなんというの︒﹂

カーテンをあけて︑﹁これが︑きみの

と︑看護人がききました︒

十一653園

とばを知っているよ︒﹂と答えた︒

十一593園

ばは︑ほかにないでしょう︒﹂

十一5810園﹁おとうさん︑こんないいにくいこと

んは︑きいて知っていましたから︒

十135 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ
十137 少女たちは︑おとうさんのこしかけている
そばで︑

十恰11 おとうさんがそのいなか町がすきになった
のも︑

十145 その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少

おとうさんですよ︒﹂といいました︒

おとうさん︑おとうさん︒いったい︑

﹁おとうさん︑おとうさん︒﹂

年はいいました︒

十一705園﹁おとうさん︑おとうさん︒﹂と︑少
十一705園

十一711園
十一711囹

ぼくは︑おとうさんの子どもですよ︒

おとうさん︑おとうさん︒

どうしたんですか︒

十一712園

おとうさんの子どものチチロですよ︒

﹁そうすれば︑おとうさんのようすも

十﹁712囹

﹁このかた︑あなたのおとうさんです

なんとかわかるだろう︒﹂

十一719園

十﹁728園

おとうさん︑しっかりするんですよ︒

か︒﹂と︑看護婦はやさしくいいました︒

十一8010園

どうか︑ここにいさせてください︒ね

十一853園いいえ︑おとうさん︒待ってください︒

十一8511囹

﹁さようなら︑おとうさん︒﹂

え︑おとうさん︒

それにはあなたがたのおとうさんや︑お

十一9212囹

十二964

え︑おとうさんが︑そう⁝⁝じゃあ︑

じいさんや︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

かわってください︒

十三389囹

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

十三3812囹 え︑おとうさん︒

十三448

私たちは︑おとうさんのために︑心か

ん︑それからおとうさん︑

おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

らの思い出をまもることにしましよう︒

十四78團
十四711團

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

ての手本になってくれるでしょう︒

十四712團

一生の間︑いくたびとなく︑おとうさ

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四81国
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おとうと一おとぎばなし

んのおことばを思いだすことにします︒
まめやかな︑このうえもなく純眞な思い出が

十四141團 おとうさんに対しては︑このうえなく
十四143團 おとうさんのお写眞は︑ほんとうに生
き写しで︑

十四157国 おとうさんのおはかについては︑どう
したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒

十五麗2園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ
弟

の戸だなの中にはいっているの︒
﹇弟﹈︵名︶ 3 7

四831 弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一まいのえを

おとうと

弟は︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑ねえさん

だしました︒

四8310

がわらいました︒
で︑みんながわらいました︒

四857 弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声でいったの

六634 弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん

ことです︒

六下5

弟ははながつまっているために︑あること
弟は︑﹁はな﹂の﹁ナ﹂︑﹁あのね﹂の﹁ノ﹂

ばが︑うまく発音できなくなっている︒
六梱3

弟は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂といっ

と﹁ネ﹂︑︿略﹀がいいにくいらしい︒

六鵬11

これなら︑弟のまねなんかわけはないそと

ているんだなと思うと︑

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の

思った︒

六下2
六佃5

このほかに︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえな

弟がいえない音の中で︑

いいかたそっくりになった︒
六柵10

六夢2

弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう

かった︒

六鵬8

きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた

などという氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒

七218

りで︑本をよんでいる︒

しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ

の︑動くことさえできません︒

七387

もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑

しすすむにも︑よういではありません︒

金次郎の下にふたりの弟がありました︒

十302
十一233

ふたりの弟は母親のさとに︑︿略﹀︑あず

そうして︑弟の心持を頼もしく思いまし

そこからでなおして進みました︒

た︒

十一4510

すこしぐらいのことだからといって︑ご

まかさなかった弟よ︒

十一4511

十二9011天氣のよかったこと︑山へいったこと︑

十一462 ﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ弟よ︒

弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでか

弟やいぬをつれていったこと︑

兄と弟とのちがいは︑

このかたは︑さきほどおとおりになった

﹇弟﹈︵名︶1 おとうとさん

十二9411
けたが︑

十五744

三478

おとうとさん

﹇悔悟﹈︵名︶2

弟たち

かたがたのおとうとさんです︒
おとうとたち

や姉の手助けとなりたいと思います︒

十308 家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄

十一6710

その後からついていきながら︑おどおど

そのとき︑みなりのりっぱなかたがた

﹇御通﹈︵五︶2 おとおる ︽ーリ︾

した目を右に左に向けて︑
おとお・る

三465

お

このかたは︑さきほどおとおりになった

が大ぜいおとおりになって︑
三477

おとぎばなし

美しいおとぎばなしを︑世界の子どもた

︹御伽話﹈︵名︶2

かたがたのおとうとさんです︒
おとぎばなし
とぎ話

十四298

ですから︑星のおとぎ話は︑日本にはあ

ちにおくった︑アンデルセンの

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進 十三176

弟の名でした︒

弟が卒業するので︑私が︑母にかわって

けられることになりました︒

十一285

十一434
でました︒

十﹁448

みました︒

弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

十﹁4410
十一453

︽iシ︾

ぽをいれている︒
七301直弟が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒ 十五㎜8園 かわいい弟たちよ︑妹たちよ︒
六921園私は︑ほでりのみことの弟︑ほおりのみ 七348 私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの おどおど・する ﹇怖怖﹈ ︵サ変︶ 1 おどおどする

六 7 弟は︑二三日まえから︑かぜぎみである︒
い ︒ ﹂ と い っ た の である︒

六価7 弟のことばをまねて︑﹁はなをかむのか
弟は︑まえに︑﹁︿略﹀︒﹂ということばを︑

﹁ハダヲカブ︒﹂というのが︑いかにも弟

そのようにいったことがあるのではない︒

六二1

六二3

のいいそうなことばつきである︒
いったから感心したのである︒

六鵬4 その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなは︑

六二8 弟のだいすきな飛行機である︒
六研1

これで大わらいとな っ た ︒

おとくい一おとこ
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まりありません︒

﹇御得意﹈︵名︶1

﹇男﹈︵名︶ 5 3

男

おとくい

六槻2 かけっこは︑うさぎさんたちのおとくいで

おとくい

す︒

おとこ

八301

八298

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

天帝は︑その男にたずねました︒

ようと考えて︑

ひとりの男が︑いまにもごろりと横になろ

うとしているところでした︒

八4811

した︒

八493

男か女かわからないが︑下を向いて登っ

せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の
すると︑男はまたいやな顔をしました︒
すると︑男は︑また喜んで︑顔じゅう口の
﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑男は︑きゅう

まもなく︑一︑二年ぐらいの男の子︑蒔き

十264

男の子が︑むちゅうになってかけてくる︒

男の子がベッドにすわっている︒
工員は男の子をだきあげる︒
﹁はたばかりいじっていて︑おかしなや
つだ︒男のくせに︒﹂

十329園︺

十265

十217

な声で︑﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑

九922

にまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

九595

ようにして︑にたにたわらっていいました︒

九5811

九586

あたりまでまっかになり︑

九5710

そうにいいました︒

九573すると︑そのきたいな男は︑
九577 ズ略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑ かなし

みて︑

九561その男はかた目でした︒
九567すると︑その男は︑横目でいちろうの顔を

ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

九555

てくるのがみえます︒

九40！0團

すると︑その男は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

三636 三人の男の子は︑うしろにこしかけまし 八492 王子は︑いままでのわけをこの男に話しま
た︒

ていました︒

四318團 むこうでようちえんの男の子がない

るけなかったのです︒

四322團男の子は︑げたのはなおが切れてあ

﹁男の 人 は 立 っ て く だ さ い ︒ ﹄

けていってしまいました︒

四333團 男の子は︑それをはいて︑下落よくか
五246囹

六75 男の子と女の子である︒
れこれといじりはじめた︒

六78 男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ
六83 男の子はゆびさきでそれをつまもうとした
が︑あまり小さいのでつまめなかった︒
くる男の子かな︒

七52園かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って
七57園 やっぱりあの男の子だった︒

七346むりにわりこもうとする男の人もあり︑足
をふまれて︑おこっている女の人もありました︒

七379 そのとき︑ふと上を向くと︑私のよこのわ
そのわかい男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といったか

かい男の人が︑ただひとり︑
七3810

と思うと︑いきなりさぶろうをだきあげ︑

七824囹︺らくだをぬすんだのは︑この男にちがい
ありません︒

くる︑わかい男にであいました︒

八294 すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて

十569 そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう

男の子は︑﹁おこった︒おこった︒﹂といっ

のからだを手でいじりました︒

十572

役者がおじいさんになったり︑むすめに

て喜びました︒

十635

わかい男のめん︑わかい女のめんと︑それ

なったり︑わかい男になったりするときには︑

十639

﹁それはぼくたちだ︒三ばん︑四ばん

ぞれの人物によって︑それぞれのめんがあります︒
十一106囹

﹁もちろんさ︒そういう男には︑ぼく

をこいでいる︑ぼくたち強い男の子だ︒﹂

十一109園

どの家からも︑おとなの男の人が︑毎日

がなることにきめているのさ︒﹂

十一211

一方の手にあつくほうたいをしたひとり

ひとりずつでて働くことになりました︒

十︻818

男はみまわして︑ひと目少年をみると︑

の男が︑看護婦に送られながら︑

十一8111

ひとりの男が︑﹁︿略﹀︒﹂といってあざわ

男はそういって︑少年の方へとんできま

こんどはかれがさけびを発しました︒

した︒

十一823
十一一49

昔︑島原にみそ五郎という大きな男がい

しまばら

らいました︒

た︒

赤色のすやきの土人形で︑︿略﹀︑男や女

十二568
十二棚8

もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ

のいろいろなすがたをあらわしています︒

その男の子は︑これは人形のゆりかごに

ろって行ってしまった︒

十四914
十四915

ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子

はもってこいだと思ったのであろう︒

で四つになるかわいい子どもたちでした︒

十五206
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おとこのこいち一おとな

十五219 男の子は︑小石を見つけては深い谷の中
へなげこんで︑

しい︒

﹇男子一﹈︹話手︺1

男の子一

六1410

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

そばにおとしてやりました︒

九549

︽ーイ︾

十五5510囹私が日本をおとずれたころは︑西洋の

そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ

文化をとり入れることがさかんなときで︑

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒

十五6711

←たたきおとせる

すきとおった風がザアッとふくと︑くりの

おとせる

一ばんせんとうにして

おととい

﹁おとといは︑そんな氣もちだつたけ

じつは︑おとといからめんどうなあらそ

九101 二

九26 二

おとというもの

音というもの

音というもの

音というもの⁝⁝⁝十

︹課名︺2

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

九609園

れど︑きょうはちがうんだよ︒﹂

四467囹

くれっていったのに︒

おとといは︑

□昨日﹈︵名︶3

﹁これきみが落したボタンだろう︒﹂

一︑二も︑たかぎの落した物を集める︒
﹁落したんじゃない︒きみがむしりとつ

先生が︑はしごでいちょうの木にのぼって︑

十一7912

少年は︑いすにぐったりと身を落して︑

おかあさん︑いま︑おかあさんが力を

すすりなきしました︒

十四95団

おどす

︽ーシ︾

助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た

おとしておしまいになったら︑

十四4812

﹇脅﹈︵五︶1

ちが力をおとさないように︑
おど・す

おこったりすると︑赤い口をあけて︑私た
﹇訪﹈︵名︶1

おとずれ

ちをおどしたりかんだりします︒

八103

四465園

くりの木は︑だまってまた実をパラパラと おととい
いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ

落しました︒

九505

木はバラバラと実を落しました︒

九496

十五891囹あの男のことは︑きかないほうがよろ 九284図示 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな
おとこのこいち

七195 男の子一﹁先生︑風の日は︑ちょうちょは︑
どこにかくれているんですか︒﹂

おとこのこさん ﹇男子三﹈︹話手︺2 男の子三
九913

とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑
九968園

七192 男の子三﹁このまえきたときは︑風が強
かったから︑ちょうちょがでなかったんですね︒﹂

男の子二

男らしい

︽ーサ・一

おとずれ

おとずれる

︽ーレ︾

三の人﹁新しい世界のおとずれ︒﹂
﹇訪﹈︵下一︶2

十四409園
おとず・れる

秋子は︑おと年︑この学校にうつってき

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

﹇大人﹈︵名︶8 おとな

どの家からも︑おとなの男の人が︑毎日

すこしも休まず働くので︑かえって︑お

おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

十四559

十三524

十三521

おとなのつるは︑しずかにいいました︒

おさな子はおとなの父だ︒

おとなになってる︑いまもそうだ︒

受けてくれませんでしたが︑

十一2211

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一218

ひとりずつでて働くことになりました︒

十一211

たおとなの人が︑

九4010團また︑下の方の山道を︑しょいこをつけ

いっしょに畑にでたり︑

九321国

おとな

たときのことを思いだす︒

十一一953

もうそうちくも重荷にたえず︑つばき おととし ﹇一昨年﹈︵名︶1 おと年
手紙の着いたときに︑母親がどんなにか
力をおとしたことなど

十一722

の上にぽたぽた落す︒

十一424圏

いちょうの葉をたくさん落してくださいました︒

十584

たんじゃないか︒﹂

九9610囹

七2011 男の子三﹁白いちょうちょが︑白い花にと
まった︒﹂

おとこのこし ﹇男子四﹈︹話手︺2 男の子四

七199 男の子四﹁先生︑こっちの白い花のはたけ
男の子四﹁あっ︑こっちにも︒﹂

は︑なんのはたけ で す か ︒ ﹂

七211

﹁左の方︒﹂と︑男の子たちがいいました︒

おとこのこたち ﹇男子達﹈︵名︶4 男の子たち
三646

三653 ﹁左︒﹂と︑男の子たちがいいました︒

子たちにおききになりました︒

三674 ﹁それでいいかい︒﹂おとうさんは男の 十一7511園 力をおとさずにいるがいいよ︒

﹇男子二﹈︹話手︺1

三676 ﹁はい︒﹂男の子たちもいいました︒
おとこのこに

﹇男 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

七189 男の子二﹁ああ︑とんでる︑とんでる︒
おとこらし・い

落す

八312 天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む
すめのむこにもらいました︒
おとす

且vかきおとしいる・たたきおとす・ふり

﹇落﹈︵四 五 ︶ 1 6

シ・ース︾

おと・す

おとす

しまった︒

六85 やっとつまんだと思うと︑すぐにおとして

おとなしい一おともだち
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﹇温和 ﹈ ︵ 形 ︶ 2

おとなしい

﹁私は︑こんなに 長 い ば か り で ︑
おとなし・い

く草をたべはじめました︒

︽ーク︾

八30！0 うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

1

おとなり

ハイッテクノヨ﹂

おとなびる ︽一

十一437 ようち園の子どもたちは︑そのまえにお
︵上一︶

﹁ゴメンクダサイッテ

﹇大人﹈

となしくこしかけています︒
おとな・びる
ビ︾

十5210
﹇御隣﹈︵名︶6

と︑おとなびたことをいいました︒
おとなり

四247團おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ
のそばまでさんぽしてきました︒
四904 おかってからはきはじめて︑かいどうへ
ぬけて︑おとなりまではいていく︒
十5810 おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん
に︑三たばずつあげました︒

十ニー88園 おとなりの草むらでも︑遠くの草むら
でも︑ピッピッという音がする︒

おとひめ﹁さあ︑

ございません︒
四川6

こえんりょなく

めしあ

おとひめ﹁では︑みんなにおもしろいお

がってください︒﹂

四川10
どりをおどってもらいましょう︒﹂

おとひめ﹁それでは︑なにかかわったこ

四M8

おとひめ﹁まあ︑よろしいではございませ

おとひめ﹁どうかなさいましたか︒﹂

とをして︑おなぐさめいたしましょう︒﹂

四餌3

四価1
四価7

おとひめ﹁では︑おみやげにたまてばこを

おとひめ﹁さようでございますか︒

んか︒﹂

四望3

おとひめ﹁このたまてばこは︑どんなこ

さしあげましょう︒﹂

四稲6

とがあっても︑おあけになってはいけません

四術6

四柵2

おとひめ﹁ごきげんよう︒

おとひめ﹁おかえりになりますか︒

おとひめ﹁そうです︒

よQ﹂

四佃1

いろいろな魚がでてきてならぶと︑そ
おとひめさまは︑左のいすにこしかけま
いや︑おとひめさま︑なにもかもじゅ
おとめ

おとめたち

おとめの数をまして︑田植え歌勇ましく︑

﹇乙女﹈︵名︶1

﹇乙女達﹈︵名︶1

里のおとめたちは︑赤いたすきもかいが
いしく︑朝から集まってきた︒

十二5910

おとめたち

一心にはたらいた︒

十二604

おとめ

うぶんでございます︒

四脳5園

す︒

四川3

のうしろから︑おとひめさまがあらわれます︒

四㎜1

十二303 おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ おとひめさま ﹇乙姫様﹈︹人名︺3 おとひめさま
うになりましたが︑

ところへ行きました︒

十三547 それで︑すぐに︑おとなりのおじさんの
おとなりどうし ﹇御隣同士﹈︵名︶1 おとなりどう

し

おとひめ

い

十一416翻 廣場につどうたおとなりどうし︑え顔
﹇乙姫﹈︹ 話 手 ︺ 1 4

にほころびあいさつをする︒
おとひめ

四佃3 おとひめ﹁あなたが うらしまさんで
らっしゃいますか ︒ ﹂

四m10 おとひめ﹁ほんとうにお礼の申しようも

四柵5 おとひめ﹁よくおいでくださいました︒

おとも

﹇御供﹈︵名︶4

おとも

かめ﹁わたくしがまた︑おともをいた

しましよう︒﹂

四宙10園

五鵬11囹 ぼくはおともができないのさ︒

ふたりつれています︒

十二晒3 大きなげたをはいた女の人が︑おともを

おともに﹃星の出を見ることの幸福﹄

おともだち お友だ

おともだちと

なかの

﹁おててつないで﹂のところで︑おとも

﹇御友達﹈︵名︶14

が︑︿略﹀︑金ぴかの着物を着てついています︒

十五鵬9囹

ち

おともだち

一225

まきげちゃんも︑

だちとてをつなぎました︒

ことばは︑

いつも︑あなたが

﹂

﹁お友だちのなをかんがえて︑ごらん

いい︑やさしいこになりました︒

一607園

二58園

ただしい

なさい︒﹂﹁あつしさん一あきらさん

そのつぎの日の夜︑お友だちがあっま

たのいいお友だちになったり︑

四401園

りました︒

四843

きました︒

五383 けさ︑先生に︑先生のお友だちから手紙が

そのお友だちが︑記念に写眞を写したいと

五829 先生のお友だちが︑学校をみにいらっしゃ
いました︒

先生のお友だちが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃつ

おっしゃいました︒

五8210

たとき︑

五834

ていきました︒

六673 お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を拾い

二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お

とうさんには︑子どものお友だちができました︒

十87
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十126 お友だちにさそわれても︑どうしてもおと
うさんのそばへこない女の子もありました︒
﹁お友だち︑どうしているかな︒﹂

十二4810園 お友だちとやってごらん︒

十222園
おとりなさる

︽一

人形が夜中に集まっておどりだす話がありました
よ︒

﹇御取﹈︵五︶1

﹁はい︑三つずつおとりなさい︒﹂みん

なはよろこんでもらいました︒

四855園

イ︾

おとりなさ・る

一626 よるになると︑おどりがはじまりました︒

おどり ﹇踊﹈︵名︶8 おどり呂ぼんおどり

ります︒

みんなに

おもしろい

おどりを

︽ーメ︾

魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか

一641

︽ーッ・ーリ︾

なおんがくにあわせておどりはじめます︒
おどりまわ・る ﹇踊回﹈︵五︶2 おどりまわる

四㎎5

る

一一514 きゅうにおどりをやめて︑しずかにな おどりはじ・める ﹇踊始﹈︵下一︶1 おどりはじめ
では︑

おどってもらいましょう︒

四川10園

四二9園 では︑にぎやかなおどりをして︑ごら
んにいれましょう︒

四桝2囹 ありがとう︒おどりももうたくさんで

おとる

︽ール︾

みんなに

おもしろい

おどりを

すると︑みきこさんのいもうとのたつこ

けたり︑おどったりします︒

四851

では︑

さんが︑それにあわせておどりました︒
四m10園

おどってもらいましょう︒

みことは︑それにあわせておどりをおどる︒

川の中の石と石とが︑おどっています︒

わたしの心は︑にじを見るとおどる︒

五802
六9711

小さな﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑子どもた

おどる胸をおさえながらたどりついたげ

十三518
十五6711

んかんには︑

ちのまわりで︑わになっておどります︒

十五9612

あれは︑歌を歌ったり︑おどりをお

十五986園ぼく︑あの子たちとおどりたいなあ︒

おとろ・える ﹇衰﹈︵下一︶2 おとろえる ︽ーエ︾

煙いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣

Oやせおとろえる
十三186

いっそう生き生きとして︑その着物やは

︽ーサ︾

敗戦のために意氣のおとろえた國民は︑

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十三261

希望をとり返し︑

十三562

おどろか・す ﹇驚﹈︵五︶1 おどろかす

﹇驚﹈︵名︶1 おどろき

だの色の美しいのにおどろかされました︒
おどろき

を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒

それから︑このうたのゆうぎを︑みんな 十二322 私は︑どのようなおどろきとふしぎが私

ーレ︾﹇▽わたしのこころはにじをみるとおどる

一223

おどろいたのは︑そのふねの早いこと

三糊8 おじいさんとおばあさんはおどろいて︑

です︒

三275

ーキ・ーク︾

二ばんの﹁はねておどれば﹂のところおどろ・︿ ﹇驚﹈︵四五︶32 おどろく ︽ーイ・ーカ・

がかってにかんがえておどりました︒

おんがくにつれて︑みんなが手をとつ

は︑ぴょんぴょんとびました︒

一242圃

﹁639

さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ

ておどりました︒

二513

どつたり︑わらったりするけれど︑

おとうさんも︑わたくしも︑わのなかに 十五975園

﹇劣﹈︵五︶2

たしかに︑人間は︑バクテリアにもおと
そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑
引力の法則を発見したり︑

十四355

るほどの小さなものでしょう︒

十四353

おと・る

た︒

す︒
はいって︑おはなばたけをおどりまわりました︒
六9710 みことは︑それにあわせておどりをおどる︒ 八923 子どもたちは︑手をたたいておどりまわっ

どつたり︑わらったりするけれど︑

十五975園 あれは︑歌を歌ったり︑おどりをお
十五994 もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑子ど
もたちをとりまいて︑陽氣なおどりをします︒
︽ーッ・ーリ︾

おどりあが・る ﹇踊上﹈︵五︶2 おどりあがる

十二362 私は暖かい日なたにでかけるのだと知っ おと・る ﹇御取﹈︵五︶1 おとる ︽ーリ︾

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒

て︑おどりあがりました︒
八414 たまごをおとりになりました︒
十四961 ほのおは︑その小さなマッチ当りのむす おど・る ﹇踊﹈︵五︶13 おどる ︽ーッ・ーリ・ール・

︽ーイ︾

おとりくださ・る ﹇御取下﹈︵五︶1 おとりくださ
る

おどりだす ︽ーシ・

十五⁝⁝6園 さあ︑そのベールをおとりください︒
おどりだ・す ﹇踊出﹈︵五︶2
ース︾

十二437囹おどりだしそうにみえるね︒
十二439囹おじさんからいただいた童話の本に︑

おなおる一おなじ
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そのわけをたずねました︒

﹁シッ︒﹂というと︑ねこは︑おどろいて

ろいています︒

四欄2 うらしまは︑あたりのうつくしさにおど
五992
にげていってしまいましたが︑

五鵬11 さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑
おどろいてとんでいってしまいました︒

五柵9 旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木
の上へにげていきましたが︑

六3310園 ああ︑おどろいた︒生まれてはじめての

六44 ねじは︑おどろいてあたりをみまわしたが︑
大風だ︒

七792 あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれて
いったのにそういない︒﹂旅人はおどろく︒

さがして歩きましたが︑みあたりません︒

十二5811
た︒
十二603

おにはおどろいてすがたを消してしまつ

絵はがきをそのすりものとくらべてみる

里の人たちはおどろいたが︑

十三5511

私たちは︑あまり多いのにおどろいた︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんながおどろい

と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒
十四211

ていたが︑
十四222

おどろきてわが身も光るばかりなり

おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ

おなかがぺこぺこなところだ︒

なでて︑こういいました︒
六柵11囹

六襯11

ところが︑ある土曜の午後︑おなかをすか

いすきなクローバーをたべました︒

して学校から帰ってきたすえの女の子が︑

八1011

らなかったから︑おなかがすいてしまった︒

九摺9園 この二三日というものは︑ちっともかか

かわいそうに︑その子は︑おなかがすい

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル

をはなれて︑大きなおなかを両手にかかえて︑

十五8510

て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

十四9211

十四2212 ︿略﹀も︑外唖聾であったとお話しに 九伽9 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
また︑あみをかけようと考えました︒
なったので︑私たちは︑いよいよおどろいた︒
十五151図圏

大きなるばらの花照りかえる
ただみればこれかりそめのばらの花

おどろきて見ればその花動く

十五153図面

これ．が︑わたしのむこの﹃地所持の幸

福﹄で︑なしのようなおなかをしています︒

十五876園

おなごりおし・い

おなかを

﹇御名残惜﹈︵形︶2

て︑おなぐさめいたしましょう︒

おなごりお

四M3囹 それでは︑なにかかわったことをし

たす︽ーシ︾

おなぐさめいた・す ﹇御慰﹈︵五︶！ おなぐさめい

めてものおなぐさめにしたいと思っています︒

十四161團

おどろいて氣でも失ったのか︑すこしも おなぐさめ ﹇御慰﹈︵名︶1 おなぐさめ
このまこころを書いてお送りして︑せ
すると︑鳥は︑不意のしゅうげきにおど
大わしは︑この思わぬいたでにおどろい
そのねだんのあまりに安いのにおどろ

おなか

ぞうの

﹁おかえりになりますか︒おなごりお

おや︑どちらもおなじでしたね︒

﹇同﹈︵形状︶18 おなじ 同じ

二364囹

﹃ぞうは︑木のみきとおなじじゃな

二353園 ﹃ははあ︑ぞうはかべとおなじだ︒﹄

一119園

おなじ

しゅうございます︒﹂

四宙6囹

三榴9園 おなごりおしゅうございます︒

新島裏という名を耳にした私は︑とびあ しい ︽ーウ︾
がらんばかりにおどろいた︒

十五5811

いた︒

十五469囹

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑

十五313

ろいて︑思わず羽ばたきするとともに︑

十五292

さわがず︑あばれもせず︑じっとしています︒

十五274

向けて見ると︑

七807園らくだがいません︒おどろいて︑方々を 十五229 みんなが︑おどろいてその音の方へ顔を
八1010 毎日なにかかわったことをしでかしては︑
みんなをおどろかせたり感心させたりします︒

八305 曰うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ
だしました︒

どへんな大きな声をだした︒

八847 あひるの子は︑︿略﹀︑自分でもおどろくほ

ろくにちがいありません︒

十2810 そのふしぎなことにうたれ︑美しさにおど

十562 すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き
つけているその力に︑おどろきました︒

はじめの

めくらは︑

﹁口からたべて︑おなかからだすも

﹇御中﹈︵名︶10

一一351園

のはなあに︒﹂

ニー76園

おなか

十一2211 おとなの人たちはおどろいて︑すぐには おなお・る ﹇御仏﹈︵五︶1 おなおる ︽ーリ︾
八459園 そうすればすぐおなおりになります︒
受けてくれませんでしたが︑
十二91 孟子はおどろいて︑又略﹀︒﹂とたずねま
す と ︑ 母 は ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といいました︒

どろいてしまいました︒

十二3011 民ちゃんのことば数のふえるのには︑お
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おなじ一おなじ

いか︒﹄

四668 上からよんでも下からよんでも︑おな
じになることばを考えだすあそびです︒
四㎎2 四のぼめん でる人もところも︑三の

﹁あやこも︑このきゅうりも︑あさがお

﹁このきゅうりだって︑あさがおとおな

ばめんとおなじ︒
五629園
じですよ︒

五636園
の花もおなじだよ︒ ﹂

七92 星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ
ヨン画と同じだ︒

じです︒

七128 ﹁きゅうりの手﹂や﹁豆の手﹂なども︑同
七263園 はっぱと同じになるのは︑鳥などに︑す
ぐみつからないためですよ︒

のと同じです︒

七685 あとのやりかたは︑文章をきりつめていく

﹁そら︑これはせきふらしいそ︒﹂﹁そう

九156 もう大きさだけは親つばめと同じですが︑
九8210園

だ︑︿略﹀︒先生のところにあるのと同じだね︒﹂

同じ

一277

だれもだれもおなじかお︑だれもだれ

もちがつたかお︒

文を書くことは︑お話をするのとお
﹁きょうも︑きのうとおなじじゅんば

なじことです︒

四192園
四443囹

んにならんでとぶことにしよう︒﹂
これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑お
おなじところで︑いつまでも高く鳴ってい

なじことです︒

五157
五795
ます︒

ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六55

八175

人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず
同じ地中に住むものでも︑こがねむしや︑

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八189

ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑

かぶとむしの子どもたちは︑

八694園

色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒

九610

わすのと同じように︑

たがいにとけあって︑

一つの感じをつくりあげる

九84 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お

と同じように︑

九96 これは色のばあいでも︑音のばあいでも同

日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

じことです︒

ますが︑ヨーロッパのつばめも同じように︑

九181

むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく

ことしある家ののき下で巣をつくったつば

だと思う︒

あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

工場でも︑また︑日本の國全体だって︑同じこと

十一1012園船ばかりではなく︑あの町でも︑あの

同じめんの藝術とくらべて︑研究されています︒

ヨーロッパの大むかしにさかえた︑ギリシアの︑

十6312 そのために︑能は︑めんの藝術ともいわれ︑

にゆれていました︒

十625 もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風

で︑かわりのあるはずはない︒

十403 同じことをなんどもくり返してみたところ

そのものがこうなったかということを︑

十291 私は︑同じものをみるにしても︑どうして

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

十1212囹

めは︑実年また︑同じ巣へもどってくるという

九243

るといわれています︒

九241

じ寒さになり︑雨が降りつづきました︒

六796園息と同じように︑あなたがねむっている 九193 九月の中ごろ︑きゅうに十二月の氣候と同
同じ﹁手﹂ということばにも︑いろいろな

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

七115

﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同じ

つかいかたがあります︒

七1110

同じことばで︑ちがったつかいかたがある

つかいかたです︒

七147

のは︑﹁手﹂だけではありません︒

どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ
にわか雨は︑ぐっしょりとぬらした︒うま

同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

もうまかたも︑同じように︒

七713

んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

七295園

わかりますか︒

七259園

十4511 世界の学者の研究によって︑天然眞珠と 七259園 はっぱと同じ色になったのね︒
まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十二927 ほかの人がこれと同じ文を書いたとして
も︑そのなかみは︑おそらく︑太郎や秋子と同じ
ではなかろう︒

十二928 それは︑めいめいの生活や経験が同じで
ないためである︒

おなじ

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

十四7110 そのひえかたがどこも同じではないので︑ 八83
ところどころ特別につめたいむらができます︒

十五743 自分の子女は︑その性質がどんなにち
﹇同﹈︵連体︶68

がっていようとも︑かわいいことはみな同じで
おなじ

おなじく一おに

264

うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一493 ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ

十一864園 ﹁あなたと同じように︑いなかのかた
ですがね︒﹂と︑看護人が答えました︒

十一867園 ちょうどあなたが入院したと同じ日に︑
入院したんです︒

十﹁8610園 どうやら︑あなたのむすごさんと同じ
年ぐらいのむすごがいるらしく︑

十二98園ちゅうとで家に帰ってくるのは︑ちょ
うど︑織物をちゅうとでたち切るのと同じことで
す︒

十二235 ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ

運命をたどるとは︑考えられない︒

十三111

十五榊11園

十五佃11園

でも︑それは同じことですよ︒私も下

いいえ︑それは同じことですよ︒

で︑

へ行くのですよ︒
十三111 同じ運命をたどるとは︑考えられない︒
火星などと同じように︑太陽のまわりを 十五柵8園 それは︑いつだつて︑同じおかあさん

まわっている星の一つだ︑ということも

十三1310

九2213

一千六百ぱ二日同じ

九月二十四日飛行機で二千ば二十五日

十月一日飛行機で

五日同じくのこりの三十九わ

く九百九十ぱ五日同じくのこりの三十九わ

九2212

同じく二万五千ば

九228

そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ おなじく ﹇同﹈︵副︶3 同じく
同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに

サに生まれたガリレオという学者がありました︒

十三148
十三303
よって︑調子がちがう︒

おじさんはそういって︑同じひきだしか

ふ じ

おそらくは︑自分と同じように︑船から おなじみ ﹇御馴染﹈︵名︶1 おなじみ

ら︑一まいえらびだして︑見せてくださいました︒

十三5812

十四474

アルコールランプで熱したときの水の流
光が曲がるために︑その光が同じように

十四766

十四762

これと同じようなことが︑山腹と谷との

これと同じような氣流のじゅんかんが︑

ならず︑むらになって︑

十四728

れと︑同じようなものになるわけです︒

十四716

︽ーイ︾

﹁お月さんのくにへおいでのかたは︑

おなる ︽ーリ︾

おもいふくろをせおっていらっしゃつ

﹇御成﹈︵五︶4

﹇鬼﹈︵名︶14 おに

ては見えないようにおなりになったのですよ︒

手紙でもなんでも赤インキで書かなく

あなたの声もたいそうよくおなりでは

ら手をつくしても︑よくおなりになりません︒

八448 王さまは︑ご病氣をなさって︿略﹀︑いく

たので︑おそくおなりになったのです︒

三481

おな・る

こちらへおならびください︒﹂

︻448園

ださる

十二棚6 おなじみの富士山の絵です︒
なげだされたものでしょう︒
いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑
十二3411 二つとも同じ名であることを私にわから 十四632 ちょうど雲やきりと同じようなものです︒ おならびくださ・る ﹇軒並下﹈︵五︶1 おならびく
せようとなさいました︒

十二356 こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ
ることをわからせようとなさいました︒
十二7111 そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑
あきこ

同じ氣持でした︒

十二9110 秋子も同じように︑﹁くりひろいにいっ

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

十一一1711園

た︒﹂と書いた︒

十二9112 太郎と同じ文であるが︑その中にたたみ 十四865 ごくささいな感情をひろいあげて︑ 一首
の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒
こまれていることは︑太郎とはちがっている︒

ありませんか︒

十四8711

同じ題の作文でも︑︿略﹀人によって︑

も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒
十四897

五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で

四154 かくれんぼしたら︑わたしがおにになつ

おに

た︒

親としてみれば︑自分の子女にはすべて

文章は︑どのようにも書きあらわされる︒

六皿4
六梛5

おにが︑目をつぶって︑﹁もう︑いいか

じゃんけんをして︑おにをきめました︒

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑
十五748

うに思うのは目のせいです︒

十五9411囹

同じところにいるのだよ︒ちがったよ

同じ機会を與えて︑

十五748

十五7012囹

やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人

十一一926 ほかの人がこれと同じ文を書いたとして
も︑

十二929 みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で弄い
ても︑

十二931 ﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同
じようにわかり︑

十二931 だれにでも同じようにわかり︑同じよう
に通じる力をもっている︒
十三108 同じ名まえの人も世の中には多いが︑
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おにいさん一おのりくださる

い︒﹂とさけびま し た ︒

六伽2 おにも︑とんとこ︑とんとことさがしにで
かけました︒

六協3 おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん
たちは︑うまくにげました︒

六協4 おにがあちらからくると︑こちらへかくれ︑
したとき︑

六伽2 新しいおにがきまって︑またはじめようと

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十一一578 昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

一つの難題をもちだした︒

十二579 村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑

十二5710

おにいさん

おにごっこ

お庭

お庭焼

うちのお庭に︑たけのこが一本はえてきま

﹇御庭﹈︵名︶1

が

﹇御庭焼﹈︵名︶3
さ

十611

おにわ

した︒

おにわやき

佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の

家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか

十五478

そのお庭焼の中でも︑﹁色なべしま﹂と

を作らせていたが︑

十五479

いわれる︑色のはいったものが︑いちばんすぐれ
ていたという︒

ほしいね︒﹂

八7910園

お願いする

﹁じゃあ︑お願いだから口をださないで

︽ーシ︾

おねがい・する﹇御願﹈︵サ変︶4おねがいする

六426囹

さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

六285 まあ︑おねがいしてみよう︒

助けてくださいと︑お願いしたところで︑

におねがいします︒

六柵5

どうぞ︑おさばきをお願いします︒

ゆるしてくれるみこみもありません︒

七825囹

石のおのもあります︒

うしはしずかにおのおのの大きな耳

﹇各各﹈︵名︶1 おのおの

をむけぬ

十五72図圏

おのおの

十二994

このお庭嶢のために︑細工人︑画工︑おの ﹇斧﹈︵名︶1 おの
おにんぎょう

ちょうこく師︑下ばたらきの者などが︑

十五4711

﹇御人形﹈︵名︶4

﹁りょうかんさん︑このおにんぎょう︑

小路は︑おのずから高い土べい続きに

ふえの音がおのずから和音をふくみ︑そ

どんな天空を旅して降ってきたか︑おの

ずから知ることができるというのである︒

十四852

れこそ天上の音樂である︒

十三361

なっている︒

十三269

﹁どのおにんぎょうでも︑目は二つです おのずから ﹇自﹈︵副︶3 おのずから

このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび
きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか
おね

おねえさん

駅の出口までくると︑でむかえにきていた

﹇御姉﹈︵名︶2

﹁おねえさん︑ありがとう︒﹂

ほおりのみことは︑ぐっとおのみになつ

﹇御乗下﹈︵五︶2

﹁おりるかたがすんでから︑ごじゅんに

ごじゅんにゆっくりおのりください︒

おのりくださ

まずコーヒーをおのみになろうとすると︑

おのりくださ・る

コーヒーはこがねにかわりました︒

八411

て︑編論駒の﹁ああ︑おいしい水︒

六905

山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ おの・む ﹇御飲﹈︵五︶2 おのむ ︽ーミ︾

﹇尾根﹈︵名︶1

五261園

おねえさんをみつけました︒

五2510

おねえさん

しきが目のまえにひらけてくる︒

八581

おね

たをしてみせてあげよう︒

五887園

をしめている︒

五878囹

よ︒﹂

五872園

かわいいでしょう︒﹂

五8610園

それは︑おにが一夜のうちに百だんの石おにんぎょう

だんをきずきあげることで︑

おにに人間をくわせてやるというのであった︒

十二582 もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑
十一一584 おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ
おにはおどろいてすがたを消してしまつ

んをきずきだした︒

た︒

十一一5811

﹇御兄﹈︵名︶1

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

十二5812 おには約そくをまもって︑そののちはも
おにいさん

にいさんのせいより高くなりました︒

十616 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

﹇鬼﹈︵名︶1

﹁おにいちゃん︑ありがとう︒﹂

おにいちゃん ﹇御兄﹈︵名︶1 おにいちゃん
五125園

おにごっこ

一485園

お乗りくださる ︽ーイ︾
﹃おねがいです︒﹄

五88囹

る
二344園

にいさん︑お願いがあります︒

お乗りください︒﹂

六803囹

十一52 川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す おねがい ﹇御願﹈︵名︶4 おねがい お願い
もうをとったり︑おにごっこをしたりして
おにさん

おにさんこちら︑手のなる方へ︒ 六811園 お願いがあるのです︒

﹇鬼﹈︵名︶1

四777 お

おにさん

おのりなさる一おばあさん

266

おのりなさ・る﹇御乗﹈︵五︶2お乗りなさる︽一
六876園 あれにお乗りなさい︒

イ︾

﹇御事﹈︵ 五 ︶ 1

お乗る

︽ーリ︾

六884園 さあ︑早く船にお乗りなさい︒
おの・る

﹁さあ︑じろう︑お乗り︒﹂ポ︑ポi︑
おば

シュー︑シュー︑シュ︑シュ︒

五89園
﹇伯母﹈︵名︶7

九345團 母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

おば
で︑三日間かかりました︒
九3911国下では︑兄や︑母や︑おばが︑﹁︿略﹀︒﹂
とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑

九4210池畔やおばがくわをいれるあとから︑ぼく
たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

九442團母やおばまで子どものように︑かきの葉
を一まい一まいならべて︑

九448国 この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで
かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

九451團 おばに︑﹁小公子﹂をよんでもらいまし
た︒

九451国 おばは︑︿略﹀︑子どものころから︑世の
﹇御婆﹈︵名︶48

おばあさん

中のことに注意を向けるようにといわれました︒
おばあさん
あげました︒

一488 わたくしは︑おばあさんの手をとって
一597 おじいさんも︑おばあさんも︑きょうだい
も︑みんなよろこんで︑

三齪2 そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ
んとふたりでだいじにそだてました︒
三悩10園 いつまでもおじいさんとおばあさんの
おそばにいたいと思います︒
三期8 おじいさんとおばあさんはおどろいて︑

そのわけをたずねました︒

この思いがけないことばをきいて︑お

じいさんもおばあさんもびっくりしました︒

三㎜8
おばあさんは︑しめきったくらの中で︑

いたかぐやひめの

しっかりとかぐやひめをだいていました︒

三毛2

おばあさんがだいて

からだは︑すうっとそとへでてしまいました︒

三軸3

かぐやひめは︑おじいさんとおばあさん

に︑﹁︿略＞Q﹂といって︑

三景7

﹁︿略﹀︒﹂といって︑きていたうわぎを

ぬいで︑おばあさんにわたしました︒

三餌4

どこかのおばあさんとぼっちゃんが︑

乗ってきたよ︒

五93園

それで︑どこかのおばあさんのよこのと

ころに︑もたれかかっていると︑

五235園

海べに︑おじいさんとおばあさんが︑住ん
おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば

でいました︒

五652
五657

おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

五669

﹁金のさかなさん︑おばあさんが︑新し

おばあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

に︑このふしぎな話をしました︒
五673

五682園

んになりたいというのです︒﹂

すと︑

五712 おじいさんがおばあさんのところへ帰りま

びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

五712 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

おばあさんは︑おじいさんをうま小屋のし

ごとにおいやりました︒

五7111

じいさんにいいました︒

五722 それから三日ほどたって︑おばあさんはお

五727囹﹈おばあさん︑氣でもちがったかね︒

五735囹︺おばあさんは︑もう金持のおくさんはい

おばあさんは女王になりますよ︒

やだ︑女王になりたいといっています︒

五737囹

ちゃんとこてんができていて︑おばあさん

は女王になっているではありませんか︒

五7311

それから一週間もたったころ︑おばあさん

いで︑けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒

五747 おばあさんは︑おじいさんには目もくれな
五7411

うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ

は︑おじいさんをよんでいいました︒

といっています︒

五764園

五772 おじいさんは︑すごすごと︑おばあさんの

中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと

入口におばあさんがすわっていました︒

ところへ帰りました︒

五774

八818囹

八792

おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし

それから︑うちのおばあさんにきいてご

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんがいった︒

わいがつた︒

八782 おばあさんは︑それを自分の子のようにか

いっしょに住んでいた︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑ 八778

いおけがほしいといっています︒﹂

五688

新しいおけを持っていました︒
ところが︑おばあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂おじい

さんは海へやってきました︒

五689

﹁うちのおばあさんは︑家がほしいとい

らん︒

﹁おばあさんは︑︿略﹀︑お金持のおくさ 八823園

おばあさんは︑﹁︿略V︒﹂といいました︒

うのです︒﹂

五695園

五701

五7010園
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こいとは思っていないだろうね︒

かい男のめん︑わかい女のめんと︑

十639 おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ

思いだして︑書きのこしておくということは︑

町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒
のおはか︑

十五719

おばさんの
おばさんの

いって︑

いもほりの

うちから︑大きなりんごを
うちへ

﹁おばさん︑わざわざきてくださって︑

﹁おばさん︑こんにちは︒﹂

おばさんのうちへは︑もう二どもいった
すぐうしろのおばさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心

﹁︿略﹀︒﹂うしろのおばさんがいってくれ

五六歩いったかと思うと︑よそのおばさん
その油を自分でとりたいと思い︑となり

十三383囹

おばさんだって︑このごろちっとも來

あ︑おばさん︒

だって︑おばさんたら︑お客さんなん
おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを

十三448

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

新島のおじさんとおばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

ん︑それからおとうさん︑
十五612

ある日のこと︑おじさんとおばさんが外

といって私をかわいがった︒

十五619

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

出の用意をととのえて︑
十五627

﹁満ぼう︑なにが氣にさわったの︑お

んに助け船を求められた︒

十五628囹

小さな声でうったえる私のくりごとを耳

ばさんにいってごらん︒﹂

十五629

おじさんとおばさんはそのあとを追って

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五644

日がさをさしかけながらついていらっ

出て來られたが︑

十五655

りんごのみのるころ︑おじさんとおばさ

しゃつた新島のおばさんとの思い出は︑
きょうと

十五657

ひろしま
そのころは︑新島のおばさんは廣島にお

んは京都へひきあげられたが︑

られて︑

十五6611

﹁新島のおばさん︒﹂とよんだつもり

十五678 ああ︑なつかしい新島のおばさんだった︒
十五682圓

なつかしい新島のおばさん︑おばさんは

で︑私はかねをカーンとたたいた︒

目になみだをためながら︑

十五688

おばさんは目になみだをためながら︑

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五688

せきあえぬなみだに目をくもらせたおば

十五696 おばさんのことばに目をうつすと︑

十五705

﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒

このすがたをおじさんがごらんになった

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

ら

うん︑卜しみにしているよ⁝⁝おじさ 十五714
んやおばさんによろしく︒

十三4210園

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

十三419園

ておっしゃるんだもの⁝⁝

十三398園

てくださらないじゃないですか︒

十三379園

のおばさんから一にぎりのあぶらなの種をかりて︑

十一2811

が︑あかちゃんをおんぶして︑そばを通りました︒

十525

ましたので︑

七385

配そうにいいました︒

七368

ことがあるのですもの︒

七358園

六362園すぎの木のおばさん︑助けて︒

すみません︒﹂

五149園

五148園

四375圏思いきって︑となりのおばさんに︑

てつだいをすることかな︒

四293

みっついただきました︒

ニー31

十二561 おじいさんやおばあさんからきいた話を おばさん ﹇伯母﹈︵名︶36 おばさん

な人であったおばあさんが︑

十四995 この子にとって︑ただひとりのしんせつ

かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒

十四㎜1 そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

く︑しんせつなようすをしていた︒

十四鵬1 おばあさんは︑いつものように︑やさし

思ったので︑

十四柵5 おばあさんが見えなくなっては困ると

つに見えたことは︑いままでなかったことであっ

十四川1 おばあさんが︑こんなに︿略﹀︑しんせ
た︒

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十四梱6 おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑
おばあちゃん ﹇御祖母﹈︵名︶4 おばあちゃん
五910囹 ﹁おばあちゃん︑海がみえるよ︒﹂

︽ーリ︾

﹁おばあちゃん︑わたしのおばあちゃ

五102囹 ﹁おばあちゃん︑まっくらになった︒﹂
十四㎜4園
ん︒もう行っちゃ い や ︒ ﹂

おはいる

﹁おはいり︒﹂戸をあけて︑きりぎりす

﹇御入﹈ ︵ 五 ︶ 3

十四㎜4園 わたしのおばあちゃん︒
おはい・る

六292園

﹁いい よ ︒ お は い り ︒ ﹂

一︑二がはいってきます︒
六鵬1圏一

りました︒

おはか

八286 天帝は︑そっとこてんの中へおはいりにな
﹇御燈﹈︵名︶2

十四157国 おとうさんのおはかについては︑どう

おはか

おはじめなさる一おはなしする
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私をひざにのせた︒

十五718 人力車に乗ったおばさんは︑昔のように

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばさんはふたたび呼び

のおはか︑その前に立ったおばさんは︑

十五召10 町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ
十五724
かけた︒

﹁では︑花さんからおはじめなさい︒﹂

おはじめなさ・る ﹇御払﹈︵五︶1 おはじめなさる
︽ーノー︾

十四521園
花は︑美しいわかい女でした︒

一42圏 おはなをかざる︑みんないいこ︒

おはな ﹇御花﹈︵名︶2 おはな お花

おはなし

おはなし

お話

四255團 お花をかざると︑そこにすわってい

2
︹課率︺

るようです︒

おはなし

﹇御話﹈ ︵ 名 ︶ 4 0

二3一 五 おはなし⁝⁝⁝二十五
二251五 おはなし
おはなし

二252じゅんばんに︑おはなしをしてきました︒
二257いちろうさんのしたおはなし︒
二268さだおさんのしたおはなし︒
二287すみこさんのしたおはなし︒
二322くにおさんのしたおはなし︒
二374たけこさんのしたおはなし︒
二588先生が︑こんなおはなしをなさいました︒
二601ここまでおはなしをきいたとき︑
三983紙にかいたおはなしは︑いつまでもの
こります︒

お話を

すると︑

みつちゃんが

そばに

思います︒

十四65團おかあさんとちょっとお話をしょうと

十四243

私は︑このお話から︑さまざまなことが

先生のお話を聞いているうちに︑

﹁ことばのおたんじょう﹂などどいうお

いまのお話の養分だって︑水にとけて

湯げのお話はこのくらいにして︑こんど

茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら

おどりをおどったり︑わらったりする

お話い

校長先生のお話を聞いていると︑ずっと

﹇御話心添﹈︵五︶1

オハナシスル

﹁ちかごろ︑満ぼう先生はいかが︑毎

︽ーリ︾

﹇御話﹈︵サ変︶7

︽ーシ・ースル︾

みつちゃんのことを︑みんなでお話し

﹁小公子﹂をみなさんにお話してあげて

ここが︑このあいだからよくお話してい

た貝つかです︒

九793園

ください︒

九463團

しない日はありません︒

四253團

お話しする お話する

おはなし・する

日お話いたしおります︒﹂

十五614團

たしおる

おはなしいたしお・る

まえのことが思い出されてきた︒

十五伽2

お話がうまいな︒

十五M4囹でも︑うちにいるときよりか︑ずっと

けれど︑まだ︑お話はできないのだよ︒

十五976園

でもありますが︑

十四7611

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四697

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

十四5810囹

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

十四258

心にうかんできた︒

十四253

﹁りんご﹂にお話をするつもりで書き 十四177團 きょうはこれでお話をやめます︒

くるような氣がします︒

四254団

ました︒

四261
ら

ラジオのお導ききましょう︒

四772

一ぼんさきに︑ねえさんが︑エスさまの
第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ

おたんじょうのお話をしました︒

四846
六663

そのようにして︑どこまでもお話をつづけ

きを書いてください︒

六666

どんなふうにお話がすすんでいくか︑樂し

てみましょう︒

六667

お話の題はべつにきめませんから︑かって

みではありませんか︒

六668

につぎを考えてください︒．

雪だるま︑どんなお話をするだろう︒

六707囹︺お話もしたら︑なおおもしろいわねえ︒
六708園

﹁いま︑この雪だるまが︑お話をすれば
﹁口があるから︑お話もするかもしれま

いいって︑いっていたところよ︒﹂

六712園

せんよ︒﹂

六715園

雪だるまはお話はしないけれども︑はる

﹁これで︑いっか︑おとうさんのお話に

なにかお話をしてあげたらどう︒

えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

六7110囹
六7111園

六㎜11園

ぼくはみなさんにあってお話がしたいと

きいた望遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂

九449團

思いましたが︑

おくれ︒

たお話ですが︑

十二欄6

イソップ物語はイソップという人が書い

四192園文を書くことは︑お話をするのとお 十1211園 おいで︑わたしといっしょにお話をして
なじことです︒

に︑

四194園 お話があいてなしにはできないよう
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ハイーイラナイノ

テーワンワンーミテルワウシロ

十492園

翼下ナシシ

︽ーシ︾

おびに短し︑たすきに長し︒

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒
十四815図

お日さま

先生がオルガンをおひきになると︑

︹題名︺1

お日さま
お日さま

一327

一323

お日さま

お日さま

お日さま

ごとり

とぶ一

あか一あお

おかあさんii−かがみ

にじ
はな

お日さまは︑よその國の子どもがあ

でかわりばんこにお目にかかるのです︒

三775囹

それから︑あさになって︑お日さまが

そべるように︑光をあげにいくのです︒

﹁あしたのあさも︑お日さまはきっと

あなたたちのところへかえってくるのです︒

三777囹
三7710園

﹁よその子どもたちがわたしのお日

かえってきてくれるの︒﹂

三783園

﹇御日様﹈︵名︶26

お日さまというひとつのことばから︑

三786園

一333

お日さま

た︒

三813

三786園

よ︒

そこへ

お日さまの光がさしはじめまし

だれにもお日さまはとられません︒

お日さまはまいあさかえってきます

さまをとってしまうのはいや︒﹂

おつきさま一おほしさま

一336

おもいだしたことばを︑

一318

おひさま

三698

おひさま

十一151

十5110 ﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒ おひ・く ﹇御弾﹈︵五︶1 おひく ︽ーキ︾

十一187 これから︑私の調べた二宮金次郎のこと
をお話します︒

お話す

十四639 この色については︑お話することがどっ
﹇ 御 話 ﹈ ︵五︶1

さりありますが︑
おはな・す

十四2211 それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ
ボチャも︑外夢語であったとお話しになったので︑
おはなばたけ ﹇御花畑﹈︵名︶2 おはなばたけ

一595 しろちゃんのうちは︑つきみそうのさい

ているおはなばたけのなかにありました︒

みんな﹁お日さまの光︑光︒﹂

﹁お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼ
﹁お日さまの光かしら︒﹂

そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ

お日さまからやってきたのね︒

十五899園

生した︒

なにしろ︑おびただしい数ですからね︒

十412 ある年のこと︑赤しおが︑おびただしく発

イ・ーク︾

﹁お日さまの光はお日さまからやつ おびただし・い ﹇彩﹈ ︵形︶ 2 おびただしい ︽一

列車のようにとぶつばめのむれ︒

んだまみたいに光らせるのよ︒﹂

三510園

三8310園
三738園

お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ 六431 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を

三773園

﹁お日さまってどこへ

いくのかなあ︒﹂

一つしかないから︑みんな

﹁じゃあ︑お日さまはよその國でな
お日さまは

にをするの︒﹂

三769園

と︑デビッドがたずねます︒

三766囹

のよ︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

三764囹

﹁お日さまがつれていってしまった

三齪7

先生は︑おひとりでどうしていられる

おひめさま

おひとりでさびしすぎるとは︑お思い

﹇御姫様﹈︵名︶4

その竹を切ってみますと︑小さな︑き

小人のようだったおひめさまは︑三月ほ

れいなおひめさまがすわっていました︒

三梱2

おひめさま

になりませんか︒

十四171團

かと思うと︑

十二7511園

﹁おや︑さっきのお日さまの光︑どこ おひとり ﹇御一人﹈︵名︶2 おひとり

へしずんでいきました︒

三755

三751圓

てきたのね︒﹂

三751園

へしずむところでした︒

三749

一641 おとうさんも︑わたくしも︑わのなかに 三59園 ともお﹁ああ︑お日さま︒﹂

おはよう

はいって︑おはなばたけをおどりまわりました︒

おはよう﹇御早﹈︵感︶2おはよう
﹁72圏國 ﹁おはよう︒﹂
﹇73圏圓 ﹁おはよう︒﹂

﹁おとうさま︑おはようございます︒﹂

おはようございます ﹇御早御座﹈︵感︶1
ございます
八418園

こういつて︑王さまにだきつきました︒
おび ﹇帯﹈︵名︶7 おびδうわおび

いいおびだ︒

へいったの︒﹂

三553囲 おびになって︑ひもになって︑がんが 三758囹
かえる︒

五8710園

﹁でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめ

をしめている︒

五879囹 このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび

五882囹

になると︑へんで し ょ う ︒ ﹂

五884囹黒いころもに赤いおび一かわいいよ︒
六448囹 ぼくが目をさましたときには︑おびみた

おひる一おぼえなさる
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どのあいだに︑すくすくとせいがのびて︑

にきれいなおひめさまがすわっています︒

三塀5家にはいってごらんになると︑光の中

お書

オブコース︑

るかと思って︑いままでだまっていましたが︑
あなたがたおふたりの写眞は︑いま︑

︿略﹀︑私の前においてあります︒

十四1310国

おふろ

おふね

お船

にいさんは︑こんど︑いつおふねから

﹇御振掛﹈︵下一︶1

おふりかける

きれいな海だこと︑お船もみえますね︒

おふろ

おへやを

ここがおじさんのおへやですよ︒

朝︑私をおへやに呼んで︑

︵名︶一 オペラ

十五6812園
オペラ

お勉強

そう︑それもお勉強ですね︒

﹇御勉強﹈︵名︶1

七464 名高いオペラの序曲である︒
七237園

おべんきょう

おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

それで︑わたしはおべんとうの包みをこ

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

﹁でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめ

おちぢをコップコップといただいて︑こ

﹂

おぼえ﹇▽みおぼえ・ものお

﹁わからないおぼうさん

﹇覚﹈︵名︶1

ほんとうに︑ぼく知らない︒会ったお

ぼえがないもの︒

十五9912囹

ぼえ

おぼえ

五932園

んなにいいおぼうさんになったのだよ︒

五9011囹

おかしいな︒﹂

五907園 ﹁おぼうさんにおかあさんがあるって︑

になると︑へんでしょう︒﹂

五882圏

﹇御坊﹈︵名︶4 おぼうさん

しらえて持たせているうちに︑

十二293

しらえて︑

十二278

とうをたべた︒

九三11 お書になったので︑雪の上で厳しくおべん

七642 みんな︑おべんとうをたべている︒

すると︑きしゃはもうついていました︒

一565

﹁うみになって︑せかいじゅうのおふ おべんとう ﹇御弁当﹈︵名︶5 おべんとう

﹇御舟﹈︵名︶3

ケ︾

おふれ

︽ーレ︾

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂というおふれを︑おだ おぼうさん

おふれる

こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

﹇御触﹈︵下一︶1

﹇御風呂﹈︵名︶1

おへや

なって︑

ふきん
はなに

おへや

わたしが手ぬぐいをもって︑

手ぬぐい

﹇御部屋﹈︵名︶6

いくのがみえるの︒

四175
おへや

一328

﹁きれいな
かざりたいからです︒﹂

﹁354囚囚

おふろへ

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

八409

おふ・れる

しになりました︒

八452

﹇御触﹈︵名︶1

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒

︑4
31
0
王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ
ノ

︽

おふりか・ける

五101園

おかえりですか︒

四235国

ねをうかべたいからです︒﹂

一361園

おふね

てありますよ︒

四266團 まつ白なおさらの上では︑おひめさま 十五8910園 おふたりのために︑ちゃんと席がとつ
﹇御昼﹈︵名︶3

のようですね︒

おひる
お書一に︑うさぎのところへいってみたら︑

暑いのでねむっていました︒

七945

豊の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八鵬3 3時間めの終りに開きはじめましたが︑お

お書ごろ

お藤下になったので︑雪の上で暑しくおべん
﹇御昼頃﹈︵名︶1

とうをたべた︒

九麗11
おひるごろ

一

おふれ

七984 お書一ごろみたら︑子うさぎは︑7ひきとも︑
巣からでて歩いていました︒

おひるすぎ ﹇御昼過﹈︵名︶1 おひるすぎ
五棚10 おひるすぎには︑かえでの木につるしてお
きます︒

おひるどき ﹇御昼時﹈︵名︶1 お書どき
にみちびかれ︑

十五739 やがてお書一どきになったので︑廣い食堂
おひるまえ ﹇御昼前﹈︵名︶1 おひるまえ
ばたの高いところにかけますが︑

五川8 鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど
おひるやすみ ﹇御昼休﹈︵名︶1 おひる休み

五832 おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ
︵感︶

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

こづかいさんのおへやはあたたかです︒おぼえなさ・る ﹇覚﹈ ︵五︶ − おぼえなさる ︽一

オブコースフォアジャ パ ン

三364園

さい︒

三128囹

ただひとことをしっかりとおぼえな

フォアジャパン

サリバン先生は︑お着きになったあくる

イ︾

こづかいさんのおへやのものは︑みん
十二332

な大きいなとおもいました︒

三371園
おふたり

十二805園オブコース︑フォアジャパン︒サー︒
﹇御二人﹈︵名︶3

三佃1園 おふたりがどんなにおかなしみにな

おふたり

271
おぼえる一おまえさん

おぼ・える
エ︾

﹇覚﹈︵ 下 一 ︶ 1 4

おぼえる

三122 まだなにもおぼえません︒

覚える

三121 けれども︑なにもおぼえません︒

︽一

十二767

それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ

てこしらえたうさぎでした︒
おまえ

おまえが口ぎたなくいうからだよ︒

﹇御前﹈︵代名︶37

一一424園

おまえ

つれて
おまえが︑たねをまいたのでしたね︒

おまえは水がほしいのか︒
﹁だいいち︑おまえが生きているんだか

﹁まあ︑おまえは︑わたしをわすれたの

﹁わたしは︑おまえのおかあさんじゃな
おまえは大工のせがれだ︒

十4312園

うめ︑おまえも喜んでくれ︒

おまえは︑だんながだいじにしているあ

で︑風を向こうへやってくれ︒

十677園次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおい
十726園

おまえのようなよわ虫には︑

おまえはどうしたのだ︒

の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十一615囹

おまえはべつの人のところへっれてい

手紙がきたきり︑おまえがこないから︑

いく日おまえはここにいたのだね︒

おまえが学問のちゅうとで家に帰って

﹁ダルガス︑おまえがくれるといった

﹁かがやく小さな星よ︑おまえはいつ

十五933園

十五932園

十五866園

おまえがにっこりするたびに︑わかく

それから︑チロー︑おまえもすぐ來い︒

なにかおまえについているな︒

おまえの手持をくじいてしまうよ︒

おまえさん

まあ︑おまえ︑見たことがなかったか

この手でおまえのせわをしているとき

チルチルや︑おまえは︑いまだけ天國

おまえと私とが︑かわいがりあうとき

﹇御前﹈︵代名︶18 おまえさん

は︑いつでも天國にいるのですよ︒

十五価5園

に來ていると思っているけれど︑

十五衡4園

は︑いつだつてこんなに白くなって︑

十五佃12囹

い︒

十五佃11園

なるのですよ

十五m8園

たいなんだろうか︒﹂

十四9812園

材木を︑さあ早くもらいたい︒﹂

十三228囹

くるのは︑

十二95園

十一837園

どんなにがっかりしていたかわからないよ︒

十一835園

かれたのだな︒

十一833囹

﹁わたしは︑おまえのおじいさんのお 十一626園

はんたか︑おまえはたくさんのことを

かぐやひめを

こてんに

﹁おまえはなぜないているのか︒﹂と

もし︑

五605園

日に日に大きくなったのは︑おまえひと

十334圓

いかね︒﹂

九齪5園

かい︒﹂

九襯3園

えばいい︒﹂ といわれた︒

﹁おまえなんかは︑ねこにくわれてしま

﹁ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒﹂

おまえは︑このかたのつりばりを知らな

おまえからいいだしておいて︒

ﾞの﹁おまえは︑なにかつったか︒﹂

ら︑わかりそうなものだがな︒﹂

六757園

五917園

りの力でもなければ︑

五645園

きたら︑おまえにくらいをさずけてやろう︒

三鵬5園

おたずねになりました︒

三466園

おぼえなくてもよろしい︒

三127園

とうさんだよ︒﹂

一一585園

あちらだって︑きれいにいうさ︒

三127囹 はんたか︑おまえはたくさんのことを 一一425園 おまえがきれいなことばでいえば︑
おぼえなくてもよろしい︒
﹁小鳥でも感心なものだ︑新しいことを

どんどんおぼえてい く ︒ ﹂

五鵬6園

又略﹀︒﹂と︑少年は︑ますます不安を

七172園 よくおぼえていたね︒
十一6511
おぼえながら答えました︒

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

十二299囹 でも︑いっそんなことを覚えたんで

十二252 わたしも早くそれを覚えたいと思います︒
しょう︒

十二345

さんのことばをつづることを覚え︑
いう満足を覚えたばかりでした︒

十二3512 ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと
十二3810 私はその日︑たくさんのことばを覚えま
全部覚えてはいませんが︑

おほしさま

編π

した︒

十二3810

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

おぼん

410カ｝5118
。園囹囹

園園

十五4511 ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え
十五備10園 おまえたちは︑おかあさんをよく覚え
て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

お星さん

おつきさま

﹇御星﹈︵名︶1

一323 お日さま

おほしさま ﹇御星様﹈︵名︶1 おほしさま
おほしさん

四173 お星さん︑よく光るね︒
おぼろづき ﹇朧月﹈︵名︶1 おぼろ月
﹇御盆﹈︵名︶1

七911 おぼろ月が空にかかっている︒
おぼん

八八
六六六
了17し、968584

おまえさんがた一おまもりする
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三154囹

﹁おまえさんのようなおろかものは︑

ここをとおすことはできない︒﹂

十五897園

あのとおり︑さわぎやどもが︑おまえ

さんがたを呼びたてているでしょう︒

いました︒

おまけに︑さかわ川がまたあふれて︑の

こっていたわずかの田や畑も︑流されてしまいま

十一282
した︒

十五8411園だが︑おまえさんたちは︑あのさとう 十五紹6園 指わをはめている︒おまけに︑いっか

ち

﹁おまえさんはだれですか︒﹂とたずね

十五861園

いっておいで︒﹂

五7210囹 ﹁おまえさん︑ぐずぐずいわずに海へおまえさんたち ﹇御前達﹈︵代名︶2 おまえさんた

﹁お ま え さ ん は だ れ で す か ︒ ﹂

すると︑あなたは︑そのプリンタリー

さんのおまごさんでしたか︒

十五518園

きっと︑おまえさんたちを︑ごちそう おまごさん ﹇御心﹈︵名︶1 おまごさん

おまえたちがほおずりをするたびに︑

おまえたちがこの上まであがって來た

おまえたちは︑おかあさんをよく覚え
でも︑おまえたちは︑どうしてここま

あの人は︑おまえたちふたりをかわい
﹇御負﹈︵接︶4

おまけに

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

おまけに︑あみに大きなあなをあけてしま

﹁もうすこしおまちください︒﹂

おまちください︒

﹇御待﹈︵五︶1 おまつ ︽ーチ︾

︹人名︺3

おまつさん

﹁おまつさんはあとからきますよ︒﹂

おや︑おまつさんがいない︒

﹁おまつさんか︑あなたがみえなかった

﹇御招﹈︵名︶2 おまねき

ださる ︽ーイ︾

十二421園

おまねきをいただきながら︑そうあた

﹇御守下﹈︵五︶1

おまもりく

︵サ変︶ 1 おまもりする

十二佃3 仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま

︽ーシ︾

おまもり・する ﹇御守﹈

どうぞ神さま︑おまもりください︒

おまもりくださ・る

ふたとおいとますることもできませんからね︒

十五936園

ねきにあずかりました︒

三147 ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま

おまねき

から︑かぜでもひいたかと思って︒﹂

五868園

五8510囹

五858囹

おまつさん

て︑どうきまるかおまちになりました︒

三613 おとうさんはえんがわにこしをおろし

おま・つ

四槻3囹

三備2園

る ︽ イ︾

こうしておまえたちに話すようなことば おまちくださ・る ﹇御待下﹈︵五︶2 おまちくださ

によぼうというのだろう︒

十177園

おまえたちは︑おさな心にも︑ことばを

が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒
十1710囹

ランプをつけるときやけどをしたあとまであるよ︒

﹁お ま え さ ん は だ れ で す か ︒ ﹂

がしをわすれたのじゃないかな︒

八523園

にくいね︒﹂と︑ か も が い っ た ︒

ました︒
八538園

﹁おまえさん︑おまえさんはずいぶんみ おまえたち ﹇御前達﹈︵代名︶10 おまえたち

八513囹

八727園

﹁おまえさんは︑たまごを生むことがで

八727囹 おまえさんはずいぶんみにくいね︒
八797園

いいえ︑これは︑おまえたちのほおず

まあおまえたち︑ここにいたの︒

愛することを知って︑

九旧8

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518

おまけに

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五恥7園

であがって來られたの︒

十五備11園

て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

十五備9囹

のは︑

十五細12園

たのだから︑︿略V︑わかるだろうね︒

十五桝6園さあ︑これで︑おまえたち︑私に会っ

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五欄6園

りと︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

十五川2園

﹁おまえさん︑︿略﹀︑のどを鳴らしたり︑ 十五欄11囹

きるかい︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒
八801囹

﹁おまえさん︑なにを考えているの︒﹂

火花をだしたりすることができるかい︒﹂
八8010囹

と︑にわとりがさけんだ︒

八811囹 おまえさんは︑することがないから︑そ
んなことを考えるのだよ︒

八816囹 おまえさん︑氣がくるったのだよ︒

八822園 おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし

八821園 おまえさんのいうことがわからないって︒
こいとは思っていないだろうね︒

八827囹 おまえさんは口かずが多すぎる︒

八828囹︺だから︑おまえさんとおつきあいするの
がいやなのさ︒

八829園 おまえさんのためを思っているのですよ︒
九㎜6囹 もう︑おまえさんをたべやしないよ︒
おまえさんがた ﹇御前方﹈︵代名︶2 おまえさんが
た

がたを待っていたのです︒

十五896園 わたしたちは︑ただもう︑おまえさん
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おまわる一おもい

﹇ 回 ﹈ ︵ 五︶1

をおまもりします︒
おまわ・る

おまわる

︽ーリ︾

三655 そこで︑おとうさんは︑ボートをこいで
おみこし

ぐるぐるぐるぐるおまわりになりました︒
﹇御神輿﹈︵名︶1

︵サ変︶

3

おみせする ︽一

十五631園 なんとかしなければ︑おみこしはあが

おみこし

﹇御見﹈

りませんよ︒
おみせ・する

五398団 このきれいなけしきを︑みなさんにおみ

シ︾

﹁︿略﹀︒﹂といっておみせしました︒

せしたいと思います︒
六㎜1

﹇御 見 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

おみせなさる

︵下一︶

1

お見つける ︽一

︽ーセ︾

︽一

九342團 せめて︑貝だけでもおみせしたいと思っ
ています︒

おみせなさ・る
イ︾

おみせる

五582園 ごろうさんにおみせなさい︒
﹇御見﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

﹇御見﹈

五291園 まあ︑受けとりをおみせ︒

おみ・せる

おみつ・ける
ケ︾

おみとれる

︽一

おみまいを

おみやげ

﹁ひとつひろっていっておかあさん

﹇御土産﹈︵名︶7

一532囹

おみやげ

﹁あまの川のだいやもんど︑おかあさ

いいえ︑これは︑おまえたちのほおず

﹇御目﹈︵名︶1 おめめ

十五川3園

おめめ

りと︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

十二鵬10

このお面は︑生きもののように︑いろい

これは能につかうお面です︒

ろな表情をあらわします︒

十一一鵬9

どうぞおかあさんのおみやげにして おめん ﹇御面﹈︵名︶2 お面

のおみやげにしたいな︒﹂

一617囹
ください︒

一654園
んのおみやげにいただいたの︒﹂

みんな読みあげられてから︑おめんじょ

おめんじょうをいただいて︑ささげ持つ

失礼ですが︑この中のおもなものをこ

私がこの博物館をたずねたおもな用事は︑

﹇主﹈︵形状︶2 おも

十五874園

しょうかいいたしましょう︒

十五5411

おも

ようにしながら︑席に着きました︒

十一457

うをいただくことになりました︒

十一445

おみやげにうめもどきをとってきま おめんじょう ﹇御免状﹈︵名︶2 おめんじょう

では︑おみやげにたまてばこをさしあ

四249團
した︒

四五3囹
げましょう︒

これはこれは︑おみやげまでいただき

まして︑ありがとうございます︒

四描8園

おむすび

うん︑おみやげより︑早くきみの顔が
﹇御結﹈︵名︶3

見たいよ︒

十三428園
おむすび

台所の方からおむすびを一つにぎってきて︑ おもい ﹇思﹈︵名︶12 思い

十二712

なん百年も︑なん千年も︑人々は不自

かれは︑︿略﹀︑感心するとともに︑なんと

かなしい思いにしずみながら︑やさしい

﹁︿略﹀﹂という古歌に︑少女の思いをた

父親のことをいろいろと思い返していました︒

十一7110

もいえないかた身のせまい思いがした︒

十355

新しい思いをおこさせます︒

九86 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった

は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

八897園冬じゅうひもじい思いをしたりするより

げてきた︒

八891 そうして︑なんだかかなしい思いがこみあ

由な思いをしました︒

四旧4囹

させていただきました︒

いやいや︑たいへんだのしい思いを

八545

一つしかないから︑みんな

四備1囹

黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ
てくれました︒

八549

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の
心のおくは知れるものです︒

八553

お日さまは

いそぐ用事だったので︑先生にだけお目
もうじきお目にかかれます︒

︽ーイ︾

日本の子どもさんたちにも︑お目にか
おめでたい

いたい︑いたいとないていた︑たいも

︵形︶1

喜び︑おめでたい︒

六984圃國

おめでた・い

かったことがあるからです︒

十五799

十四136團

にかかってすぐ帰りました︒

九4410團

でかわりばんこにお目にかかるのです︒

三774囹

十四121團 もしこわれたら︑そちらでわけなくか おめ ﹇御目﹈︵名︶4 お目
﹇御見 蕩 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

わりをお見つけになれるでしょう︒
おみと・れる
レ︾

おみとれになりました︒
おみまい

八288 そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり
﹇御見舞﹈︵名︶1

四308團 それで︑ みんなでなにか

おみまい

おみみ

﹁やっぱりおみみなおらないのね︒﹂

﹇御耳﹈︵名︶1

しようではありませんか︒
おみみ

一578園

おもい一おもいこむ
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くしたものでありました︒

思いうかべる

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑
﹇思浮﹈︵下一︶6

かしの木は︑子どもたちのことを︑まず思

べ・iベル︾

九襯10

二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑いまみたばかりの

自分にもたらした喜びを思い返していた
﹇思掛﹈

︵形︶

6

思いがけない

この思いがけないことばをきいて︑お

すこしよくなるかと思えば︑思いがけな

ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒

くまたわるくなったりで︑

十一7810

まあ︑ほんとうに思いがけないことも

とつぜん︑まったく思いがけなく︑きれ

十一8312園
あるものだ︒

いな歌が流れてきました︒

十四4511

思い切る

思いきって︑となりのおばさんに︑

思いきる

くらくなりかけた夕ぐれをみはからって︑

﹇思切﹈︵五︶9

屋根をこえて︑うすべに色の空にきえた︒

四374囹

︽ーッ︾

おもいき・る

八2010

どんなにしても思いきってはいるように

思いきって土をかきわけて地上にはいだします︒
八6311園

やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑

してやることができなかった︒

九951

さきに立った太郎かじゃが︑思いきって︑

だまったままそれをとりあげる︒

十682

まちがったとき︑思いきってやりなおし

思いきって︑ふたをあけてみました︒

からかみをひきあけました︒

十702

八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑

た︑その勇氣を頼もしく思いました︒

十一463
十二639

思いきって︑その屋根うらの家へ帰るこ

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

ともできなかった︒

十四925

︽一

ぼく︑とても思いきれないんです︒

おもいき・れる ﹇思切﹈︵下一︶1 思いきれる

十一858園

レ︾

ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ おもいこ・む ﹇思込﹈︵五︶2 思いこむ ︽ーン︾

思いがけなく︑ぼくたちの勝となった︒

七55白いちょうが︑︿略﹀︑思いきり高くとんで︑

その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の おもいきり ﹇思切﹈︵副︶− 思いきり
﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思い

読み手によって︑三人三よう︑それぞれ

思い思い

そうして︑かれがふと思いうかべたのは︑
﹇野帳﹈︵副︶2

地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い

にやわらかいところをさがして︑

八154

おもいおもい

十三217

ちがったことを心の中に思いうかべる︒

十二9510

うかべるようにいいました︒

十161

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

九2410

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九93

いうかべる︒

七410

︽

十ニー610 カンバスの上にぬりつけてみると︑思い おもいうか・べる
もよらない色になってしまう︒

十四96團あなたのルイは︑たいへんかなしい思
いをしなければなりません︒

生活にもつらい思いをしていますが︑

重い

︽−・iイ・一

十四372 みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の

おもい

思いもかけなかったよ︒

﹇ 重 ﹈ ︵ 形 ︶12

十五梱12園
おも・い
カッ・ーク︾

三4710 にいさまがたのおもいふくろをせおっ
ていらっしゃつたので︑

四521 おもいかっちゃんをかつぎながら空を

四168 おかあさんのバケツがおもそうだ︒
とぶのは︑よういなことではありません︒
五304囹 その荷物は小さいわりに︑なかなかおも
かったのですが︑

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

五311園ぼくにはすこしおもかったんですが︑と 九欄5 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
てもうれしいんです︒
でかみてにさっていきます︒

六254 ありはなんにもいわないで︑おもい足どり おもいかえ・す ﹇思返﹈︵五︶3 思い返す ︽ーシ︾

七522

じいさんもおばあさんもびっくりしました︒

三⁝⁝7

︽ーイ・ーク︾

おもいがけな・い

ときの私ほど幸福な子どもを発見することは︑

十二392

父親のことをいろいろと思い返していました︒

七989 了うさぎは︑おもいので320g︑かるい ゆめを︑なんどもなんども思い返しました︒
十一7111 かなしい思いにしずみながら︑やさしい
ので260gでした︒
ていた︒

八839 雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ
十537 かたにかけると重いから手に持つのだと︑
ませたことをいって︑歩きだしました︒
ふみ石の上で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

十728 ずっしりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑
十二7411 台所の米入れの大きな入れ物もかなり重
いので︑二三日は困ることもありません︒

十四711 そうなると︑茶わんに接したところでは︑ 九188
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七7711

七771

旅人は︑それには答えないで︑また思いだ

このことばを耳にしたり︑文字でよんだり
﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう
﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく
なつかしいそちらの山々の景色を思いだ

風が思いだしたようにふいてくるので︑あ
くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる

じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の

ほっかいどう

これらのことを一つ一つ思いだしているう

十二561

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑
看護人は︑しばらく考えていましたが︑

物を持たせると立つことができると︑だ
私は︑なにかしらわすれていたものを思
へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし
﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば

おじいさんやおばあさんからきいた話を

があったことを思いだします︒

十二3812

た人形のことを思いだして︑

十二384

いだすような︑︿略﹀ふしぎなものを感じました︒

十二374

れかがいったことを思いだしました︒

十二278

ふと思いだしたように︑

十一664

いろいろと思いださせる︒

十一471

いなかを思いだす︒

十一467

ちに︑心持が︑しだいにかわってきました︒

九幽4

ように思いだされてきました︒

九悌2

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九鵬6

します︒

九467團

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九76

けしきを思いだしますか︒

九76

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九74

しながら︑

旅人は︑思いだすようなふうをして︑

自分のむすこだと思いこんでいるようすですよ︒

十﹇8611囹同じ年ぐらいのむすこがいるらしく︑

おもいだす

で︑それが母だとばかり思いこんで︑
﹇思出﹈︵五︶42
︽ ー サ・iシ・ース︾

思いだ

十二326 私は︑近づいてくる足音を感じましたの

思い出す

おもいだ・す
す

おもいだしたことばを︑

一321 お日さまというひとつのことばから︑

と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

二602 おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ

海にうかべれば︑わすれたうたを思いだす︒

三577圃 ぞうげのふねにぎんのかい︑月夜の

のことを思いだしてください︒

三脳1園 せめて月夜には月をみて︑わたくし

﹁そのとき︑ふと思いだしたことば

を思いだしました︒

四332團 ﹁︿略﹀︒﹂というおとうさんのことば

四357園
がありますね︒﹂

めいじぶんのことが思いだされてきました︒

四392 ここまで話がすすむと︑みんなは︑めい

四395囹︺ありをころそうとしたとき︑にいさ
んのことばを思いだして︑ころしませんでした︒

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

四備4 うらしまは︑父や母のことを思いだし
六558 ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑
にわの木の下へいってみました︒

書いてみました︒

六608 それから︑まえにならったのを思いだして

﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

六719 はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった

﹁あさがおの花﹂ を 思 い だ し ま し た ︒

六7910 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった

思いだして︑書きのこしておくということは︑

十二948 ところがこれを読んだ人々の心には︑め

正男は︑きょ年のいまごろのことをふと

いめいちがったものが思いだされてくる︒

十二9411
思いだす︒

たときのことを思いだす︒

十二954 秋子は︑おと年︑この学校にうつってき

がさまざまに思いだされるでしょう︒

十︻︻968 あなたがたの家の昔からいままでのこと

十二978 四年生のとき習った貝つかのことを思い

一生の間︑いくたびとなく︑おとうさ

だしてください︒

十四82團

高山くんが︑思いだしたように︑

たかやま

んのおことばを思いだすことにします︒

十四182

ああ︑やっと思いだした︒

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの

十四6012園

十五585

そうそう︑思い出した︒

思い出にふけっていられるようすだった︒

十五棚3囹思い出したよ︒

十五906囹

思いだせる ︽一

十五伽3 校長先生のお話を聞いていると︑ずっと

まえのことが思い出されてきた︒

セ︾

おもいだ・せる ﹇思出﹈︵下一︶1

しかし看護人は︑そういう名を思いだせ

ませんでした︒

十一657

く ︽ーイ・ーキ・ーク︾

おもいつ・く ﹇思付﹈︵五︶6 おもいつく 思いつ

おもいついた

ことばを

じゅんじゅんに

二73園よくおもいっきましたね︒
ニー96

たとえ動いても︑それだけでは命があると

つづけて︑あそびました︒

六7411

おもいで一おもう
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はいえないと︑ごろうは思いつきました︒
ていられなくなった︒

六棚2 こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし
六佃10 それよりも︑五十音について︑新しく思い
ついたことをみんなに話して︑

思いで

思い出

がつた︒

たので︑

十428

半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ
やがて︑思いどおりのものを作ることの

できる日がさた︒

十五493

シ︾

思いなし

きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

﹇思倣﹈︵名︶1

思いなしかやわらいで見え︑

十五693

おもいなし

して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九9510

やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお

十三2010 そこで思いついたのは︑ノルウェー産の おもいなお・す ﹇思直﹈ ︵五︶ − 思いなおす ︽一
もみの木でありました︒
﹇思出﹈︵名︶11

六408 きれいな︑返しかった思い出が︑うかんで

おもいで

はきえていく︒

八1311 この思いでは︑おそらく一生なくならない
でしょう︒

エ・iッ・ーワ︾

三脳5

ちは︑﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんないっ

三978 もできます︒心に思ったことは︑いつ
三棚1 ました︒ふしぎに思って︑その竹を切

に十もでたかと思われるほど︑あたり

三価1園 そばにいたいと思います︒﹂といって
三佃1園 しみになるかと思って︑いままでだ
三皿6

こうをしたいと思いましたのに︑ほん

うと︑ときどき思います︒でも︑雨が

はたらきたいと思います︒﹂すみこさ

三佃9園

四2310團

四257團

のこされるかと思ってさ︒それに︑き

四258團
休んでいると思います︒さようなら
四287 たくしがしたいと思うことは︑なんだ
四311團 かいてもいいと思います︒わたくしは
四313團花をあげようと思います︒﹂かずこさ
四459園

つぼんだお
ともったら︑ みる

ひらいたお
ともったら︑ みる

四493

四4810

わきにそれたかと思うと︑石ころかな

﹇▽あなたのおもっていること

た︒

させるのだろうと思って︑べつに氣に
だ︒

きやしないかと思ってね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

一196圏

四461園

一204圏

﹁おや︑だれかと思ったら︑かめさんか

する人のことを思って︑ゆうびんなげ
四佃5囹

四911

いとましょうと思います︒﹂おとひめ﹁

おつれしょうと思って︑ここまでま

どもたちのことを思って︑おもてのと

四榊10園

四価1囹

ようとつしたかと思った︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

からにしようと思います︒﹂女﹁それは

四907

一345園ぜになりたいお
ともいますか︒﹂﹁︿略

一343囹

でもついたのかお
ともってみまわすと︑

四㎜2囹

おもしろかったお
ともいます︒ 十一

一628

わけたらいいとおもいます︒﹂といい

五115園

なってみたいお
ともいますか︒﹂﹁︿略

ニー02圓

おもいます︒﹂といい
わけたらいいと

わけたらいいとおもいます︒﹂といい
ニー010園

おもいました︒びょう
いへんあついと

おもいましたが︑かね
みていたいと

五242園

五189

︒ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑

がいに︑であったと思ったら︑すぐおわか

めはむずかしいとおもいましたが︑だん

二214園

ニー19

二232園

とうといいたいと思ったけれど︑いうと
おもいました︒﹂﹁︿略
んな大きいなと

五312囹

いつもやりたいと思います︒﹄といいま

らも︑やりたいと思っていましたが︑な

五273園

三371園

れいなところだと思います︒ほんとうに

におみせしたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五423團

五398團
思って︑﹁︿略﹀︒﹂と
で︑これはいいと

思いました︒ある日︑
いってみたいと

三435

三433

五3010園

おもいますか︒﹄播く
三208 な虫がいい虫と
おもいました︒﹂﹁︿略
三348囹花をかきたいと

五181囹うにやられるかと思って︑びくびくして

ニー06園

一246

は・おおもう

ウ・

十551 七五三の記念写眞も︑思いでにはなるで おも・う ﹇思﹈ ︵四五︶謝 おもう 思う ︽ーイ・一
しょうが︑

十二9511 読み手の思いでや心持にとかされて︑そ
の誰その人の生活や経験によって生かされてくる︒
十三2710 かけがえのない︑全しい遊び場所であり︑
なつかしい思い出の天地である︒

らの思い出をまもることにしましよう︒

十四79團私たちは︑おとうさんのために︑心か
十四142團 このうえなくまめやかな︑このうえも
なく純眞な思い出がのこっています︒
思い出にふけっていられるようすだった︒

十五586 遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの
十五655 新島のおばさんとの思い出は︑いまも私
の胸にやきついている︒

十五734 ふかい思い出にうたれている私の目の前
で︑博士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

十五旧5 樂しい六か年の思い出を残してくれたこ
の運動場︑この校舎︑あの農園︑

十365 そこでやっと︑思いどおりの機械ができあ

おもいどおり ﹇思通﹈︵名︶3 思いどおり

らわせてみせるぞと思ったが︑そのとき︑

八721

八7010

八621園

になって休みたいと思った︒また︑ぬまの

﹂と︑あひるの子は思った︒そうして︑目

みじみとなさけなく思った︒ ︵二︶ そ

は︑もうにげようと思ってもにげることは

八7210

せてもらいたいとも思ったが︑それもゆる

﹁これが世界だと思っているのかい︒世

︒ここで︑もしやと思って︑はなをつまん

八729

六糊3

六m9
べたもの﹂ぐらいに思って︑それ以上ふか

どいってみたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六皿4

ことはないだろうと思いました︒うちへ帰

五642園
ぜでもひいたかと思って︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五425国

六佃2

五869園

たいへんありがたく思いました︒

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と思って︑西の空をみま

五554

︑大きくなったと思います︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁ 六柵1

五595いにかいておこうと思いました︒八あ

五874園 も四つもあるかと思っていたよ︒あはは
六一9

るようなものだと思った︒ぼくは︑学校

八853

八853

八832囹

たいじめられるかと思って︑おそろしさの

れは︑うらやましく思ったのではない︒ど

あの鳥をなつかしく思った︒それは︑うら

にだれをなつかしく思ったよりも︑あの鴨

まえさんのためを思っているのですよ︒

いたの︒まだかと思った︒﹂母﹁いま︑に

八854

七437園

とになろうとは︑思っていませんでした

たいへん失礼だと思いますが︑これは︑

九248

九125

もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降っ

八佃5 するものではないと思いました︒やく12平

八9311囹どとは︑ゆめにも思わなかった︒﹂七

八904

︒日本に春がくると思うと︑もう矢もたて

︑ころされるものと思いながら︑水の上に

い世界へでたいと思っているのです︒﹂﹁

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

八865

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁腹に思っていることと︑い 八829囹

八823囹 よりかしこいとは思っていないだろうね

七298囹

七1411

へのへ

五989園 って︑はなそうと思っているのです︒﹂

五981 なかまの鳴き声だと思いました︒そうして

七354

とうにありがたく思います︒はなはだで

略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきなりさぶ

あのまつ
七448囹

どちらが勝ったかと思って︑心配している

九317国 ん︒先生のことを思うと︑みなさんがう

七303囹

六119 ことができたのだと思うと︑うれしくてた
七391

六84 ︒やっとつまんだと思うと︑すぐにおとし
；あ︑だれかと思ったら︑きりぎりす

六487間ふと︑そんなこと思わせる︑
あのまつ

ろは一つです︒心に思ったことを︑はっき

七452園

のではないかと︑思ったのです︒﹂裁判

もさいているのかと思ったら︑まあ︑子ど

六225園

六494圏ふと︑そんなこと思わせる︑

七734

九342国 けたらと︑いつも思っています︒せめて

七473

七526

五

作文

︵一︶

思っていることを︑は

八467

八248

す︒それをうれしく思って︑その家へ︑幸

でいきはしないかと思ったのでしょう︒﹁︿

くくらしているかと思うと︑友だちがいな

りません︒金持だと思うとからだがよわか

つととびたったかと思うと︑その鳴いてい

ておきなおったかと思うと︑からだはすっ

九8411囹

九812囹

九8011園

九755いちろうはときどき思うのです︒七貝

九6011園

九602

九5910

九469團 んでいるだろうと思います︒先生︑みな

七687

9月7

七832園

いははれたことと思う︒早くいってらく

7月18

七859園

︒そうじをしょうと思って︑首のところを 九343團 もおみせしたいと思っています︒せんだ

八㎜7 ほうが育ちがよいと思いました︒

七9210

よいおりはないかと思っていたら︑ちょう

八532

八469

とをつけてみようと思って歩きだした︒す

んけんにやろうと思っています︒兄は︑

こしふしぜんだなと思った︒みんなもあま

八556

きがみえるだろうと思った︒そのことを先

九458團

11月22日
九4410国 てお話がしたいと思いましたが︑いそぐ

もしろいそとぼくは思った︒では︑なんと

八564

とを知ってくると思います︒みなさんの

ていくのがいいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

をうかがいたいと思いましたのです︒ま

とがっているな︑と思いながらみていると

ろうは︑おかしいと思ってふり返ってみま

いっているんだなと思うと︑きゅうにおか

音なのだろう︒そう思って︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑

八598

たのちがいだろうと思う人もありましょう

うぶにそだてたいと思います︒

八鵬5 しのあいだだけだと思いました︒

︑ 雲にはいったかと思うとすぐで︑でたか
六517
六517とすぐで︑でたかと思うとまたすぐはいり
六559ました︒動かないと思ってみた月は︑もう
六674お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を歩い
六727うん生きているとは思わないが︑死んでい
六767は命がないのかなと思いました︒ごろうが
六791きいて︑なるほどと思いました︒﹁︿略﹀︒﹂
六795園
それを動かそうと思って動かしているの

七964

ぐっとひろげたかと思うと︑しずかにひき

ん近いもののように思われました︒

八88

七463

てきた︒﹁︿略﹀︒﹂と思いながら︑ぼくは︑

八235

79

ノ、

109

︒ぼくは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂とい

んかわけはないそと思った︒なんでも︑﹁

3151119763611
＿乙＿

ノ、

110

八

まねをしてやろうと思った︒なにかよいお

大きくしてみようと思って︑右の手に虫め
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九859圏 もののかけらがと思うような物ですが︑
ひじょうにみじかく思われました︒﹁︿略﹀

九862 てしらべ︑へんだと思う物は︑みなかごの
九865

九梱9園 ぼくも負けまいと思ったんだ︒じまん十
九棚10囹 ちばんりっぱだと思うもんだね︒なんだ
九㎜5 まましみてきたかと思われるようにつめた
九梱7 がしだしたいものと思った︒茶人は︑日本
九柵9 たいへんと︑くもが思ったとたんに︑ばさ
九型7 しいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑そ
へいってみたいと思いませんか︒﹂﹁

ころへいきたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

九搦11園
九僻3園

い︸
いちばん早道と思ったのです︒カ
⁝⁝

十316けあっていきたいと思います︒かげで人の
十318に学んでいきたいと思います︒自分をえら
十359かしてみた︒だが︑思うように動くものは
十478こへっれていこうと思ったのです︒ところ
十481 つたのではないかと思いました︒これは︑
十506まえ足をあげたかと思うと︑その足をなめ
十525 ︒五六歩いったかと思うと︑よそのおばさ
十542 いとういてきたかと思うと︑また︑すぐ水
十556 ︑自分がほんとうに思ったり︑感じたり︑
十558てきたのでしょう︒思うことがどんどんと
十565ふみだしていこうと思います︒ 妹の作文
十623から︑なんだろうと思って︑二階の窓から
十646とを︑喜ぶだろうと思います︒能といっし
︑

しまう︒それを思うと︑ぼくは胸がわ
っぱなものだと思う︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いまます照ししるとれしいだ一

九㎜5囹 をたべてもいいと思っているんだけど︒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十V3
一一一一一一一一一一一一一一一一一一
92
78 了8 了7 了3 69 66 50 46 45 36 28 24 21 10 9 8 6 12

九㎜8園︑命はほしいとは思いません︒﹂﹁一﹂

九糊3 な羽をひろげたかと思うと︑ひらりひらり
九衛5 が︑そらおそろしく思われてきました︒白
九衛9 いてきました︒風と思ったのは︑そうでは
九㍑11 ままで︑みにくいと思っていた自分のから

九幣4 そんなことをくもは思いました︒ もくろ

十96 とができるものかと思いました︒その少女

の

登七珍どレ撃』壷㌃発。な莞デ〜ビ』露ぽ塩

いじょうぶだと思うんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

いいだしたのかと思いながらやってみま

一つに

︒長者は︑なんと思ったか︑なん千ア三

命のない人形を思うままに動かして︑

た︒水を飲もうと思って小川の岸にでて

めました︒曾良は思いました︒芭蕉はた

十二816

とんでいる景色を思い︑すすきの野原を

る二少年のことを思っては︑ふるいたつ

ていられるかと思うと︑どうしてもこ

にかけだしたいと思いました︒いざ子ど

したらなおると思うけれど︒﹂﹁︿略﹀︒

十二8110
十二9410

ければならないと思いました︒火のでる
自分でとりたいと思い︑となりのおばさ
秋のみのりも思われる︒

の心持を頼もしく思いました︒すこしぐ

十二952

わっているように思われます︒こういう

んで帰ったことを思う︒秋子は︑おと年

にも育つだろうと思って︑実際に試験し
十三379園

れを見て︑どう思いますか︒﹂ぼくは︑

う︒︶だれかと思ったんですよ︒だっ

さん︒だれかと思った：⁝・え︑いま学

の中の声のように思われる︒春は︑なえ
にはたいへん長く思われました︒医者が

十三398園

ているだろうと︑思ったからです︒ちょ

十三322

十三2012

十三1211

の勇氣を頼もしく思いました︒ じゃが

北海道へいこうと思う︒北海道へじゃが
日ほどまえだと思います︒﹂看護人は︑

よくなったように思うといいました︒タ

十三542團

十三56一 へんいい絵だなと思いましたが︑おじさ

十三5410

ろうとは︑とても思われませんでした︒

て遊んでみたいと思う︒正男は︑きょ年

十一一949

十一一7511囹

十二7312

十二706

十二6210

十一一602

ン先生のケラーを思う愛情とが︑

ながら︑ゆかいに思いました︒私は︑先

まそこにいたかと思うと︑もう次のへや

それを覚えたいと思います︒学校から帰

あればいいなと思いましたよ︒あれが

す︒けれども︑思うようにいきません

おいでだろうと思いました一あなた

のなかまだなと思ってよくきいてみる

が鳴るんだなと思ってやっているうち

しくなりたいと思っているのですが一

まえたいものだと思って︑しきりに木炭

た︒少女はなにを思ったのか︑ふと庭さ

55952116611710328
ひと日の

そこで︑

︑同じことだと思う︒いいコックスが

十十十十十十十十十十十十十十
4了4235272520201918181了1675
園
囹園囹囹園恥
わかるであろうと思うと︑いろいろのこ
こしよくなるかと思えば︑思いがけなく
なんと呼ぼうかと思っているうち︑五日

い

＋2710たんねんにみようと思います︒また︑くも

ポも

ゆらヘ
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10

4

10

4

3

3

十163とうさんもうれしく思いました︒かしこそ
十274 つづけていきたいと思います︒わざわざ了
十276えを︑つくりたいと思います︒庭の木に小
十282しらべておきたいと思います︒こんな動植
十286しらべていきたいと思います︒観察すれば
十292考えてしらべたいと思っていますったとえ
十295よく考えてみたいと思います︒また︑ 一つ
十301をさがしてみようと思います︒もし︑弟や
十303えていってみようと思います︒このように
十305がけを︑もちたいと思います︒ ︵三︶
十307 よにはたらきたいと思います︒家では︑弟
十309手助けとなりたいと思います︒父や母のた

んしかくはう日華勇心 等しち いっしい
とよるなたとほ道喜喜秋でたに同じぱまち
透くでついはどへををのとらすじよなうば
ぼなあたへ まい頼頼みりなまこうも。ん
うるうよんとえこもものたおなとぶのぞ早
かかうう長てだうししりいるいだだだれ道
とととにくもととくくもととととととをと
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田
つえううわわいういいわいういううううっ
てばととれれまQままれ けま。ん』とた
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十三579園
あさんらしいと思うのです︒﹂﹁︿略﹀︒
十四517囹しろいだろうと思います︒﹂こういい
十四543園部曲のものだと思います︒﹂又略﹀︒﹂﹁
十四555圓︑私のものだと思います︒﹂又写﹀︒﹂

十四484 いきたいものだと思いました︒かれは︑

＋五9110園
﹁あなたはそう思うの︒﹂ふとった幸

十五9011囹
あまり上等とは思わないからです︒だ

十五809 ますように︒そう思いながら︑年よりの

十五328 うの音がしたかと思うと︑いままでむち

時代がはずかしく思われるようになるこ

十四147国
あなたのことを思うとき︑﹁︿略﹀︒﹂と

＋四1310團
あさんのことを思っています︒あなた

十四137團ます︒あなたを思うすべての心をかた

＋四1012團
あさんのことを思っているのです︒じ

十四108團になるといいと思います︒ちっともむ

＋四912團もたちのことを思って︑安らかに生き
＋四912国
ださるのだと︑思いたいのです︒ラン

十四906 こちら歩きながら思った︒女の子は︑つ

十四876も︑おもしろいと思う︒一面の銀世界と
十四883 つすぐに歩こうと思ったのであろうが︑

十四868発見されるように思われる︒たとえば︑

十四866 てわるいものとは思わないが︑いますご

十四807う一つの眞理だと思われたので︑そのこ

十四803 ことではないかと思います︒または︑自

＋四7912たようなものだと思いました︒いったい

＋四7010がにげるためだと思っていいのです︒も

＋四6812どよくにたものと思ってさしつかえあり

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑

十一511園その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

十177圏

おもうぞんぶん

十五搬11 んとうにうれしく思いました︒なぜいま

十五捌6

十五梱3 んだ︒けれども︑思うことがすこしも判

十五964園の中には︑人が思うよりもっとたくさ
十五備4園 國に來ていると思っているけれど︑お
十五伽7 けばよかったなと思った︒﹁︿略﹀︒﹂私が

十五9411園
ちがったように思うのは目のせいです

十五8012

十五554 ︑職孚中で費用が思うようにつかえない

＋三5710園
﹁︿略﹀︒﹂﹁そう思うかね︒いかにも︑

十四572園部私のものだと思います︒﹂つるがこ

十三593園
る︒これはどう思うかね︒﹂それは︑
十三599囹﹁ふふん︑そう思うかい︒きちんとし

＋四5710園
ら︑どうなると思います︒いったい︑

＋四1412国
︑こんなことが思われてくるのです︒

十四917はもってこいだと思ったのであろう︒そ

十四619園しっかえないと思いますが︑どうでし
十四657 ︑わかるだろうと思います︒つぎに︑湯

十四162團さめにしたいと思っています︒私がそ
十四164團う︒いつもこう思っていてください︒
十四165團︒あなたが私を思ってくださるとき︑

十四963方へのばした︒と思うと︑そのとき︑ほ
十四994 vと︑女の子は思った︒この子にとつ
十四㎜6 くなっては困ると思ったので︑急いで︑

十四61 ます︒老いた母を思う子の貫高は︑遠く
十四65團お話をしょうと思います︒私は短い旅
十四69国いらっしゃると思うことでした︒子ど

十四166團あさんのことを思っていると︒ランプ
十四168團って︑うれしく思いました︒すこしこ
十四224囹本語だとばかり思っていました︒﹂と︑
十四255なかおもしろいと思った︒だから︑これ
十四273きたのだろうかと思った︒それで︑先生
十四278囹日本語のように思われてきたのだ︒﹂

＋四聖12 明かるくはないと思われるくらいであっ

十四956なほのおのように思われた︒これは︑ま
十四956チだろうかとさえ思った︒そればかりで

十五269らないと︑少年は思いました︒ちょうど

十五281羽音をさせたかと思うと︑もうたまらな
十五305し舞いたったかと思うと︑こんどは両羽
十五313 ︒大わしは︑この思わぬいたでにおどろ

︽ーエ︾

家につれられて行っても︑思うぞんぶん

﹇思﹈︵下一︶4 思える

みんなびっくりするほど︑とてもほんと

話すことばは︑その場その場にあらわれ

﹇面影﹈︵名︶2 面影

十二905

おもかげ

うと思えないほど︑ふとっていて︑

十五827

うみにくいとは思えなくなりました︒

九柵1 みにくいと思っていた自分のからだも︑も

にも思えましょうが︑

八99 といえば︑いかにもおくびょうもののよう

でいるとも思えない︒

六728 もちろん生きているとは思わないが︑死ん

おも・える

にふるまった︒

十五618

が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒

こうしておまえたちに話すようなことば

﹇思存分﹈︵副︶3 思うぞんぶん

十五榴2 うと︑ざんねんに思いました︒先生がた

これもいいたいと思った︒読んでいるう

十四2711ん調べてみたいと思った︒そこで︑﹁︿略

十五247かりません︒そう思うと︑勇ましいひつ

十五142図魍ばらのひと花思わぬをゆららにあか

十四135團あさんのことを思っております︒夜を

十四284園らきたことばと思っていい︒たくさん

十四939 で︑そんなことを思った︒ただひと目で

︑ そればかりとも思われません︒かりに
十四301

十四306んねんなことだと思います︒小さな島國
十四324とはえんがないと思っている人もあるで
十四356ませんか︒これを思えば︑人間の力とい
十四482がだせるものだと思いました︒そうして

〉。

おもさ一おもしろい
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るその人の面影ということもできよう︒

りました︒

おもさ

重さ

十二備2 これで︑日本の面影を写した写眞帳が終
﹇重﹈︵名︶3

五503圏 のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ

おもさ
ゆれ岸をでる︒

十五255 そうして︑からだの重さで上からぎゅう
ぎゅうとおしつけ︑

十五2510 大わしも︑十五六の少年に上からおされ

﹇ 重 ﹈ ︵ 形︶1

重し

︽

ク︾

るので︑その重さにたえられなくなって︑
おも・し

おもしろい

︽一・一

十五155図魍 ひるすぎていよよにあかきばらの花
いよよに重くかたむきふかむ
﹇面白 ﹈ ︵ 形 ︶ 6 2

イ・カッ・ーカロ・ク︾

おもしろ・い

一245 ここが 一ばんおもしろかったとおもい

四棚10圏

では︑

みんなに

おもしろい

おどりを

﹁おもしろい︑おもしろい︒﹂手をたた

おどってもらいましょう︒
四麗6園

それをたいこであらわすというのだからお

きるという話がおもしろかった︒

もしろい︒

九1111

臣下とはおもむきのちがったおもしろいも

そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑

なにをしてもにくまれない︑おもしろい人

なによりおもしろいのは︑大学のボート

物になっています︒

十657

のが︑たくさんありますが︑

のは︑

十643

十548

九125 風の音よりも︑もっとおもしろいと思った

四搬6園 ﹁おもしろい︑おもしろい︒﹂
五145囹 ﹁おもしろかった︒﹂

いてよろこびます︒

それはおもしろい︒
五8410園

五鵬9園 空はひろくておもしろいよ︒
五皿4園 ﹁ここにいて︑なにか︑おもしろいこと

十一410

私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく

そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自

そりゃ︑おもしろいさ︒

﹁おもしろいでしょうね︒﹂

十二458囹

クロスワーズパズルのようにならんだ文

まず︑もの象りが鳴らして法る鳴りもの

なにかおもしろいことでもあるのか︒

それが︑見ている人には︑かえっておも

あたりまえのことだが︑なかなかおもし

﹃︿略V︒﹄という話しあいをやってみ

十三551園

十四517囹

ろいと思った︒

十四255

しろい︒

十三318

の音がおもしろい︒

十三288

字があったりして︑おもしろいお金です︒

十二佃7

分で作って自分で動かすのは訂しいものだよ︒

十二486園

十二457囹

なって︑それをまねようとしました︒

十二336

うちに︑だんだんおもしろくなったのです︒

これが鳴るんだなと思ってやっている

百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ

十一277

がいつもここで練習していることだ︒

私は︑きのう︑おもしろいことに氣がつき

十一﹇188園

お話もしたら︑なおおもしろいわねえ︒

このような︑いろいろなつかいかたがある

ただ遊ぶんじゃ︑おもしろくない︒

乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう
それはおもしろい︒

また︑さまざまな情景を写しだすこともで

てくれます︒

これがわかったとき︑私はおもしろくてな

おもしろいことも︑おかしいことも書きま

があるのかい︒﹂

六579
す︒

六593
ました︒

六614

りませんでした︒

おもしろくなかった︒

﹁ほんとに歩くとおもしろいな︒﹂

六707囹

六706園

六845園

ます︒

一394 ゆうべ︑おもしろいゆめをみました︒

そのうちに︑ふと︑おもしろいことを発見
しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもしろ
これはおもしろいそとぼくは思った︒

いことに氣がついた︒

六柵5

した︒

六999

ニー110 はじめはむずかしいとおもいましたが︑
﹁それはおもしろかろう︒﹂といって︑

だんだんおもしろくなりました︒
三439園

すぐになかまを大ぜいつれてきました︒
三633 そうして︑そこでおもしろくあそんでか

六㎜11

六鵬8園

九106

八579囹

を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

七402

のは︑おもしろいではありませんか︒

七159

それからみんなはおもしろくあそびま 六撚2園 それはおもしろい︒

ら丘をおりてみずうみへでました︒

三697
した︒

四732 たくさんおもしろいのができました︒

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん
が︑おもしろい紙しばいをしました︒

四976園 おもしろいから︑かめをころがしてい
るのです︒

四価9園 それはおもしろい︒
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おもしろがる一おもに

たら︑おもしろいだろうと思います︒
きな人には︑なかなかおもしろい見ものです︒

十四628 自然の現象を観察し︑研究することのす

いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒

十四655 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ

おもしろいものです︒

十四6510 これがまた︑よく見ていると︑なかなか

しろい場面が発見されるように思われる︒

十二932
おもしろみ

はるおは︑さっきから︑おもてで遊んで

まずしいこじきのようなものが︑おもてに

おもてにでてみると︑まわりの山は︑みん

な︑たったいまできたばかりのように︑

九491

立っていました︒

八541

いますよ︒

七284園

て︑おもてのとおりをさっさとはく︒

四907 学校へかよう子どもたちのことを思っ

そこにことばとしての性質があり︑おも おもて ﹇表﹈︵名︶5 おもて﹇▽うらおもて
﹇面白﹈︵名︶2

しろさがある︒

おもしろみ

ただおもしろみがあるばかりでなく︑と
ただそれだけでは︑なんのおもしろみも

うといことである︒

十二562
十四624
なく︑ふしぎもないようですが︑

イ︾

十496囹
ルノヨー

おもち

なにかはいっているとみえて︑重たい︒

﹇御餅﹈︵名︶2

十695園

これにあたった人には︑おもちゃのね
おもちゃみたいだ︒

こと︑いぬとをあげます︒
すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

五5710園

八585

けむりをはいて走ってくる︒

遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵
本などを持って遊ぶわけではない︒

十三282

﹇面﹈︵名︶3 おもて

おもての通りへでていらっしゃった︒

八856 あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ

おもて

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

いけのおもてにはじける雨あし︒

おってしまわないように︑

十184

のようなものがひと皮かぶさっており︑

十四737

おも長

少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑

﹇面長﹈︵形状︶1

﹇重荷﹈︵名︶2 重荷

もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

もうたまらなくなったのか︑その重荷を

ふり落すように︑

十五282

の上にぽたぽた落す︒

十一423圃

おもに

考えぶかそうな目をしていました︒

十一637

おもなが

みんなよろこんで︑めいぶつのおだんご
おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ

白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

五223

や︑おもちを︑ごちそうしてくれました︒

一5910

おもち

ーオモタイカラモッテイッテアゲ 十603 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑

十四867 いますこしふかく考えれば︑さらにおも おもた．い ﹇重﹈ ︵形︶ 2 オモタイ 重たい ︽一

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四875 ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

おもしろく編集できないだろうか︒

十四895 こんな場面を︑映画独特の手法によって︑

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五2111 それがコトコトと音をたてて下の方まで

先にかかっているおもしろいかんばんも︑

十五462 ひくい屋根も︑あけはなした店も︑のき

おもしろさ

四719

十五575園 ものずきな私は︑それはおもしろいと︑ おもちゃ ﹇玩具﹈︵名︶5 おもちゃ
教授の申し出でをさっそく承知して︑

十五917囹 それがおもしろいの︒
おもしろいなあ︒

十五918園 おもしろくないはずはないでしょう︒
十五川12園

おもしろが・る ﹇面白﹈︵五︶1 おもしろがる
︽ーッ︾

﹇面白﹈︵名︶4

三217 みんなおもしろがってみました︒
おもしろさ

おもちゃ屋さん
︽ーチ︾

なっても︑

むかしといっても暗むかしのことだが︑

はじめオランダからはいり︑そののちは

ひやされるのは︑おもに︑まわりの茶わ

んにふれた部分だけになります︒

十四7012

ドイツ医学がおもに傳わったとうかがつたが︑

十四262

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

九774園

十五659 車のついたみごとなおもちゃを私に送っ おもに﹇主﹈︵副︶3おもに
てくださった︒

﹇玩具屋﹈︵名︶1
おもつ

おもちに

たまは

﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒﹂
﹇御持﹈︵五︶1

どなたが
やっぱりたまですよ︒

一622園

おも・つ

十三305囹

おもちゃやさん

八511 一そのめずらしさ︑おもしろさに︑黒山
の人だかりだったのです︒
わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十288 観察すればするほど︑自然のおもしろさも
十二4711囹 人間の美しさやおもしろさが生まれて
くるのだ︒

おもみ一おや
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﹇重﹈︵名︶1

重み

十ニー62 力のこもった角︑まるみのある面︑重み

おもみ

﹇趣﹈︵名︶3

おもむき

のかかった枝のつけね︑ふわふわした軽い葉︑
おもむき

はおもむきのちがったおもしろいものが︑

十642 日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外國と
十二554 なつかしい山や︑おもむきのある川など
があるためばかりではない︒

おもらう

︽ーイ︾

おもり

思わず

思わずおきだして︑﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑

なでてやったり︑

八78

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ

﹇思﹈︵連体︶1 思わぬ

おもわずとびこんだ私をだきしめた︒
おもわぬ

るいけむりのあがるのがみえました︒

九411團思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆ

六撹8

あぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親

親の目から見れば︑自分の子女は︑その

親としてみれば︑自分の子女にはすべて

おや︑どちらもおなじでしたね︒

おや︑ひばりさんだ︒

﹁おや︑さっきのお日さまの光︑どこ

またみつけた︑きれ

おや︑おまつさんがいない︒

おや︑

おや︑だれかたずねてきたらしい︒

おや︑かかしくんじゃないか︒

おや︑あんなところにいどがある︒

おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔

六892囹

ひく︑ひく︒

六835園朝から↓びきもつれないなんて

六337

六2810圏

五858園

いな花を︒

五481 おや︑こんな花が

やってきます︒

五325 おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

四鵬5園 おや︑だれかと思ったら︑かめさんか︒

へいったの︒﹂

三758園

二679園

一一2910園 おや︑十一びきしかいない︒

一119園

︵感︶20 おや おやつ

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑

十五747

性質がどんなにちがっていようとも︑

十五742

九283図閣親のまたくぐる子うしや草の花

になることができないといいます︒

八197

巣からはいだしてきました︒

あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった おや ﹇親﹈︵名︶5 親δちぢおや・ははおや
七972 白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒

八139
八808

そのことばをきいて︑そこらの乗客は思
少年は︑思わずはっととびあがりました︒

私たち自身の生活を思わずふり返らせな
それとも︑心の中で考えごとをしていて︑

みんな草の上へひれふすように︑思わず
ひつじかいは︑身のあぶないこともわす
すると︑鳥は︑不意のしゅうげきにおど
少年はほっとして︑思わず後へたおれか
﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑

おや

のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず

ので︑にわとりに思わずその話をした︒

九3910團
木にしがみついたりしました︒

いちろうは︑思わずわらいだしながら返事

やまだ︑思わずわらいだす︒
みんなは思わず手をたたいた︒

思わずそちらをみると︑こうもりは︑ひよ

十五686

かりましたが︑

十五3211

ろいて︑思わず羽ばたきするとともに︑

十五292

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

十五248

たおれてしまいました︒

十五233

思わず方向がちがったものであろうか︒

十四887

いではいない強い眞実の力が︑

十四52

十一816

わずほおえんだ︒

十一539

うきんなかっこうをして︑

九糊7

九川11

九鵬6

をしました︒

九583

十五6712 たどりついたげんかんには︑おもむきの 九438團 大きなかきが︑ころころと二つ三つ落ち
ているのをみたときは︑思わず手にとりあげます︒
﹇御貰﹈ ︵ 五 ︶ 1

あるかねがつるしてあって︑

おもら・う

おもり

十四107團 よく説明しておもらいになるといいと
﹇重﹈︵名︶1

思います︒

おもり

﹇御守﹈︵名︶1

おもりなどいろいろあります︒

九854園石で作ったもの︑それには石の矢じり︑
おもり

おもわず

いい

五887園 きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか
﹇思﹈︵副︶25

たをしてみせてあげよう︒
おもわず
わたくしは︑おもわず︑﹁︿略﹀︒﹂と

一649 おもわずぽけっとをさぐりました︒
二582
ますと︑

六85 子どもたちは思わずかおをみあわせた︒
六108 ふさぎこんで下をみつめていた女の子が︑
思 わ ず ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂とさけんだ︒

六冊6 それでぼくは︑思わず声をたててわらって
しまった︒

七117 じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑
私は︑思わず︑﹁︿略﹀︒﹂と︑頭をさげまし

思わず手をたたきます︒
た︒

七381
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おやあひる一おやつばめ

をだしている︒

七309園 おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒
七326囹 おや︑ひげをはやしてる︒
九831囹 おや︑これはなんだろう︒
十五598園 おや︑これはまた意外だ︒
十五925園 おや︑光さん︑ごらんよ︒

親あひる

︵ほかの﹁喜び﹂たちを見ながら︶おや︑

十五棚3圓 おや︑そうなの︒
十五柵9

﹇親家鴨﹈︵名︶11

みんなないているのだな︒
おやあひる

ださる

︽ーイ︾

﹇御休﹈︵五︶3

︽ーイ︾

八145

親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑

かたい皮にあなをあけて︑

ほそいとがった口をもっています︒

八166

おやすみなさる

まあ︑ゆっくりお休みください︒

みなさん︑どうかゆっくりおやすみく

お休みくださる

一514囹

︽ーイ︾

﹁おやすみなさい︒﹂ことりもねむりま

おやすみなさいな︒

一264園

一263園

した︒

九備7園

﹁おやすみなさい︒﹂

おやすみなさ・る

ださい︒

親うさぎは︑足でけって︑のませませんで

九611囹

うさぎのちぢにすがりつきますと︑

した︒

七979

子うさぎは巣の中でねていて︑親うさぎだ

けが︑草をたべていました︒

七983

おやおや︑なんてみっともないざまだ

おやおや︑ありさんがきたよ︒

おやおや︵感︶2おやおや
十五946園

六2110園

お役

親子δすずめおやこ・ダ

わたしがみなさんのお役にたたないで︑ おやぜみ ﹇親蝉﹈︵名︶2 親ぜみ

﹇御役﹈︵名︶1

ろう︒

おやく
すみません︒

十一228囹

﹇親子﹈︵名︶4

親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

﹇親達﹈︵名︶1 親たち

おやつばめ

﹂

﹇親燕﹈︹話手︺6 二つばめ

こもやってこないから︑安全です︒

八187 そのかわり︑親たちの大できのすずめもね

おやたち

にゆれていました︒

十625 もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風

立ちならぶビルディングのあいだがら︑と おやだけ ﹇親竹﹈︵名︶1 親竹

親子はそうがかりでさがしはじめた︒

六388

びあがってくる親子のつばめ︒

六382

六98

ルガスおやこ

又略V︒﹂と親あひるがいうと︑ひなたち おやこ

えに︑もうつかれきっていた︒

八6010 けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま
八615
はすぐとびだしてきた︒

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑親あひるは立ち

みたいだけみさせてやった︒

八α8 みどりは目のためにいいから︑親あひるは
八623
あがった︒

﹁どんなことがあっても︑親子四人︑

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

おやさしさ

おやすい

六422

親つばめ﹁南へひきあげるついでだから︑

るのよ︒﹂

六397親つばめ﹁でも︑村に帰らなくちゃ︒
六401親つばめ﹁ああ︑いい考えがある︒
六418親つばめ﹁さあ︑ かかしさん︑ いまから帰

六3811
親つばめ﹁まあまあ︑かかしさんですね︒

おかあさんのおやさしさこそ︑私に 六387 親つばめ﹁さあ

﹇声優﹈︵名︶1

十四155国

おやさしさ

わかれないようにしましょうね︒﹂

八659親あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水 十一251園

八653 親あひるは︑じっとその子をながめた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑親あひるはいった︒

のところへおりていった︒
八668

八678 そうして︑親あひるにつれられたひなたち

﹇御易﹈︵形︶1

とっては︑いちばんとうとい宝なのです︒
おやす・い

親すずめ

それはおやすいご用だ︒
﹇親雀﹈︵名︶1

おやすみ

﹁︿略﹀︒﹂と弔すずめ︒

﹇御休﹈︵名︶1

六416

親つばめと子つばめが︑かかしのそばにと

六403親つばめ︑子つばめをつれてさる︒

﹁先生︑もうおやすみですか︒﹂その おやつばめ ﹇親燕﹈︵名︶5 親つばめ
声は︑毎日ききなれている曾良の声です︒

十二757囹

おやすみ

四893圏

おやすずめ

すると親あひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といってか 十五5712園

﹁︿略﹀︒﹂と︑親あひるがいった︒

が通っていくと︑
八685

ばった︒

親あひるですら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八6811
八715

這うさぎ

七95図 うまれるときはまるくなっていました︒お

おやうさぎ ﹇人伝﹈︵名︶4 おやうさぎ
やうさぎがしたのです︒

七978 黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親 おやすみくださ・る ﹇御休下﹈︵五︶2 おやすみく

おやね一およぶ
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まる︒

九155 この中には︑親つばめもいますが︑ことし

およ・ぐ
グ︾

﹇泳﹈

三353圏

お湯

︵四五︶

24

およぐ

︽ーイ・ーギ・一

いけには︑きんぎょが三びきおよいで

おじいさんが金のさかなをよびますと︑金
しっぽでピシャリと音をさせて︑海の中へ

﹁葉のかげぼうしが︑魚のようにおよいで

白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

八8811

八834

そんなものはほっておいて︑ほかの子ど

ズ略﹀︒﹂そういって︑水の中にとびこみ︑

かるく水の上をおよいでいた︒
八899

大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

はくちょうのほうへおよいでいった︒

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八916

十二6210

しずんでいく船からほうりだされて︑黒

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお

自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ

い波の問をおよいでいました︒

十四456

十四4712
いなのに︑

よいで行きました︒

十四485

さて︑おじょうさんの歌をたよりに︑

マッケンナがおよいで行ったように︑

十四501

十五65図圏六つほどの子がおよぐゆえ水わかな
十四346

博士の計算では︑うちゅうのさしわたし

水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに およそ ﹇凡﹈︵副︶1 およそ

お礼にはおよばないよ︒

﹇及﹈︵五︶4 およぶ ︽ービ・ーブ・ーン︾

は︑およそ二十億光年ということです︒

四悩6圏

δかんがえおよぶ

およ・ぶ

それに︑ほかのものと同じようにおよぐ

みにくいあひるの子も︑いっしょになって

いや︑ほかのものよりうまくおよぐと

みるからにりっぱな体格は︑小さな清水

その数は︑じつに八十五万にもおよんだ︒

なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお

うとお思いになるにはおよびません︒

十四810国

選手のおよぶところではありません︒

十二829

十433

あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった
でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣持で

りました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑はんたかを

三173 王さまは︑すぐはんたかをおよびにな

およびになりました︒

三126

およ・ぶ﹇御呼﹈︵五︶2およぶ︽ーバ・ビ︾

はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑

そうして︑およいだりもぐったりした︒

がいい氣持かどうか︒

八817園水の上をおよいだり︑もぐったりするの

すからね︒

八814囹

ので︑にわとりに思わずその話をした︒

八808

いってもいい︒

八696囹

し︑

八694囹

およいだ︒

八665

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八663

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八645園

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七55

います︒﹂

五799

およいでいってしまいました︒

五7611

のさかながおよいできました︒

五708

よいできてききました︒

おじいさんが金のさかなをよびますと︑お

生まれた子つばめが︑たくさんまじっています︒

ル︾

五692

います︒

おやね

九161 まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほど

九156 もう大きさだけは親つばめと同じですが︑

﹇御屋根﹈︵名︶1

こくありません︒

おやね

おやねがうつくしい︒
おや指

三94圃 すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の
﹇親指﹈︵名︶1

十二539 ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

おやゆび

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

おや・る﹇御遣﹈︵五︶3おやる︽ーリ︾
四979囹 かわいそうだから︑はなしておやり︒
四981圏 でも︑ゆるしておやり︒

おゆ

六9610園 たいののどから︑つりばりをとっておや
﹇御湯﹈︵名︶3

り︒

三366園 おゆがわいています︒

おゆ

十四707 それも︑お湯が熱いほど︑もようがはっ
きりします︒

るのは︑

十四709 つぎに︑茶わんのお湯がだんだんにひえ
およぎ δたちおよぎ・みずおよぎ

ラ・

およぎまわ・る﹇泳回﹈︵五︶3およぎまわる︽一
八α2 ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま
わるほうがすきであったからである︒

八857 あひるの子は︑︿略﹀ように︑水の中をお
よぎまわらなければならなかった︒

八858 しかし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわるあ
ながだんだん小さくなっていった︒
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およみあげる一おりる

︽ーゲ︾

およみあ・げる ﹇御読上﹈︵下一︶1 お読みあげる

みあげになりました︒
﹇御霊﹈︵名︶4

﹁どうかして︑あんなにきれいな人が

およめ

おり

おり皿vほねおり・ゆびおり

なにかよいおりはないかと思っていたら︑

﹇折﹈︵名︶1

六鵬7
﹇居﹈︵ラ変︶2

おり

︽ーリ︾

かやこしの電燈のたまみておりぬ
ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ

︵名︶一

オリーブ色

﹇織物﹈︵名︶3 おり物 織物

曲げるためなのです︒

おりもの

じゅなどがはいっています︒

五334 この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん

おみとれになりました︒

八287 そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり

ちょうど︑織物をちゅうとでたち切る

のと同じことです︒

十二97園

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八872 おりよく戸があいていたので︑あひるの子

まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木 おりよく ﹇折良﹈︵副︶1 おりよく
織りかた

おりから︑港の方でふえが鳴る︒

1

おりすてる

ひめは︑なにも知らずにおりつづけました︒

︽ーケ︾

母は︑いままでたんねんに織り続けてい

八289
十二810

﹇折曲﹈︵下一︶1

おり曲げる

︽ーゲ

たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒
おりま・げる

五88園

﹁いや︑みずうみへおりようよ︒﹂

そうして︑そこでおもしろくあそんでか

いすをおりて︑その

そこで︑デビッドはいすからおりて︑つ

それで︑みんなは

﹁おりるかたがすんでから︑ごじゅんに

五67 川は野原におりてくる︒

五44 夜は夜つゆがおりる︒

がおりる︒

五43 山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ

した︒

四542 がんのなかまは︑この林の中におりま

雲にのっておりてきました︒

三備2 そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑

光の中をあるいていって︑

三745

まんでみました︒

三715

ら丘をおりてみずうみへでました︒

三633

三594囹

三585 おりればみずうみへでられますし︑のぼ
れば大きな木のあるところへでられます︒

まいおりる

リレ︾n▽かけおりる・すべりおりる・とびおりる・

いまのようなぬのの織りかたをしていたの お・りる ﹇降﹈︵上一︶51 おりる ︽ーリ・ーリル・一

﹇織方﹈︵名︶1

おりから

おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

﹇折﹈︵副︶2

十一134

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九193

おりから

では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒

十341

おりかた

の森でかこまれていました︒

九552

オリーブいろ

な子や夜はいろりの火にあてており

九冊3図圏

九294図無

おり

十一4310 女の先生が︑卒業する子どもの名をお読 おり ﹇織﹈呂はたおり・はたおりぼし
およめ

三脳3囹
およめにもらいたいものだ︒﹂

三掴9園 わたくしはだれのところにもおよめ
にいきません︒

三塒8 それができたらおよめにいくといいま
した︒

五434團 ぼくのねえさんは︑あさひがわへおよめ
にいっています︒

︽ービ︾

およろこ・ぶ﹇御喜﹈︵五︶3およろこぶお喜ぶ
四821圃 世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑
エスさまおよろこび︒

︵下一︶

︽一

子どものときからききなれた傳説が︑そ
﹇折捨﹈

んじゅしゃげさき続く

十五95囲まんじゅしゃげおりすててある道のま

テ︾

おりす・てる

のあいだにおりこまれているからである︒

十一一555

六982馬槽 だいじなだいじなつりばりが︑でてき おりこ・む ﹇織込﹈︵五︶1 おりこむ ︽ーマ︾
て神さまお喜び︒

八4511 これをきいて︑王さまはたいへんお喜びに
なりました︒

十二 4 オランダのターヘルアナトミアという人

オランダ ︹地名︺2 オランダ
体のことを絵いりで説明した本を︑

オランダ語

織り続ける

十四262 日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ おりつづ・ける ﹇織続﹈︵下一︶2 おりつづける
オランダからはいり︑

オランダいがく ︵名︶一 オランダ医学

十四264 このことから考えあわせてみると︑コレ
︵名︶一

うは︑オランダ医学がはいってきたときに︑
オランダご

十四2311囹ズボンはフランス語︑ゴム︑ランドセ ル︾
十四734 そのときできる氣流のむらが︑光をおり
ル︑コーヒー︑コレラ︑アルコールはオランダ語︑

おる一おる
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お 乗 り く だ さ い ︒﹂

五141園
﹁にいさん︑もうおりていいの︒﹂

﹁とまってから︑おりるんだよ︒﹂

五123園 おりましょう︒
五143園

五238囹 知らないおじさんが︑おりるとき︑
﹃︿略﹀︒﹄といって︑かけさせてくれたんです︒

にあるいて帰りました︒

五279 しんきちくんは︑電車をおりてから︑元氣
五柵1 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう
ちのまつの木におりてきました︒

五佃1園 おりてこないかい︒
六1810 さもまんぞくそうにしき台をおりてきて︑
あせをふきます︒

六364園根の方へおりていらっしゃい
七107 夜つゆがおりてきた︒
七2110囹 また︑すずめがおりてきたよ︒

八152 地面に向かって︑すべったりころがったり
しておりていきました︒

八154 地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い
にやわらかいところをさがして︑

八269 七色の大きなそり橋を音もなく渡って︑草
花のさきみちている野原へおりてきました︒

八6510親あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水
のところへおりていった︒

九㎜7

思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

﹁さあ︑おりるよ︒﹂というあいずをさ

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒

九鵬8
九柵2囹
れた︒

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

べり︑おりてはまた登った︒

九号9
九国3

ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒
十5610

一停留所ごとに︑おりる人と乗る人とが

木の下におりていってしまいました︒

十﹇529

いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

もみくちゃになった︒

すいかずらのあまいにおいにひかれて︑

から地面におりて︑わたしのげたをひっかけて︑

十二297囹
十二369

そういう部分からは︑ひえた水が下へお

夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑

庭の小道をおりていきました︒

十三248

り︑

十四7112

それが︑おりた水のあとへとどくじぶん
そこからおります︒

にはひえて︑そこからおります︒

十四722
十四722

草のしげっている場所を見つけて︑そこ
↓こくも早く谷底の地面へおりてしまわ
どこでもいいから︑安全な場所へおりな
ければならないと︑少年は思いました︒

十五268

なければならない︒

十五265

へひつじをつれておりて來ていますと︑

十五244

のぼっているところとがほうぼうにできます︒

十五2710

ずんずん︑落ちるように︑下へ下へとお

ある岩角のすこしあき地のあるところを

りて行きました︒

十五284

少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ

目がけておりて行きましたQ

十五324

花をおらないでください︒

おる ︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

私がだんをおりるのを待ちかまえていた

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒

十五675
老婦人が︑

三926

みにきた人が

三945

一まいの紙で︑いろいろなものをおる

どうぞおらないでください︒

三947

ピアノやふくすけをおることもできま

ふねをおることもできます︒

さくらの枝をおろうとしたとき︑お

まつの木の枝を立てて︑色紙でおった

すっかりとりのぞいておかないといけな

いといわれて︑ほねをおりました︒

九3411團

六斯4團 けれども︑あなたの角はおりません︒

などということはできません︒

六悩9 しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

を︑おってしまってもいい︒﹂

六悩3園 ﹁そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角

つるや︑ふうせんをさげました︒

四827

じさんのことばに氣がついてやめました︒

四397園

もおることができます︒

三953 きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど

す︒

三95一

ことができます︒

三932

ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒

一本ずつおってしまえ

三928

ーロ︾

お・る ﹇折﹈︵五︶17

九367国夏のあいだ︑たきぎをせおって山からお 十四723湯の表面には︑水のおりているところと︑
りるとき︑

ると︑からだじゅうがあせです︒

九396團 足もとの枝をおろして︑やっとおりてく
九403囲幽 ﹁そんな高いところ︑あぶないから︑
早 く お り て お い で︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはがん

ばっておりませんでした︒

九404国
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おってよいことになっています︒

九383團 かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

ようにしたいものだと︑ほねをおっていました︒

十一202 からだをじょうぶにして︑身代をもとの
十二73 庭さきにさいていだ黄色なやまぶきの一
枝をおってきて︑それをしずかにさしだしました︒
十四869 風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑
﹇ 居 ﹈ ︵ 五 ︶ 15

たびに

ごへんじを

︽ーラ・ーリ・ール︾呂お

その

おる

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑
お・る

かぐやひめも︑

はなしいたしおる
三雲10

さしあげておりました◎
六942囹︺たいだけは︑病氣でねておりますので︑
ここへはまいっておりません︒

六944囹 ここへはまいっておりません︒

七435囹 けれども︑きょうは︑樂しい旅行をして
おります︒

て︑それはよく知っております︒

七813囹 この人は︑私どものらくだのことについ

や青き葉のかげにきておる

九柵2謹直青ざさをいれやりたればいけのふなは
十一一71囹雨で困っております︒
十四135国︺おかあさんのことを思っております︒

十四623 中には︑熱い湯がいっぱいはいっており
ます︒

のようなものがひと皮かぶさっており︑

十四738 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

大じかけに︑陸地と海との間に行われております︒

十四763 同じような氣流のじゅんかんが︑もっと

らがなとの三種類の文字をつかっており︑
ひろしま
そのころは︑新島のおばさんは廣島にお

しきりにさがしものをしておられたが︑

十五6611
られて︑

十五731
︵五︶

13

おる

織る

︽ーッ・iラ・一

やがてすがたをあらわした博士の手には︑
﹇織﹈

林の中にごてんがあって︑中から︑はたを

リ・ール︾﹇▽はたおりひめ

お・る

八285

おる音がひびいてきます︒

すると︑さがしていたはたおりひめが︑
ところが︑はたおりひめは︑あまりうれし

いっしんにはたをおっていました︒

八287
八317

いので︑はたをおることをわすれてしまいました︒

ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに

はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな

きました︒

八324
十3312

してはおかれない︒

はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑

機械で動かせば︑もっと早く織ることがで

たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

十345

きるし︑

十349

村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑

に︑ぬのがずんずん織られていくからである︒

だおれでとどまりぬ︒

十五55図魍遠くそののちかしの木に︑矢はま

オルガン

しょうかをうたっている声が︑オル

︵名︶9

三382園

オルガン

そのほか︑ハーモニカをふいているもの︑

ガンにまじってきこえてきます︒

オルガンをひいているもの︑

六184

七62 オルガンがひびく︒

オルガンのほかに︑バイオリンとか︑フ

九58 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

十1910

オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色

先生がオルガンをおひきになると︑

オルガンがひびいてくる︒

ルートとか︑ほかの樂器を︑いっしょにあわせて

九64

十︻151

ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

十一152
十四2010

六196

ｨ 鋤﹁みどりの木の葉は喜びにみち︑

オルガンのきりぎりす ︹話手︺4 財肋酬い初

[臓鋤﹁樂しみはいよいよくわわり︑

ｩ出職﹁小さなからだに大きな荷物︒

六212甜嚇勘臓鋤﹁美しいぶどうに︑
六251
六258

じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

たろうさん︑わたしおるすいよ︒

﹇御留守居﹈︵名︶1 おるすい

﹇俺﹈︵代名︶4 おれ

おれが︑いまたべようとしていたところ

おれがさきにうさぎをみつけたのだ︒

﹁おれに︑うまいくふうがある︒﹂

﹁かまわない︑おれはたべてやる︒﹂

六凶7囹

十721園

十709園

だ︒

六気4囹

おれ

一443園

おるすい

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十735囹

十3410もっと早く織ることができるし︑ひとりでおるす ﹇御留守﹈︵名︶1 おるす
十367

ふしぎな機械に目をみはりながら︑

試三二の日︑その織機をあやつって︑りっ
ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

十3612

影絵めく牛馬朝日を織るあきつ

そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

十五76毒言

十一一88

いいえ︑これは︑おまえたちのほおず
りと︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

十五川5園

十五425 いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ お・る ﹇折﹈︵下二︶1 おる ︽ レ︾

おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

十五331 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お

耕肪

紺脳 財脳

おれい一おわび
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おれい

おれい

お礼

﹁︿略﹀︒﹂と︑おじいさんはおれいをい

間にあげてしまっても︑

鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさな

いうちに︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

十五2810

それでたいそうほねがおれて︑このうえな おわか・る ﹇御分﹈︵五︶3 おわかる ︽ーリ︾

おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒

﹁あなたは︑私のいっていることがおわ

どこまでコーヒーを入れていいのか︑

おわかれ

お別れ

あなた︑この私がおわかりですか︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑みかどへおわかれ

とヒつ

おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお

さ

わかれでした︒

五189

の手紙とふしのくすりをのこしました︒

三備3

﹇御別﹈︵名︶3

十五宙7園

おわかりになります︒

十四132團

かりにならないのです︒﹂

八8110園

十五2811 身をおろすかおろさないうちに︑

八185

おろかもの

おろす

おわかれ

すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑

﹇愚者﹈︵名︶1

12

︽ーサ・ーシ・一

﹁おまえさんのようなおろかものは︑

﹇降﹈

むつくばおろし
︵四五︶

おろ・す

おろし

ここをとおすことはできない︒﹂

三154園

おろかもの

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十一6012

くふべんですが︑

六366

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おれいをいいまし お・れる ﹇折﹈︵下一︶3 おれる ︽ レ・ レル︾

﹇御礼﹈︵名︶21

﹁588
た︒

一609
いました︒

ほんとうにお礼の申しようもござい

ここまでまいりました︒

四 4園 きょうは︑お礼にあがりました︒
四餌6園 お礼にはおよぼないよ︒
四脳9囹 お礼に りゅうぐうへ おつれしょうと
思って︑
四柵−o園
ません︒

ス︾与おしおろす・ひきおろす・ふりおろす・みお

ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑
二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑

﹇御書﹈︵サ変︶2

︽ーシ︾

十五榴12園

︽ーイ︾

おわすれ願いましょう︒

おわかれする

おわすれ願う

十四163団長がそばにいないことなど︑すっかり

﹇御忘願﹈︵五︶1

みんな起きあがってお別れしましよう︒

から私がいちばんつらかったことは︑

十四68国なつかしいおかあさん︑おわかれして

お別れする

おわかれ・する

こしをおろし 十五梱12 受持の佐藤先生と︑教室でお別れをした︒

四麗5囹 それでは︑お礼にまいましょう︒
五663囹お礼はたくさんさしあげます︒

おとうさんはえんがわに

ろす

七907

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいって︑こし

うらがれにおろされ立てる子どもかな

そののちいつまでも︑かぐやひめをお
十四598園

ほかのことはわすれても︑この土のこ

わすれになることができませんでした︒

三佃1

レ︾

八九メートルもある木の上で︑なたで枝 おわす・れる ﹇御忘﹈ ︵下一︶ 2 おわすれる ︽一
足もとの枝をおろして︑やっとおりてく
いすをひきよせて︑目を父親の顔からは

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒
十7310園

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

そのへんを走ったり︑地面にこしをおろ おわび ﹇御詫﹈︵名︶1 おわび
して︑あなをほったり︑

十三283

なさないで︑こしをおろして待っていました︒

十﹁716

ると︑からだじゅうがあせです︒

九396團

をおろすのは氣がつかれます︒

九393国

九293図團

をおろした︒

八627

が︑すぐ︑まえ足をおろしてしまいました︒ おわすれねが・う

自動車につみこまれて︑

五195

まっていました︒

三614

て︑どうきまるかおまちになりました︒

三612

五6611園
それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら
でもあげるといったが︑

五671園お礼はいくらでもあげるといったが︑わ
しはお礼などもらわなかった︒

五674園 どうしてお礼をもらわなかったの︒

た︒

六161 ありは︑心から木の葉におれいをいいまし
六307 なんどもお礼をいってたちさります︒

七409 私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中
の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒
﹁それでは︑お礼にわたしのいちばんと

くいな曲を︑一曲ひきましょう︒﹂

七4511囹

九704園 そのたびにお礼はいたします︒
九706囹 お礼なんかいりませんよ︒
九707囹 いいえ︑お礼はどうかとってください︒

十三428園 いっしょに︑そのマンシュウの子ども

九722囹 そこできょうのお礼ですが︑

に︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝
十四618囹 このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人
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﹇御詫 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

おわびいたす

命をすてておわびをしょうと考え︑
シ︾

おわびいた・す

おわらう

おわり

終り

︽一

︽ーイ︾

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おわらいになりまし

﹇御笑﹈︵ 五 ︶ 1

︽ーク︾

しばらく音樂がつづいてから終ります︒

七436園丁しい音樂をきかせてくださる心持を︑

七338

4

音

←いちおんいちおん・ご

音樂δげき

あさがおの花が︑ラジオの音樂をきいてい

いい音樂をきいても︑それがわからないの

もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

それが音樂や歌にあわせてしばいをす

たくましい音樂︒

音樂の時間によくつかう︑リズムとか︑

ああ︑聞える︑夜明けの音樂が聞える︒

﹇恩師﹈︵名︶2

恩師

十五551 恩師ジョルダン博士は︑そのためのては

おんし

音樂会のようになりました︒

天2
41
0そこへなかまが集まってきて︑にぎやかな
ノ

いか︒

六2210園︸ここでいっしょに音感会をやろうじゃな

まって︑痴態会をしています︒

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ

音樂会

ばんそうの音樂や︑場面の組みあわせと

説明のことばなどによって︑

十四8612

十四4111 美しい音樂がひびく︒

十四384囹

︿略﹀︑ソナタとかいうことばは︑

十四268

れこそ天上の音樂である︒

十三362 ふえの音がおのずから和音をふくみ︑そ

十一一475囹 音樂もある︒

るわけだ︒

十二4611囹

十249

こえてくるようだ︒

十53 耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九149

は︑

九147

ます︒

七583

ほんとうにありがたく思います︒

明かるい音樂︒

六187
曲は終った︒

そこを自轄車に乗って走る中学生︑たがや

︵名︶

あいさつを終って︑用事をきりだすと︑

三郎の声が終るころ︑しずかにまく︒

これで︑日本の面影を写した写眞帳が終

している父と子︑きりの花

七468

﹇音﹈

おんがく

おんがくにつれて︑みんなが手をとつ

魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか
しばらく音樂がつづいてから終ります︒

なおんがくにあわせておどりはじめます︒
六187

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか
な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

六198園

六259みんなにぎやかに音樂をはじめます︒

六371ラジオの音樂︒
七163 ﹁︿略﹀︒﹂の音樂が︑ひびいてくる︒
七318しずかな音樂がはじまる︒
七325なごやかな音樂がつづく︒

おんがくかい ﹇音楽会﹈︵名︶3

﹁シ・ハン﹂という音をしめしたりした︒

中國の発音にもとづいた漢字の読みかた
それで︑たいていの漢字には︑この音と
字によっては︑いくつかの音のあるもの

﹇音楽﹈︵名︶24

一638

じょうおんがく・せいようおんがく

おんがく

があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒

十五389

訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五387

を﹁音﹂といい︑

十五385

十五3710

じゅうおん・さんおん︒しおん・わおん

おん

十五552

十三4310

りました︒

六8510囹 どんなことでもして︑おわびいたします︒ 十二価2
おわら・う

た︒

﹇終﹈︵名︶8

五637
おわり

ニー96 おわりに︑︿略﹀︑おもいついたことばを
じゅんじゅんにつづけて︑あそびました︒
をした︒

七547 みんな︑また運動場に集まって︑終りの式
八143 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生
みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八柵3 3時間めの終りに開きはじめましたが︑お
書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒
九悩10 茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ
とを知って喜んだ︒

九伽6 岩まからちょろちょろとわきでる泉があっ

終り近い

︽ーッ・ーリ・ール︾5

こくご︑しゃかい︑さんすう︑りか︑おん

ておどりました︒

四116

て︑それでもう終りであった︒

十一295 すると︑秋の終りには︑ ︼びょうあまり

終る

がく︑ずがこうさく︑たいいくなどの

四搬4
終りごろ

の米を自分のものにすることができました︒
かまくら
十一一柳2 平安時代の終りから鎌倉時代にかけての
﹇終頃﹈︵名︶1

藝術の中で︑

おわりごろ

﹇終近 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

に五六ばぐらいならんでとまっているのを︑

九152 夏の終りごろ︑つばめが電線や物ほしざお
おわりちか・い

九314團 いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく
﹇終﹈︵五︶ 5

して︑秋も終り近くなりました︒
おわ・る

よみおわる・わたしおわる

おんじん一おんな

290

ずを早くからすすめられていた︒

十五606 恩師クラーク博士の精神のやどっている
札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑
おんじん ﹇恩人﹈︵名︶1 おんじん

一587囹 あなたはいのちのおんじんです︒

六911

女﹁海の神さまに︑申しあげます︒﹂

女﹁はい︒﹂

思わず﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

六895 そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも
六8911

六903

女﹁門の木の上に︑

女﹁はい︒

六917

六909

女の人は︑いったんさがる︒

そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒

さしあげる︒

女の人は木をみあげながら︑おじぎをする︒

女﹁さようでございます︒﹂

うとする︒

六915

六913

六904 女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに

女﹁はい︒﹂

女﹁魚どもをよんでまいりました︒﹂

女﹁はい︒﹂

六941

六9310

六938

六962

おんせい ﹇音声﹈︵名︶1 音声
や身ぶりによって︑いろいろにその意味がかわる︒

こしかけまし

女の生徒さんはわたくしに︑

五248園

そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣
はるこさんは︑きっぷを改札の女の人にわ

がついて︑

五264

男の子と女の子である︒

たしながら︑

六76

女の子はただじっとみつめていたが︑やが
ふさぎこんで下をみつめていた女の子が︑

てこの小さなねじをみつけて︑

六710
六108

海の神は︑しばらくお考えになって︑女の

女の人は︑たいをつれてでてくる︒

ある土曜の午後︑おなかをすかして学校か

女の子ばかりでなく︑茶のまにいたうち

みんなないて

ことに︑すえの女の子な

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

てくるのがみえます︒

九4010国男か女かわからないが︑下を向いて登っ

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑

八896園

どは︑目をなきはらしましたが︑

八122

じゅうのものがびっくりして︑

八115

ら帰ってきたすえの女の子が︑

八111

をふまれて︑おこっている女の人もありました︒

七347むりにわりこもうとする男の人もあり︑足

七51園あの白いブラウスの女の子かな︒

にさしあげる︒

六973 女の人はつりばりを水であらって︑海の神

ら︑つりばりをとっておやり︒﹂

六969 女の人に向かって︑海の神﹁たいののどか

六963

人に︑﹁︿略V︒﹂

六9510

る︒

六939 女の人は︑魚たちをたくさんつれてでてく

んなここへよび集めるように︒﹂

六936 女の人に向かって︑海の神﹁魚どもを︑み

十二882 まわりのようすや︑ゆきがかりや︑音声
女﹁はい︒﹂

女

きものをきたおんなの人たちが︑
しろい

﹇女﹈︵名︶93

おんな

六9611

﹇温度﹈︵名︶9

た︒

四335国

中学校の女の生徒さんが子どものげ
まつの木のうしろから︑ひとりの女が
でてきます︒

四旧3

たのはなおをすげるあいだ︑

四353園

て︑ないているわけをききました︒

四319團

どこかの中学校の女の生徒さんがき

三637ふたりの女の子は︑まえに

おんなの人がやさしくいいました︒
一467

ながい みみをふりふり︑

一459

おんな

温度

おんど

六618 けさの温度は五度です︒
六619 毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書
きつけましょう︒

十426 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の
深さのこともわかり︑

十449 海水の温度に大きなかわりかたもなく︑四
年めになった︒

十四651 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま
わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑
いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒

十四654 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ
十四656 これは︑まわりの空氣の温度によっても
ちがいますが︑

女

子どもたちをすわらせました︒

十四7312 しかし︑それも︑前の温度のむらとなに 五247園 みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑
か関係があることだけはたしかでしょう︒

十四848 空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の
﹇女﹈︹話手 ︺ 1 2

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑
おんな

四伽5 女﹁もし︑それは︑

四㎜3 女﹁それは︑天人のはごろもと申しまし
て︑

が︑水にうつっているわ︒﹂

六898 いどの水をみて︑女﹁まあ︑りっぱなかた

291
おんな一おんな

九921 そのあと︑学校帰りの女の子ふたり︑通り
すぎる︒

とたおれそのままなくも

九備3図魍着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん
十127 お友だちにさそわれても︑どうしてもおと
窓をあける女の先生︒

うさんのそばへこない女の子もありました︒
十1911
ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑﹁こくご

一﹂の文を大きな声で歌う︒

十234

かい男のめん︑わかい女のめんと︑

十6310 おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ

十四9312

女の子は︑どんなにか︑それで火をとも

そのあわれな︑小

女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし

してみたかったことだろう︒

女の子は︑両足を

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四943
十四946
十四951

女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両

女の子は一本のマッチをとりだした︒

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑

十四953
手をさしのべた︒

女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

女の子は︑またそうしないではいられな
その女の子は︑中のへやをすっかり見と

ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子
女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ

十四㎜10

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけん

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

めいにたのんだ︒

十四棚6

人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒

十四撹5

十五206 ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子

で四つになるかわいい子どもたちでした︒

とりの女の家庭教師がついていました︒

十五208 それに︑この子どもたちをせわする︑ひ

十五2112 女の子は︑あぶない足どりで︑

十五266 このわしが大きなくちばしで女の子の頭

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑ 声をあげた︒

ところが︑下につかまれている女の子は︑

左手は女の子の上帯にかけたままで︑

は血にそまった短刀があります︒

十五294 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

けにたおれかかりました︒

十五293 つかんでいた女の子をはなして︑あおむ

十五286

あきらめたのか︑おそろしいのか︑

十五273

﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませんでした︒

でもつつけば︑

女の子は︑もう一本の︑第三早めのマッ

十五2612下の方にいる女の子を元氣づけるために

だが下へ落ちないように︑

十五252 鳥が大づめでつかんでいる女の子のから

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五246 いまそれをとめなければ︑もうその女の

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245 急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女

の子はばたばたしているではありませんか︒

十五238 大きなやまわしのつあにつかまれて︑女

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

女の子は︑手にもえつくしたマッチを 十五235 ふと氣がついてみると︑いままで先生の

やくほのおの方へのばした︒

十四962

十四9710
チをすった︒

十四9711

十四994

十四㎜5

ばのたばの中からひきだした︒

十四999女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ

﹁︿略V︒﹂と︑女の子は思った︒

十四991女の子はねむそうにつぶやいた︒

十四987女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

十四984ちかぢかと女の子の上を照らし︑

クリスマスの木の下にすわっていた︒

そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の

しかのこっていなかった︒

十四978

の方へずっとよってくるではないか︒

十四976

おすことができた︒

十四9610

くなって︑もう一本のマッチをとって

十四965

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

十一4310 女の先生が︑卒業する子どもの名をお読 十四964
みあげになりました︒

十二397 これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ
の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑

十二棚8 高さは一メートルほどあり︑男や女のい
ろいろなすがたをあらわしています︒

十二鵬3 大きなげたをはいた女の人が︑おともを
ふたりつれています︒

十四4512 それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ
ていなければ︑ふるえてもいません︒
十四522 花は︑美しいわかい女でした︒
子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒

十四905 ﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ責りの女の

十四907 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出
たときは︑防ぐつを足にひっかけていた︒

十四918 そこで︑その女の子は︑まったくはだし
になってしまった︒

十四937 女の子は︑窓口をとおして︑ちらちらと
かがやくともしびの光を見た︒

十四9311 女の子は︑手にマッチの小さなたばを一
つ持っていた︒

おんぶ・する

﹇火﹈

﹇化﹈

女の人たち

女の子二﹁それに寒かったし︒﹂

﹇女人達﹈︵名︶2

手ぬぐいのようなものをかぶった女の人た

︽ーシ・

どこからともなく︑女の人たちが集まつ
おんぶする

みんなできみをおんぶするんだ︒

そこを通りかかった人が︑おんぶして学校

獅P3日

獅S日
5月15日

晴

晴

︑
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﹇課﹈︵名︶息だいいっか

んさんかげつ・はちかげつ・よんかげつ・ろっかね
ん

か

12 11

げつまえ・じゅういつかこく・にさんかげつ・にね

かかか
八八八七七
置塞垂113櫻讐曽望

くもり

くもり

くもり

24聡

16聡

19度

20度

19度
雨

くもり

一179

うちにいると︑それが見えないが︑こ

よう︒せみがどこかでなきだした︒

かしな人︒どうかしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

どうなっていたかわかりません︒あ
一651囹

う﹁だって︑だれかがばかにするんだ

ながめます︒どこかで︑かっこうが︑﹁︿

ない︒

煙う﹁どこかで︑春の声がする

ちに︑いつのまにか︑ねむってしまい

いきました︒なん年かたつうちに︑この

でつづいているのか︑わからないほどに

三437園

︑どっちが多いか︑くらべてみよう

三271 なりましたなん年かかかって︑とうと

三231

三225

二6610囹

二566

一﹇422園

一一402

一585囹

︻442

ききますと︑どこかで︑﹁︿略﹀︒﹂とい

か・なんとか

か・どうにかこうにか・どころか︒なにか・なんだ

よそのおばさんが︑あかちゃんをおんぶし か ︵副助︶㎜ かεいくらか・いっか・それどころ

こでは︑なにもかも見えるのですからね︒

十五m10園

うぶんでございます︒

四餌5園 いや︑おとひめさま︑なにもかもじゅ

おんぶしているがんもおちそうになり か ﹇彼﹈︵代名︶2 か

﹁わたしがおんぶしましょう︒﹂

﹇負﹈︵サ変︶5

て來て︑糸屋さんをとりまく︒

十三297

ちが︑ならんでせんたくをしていました︒

十143

おんなのひとたち

七194

三672 女の子たちはいいました︒
十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の
おんなのこに ﹇女子二﹈︹話手︺2 女の子二
子を自分のせなかにかくしました︒
十五2910 少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手 七178 女の子二﹁そうね︒﹂
で女の子をかばい ︑

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

十五309 少年が女の子を後にかばうようにして︑
十五3112 その中で︑女の子を後にかばいながら︑

少年は苦しい戦いを続けていました︒
十五332 父親のうでにだかれた女の子は︑にこに
こわらって︑

十五335

か

七892
七901

七877

五789

か

て︑そばを通りました︒

十526

までつれてきました︒

六589

六4110園

ます︒

四523

ースル︾
そのときの女の子の両親の喜び︑
﹁あの︑育ちのわるいわかい女はだれ 四517園

十五9112囹
だね︒﹂

十五伽7園あの女はさがしに行きたがって︑
十五燗3囹 あなた︑あの女の人を知らないのです
か︒

おんなのこいち ﹇女子＝︹話手︺3 女の子一

女の子一﹁あら︑そうですが︒﹂

女の子一 ﹁ な ぜ か し ら ︒ ﹂

いるわ︒﹂

七177 女の子一﹁このまえより︑なの花がへって

七188

女の子 三 ﹁ 花 が ち っ て ︑

女の子四

女の子三

七179

女の子 三 ﹁ あ っ ︑

﹇女子三﹈︹話手︺2

七1710

おんなのこさん

七2010

女の子四﹁先生︑

﹇女子四﹈︹話手︺2

七181

女の子四﹁あっちにも︒﹂

おんなのこし
七212

女の子たち

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子たちがいいました︒

﹇女子達﹈︵名︶4

三644

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子たちがいうと︑

おんなのこたち
三651

三6610 おとうさんは女の子たちにおききにな 七927
七949
りました︒

か

おんなのこいち一か

292

293
か一か

こしくると︑どこかのおじさんが︑荷物

れました︒どこからか︑しじゅうからがや

五9811

五948園

五842

五836

ました︒いつのまにか︑しじゅうからは︑

五624

おきてみると︑どこかのねこが︑しのびこ

﹁︿略﹀︒﹂﹁ひばりかもしれないよ︒﹂﹁︿

夏休みになにをするか︑みんなで話しあい

しゃつたとき︑だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂とわら

んとこたえていいのか︑わからなくなって

五6011囹︺も一って︑なにか︑おかあさん︒﹂﹁で

五293囹

三665園へいったらいいか︑風にきいてみよ
三678園
らへふいているか︑みてごらん︒﹂と

五価6

五悩7

三444園
のほうがまけるかもしれない︒ぼく
三601 ちは︑どうきまるかまっています︒み
三613 して︑どうきまるかおまちになりまし
三649囹
右か左かどちらかへやらなければ︒﹂

三7010園
ります︒﹁なんだかつまんでみよう︒

三702 ︑
ゆかの上になにかあるのをみつけま
三707 ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑び

︑どうなっていたかしれない︒﹂ありは︑
二﹁今夜はつもるかもしれない︒﹂あり

どこかでだれかがめくって

り三﹁おや︑だれかたずねてきたらしい

海

六556

がどんなふうになるか︑辛しみです︒

お話がすすんでいくか︑画しみではありま

と︑空はいつのまにか︑雲一つなく︑きれ
七

六698

六667

六484圃海どこかでだれかがめくってる︑大

六2810園

六264園

じゅうからは︑どこかへいってしまいまし

六1511囹

かり︒

りぎりす二﹁なにかめぐんでください︒

五価6

六298囹

ここにいて︑なにか︑おもしろいことが

三753圏ほら︑どうなるか︑きをつけてみて
三979 とは︑いつのまにかきえてしまいます
三価5 ない人が︑なん人かのこりました︒そ

六484圏

五研4囹

四228国した︒なんのえか︑あててごらんな
四258團がふると︑どこかで休んでいると
四308團︑みんなでなにかおみまいをしよう
四318国 いました︒どこかの中学校の女の
四342園いた文で︑なにか氣のついたこと
四351 だ︑なんのことだかわかりません︒﹁︿
四4510圓
︒あとからなにかおっかけてきや
四522 ありません︒どうかすると︑するりと

いましたか︒なにかご用でございましょ

﹁おまえは︑なにかつったか︒﹂ほおり

﹁ぼく︑どっちだかわからなくなつちゃ
六848園

六鵬6

六齪8

六棚1園

六㎜5

ろうと思った︒なにかよいおりはないかと

うじだ︒おや︑だれかが︑しょうじのあい

望遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂こう

のぞいてみた︒どこかの屋根が︑めがねの

六964園くる︒たい﹁なにかご用でございましょ

六923園

六7310園

るえさんが︑なにかお話をしてあげたら

たずねるが︑だれか︑このかたのつりば

から︑お話もするかもしれませんよ︒﹂﹁

六947園

六715囹

四835 ︑赤いきれでなにかこしらえはじめま
四881の白い雲に︑だれかが︑ちぢまってい
四922 ︒まつ黒くはないかもしれないが︑ど
四榊3園 ﹁それでは︑なにかかわったことを
四餌8囹 ︒﹂おとひめ﹁どうかなさいましたか︒﹂
四皿6 いますと︑どこからか︑よいにおいがし

あるはずだ︒だれか知っているものはな

六7111囹

五93囹ユ︑シュ︒﹁どこかのおばあさんとぼっ

六955園

五133園ている人がいないか︑しらべるのさ︒﹂﹁
五235囹す︒それで︑どこかのおばあさんのよこ
五248囹︒そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに
五272園のですもの︒どこかでありがとうといい
五276囹 ︑わからなかったかもしれません︒でも

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七六六六六六六六六

8784838280787878777574706561594343403727262521413了133133130129129113113

う一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょうとは

ちばん喜んでたべるか︑しらべてみること

れについて︑なにか︒﹂旅人﹁それはほか

このらくだはどこかからにげてきたので

て︑裁判官﹁なにか︑そちらにも︑いい

どういうことなのか︑くわしく話しなさ

のらくだを︑どこかへっれていったのに

﹁それとも︑だれかにおききになったの

︒﹂乙﹁どこにいるか︑早く教えてくださ

がみてとって︑なにか︑こそこそささやき

なたがたは︑なにかさがしておいでのよ

まわしながら︑なにか︑ものをさがして歩

むのをまっていたのか︑すぐうしろに︑忌

さ書く︒いつのまにか︑葉ばかりのさくら

うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの

どうでしょう︒なにかの花びらが︑くもの

はだですぎたことかもしれませんが︑こ

す︒どこのどなたかはぞんじませんが︑

した︒三郎は︑だれかにゆずってもらった

みあげました︒だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら

それから︑いく日かたったある日の午後

と同じ色になるのか︑わかりますか︒﹂

して︑みつをすうか︑よくごらん︒ひと

とあらわれる︒どこかで小鳥が鳴いた︒チ

さんは︑いつのまにかはぐれてしまいまし

しろくない︒なにかかげよう︒﹂﹁︿略﹀︒

げました︒﹁なにかかげようじゃないか

しまうから︑どこかへいってくれたまえ

は毛をぬらしてなにかあわてています︒﹁︿

口のところで︑だれかの声がします︒それ

という氣持は︑どこかへふっとんでしまつ

1102821185411921348656471044118614396
園園通園園囹園 囹
圓園
囹 園園
囹囹園
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七876 せん︒いつも︑どこかを動かしています︒

七918 は︑早くたべたいのか︑黒いうさぎの上に

八56 といったほうがいいかもしれません︒なぜ
天
67 ようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑
ノ
八93 きます︒うじどころか︑庭の木にとまらせ
八102 もの知らずで︑なにか氣にいらなかったり
八105 りです︒また︑どうかすると︑歩いている
八109 いながら︑毎日なにかかわったことをしで
八163 んでいっても︑なにかの木の根にいきあた
八164 のか︑なんで知るのか︑手ごろな︑皮のう

八164 は︑においで知るのか︑なんで知るのか︑

八275 をみまわして︑なにかさがすようになさい
八399 人は︑そのままどこかへいってしまいまし
八503 りをしました︒だれかがきいたら︑自分は
八649 ・そういって︑どこかへいってしまった︒
八753 ヤ︑ピシャと︑どこかへいってしまった︒

八738囹 いしあわせにあうかもしれないよ︒﹂こ

八8710 ︑どんなに苦しんだか︑ここで話すにはあ

また︑なにがなんだかわからなくなりまし

十一709園

十一526

せんか︒なんとかひとこといってくだ

らなかった︒だれかのかさのしずくが︑

まねこは︑まだなにかいいたそうに︑しば

十一722

て︑看護婦がなにか飲み物を持ってくる

九669
︑ぐあいよくなにかをほりあてたらいい

十一765

十一7512

︒そうして︑なにかいおうとでもするよ

九711
九809囹
︒﹂﹁ぼくは︑どこか一つのところをきめ

十一775

中には︑いつのまにか︑せきふらしい物︑

つかりしていたかわからないよ︒これ

した︒また︑なにかものをいおうとでも

年は︑もっとなにかききたかったが︑い

九811園

や石ころは︑どれか一つのかごにいれて

︑母親がどんなにか力をおとしたことな

九815囹

十一806

九823

ここからも︑でるかもしれないそ︒﹂﹁︿

今夜はもうだめかもしれない︒﹂とい

九826園

十︻888囹

を動かして︑なにかものをいいたげにし

わしながら︑なにかさがしては︑それを

ーブルとか︑なにかとりつく物があると

て︑あとにいくつかの実がなっていた︒

ができると︑だれかがいったことを思い

三戸ー38

十二278

だしました︒だれかがそれをとらえまし

私を待っているのか︑すこしも知りませ

十二265

立酒ー111 というものはなにかすばらしい力をもつ

十手ー02

十二75 が︑なんのことだかその意味がわかりま

十二72 はなにを思ったのか︑ふと庭さきにさい

十一8812

十一836園

ってきた物があるか︑おしらべなさい︒

九851園手を加えて︑なにかの道世一につかった物
九867園

九鵬9 っていくとき︑だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大
九川4 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒みんな
九皿7 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒﹁︿略﹀
九皿9 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒四十メ
九欄1 りだしました︒どこかであかちゃんのなき
九悩4 いると︑いつのまにか︑いままで苦しかっ
九欄9 目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで
九柵9 って返事をしていいかわからないので︑そ

十二328
十二343

十二322

十二441囹︑動いているのかもしれないよ︒﹂﹁︿

ることを︑なにか美しいものであらわ

いきました︒だれかが水をくみあげてい

︒それからいく日かのあいだに︑なんの

十53耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき
十56 もないが︑どこからかきこえてくる︒美し

十二473園

十二3610

＋2912からなりたっているか︑それをさがしてみ

十294たはどんなあみかたか︑なぜ︑このような
十295ればならなかったのか︑よく考えてみたい

八7610︑どっちにたおれるかわからなかった︒風 九帽3 落ちることができたかもしれません︒けれ
八885 てこんなになったのかわからないうちに︑

八895園 から︑ころされるかもしれない︒しかし

八931た︒どうしていいのかわからないので︑ つ
︑
048うらに︑青黒いなにかのたまごが生みつけ
ノー

は︑なんと思ったか︑なん千アールの田

がわにいってなにか持ちだしてきました

ある︒次にいくつかの例をあげてみよう

︑どうしたはずみか︑チルデン選手はか

十二602
十二766

十二566

十二854

十303そんなことになったか︑そのわけをよく考
人には︑なんのことか︑おそらくわからな
＋4910

十二鵬9 ほど便利になったか︑考えることができ

＋4110みにたえて︑なん年かをすごした︒あると

＋5310そりのそりと︑どこかへいくところでした

十539 いぬが氣にかかるのか︑ふり向くと︑いぬ

ので︑いつのまにかびんぼうになって︑
十一1911

きました︒﹁なにかはいっているとみえ
十695囹
な目にあわされるかわからない︒﹂おく
十718園

十三53

十二佃2 どれほど苦心したかわかりません︒新し

十二麗10

へ渡っていったのか︑いまはもういなく
九4111團

九166りをおしんでいるのかもしれません︒これ
九168 ︑話しあっているのかもしれません︒やが
九238 い教養をもっているかを世界じゆうに知ら
九379團はえていて︑なにかでてきそうです︒な
また︑いつのまにかがんが渡ってきまし
九421国
ます︒いつのまにか葉がすっかり落ちつ
九445諸

あの子は︑どうかしているのではない
十一272囹

とばで︑なにごとか︑ささやきかわして

がどうなっているか︑ほとんど知られて

司6111アワアとみんななにかいっているのです︒

十二価8 の店らしく︑なにかの毛皮がひろげてあ

九656 って︑なにがなんだか︑まるではちの巣を
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十四撹1 まのおそばへ行くかのようにのぼって行
十四皿8 日をむかえているかを知らないのだ︒
十五201ちゅうにはいくつかの停車場があって︑

十三123 ど害をなしているかしれない︒知識を廣 十四805れているのもあるかもしれません︒それ
十三292 ︑そこでは︑どこかの子どもが︑もう︑
十四846 っしょうができるか︑どんなばあいに︑
十三361一 ッパの音が︑どこかでひびく︒子どもた 十四848けっしょうになるか︑空中の温度の変化
十三388囹年のときだったか︑遠足で行きました 十四851ようにしてできたか︑どんな天空を旅し
十三454 に︑あいてがなにかいっているわけです 十四852旅して降ってきたか︑おのずから知るこ
十三508 すむまで見ているかもしれない︒すぐ帰 十四884うが︑いつのまにか曲がってしまう︒ど
十三546 その氣持を︑だれかに話してみたくてた 十四894に近づけて︑なにかもの音でも聞こうと
十三551園︿來たね︒なにかおもしろいことでも
十四912うはどこへいったか︑つい見いだせなか
十三611園のほうがうまいかもしれないが︑深み
十四914 つのほうは︑どこかの男の子がひろって
十四132團を入れていいのか︑おわかりになりま
十四941の子は︑どんなにか︑それで火をともし
十四157團︑どうしたものか︑ちょっと私にはわ
十四994園ひいた︒﹁なにかが︑神さまのところ
十四996ちるときは︑なにかのたましいが神さま

歩いていたほうがいいかさえも︑わからなかった︒

八707

六柵11

六佃10

あひるの子は︑立っていたほうがいいか︑

はなからでるかでないかということを︑

ければ︒

三649園

八708

ければならないか︑それを︑はっきり

はじめに右か左かどちらかへやらな

はじめに右か左かどちらかへ

うたううたは︑そのことばの声のかずが︑

歩いていたほうがいいかさえも︑

ないかということを︑考えたことがなかった︒

ものをいうときに︑声がはなからでるかで

五か七になっているのです︒

六597

四493 石ころかなにかのように

にかのようにおちていきました︒

四493

わきにそれたかと思うと︑石ころかな

三649園

︵霊宝︶42 か

十五価2囹

十五M4囹にいるときよりか︑ずっとお話がうま

十四175團ていらっしゃるか︑この私にはわかる
十四287略﹀︒﹂私は︑なにか大きな灯しみをもつ
十四293どというと︑どこかにしまってあるもの

＋五2310 ︑そのとき︑だれか︑その大わしのせの

がいい氣持かどうか︒

八818園 もぐったりするのがいい氣持かどうか︒

か

十四294 ののように聞えるかもしれませんが︑こ

八812園 のどを鳴らすか︑たまごを生みなさい︒

十四322 ﹂という人があるかもしれません︒天上

十四1611国
一にある︑なにかそういったものがこ

十四311別の國ででもあるかのように考えて︑世

十五247 へ持って行かれるかわかりません︒そう
十五282まらなくなったのか︑その重荷をふり落

八817下水の上をおよいだり︑もぐったりするの

十五5311ピストになにごとかをいいながらうたせ

十五389あり︑またいくつかの訓のあるものもあ

十五389よっては︑いくつかの音のあるものがあ

＋五3012の石を取るが早いか︑目の前ニメートル

十四341界が︑なおいくつかあるのです︒こうな
十四344 ︑どこまで廣いのか︑想像がつきません
十四351ものに感じられるかもしれません︒大う
十四443三かでいられるのか︑それを︑こう話し

＋五5610圏
号とでもいおうか︑私がはじめて会つ

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九92 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

十四468 れだけ歌を聞いたかしれませんが︑
この

＋五6810園
たら︑どんなにか喜ぶだろうに一﹂

十五616えらいかたであるかを知らなかった私は

八8211園たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

＋四4612つ
︑かれも︑どこかへけしとんでしまつ

十五693く目は︑思いなしかやわらいで見え︑そ

十四473 人は︑
どういう人かわかりませんが︑お

九4010二男か女かわからないが︑

十四487 まるたに︑
なん人かの婦人がつかまって

十五739たちは暑さをどこかにさけて︑家の中は

九4010膚身か女かわからないが︑

十一58園

ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四

学校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒

十147 小学校のいちばん上の学年か︑︿略﹀商業

役をひきうけました︒

十五784かってもらえないかもしれない︒けれど

九392團高い木をみつけると︑兄かぼくがのぼる

十四607園地面にはえたのか︑考えたことがあり

十五904園にかくれているか︑こぞんじないでし
︑かならず︑なにか︑そのしずくのしん

十四613園もならなかったかもしれない︒﹂つる
十四641

十五脳11 声をたてて︑なにかにぶつかりながら︑

＋四6712陸
︒地の上のどこかの一地方が︑日光の
十五907園出した︒だれだか︑いっかそんな話を
十四7312 温度のむらとなにか関係があることだけ 十五932囹をいうな︒なにかおまえについている
十四773 つたりして︑なにかこしらえようとして

ばんをこぐんだ︒

十二877 父にこういわれたら︑バケツか︑じょう
ろに水をいっぱいいれて持っていくだろう︒

十三187 國のおこるかほろびるかは︑このときに
さだまり︑

十三188 國のおこるかほろびるかは︑

十三207 平野の雑草をかりとり︑じゃがいもか牧
草を植えることにありますが︑

ず︑このことについて研究を重ねました︒

人々の目には︑小さな小さな黒い点かな

すこしもさわがず︑あばれもせず︑

十五2711
十五2712

鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさな

黒い点かなにかのようにしか

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五2810

文字に書くか︑またほかに特別の表わし

いうちに︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

十五346
かたをしなければならない︒

んか
︑ カし
︑
︒も︑
うしし
一126圃しょ︑

なにをみましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ 十三
一288園

だよ︒もういいかい︒ もういいよ︒
一134圃

一132圏だよ︒もういいかい︒ まあだだよ︒

Oまあだだよ︒

十三209 このあれ地に育つ木があるかないか︑ま か ︵終助︶鵬 か皿vはだをかぶのかい・ものか・も
十三209 このあれ地に育つ木があるかないか︑

十三613囹 なんといっても︑二十二か三のわかさ
で︑せんぱいをしのいで大家になり︑

十四496 このおじょうさんは︑この歌を知ってい

一306ほかにありませんか︒この手で︑なに

にをききましたか︒﹂ 十三 手と足
﹇289囹
いとおもいますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
一343園

たかどうか知りません︒

十四6411 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯

十四496 この歌を知っていたかどうか知りません︒

いとおもいますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
一346囹
なにになりますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
一351圓

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒
湯が熱いかぬるいかが︑

十四6411

それはなぜですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ 十六
一365園

一628とうでもついたのかとおもってみまわ

一557を
圓もっていますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

︑どうなりますか︒﹂おとうさんがき
一547囹

ことがありますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ズ略V︒
一541園

ぎさんじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おとう
一504囹

十四796 ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ
ちがうらかもとか︑わからないことでした︒
十四796 どっちがうらかもとか︑
いくらいだつた︒

十四9112 自分の足だか︑ひとの足だか︑わからな
十四9112 自分の足だか︑ひとの足だか︑

二52囹 ﹂﹁ふるあめですか︒たべるあめです
二53園たべるあめですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
二96囹 とはできませんか︒﹂とおたずねに
W囹 た︒どうしてですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

二326園みたことがあるかい︒﹄といいました

二241園だの水でしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

二232囹はないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

一一

十五267 大きなくちばしで女の子の頭でもつつけ
ば︑大けがをするか︑殺される心配がある︒

十五273 下につかまれている女の子は︑あきらめ
たのか︑おそろしいのか︑

十五274 あきらめたのか︑おそろしいのか︑それ
ともおどろいて氣でも失ったのか︑
十五274 それともおどろいて氣でも失ったのか︑

Q2
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つたことがあるかい︒﹄と︑またたず

ぶにいけましょか︒

いえいえ︑そ

いえいえ︑そ

た︒﹁それでいいかい︒﹂おとうさんは

た︒﹁それでいいかい︒﹂おとうさんは

どちらへいこうか︒﹂おとうさんはお

ドもそれでいいかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂デビ

た︒﹁それでいいかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ジュ

けないじゃないか︒﹂そこでおとうさ

ちでぶちましょか︒ いえいえ︑そ
︑﹁どこへいこうかね︒﹂とおききに

山にすてましょか︒

ぜないているのか︒﹂とおたずねに

ぜないているのか︒﹂とおたずねに

みょうではないか︒﹂といいました︒

るではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

た木を︑どうするかということにな

いものでしょうか︒﹂といいますと︑

かならないものかなあ︒﹂あちらの村

い虫とおもいますか︒﹄三くみの人たち

んな花がすきですか︒﹄轟くみの人たち

とだよ︒わかったかい︒﹂はんたかは︑

おでになったか︑おしゃかさま︒

んはのりましたか︒﹂ぼち﹁わんわん︑

んなのりましたか︒﹂みんな﹁のりまし

略﹀︒﹂﹁ふうせんかな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又臥

これはなんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

う︑なにをやるかな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ってみましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

︒すこし休もうか︒﹂たろう﹁ええ︑休

おなじじゃないか︒﹄といいました︒

たものじゃないか︒﹄三人めのめくら

せてくれませんか︒﹄﹃︿略﹀︒﹄と︑⊥ハ
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三766囹てどこへ いくのかなあ︒﹂と︑デビッ
四992園

四986囹

しま﹁おや︑だれかと思ったら︑かめ

ま﹁うってくれるかね︒それはありが

五859園 ない︒どうしたのかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五835圓

五782囹

五763園

ちが︑﹁いいですか︑写しますよ︒﹂と

けてくれたのですか︒こごのずが工作の

︒﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂﹁︿

四欄5園

︒あのかめさんかい︒もうすっかり

らしま﹁あ︑そうか︒あのかめさんか

ったら︑かめさんか︒﹂かめ﹁このあいだ

五874園

五869園︑かぜでもひいたかと思って︒﹂﹁︿略﹀︒

五868園

うってあげようか︒﹂みんな﹁うん︑そ

うってくれないか︒﹂子ども四﹁どう

もいいじゃないか︒﹂デビッドがいい
三8210園
四鵬5圏

ふうはあるまいか︒﹂と︑ふたりはい

四996園

三柵−o六

三筆1園 かなしみになるかと思って︑いまま

四鵬8園

いってもらおうかな︒﹂かめ﹁ごあんな

四209斗出意はいいですか︒﹄とおっしゃいま
四215團をつかまえようかと考えました︒ね
四236国らおかえりですか︒そのときは︑山
四282團のせてくれないかな︒ふわふわとし

四伽9園

四価2園

心霊8園

のでございますか︒﹂りょうし﹁いや︑

四柵1囹 いというのですか︒﹂おとひめ﹁そうで
四面6囹 えりになりますか︒おなごりおしゅう

四衡8囹

いただけませんか︒﹂天人﹁それでは︑

うでございますか︒なんのおかまい

はございませんか︒﹂うらしま﹁でも︑

かなさいましたか︒﹂うらしま﹁あまり

六173

六122園生はなおりましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

五佃1囹 み︒おりてこないかい︒ぼくの友だちの

五949囹動かないじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂さんち

五935園ごはんでもたこうかな︒﹂といって︑手

五918園

五902園

えは水がほしいのか︒﹄とたずねると︑﹃

れはどうしてですか︒﹂とたずねました︒

三つも四つもあるかと思っていたよ︒あ

て︑﹁おまつさんか︑あなたがみえなか

五861園 ﹀︒﹂﹁ああ︑そうか︒﹂そのとき︑下の

四型8園

することかな︒ぶどうえんの
四291 ひろいを

四槻4園

﹁しょうとつしたかと思った︒﹂﹁︿略﹀︒

三搬5
一どに十もでたかと思われるほど︑
三備5囹 ちかい山はどこか︒﹂と︑おつきのも
四鵬1園

くることかな︒おばさんのう
四293 あそんで

五115囹

ところにやられるかと思って︑びくびく

わすれものはないか︑じろう︒﹂﹁︿略﹀︒

五三4園

ろいことがあるのかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そう

ぎりすさんでしたか︒﹂あり二︑三﹁きり

あり一﹁あ︑だれかと思ったら︑きりぎ

六206園うではありませんか︒﹂みんな﹁そうしょ

樂しもうではないか︒﹂勘塘髄肪賊う﹁その

いるではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂といって

六225園

六202園

略﹀︒﹂﹁しんきちか︑早かったね︒﹂し

六2210園 をやろうじゃないか︒﹂あり一︑二︑三﹁

六225園

いらっしゃいますか︒﹂うらしま﹁はい︑

四295 つだいをすることかな︒となりのうち

五139園

うのはどんなことかね︒﹂﹁それはこうな

略﹀︒﹂﹁先生からかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四佃3園

くることかな︒じぶんでじぶ
四297 もらって

五181園

五969園 してやりましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

四309團ではありませんかOおてがみを潔い
四343園とはありませんか︒﹂先生にこうた
四362園です︒わかりますか︒そこにいなくて
四364園とが︑わかりますか︒﹂みんなは︑しば
四428園やだめじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五288園

五282園

五292園

五558囹︒いってみませんか︒﹂と︑さそってく

五433團

みつけた二ばん星かなあ︒﹂私たちは︑

六294園

六266囹

六252園

六251園

六244囹

り；お元氣ですか︒﹂きりぎりす一﹁お

りすさんじゃないか︒﹂遭勘3りすていね

夕ごはんにしようか︒﹂あり二︑三﹁そう

りか︑ありが荷物か︒﹂みんな﹁はははは

荷物︒荷物がありか︑ありが荷物か︒﹂

ているんじゃないか︒﹂あり三﹁でも︑わ

六236囹︺い︒いいじゃないか︒﹂罰財齢卯砂の バイ

五588囹

たじゃありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おとう

六296園

六

五632園

︒﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂﹁︿

六351囹

六338

いうことをやるのかね︒﹄ときいたので︑

四492 から
わきにそれたかと思うと︑石ころ

五6711園

︑氣でもちがったかね︒女王さまのよう

ほたるはとびますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四563園﹁︿略﹀︒﹂﹁いいのかい︒﹂きず口もだん

五694囹

︑﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂と

五308園

四5610園︒﹂﹁だいじょうぶかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂かっ

五727園

いるではありませんか︒そばには︑りっぱ

四453囹したんじゃないか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
四456園いったじゃないか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
四459園﹁とりのこされるかと思ってさ︒それ
四461園けてきやしないかと思ってね︒﹂﹁︿略
四474園しょうじゃないか︒﹂みんなはそう

四5910囹
みかけなかったかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五733園

︑﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂と

四602囹まをみなかったかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五741

六517 月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

雲﹁だいじょうぶかい︒﹂かかし﹁なんて

かかしくんじゃないか︒﹂かかし﹁助けて1

四604囹さん︑知りませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのう
四638気︑どうならぼうか︑かっちゃん︒﹂こ
血876雪が降るのだろうか︒風がふいてきた
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六976園

ではございませんか︒﹂編論酌の﹁あ︑これ

りばりを知らないか︒﹂たい﹁このあいだ

七238園︑とりかえましたか︒﹂兄﹁あ︑わすれて

なんのはたけですか︒﹂先生﹁知っている
七1910園

のか︑わかりますか︒﹂兄﹁どうしてかし
七2510園

にかよいおりはないかと思っていたら︑ち

︑﹁はなをかむのかい︒﹂といったので

のでる音なのだろうか︒弟は︑﹁はな﹂の

うにみえるではないか︒それは︑ここから

六965園

六梱8

南口2

六鵬7

﹁作ってあげようか︒﹂といいますと︑

る音ばかりではないか︒ただ一つ﹁ヌ﹂と

六扇8園

六備2囹

下欄3

がなかったんですか︒﹂編罠駒の﹁おまえは

につりがしたいのか︒﹂濾齢酌の﹁あの異き

てくださいませんか︒そのかわり︑にい

だるまは命がないのかなと思いました︒こ

のこと︑わかったかい︒﹂ときかれて︑

動くもの で し ょ う か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 天 意 ﹀ ︒

るじゃありませんか︒﹂とおっしゃいま

V︒﹂﹁さ︑どっちかな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おか

でいるのでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︑ 死んでいるのでし
ているのでしょうか

六宮4園

六衡11園

六旧9園

六桝6園

六伽7囹

六櫛2園

六悩9園

六桝4園

六櫨1園

1﹂﹁もう︑いいかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おに

て︑﹁もう︑いいかい︒﹂とさけびまし

あなとつづけようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂トンネ

略﹀︒﹂﹁トンネルか︒それはおもしろい

は︑なにをしようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

だから︑あげようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六桁11囹

六描7園

んにしよう︒いいかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

七787園

七7710園

七777園

七768園

七764園

じではありませんか︒﹂乙﹁それとも︑だ

﹁どこでみましたか︒﹂旅人は︑それに

ぬけてはいませんか︒﹂ふたりは︑いよ

目ではありませんか︒﹂ふたりは︑なお

のではありませんか︒﹂ふたりは︑びっ

六価2囹

にくるのは︑だれかな︒﹂かしの木は︑

ごちそうになろうかな︒﹂のそり︑のぞ

はじめよう︒いいか︒﹂うさぎさんたち

かけようじゃないか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒

七814園 を︑知っているのかね︒﹂乙﹁だいいち︑

七8011囹

七788園

きになったのですか︒﹂旅人﹁いいえ︑み

﹂﹁︿略﹀

六糊1園

た︒﹁もう︑いいかい︒﹂﹁

つかさをくれないか︒﹂うさぎさんたち

なんの絵をかこうか︒﹂と︑いろいろ考

︑﹁きみ︑作れるかい︒﹂とききました︒

は︑なにかつったか︒﹂画論肋の﹁いいえ︑

六柵6園

六鵬4園あの山のてっぺんか︒わかった︒﹂しか

木にのぼるのですか︒﹂年より﹁そうです

七49園

七51園ブラウスの女の子かな︒かばんをカチャ

七8110圏 まだ︑知っていたかね︒﹂乙﹁はい︑知っ

るじゃありませんか︒﹂甲乙﹁らくだをぬ

でございましょうか︒﹂編論抽の﹁じつは︑

︑いいぶんがあるかね︒もしあるなら︑

七981

七8311囹 ︑なぜわかったのか︒﹂旅人﹁草をくいど

七834囹 うしてわかったのかね︒﹂旅人﹁それは︑

七823圏

七52圏走ってくる男の子かな︒﹂朝日の光がな
もんしろち

七828囹

の神﹁そうでしたか︒それはお困りでし

七141

三

なににするんですか︒﹂先生﹁そんなに実

㈲
﹁あら︑そうですが︒﹂男の子二﹁ああ︑

八49 われるようになったかといえば⁝⁝︒秋の

11月29日
七188囹

七182囹

くれているんですか︒﹂先生﹁しげった草

たくないのでしょうか︒

ているものはないか︒﹂魚たち﹁ほんとう

七196園
でございましょうか︒﹂海の神﹁おまえは

んできてくれないか︒﹂女﹁はい︒﹂女の

にんずをかぞえたかね︒﹂燃励長﹁はい︒﹂

ろいではありませんか︒

てきたのではないかと︑思ったのです︒

神﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい︒たいだ

七168囹

七159

つかいかたでしょうか︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ん︒﹂海の神﹁そうか︒みなのものにたず

七832囹

いったものはないか︒﹂魚一﹁ぞんじませ

がしたのではないか︒﹄と︑たずねるの

うでございましたか︒なにかご用でござ

いらっしゃいますか︒﹂俗論的の﹁私は︑ほ

七7510園 いはい︒なんですか︒﹂旅人﹁あなたがた

なんのこてんですか︒﹂年より﹁海の神の

うたってあげようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂その日︑

のか︑生きているのか︒もちろん生きてい

ん︑わからないのかい︒﹂兄﹁なまいきい
七261園
よ︒﹂兄﹁あ︑そうか︒﹂ ︵四︶ それから
七265囹
七292囹よんでみましょうか︒﹂母﹁よんでちょう
七303園っていたの︒まだかと思った︒﹂母﹁いま
中へはいれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂むりに
七344園
七354らだになってしまうかと︑思われるほどで
てくださいませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私は︑
七361二
七391 ︑﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきなり
七463手でぐっとひろげたかと思うと︑しずかに
七526た︒どちらが勝ったかと思って︑心配して
七724 ってもらっているのか︒あ︑ほたるだ︒だ
七734んでもさいているのかと思ったら︑まあ︑

まは︑死んでいるのか︑生きているのか︒

六517思うとすぐで︑でたかと思うとまたすぐは
六568どんなものにしようかといろいろ相談しま
六595 ︑なぜうたいやすいかと考えました︒どう
六596の話がうたえないのかと考えました︒その
六667しみではありませんか︒お話の題はべつに
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八248 ︑すっととびたったかと思うと︑その憎い

八235 やがておきなおったかと思うと︑からだは
九512園

九497園
こを通らなかったかい︒﹂たきがピーピ

こを通らなかったかい︒﹂とききました︒

こを通らなかったかい︒﹂とたずねまし

こを通らなかったかい︒﹂とききました︒

ゆうというのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂天帝は︑ 九533囹

九521園

八2910園

八297囹 はなんといいますか︒﹂天帝は︑その男

九572囹

れを知っていますか︒﹂といいました︒

九566園ねこを知りませんか︒﹂すると︑その男
もなかなかうまいか︒﹂とききました︒

ないと い う の で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

九582囹

あなたはたれですか︒﹂とたずねますと︑

てくださいませんか︒そのたびにお礼は

満足なさ る の で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

八394園略﹀︒﹂﹁そうですが︒たしかにそうです
九594園

八3811園

たしかに そ ヶ で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

九703囹

九652囹

︑ようございますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といい

八392園

八394園

略﹀︒﹂﹁ほんとうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂み知ら

九7010囹

いていいでしょうか︒﹂いちろうはわら

しゃつたじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

八4210園満足なさいましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

八397園

八431園

九715園

ちらがおすきですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂やまね

ちらをえ ら び ま す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

八454 なおすことができるかと︑相談をはじめま
九804囹

九723園

なふうにほりますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

八513圏 えさんはだれですか︒﹂とたずねました︒

八469 もなくくらしているかと思うと︑友だちが

九841園

りました︒﹁これかね︒これはじょうも

のがあるじゃないか︒﹂先生がまわって

八516園

九843園

あ︑﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はう

八523囹 えさんはだれですか︒﹂とたずねました︒

校の帰りじゃないか

︒二﹁まだやるのか︒﹂たかぎ﹁やるとも

っていいじゃないか︒よけいなおせっか

もういいじゃないか︑そんな話lI−たか

﹂二﹁たかぎく

九903園

九892園

あ︑﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はう

八527園

えさんは だ れ で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

あ︑﹃びんぼう﹄か︒﹂といいましたが︑ 九959園

九919囹

八532 すんでいきはしないかと思ったのでしょう
八538囹

八5310園

八737園 になる考えはないかね︒きみはみっとも

八632囹 いうたまごはどれかね︒﹂と︑年よりの

九989囹

九985園

九981園

てやったじゃないか︒﹂やまだ﹁ぼくだっ

い︑ボタンついたか︒﹂やまだ﹁つかなく

だ﹁首︑いたいのか︒﹂たかぎぶつきら

八621園だと思っているのかい︒世界は庭の向こ 九9610園 とったんじゃないか︒﹂と︑ボタンをと

八797囹生むことができるかい︒﹂と︑あひるの

八865 はまたいじめられるかと思って︑おそろし

八851 こへとんでいったのかということも知らな

憂世2

九尊5

九柳9園

九皿5囹

まいえさがかかるかな︒この二三日とい

泉があるのではないかと氣がついた︒舟を

そのまましみてきたかと思われるようにつ

ってはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑み

んかの話をするのかい︒﹂たかぎ﹁しても

だ﹁かんにんするかい︒﹂たかぎ﹁いや︑

てやったじゃないか︒﹂たかぎ﹁だから︑

することができるかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九9810園

八802囹

八958 めになるのでしょうか︒ 5月7日

んだ︒ちょうちょか︒ちょうどいいや︒

八822囹︑だれにわかるのかね︒わたしのことは 九捌3園

九76 しきを思いだしますか︒﹁月﹂だけで思い

九悩8囹

九盟7園

㈲

九319国 さんもお元亨ですか︒ぼくは︑こちらへ

九319国 かわりありませんか︒みなさんもお元氣

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九九九九九九
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んだい︑なんの用かね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なん

﹂﹁︿略﹀

てもおそれず︑そうかといって︑なにをし

みたことがありますか︒能を知らない人で

眞になるのではないかと︑ふと︑こんなこ

いすいとういてきたかと思うと︑また︑す

した︒五六歩いったかと思うと︑よそのお

は︑まえ足をあげたかと思うと︑その足を

かかったのではないかと思いました︒これ

やいているではないか︒大きなゆめは実現

門っているではないか︒幸吉は︑それこそ

きないものだろうか︒﹂一つぶの天然君

すえをどうするのか︒﹂佐吉は︑もう︑

んなことでいいのか︒日本のゆくすえを

きないものでしょうか︒学校では︑組の友

きないものでしょうか︒ぼくがいるので︑

のものがこうなったかということを︑考え

ち︑どうしているかな︒﹂12ひとりの友

どんなことばを話すかとたずねるものです

おった青い色ですか︒﹂と︑日本の海の

海はどんな色ですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑お

ちらがきれいですか︒﹂とたずねました︒

たちではありませんか︒あんないなかはつ

な葉をくれませんか︒﹂と︑おとうさん

っことができるものかと思いました︒その

かあさんじゃないかね︒﹂おかあさんと

たしをわすれたのかい︒﹂﹁

いるではありませんか︒くもは︑ふしぎな

むることにしようかな︒﹂くもはからだ

っ白な羽をひろげたかと思うと︑ひらりひ

がしにいきたいのか︑ちょうちょさん︒

きました︒﹁そうか︑おかあさんをさが

たいと思いませんか︒﹂﹁1﹂﹁︿略﹀︒﹂

682256118177432271271010265310625416
囹素腹
園 官需園 園 園園 囹 園冷寒囹

＋6810園 ︑﹁だいじょうぶかい︑あぶなくはない

父の看病

十三393園 ちに來たんですか・⁝・・へえ⁝⁝はい⁝

十三392園

って來たんですか⁝⁝いつ⁝⁝え︑う

たづけてやろうか︒﹂ひとりごとをい

十三397園 わらう︒︶

十三396園

どうするのですか︒﹂とききました︒

おろぎさんですか︒まだだめです︒も

十三432囹

か︒︵顔をあげて︑そ

みたことがあるかね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十三445

て來ました

いをするんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十三542團︑どう思いますか︒﹂ぼくは︑その絵

︶いいじゃないか︒帰ったばかりだか

おいででしょうか︒はい︑眞ちゃん⁝

だれかと思ったんですよ︒

ではありませんか︒はじめ短い羽を動

十三405囹

十三404園千二十五番ですか︒きょう︑マンシュ

晩⁝⁝そうですが︒あいたいな︑早く

いまそこにいたかと思うと︑もう次の

とではありませんか︒ケラーは︑生まれ

まだあるんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十三566園 にちがうのですか︑おじさん︒﹂﹁︿略

十三551囹

句はいかがですか︒﹂﹁︿略V︒﹂芭蕉は︑

うしていられるかと思うと︑どうして

十三598園

十三597囹

十三593囹

十三5710園

ん︒なんていうか︑ただのおかあさん

これはどう思うかね︒﹂それは︑せい

﹁そうだったのかい︒きみたちは︑日

十三6011園 ︒﹂﹁ああ︑あれか︒あれは︑ミケラン

十三599囹

ふん︑そう思うかい︒きちんとした︑

やないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

っている︑なぜかといえば︑妹にして

十四172団

十四171国

なって︑﹁そうか︒そうじがすんだら

らっしゃいますか︑お知らせください

いになりませんか︒どんなにしていら

すぎはしませんか︒おひとりでさびし

お考えではないかと心配していました

おいででしょうか︑お知らせください

十四173団

黒してみたらどうか︑ということであり

十四2712園 が調べられますか︒﹂とおたずねした︒

十四273

十四245

ってきたのだろうかと思った︒それで︑

になったのだろうかと︑ふしぎになって

︑﹁あれもそうか︒﹂とかいいながら︑

おばさん︒だれかと思った⁝⁝え︑い

い⁝⁝そうですが︒ほんとう⁝⁝こん

いじゃないですか︒え︑え︑はい⁝⁝

十四3311

十四309

︑星の世界の全部かというと︑なかなか

まったのでしょうか︒むかしのことはし

やないでしょうか︒げんかんがしまつ

十四215園

十四201囹

十四1610国

十四136団

パリー︑千九百

なことをきくのか︒﹂という色があら

けばいいでしょうか︒それは︑民主主義

車ではありませんか︒これは︑汽車第一
かえてしまったのかというと︑そんなこ
もとどおりにするか︑これが︑デンマル

るではありませんか︒

十四92團

十四63
こ

の写眞帳でしょうか︒これをみて︑どん
ることができますか︒

ぎが勝つでしょうか︑かえるが勝つでし
におう
るが勝つでしょうか︒ 仁王さま こん

ほうおう堂

るではありませんか︒はにわには︑この

﹀︒﹂﹁そう思うかね︒いかにも︑おか

ちは日本人ですか︒﹂とたずねました︒

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁句か︑まだできない︒だ

ことでもあるのか︒﹂そういって︑喜

はしばいではないかというと︑そうでは

うおやすみですか︒﹂その声は︑毎日

形のしばいですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十三4111園

﹀︒﹂﹁そうですが︒わたしはまた︑あ

17

十669園ことだ︒わかったか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂太郎か
＋6810囹︑あぶなくはないかい︒﹂と︑ふるえ声

ではありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂あくる

つたのではないかね︒﹂とたずねた︒

九

わらなかったのか︒﹂とせめた︒﹁︿略

こと ば で は な い か ︒ ﹂

おそろしさにふ

でかせぎ人ですか︑外國から帰ってき

入院したのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂看護人

るいのでしょうか︒どうなんでしょう

うなんでしょうか︒﹂と︑少年は心配

これが父親であ

︒わかりませんか︒チチロですよ︒チ

がわかりませんか︒なんとかひとこと

どうしたんですか︒ぼくは︑おとうさ

おとうさんですか︒﹂と︑看護婦はや

すこしよくなるかと思えば︑思いがけ

﹁さあ︑いくのか︑いかないのかね︒
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か︑いかないのかね︒﹂と︑父親はあ
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た︒﹁だれですか︑あの人は︒﹂と︑

の手がらだろうか︒﹂といってあざわ

とをいいだしたのかと思いながらやって
っているのですか︒﹂とたずねました︒
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ではないだろうか︒﹂村の人たちは︑

ぞ草葺翫カミ召！鰐揚醜二陣警量擁壁雛
名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑
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十698囹いるはずじゃないか︒それが︑死なない
十699園たを取ってみようか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
十706園てみようじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
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いついがん戦いあしうしかかかんのしせきばなのあこな
るただらとだか よさたりりわででたぎはでかでりとい
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301

か一が

十五305すこし舞いたったかと思うと︑こんどは

十五281 いう羽音をさせたかと思うと︑もうたま

四762

か 3 カ か

十五⁝⁝2園

﹁加﹂から﹁カ﹂などと書くようになつ

か一からだはいつもきれいに︒

をこぞんじですか︒私は︑あなたをす

十五328鉄ぼうの音がしたかと思うと︑いままで

十五397

加

十五428 ている國があろうか︒日本のことばをも

﹁加﹂から﹁力﹂などと書くようになつ

﹇画﹈5クレヨンが・てんじょうが

た︒

十五397

た︒

十四347年一わかりますか︒光が一方のはしか
十四356るではありませんか︒これを思えば︑人
十四377とは︑なんであるかということも︑しぜ
十四402園いな雲ではないか︒﹂二の人﹁大空がほ

十五443囹じゃありませんか︒古い焼物そっくり

＋五4210
ないものであろうか︒私たちは︑この間

十四429圃︑平氣じゃないか︒どんな暗い日だっ
十四438圖︑平常じゃないか︒どんなさびしい日

は費りものですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十五466園

とりいれま

いくらでしょうか︒﹂そのねだんのあ

六

＋四5010るではありませんか︒

かにもありますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒ が

﹇髪﹈←しらが

十五4610園

十五468囹

が

十四516園やはだれのものか︒﹄という話しあい

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早

道と思ったのです︒が⁝⁝︒

十7312園

まえ足をおろしてしまいました︒

七907 うさぎがうしろ足で立ちました︒が︑すぐ︑

︵接︶11 が

十五519園まごさんでしたか︒じつは︑私は今右

る︒﹁そうですが︒よくわかりました

してはくれまいかと︑やぶからぼうの

どこで作りますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂プリン が

十五574囹

くのがいやなのか︒なに︑そうじやな

十五4612園

十四537囹きな実になったかということは︑こぞ
十四584園ことがありますか︒﹂水が続いていい
十四608園ことがありますか︒﹂花も︑葉も︑つ
十四619園 ︑どうでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑日
十五624園

十五501園

＋四7310ようがなんであるかということは︑ まだ

ま︑友だちからすすめられて︑ことわりかねてし
﹀︒﹂﹁ああそうか︒よしょし︒﹂おじ

少年は看病にかかりました︒が︑ほかに

なにといってすることもできませんでしたから︑

十一762

十五632囹

に︑どうしているかとたずねられたのも

れてあるではないか︒ああ︑新島のおじ

まった︒

十五6911

十五698

十五649囹 ﹁満ぼう︑これか︒﹂と︑にこやかに

十五625園氣にさわったのかなあ︒やえ子︑満ぼ 十一607 かたくとめられていたのである︒が︑い

十四743むらが︑ どうなるかということは︑ただ
十四747んな流れがおこるかというようなことに
十四801卑したのでしょうか︒ことによると︑な
十四803えたことではないかと思います︒または
十四885 こんなに曲がるのか︒風にふかれたから
十四885れたからであろうか︒足がつめたくなつ

れたのじゃないかね︒﹂チルチル﹁あの

さめることがありました︒

すすりなきしました︒が︑ただ一つ︑少年をなぐ

十五851囹れたのじゃないかな︒あのとおりテー 十一7912 少年は︑いすにぐったりと身を落して︑
十五855園

うじゃないですか︒とにかく︑そいつ

﹁みんな聞いたかい︒この人のうちに

それは私にとって︑このうえもないた

いせつなことばです︒が︑おかあさん︑運命には

十四83團

うちに︑たいそう上達したのさ︒

︿略﹀︑美術の中心のフロレンスで︑研究している

いこをして︑たいへんじょうずであった︒が︑

ラファエルは︑︿略﹀︑早くから絵のけ

十五908園

のに聞えないのかい︒それからさとう

十五棚10園

﹃幸福﹄がいるかってさ︒戸や窓のや

十三5610園

十五9311囹

十五929囹

まおうじゃないか︒﹂ふとった幸福ど

＋四9412どんなによかろうか︒女の子は一本のマ

十四886 ったためであろうか︒それとも︑心の中
十四888 ったものであろうか︒雪國でいちばん樂
十四896集できないだろうか︒同じ題の作文でも
十四939囹はやき鳥だろうか︒﹂ひもじいので︑

十五川10園

とあるものですか︒﹂チルチルすこし

十四956法のマッチだろうかとさえ思った︒それ
十四977 ってくるではないか︒ああ︑そのときも

十五畑3園知らないのですか︒まあ︑よくごらん

十五9910園

十五146図魍ゆれにゆるるか照りそう風に おど

たいなんだろうか︒﹂女の子はねむそ
＋四9812囹

このランプは︑石油でもきはつ油でも︑

十五備12園

どちらをおつかいになってもかまいません︒が︑

したがわなければなりません︒

十五238るではありませんか︒さあたいへんだ︒

十五価3園

きはつ油をおつかいになったほうがいいのです︒

十四117團

十五239 ︒どうしたらいいか︒人々はただ︑﹁︿略

十五柵10園をこぞんじですか︒私は︑それは長い

十五帽7週目がおわかりですか︒私は﹃物のわかる

ことがなかったかい︒この手でおまえ

＋五2312す︒だれでしょうか︒その人は︑いっし

らね︒わかったかね︒チルチルや︑お

十五276吸もなくなったのかと︑そのことがまた

一385
︒あさがおのはながいつつさきました

︒あさがおのはながさきました︒あさ

す︒しろいこいぬが︑むこうからころ

ます︒しろいいぬがはしってきます︒

﹁539園

一538囹

一534

一534

けんかずきの人がひろうと︑ただの

んせつないい人がひろうと︑だいや

き︑しゃしょうさんがきました︒

略﹀︒﹂と︑わたくしがいったとき︑しゃ

﹁383

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒が︑

一388

﹇387

十四158團 おとうさんのおはかについては︑どう
おかあさんのおすきなようになさってください︒

﹇541囹︑ひろったことがありますか︒﹂﹁︿略

︑きれいなたまがひろえたら︑また

︿略﹀︒﹂おとうさんがききました︒﹁︿略

一547囹︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁たまがひろえなかったら︑

一544囹︒そうして︑たまがひろえたら︑お月
一548

一552囚巴

一176しょう︒どんなじがかかれるでしょう︒

一175ようは︑どんなえがかかれるでしょう︒

一173
な︒まどのきのはがうこいてる︒きょ

一459 たおんなの人たちが︑ながいみみをふ
一464 たくしたちのぼんがきました︒かばん

一457

一454

一451圓

一4410

もったおじいさんが︑やっぱりながい

略﹀︒﹂おんなの人がやさしくいいまし

略﹀︒﹂こんなこえがきこえます︒だん

います︒﹁けんさがあるようですね︒﹂

︿略﹀︒﹂かくせいきがよんでいます︒ズ

一636

一627
一629

﹇626

とき︑とみこさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といい

一639 につれて︑みんなが手をとっておど
一649 あさんのこえで目がさめましたQおも

一622囹

﹁619囹

一614

︒きゅうにあたりがあかるくなりまし
おおきなお月さんがでるところでした

になると︑おどりがはじまりました︒

ですもの︒どなたがおもちになっても

﹁でも︑わたくしがもったら︑ただの

とき︑たろうさんがくろいぬをおって

おぼえのあるかおが︑たくさんならん

れるでしょう︒だれがかくでしょう︒だ
一177

一467

二68

一582囹

一569

かくでしょう︒だれがよむでしょう︒せ
一178

一469

かくせいきのこえが︑またひびきまし

︵二

︵七

十四178團 きょうはこれでお話をやめます︒が︑

のあさがおのはなが︑いつつかきねに

一402

一391
一403

のなかに︑わたしがいますよ︒みんな

いっぱい︒かっこうがないてる︒﹁︿略﹀︒

近いうちにまたはじめましょう︒

一404

山のつつじがさいた︒まっかな

ことばみじかにその関係を物語る私の顔を︑あな

十五595 一言のもとにしりぞけようとした︒が︑

一422

けると︑おとうさんがそばにたってい

つじ

のあくほど見つめていた博士は︑︿略﹀︑一路潤た

略﹀︒﹂というこえがしました︒

︒まっかなつつじがいっぱい︒かっこ

くへと車を走らせた︒

一445

一435

一217う
圃たえば︑ くつがなる︒

一483

すると︑まさおさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といい

3 ガ が﹇▽さどがしま・ところが︒わ

︵格助︶魏

が

が

一222 ゆうぎを︑みんながかってにかんがえ

一484

二611

﹂

た︒

︵四︶

きしゃがきました︒かくせ

きがついてみると︑さ

X3

X4園

︵三︶

先生が︑それをごらんに

あつめたことばが︑ごちゃごちゃに

した︒

﹂よしこさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へん

＞︒﹂と︑おじいさんがいいました︒おん

︿略﹀︒﹂おじいさんがこういうと︑しろ

一237し
囲ました︒﹁くつがなる﹂では︑あし

あげました︒よにんがむきあって︑なか

たくしたちのばんがちかづきました︒

一239た
圃おそらにくつがなる﹂では︑てを

一4810

W1

一179
よむでしょう︒せみがどこかでなきだし

一244 とびました︒ここが 一ばんおもしろか

は︑きれいなはながかざつてありまし

つけた
こ︒
もりうたがきこえます︒﹁︿略

︵五︶

と︑しゃしょうさんがふえをふきました
ました︒

に︑そのわけかたが︑いろいろにかわ

ニー37 ざりました︒大あめがふりました︒にわ

ニー17

﹁

一492

一262

一498

一494

た︒しゃしょうさんがまわってきてい

ました︒にわに川ができました︒あめ

できました︒あめがやんで︑にじがで

すずしいかぜがふきこんできたの ニー41

︶

めがやんで︑にじがでました︒大きな

一521

やむらさきのたまができました︒ふた

一5110

んできたので︑目がさめました︒もう
ニー42
した︒おおきな川がながれていました ニー42

んまるいお月さまがのぼりました︒あ

らをふきます︒川がながれています︒

一523

︑おおきなほしがひかっているでし ニー52

となりのおじさんが︑﹁︿略﹀︒﹂おとうさ ニー48

一527囚囚

一525

ふきます︒あさかぜが︑そよそよとのは

がれています︒川が︑さらさらとなが

ます︒ちいさな川が︑うちのまえをさ
れています︒いぬがはしってきます︒

一［

一一

一一

一281お︒ひとつのかおが︑わらったり︑ない

4

かぜがふきます︒かぜが

一342に
囹でもなることができるなら︑ただ

3了

6

一372わしくなる

3了

7

一505園略﹀︒﹂﹁やっときがついたの︒お月さ

3了

8

﹇509

3了

2

﹁373がふきます︒かぜがそよそよとふきま

38

が一が
302

303
が
が

二3310園ください︒ぞうがとおりますから︒﹄

らえにかくことができるでしょう︒

二234園

二216園
きなちょうちょが︑けさも︑ゆりの

﹁先生︑ゆうがおがこんなに大きく
二402

二391 ろうとおとうさんが︑山へのぼってき

山から小ぞうがとんできた︒﹄
二378圃園
どこかでか
︑っこうが︑﹁︿略﹀︒﹂となき

二404 なきます︒たろうが︑大きな声で︑﹁︿

︒あんまりいうがにているので︑ぼ

す︒だりやの花が︑さきがけてしぼ

二261園

く︑はじめはきがっきませんでした︒

るところに︑川がありました︒くつ

二247圏 んせんに︑つばめがたくさんとまって

二246園

二438

う︒﹂たろう﹁ぼくがたろうだよう︒﹂山
二414園
﹁だって︑だれかがばかにするんだも
二422園
の︒﹂齢舵う﹁おまえが口ぎたなくいうか
二424園
からだよ︒おまえがきれいなことばで
二425囹
ね︒﹂たろう﹁ぼくがわるかったよう︒﹂
二432圏

二264囹 ました︒きゅうりが︑くつの中にはい

︑

と︑べつのやぎがいいました︒やぎ

一びきのやぎがいいました︒﹃︿略

︒二ひきのやぎが︑そのはしのまん

二269囹 し︒﹁せまいはしがありました︒二ひ
二271囹
二276園

いちろうがでてきます︒﹁︿略

U園 これは︑お月さまが︑くもからでてく

んどは︑わたくしがやってみましょう
二456囹
ばめん

さちこが︑走ってでてきま
二522なると︑おかあさんが︑いすにこしかけ

ゆ⁝⁝﹂ぼち﹁空があかるくなって

け﹁やあ︑かすみがたなびいている︒

こかで︑春の声がするよ︒﹂みんなは

たしかに春の声がきこえる︒﹂その

く略﹀︒﹂という声がする︒ぶた﹁おや︑

︿略﹀︒﹂という声がする︒この声は

︑

花のおやねがうつくしい︒

あ

走るきもち︒それがだんだんととおく

んたかというでしがいました︒はんた

たかはものおぼえがわるく︑そのうえ︑

︑﹁では︑わたしがはなしをしてみ

く︑そのうえ︑ものがよくいえませんで

きますと︑門ばんがはんたかをみて︑

ものだということがわかりました︒き

くれません︒しかたがありませんから︑

では︑おしゃかさまがせきにおつきに
︑はちをもった手が︑するするとおし

てきました︒先生が︑こくばんにつぎ

から︑きれいな光がさしていました︒

たちに︒﹃どんな花がすきですか︒﹄背く

たちに︒﹃どんな虫がいい虫とおもい
︑一本のくすのきがはえました︒たい

二312園

二578 とりのおじいさんがでてきました︒み

二5610 みました︒なの花が︑いちめんにさい

二547 んのよこに︑三人が立ちます︒おかあ

二546よびます︒いちろうが︑走ってでてきま

ました︒﹁しかたがない︒この木を
三253園
りほかにしかたがあるまい︒﹂とい
三258囹

三252のあるおじいさんがいいました︒﹁︿略

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁お米がはんぶんもできな
三238囹

なん十という広々が︑日かげになりま
なん十という直々が︑日かげになりま
になります︒﹁日があたらないで︑こ
三237圏

した︒まいあさ日がでると︑この木の

二313園 略﹀︒﹄ころちゃんがかぞえてみました

二588た︒ ︵二︶ 先生が︑こんなおはなし

す︒﹁︿略﹀︒﹂さちこが︑おかあさんのぞ

二324囹

二604園
こんど︑みなさんが二年生になったら

のうちのひとりが︑﹃︿略﹀︒﹄といい

︑六人目めくらがありました︒その

﹃こんどは︑ぼくがかぞえてみよう︒

二325園ものをみたことがあるかい︒﹄とい

たらしい 一年生がはいってきます︒
二605囹

R囹

二3210囹 と︑ほかのものがいいました︒﹃︿略

﹁あたたかいかぜがふいてくる︒﹂み
二651園

百人というきこりが︑切りはじめました
三262
三264と切りたおすことができました︒こん

二338囹︺しんというおとがしてきました︒﹃︿

一一

二3010園略﹀︒﹄とんちゃんがかぞえてみました 二542 きします︒じろうが︑走ってでてきま

543286371863153324382810107

232323222020201了16151515141211111197量了0696了666565
園 登園囹
囹
〔醐

二331囹 でさわったことがあるかい︒﹄と︑ま

二309園 それでは︑わたしがかぞえてみよう︒

二288園

二504 のばめん

二486ん そこへ︑じろうがでてきます︒﹁︿略

U

一［
一［
一一

二525 いう︑さちこの声がします︒﹁︿略﹀︒﹂

二2710園

S7 S6

T2
V

二296園 めに︑ぶうちゃんがかぞえました︒﹃︿

十二ひきのぶたが︑そろって川をわ

かっこうが︑とおくでしずか
だします︒

二262囹 ありました︒くつがながれてきました

T園

二236園

二376囹いの山に︑ゆきがふっているのを

︒﹃︿略﹀︒﹄めくらが︑ひとりびとりか

T囹 ︑六人のめくらが︑ぞうつかいに．た

ニー54

生︑大きなくもがすをかけていま

おわりに︑ひとりがいったことばから

﹄と︑ぞうつかいがいいました︒﹃︿略
二341囹

U

ニー63 ︶ ただおさんたちが︑ことばあそびを

Q12囹
P0

一一

きなあおがえるが︑とうもろこしの

唐S囹 いましたが︑かねがなったので︑やめ

R6 R4

二263園 ました︒きゅうりがながれてきました

一［

二242園

一一

一一

一一
一一

P9

Q4
R2

が
が

304

三367囹ています︒ゆげがもうもうとたって
三267 のあるおじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といい
三368囹︑大きなやかんがかかっています︒
三268
て︑ふねをつくるがよい︒﹂といいま
三272 とう一そうのふねができあがりました︒ 三375園た︒白いうさぎが︑はこの中でねそ
三382圏うたっている声が︑オルガンにまじ
三274 大ぜいのせんどうがのりこみました︒
三384 た︒﹂﹁︿略﹀︒﹂先生がこくばんに︑﹁︿略
三283 のあるおじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といい
三392 うな空で︑ひばりがないていました︒
三286園
きおいのいいのがあたりまえさ︒鳥
三395かえりました︒ぼくがまん中で︑右のか
三406ばたけのくわのはが︑やわらかで︑光っ

三544圃

三543團

かえる︑

かえる︑

がんがかえる︒

がんがかえる︑

山があ

たすき

がんが

三593

略﹀︒﹂と︑デビッドがいいます︒﹁︿略﹀︒

略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒

カナリ

かぜで

海があ

がんがかえる︒

海があれた︑

山があれた︑

ならんで︑

があれた︑

がかえる︒

三546圃

なって︑

三547圃
三551囲

三596

がんがかえる︒

三555囲

左がわにはまどがならんでいます︒

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒

三306

三312囹

三598

ようどおとうさんがおいでになって︑

ます︒みんなの心があわないと︑どこ

三638

V︒﹂と︑男の子たちがいいました︒﹁︿略

V︒﹂と︑女の子たちがいいました︒﹁︿略

中には︑おとうさんがこしかけて︑ボー

略﹀︒﹂と︑デビッドがいいます︒ほかの

三603

三602

三644

三5910

三313圓
す︒まどから光がさしこんできます 三409たいようです︒かぜがふくと︑くわのは
三411くわのはのにおいがぶんとします︒﹁︿
三314園 ます︒ぼうしかけがならんでいます︒
略﹀︒﹂いちろうくんが︑右の方にまがっ
三413

三646

＞︒﹂と︑男の子たちがいいました︒また︑

＞︒﹂と︑女の子たちがいうと︑﹁︿略﹀︒﹂

一

三651

きれいにそうじがしてあります︒

三653

いました︒また︑心があわなくなりまし

三317囹

三417 た︒たんぽぽのみが︑小人になってと
三321園
あたりのようすがかわります︒てす
三422 く略﹀︒﹂みよこさんが︑左のかたからは
三325園
のかべには︑えがはってあります︒
抄うさぎ 願うさぎが︑島からむこうの
三329園 口には︑げたばこがたくさんあります 三432
三332園 います︒はきものがきちんとそろって 三434 みると︑わにざめがいましたので︑こ
なかまと︑どっちが多いか︑くらべて
三335囹
びんに︑さかながはいっていました 三436園
三336園 の大きなもけいがありました︒青色 三444囹︒ぼくらのほうがまけるかもしれな
三337囹 色のくすりびんが︑たくさんならん 三444囹 しれない︒ぼくが︑きみたちのせな
三461 いにいたわにざめが︑白うさぎをつか
三339園
すみに︑かれ木が立っていました︒

三654

のとき︑マイクルが︑﹁︿略﹀︒﹂といい

した︒みんなの心があいましたから︑
三635 ずうみにはボートがうかんでいました

三631

三615

三6010圏す︒﹁みんなの心があわないと︑どこ

三342囹

はくせいのりすが︑二ひきのってい 三465 りっぱなかたがたが大ぜいおとおりに
三467りました︒戦うさぎがいままでのことを
タリンのにおいがしてきます︒﹂﹁︿
三469園びて︑ねているがよい︒﹂とおっし

︒﹁︿略﹀︒﹂マイクルがいいました︒﹁︿略

︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略

三341園

三345園 びんに︑赤い花がさしてありました

三6510

三658

＞︒﹂と︑おとうさんがおっしゃったので︑

三664

のとき︑ピーターが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いい

︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略

︿略﹀︒﹂おとうさんがおききになりまし

ん︒そうして︑風がどちらへふいて

略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいました︒﹁︿略

三6810

三686

三668

いいました︒﹁心があわなくてはだめ

三679

三677園

三661園

三472 た︒するといたみがいっそうひどく
三346囹りました︒みんながそのまわりにあ
三476おくにぬしのみことがいらっしゃいまし
三351囹 に︑とうもろこしがたくさんはえて
三352圓 けには︑きんぎょが三びきおよいで
︑その上にねるがよい︒﹂白うさぎが
三487囹
三353囹 ます︒白いくもが水にうつってい
三489︒ズ略﹀︒﹂戦うさぎがそのとおりにし
三354囹 ところで︑すずめがないています︒そ 三493囲 かぼちゃの花がさきました︑ あ
三501圃 かぼちゃの花がさきました︑ は

︑小さな︑白い雲がとんでいました︒

います︒その声がよくひびきます︒

三681

三355園

三356囹 しつでは︑六年生が︑はこのようなも
三503圃
なかなぜみも目がさめて︑ かぜに
︒大きなかまどがふたつもあります 三515圏
ちんかっちん日がくれて︑ 火花が

三365囹

火花がみえるのみのさ
た︒ がん がんがかえる︑ がんが
ています︒おゆがわいています︒ゆ 三542圏

三365囹︺ もあります︒火がもえています︒お 三516圏 くれて︑
三366園

三709 ぴかぴかしたものがあります︒﹁︿略﹀︒

三692 略﹀︒﹂みんなの心があいました︒﹁︿略

三817

三814

三813

三806

ボンのようなにじが空にかかりました

こへお日さまの光がさしはじめました︒

略﹀︒﹂と︑マイクルがいいます︒雨は︑

三㎜3

三996園

三993

なさい︒みなさんが大きくなってから

でくれます︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

というおじいさんがすんでいました︒

︿略﹀︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

︒﹁︿略﹀︒﹂デビッドがいいました︒﹁︿略

三梱1

︑たびたびこがねがはいっていました

れいなおひめさまがすわっていました

ぴかりと光る竹が一本ありました︒

三梱6 とです︒おじいさんが︑だれよりもはや

た︒ピーターは赤がすきでした︒﹁︿略

三梱3

︒﹁︿略﹀︒﹂ピーターがいいました︒ピi

三712

ません︒﹁わたしがはきだしてあげよ

三714

三717園
三817

三道5

マイクルはみどりがすきでした︒﹁︿略

三殿3園 なにきれいな人がおよめにもらいた
三鵬5 もあきらめない人が︑なん人かのこり
三価7 とをいって︑それができたらおよめに

とき︑おかあさんがえんがわにでて

三価10 ︑だれもすることができませんでした︒

︒﹁︿略﹀︒﹂デビッドがいいました︒﹁︿略

︑すくすくとせいがのびて︑ふつうの

︒﹁︿略﹀︒﹂マイクルがいいました︒マイ

︒﹁︿略﹀︒﹂ジュデーがいいました︒ジュ

三831

三齪8

三8110

三823

た︒ジュデーは青がすきでした︒﹁︿略

︿略﹀︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒ 三8110

︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略

︒﹁︿略﹀︒﹂マイクルがたずねました︒﹁︿

三824

三7110

三718

三725
た︒﹁︿略﹀︒﹂みんながいいました︒﹁︿略

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんながこたえました︒﹁︿

︑またおかあさんがおききになりまし 三828 ︒﹁︿略V︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略

三729

三731
三733

三鵬1

三7310 ︒﹂はじめてみんながこうさけびました 三833

あなたたち︑にじがみえて︒﹂とおき

土研5

ています︒﹁あれがかぐやひめだな︒

れいなおひめさまがすわっています︒

ひめのひょうばんが︑だんだん高くな

三835園

三道2 なったのを︑みかどがおききになって︑

︒﹁︿略﹀︒﹂マイクルがたずねますと︑﹁︿

三742

なところにだれがかけたの︒﹂と︑マ

三盛6園

ぐやひめのすがたがきゅうにみえなく
なりました︒あきがきて月がうつく
た︒あきがきて月がうつくしくなると

略﹀︒﹂と︑マイクルがききました︒﹁︿略

三838園

︿略﹀︒﹂おかあさんがおしえてください

三研9
三鵬4
三佃4

のさきにあまだれがあるのをみつけて

した︒﹁お日さまが︑雨のつぶつぶを

中に︑小さなにじがみえました︒十

みえました︒十五夜がちかくなったあ

三8310園

三839

三744 ＞︒﹂と︑おかあさんがおっしゃいました︒
三748
︒﹁︿略﹀︒﹂ピーターが大声をあげました

は︑どんなひびきがきこえるでしょう︒

三m1園

三㎜6

いいました︒みんながみますと︑そのあ

ります︒このはしがなかったらどう

りする小さな子がいたら︑とめてや
さい︒みにきた人が一本ずつおって

三佃4園 の國からむかえがきて︑かえらなけ
三川2 たので︑かみのけが白くなり︑こしも
三川4 まいました︒みかどがこのことをおき

三皿9

大ぜいの天人たちが︑雲にのっており

ことに︑手足の力がなくなって︑なに

三顧6 われるほど︑あたりがあかるくなりまし

一どに十もでた
んなどもおることができます︒この

三菱1

おいたくらの戸がひとりでにあきま

なって︑お月さまが

︒この一まいの紙が︑いろいろなかた

うして︑おばあさんがだいていたかぐ

三麗5

に︑えをかくことができます︒おとう

三位3

ものをおることができます︒ふねを

つくえもかくことが できます︒にわの

三盛6 わたしました︒天人がはごろもをきせよ

三備4

三備2 わすれになることができませんでした︒

い家も︑かくことが できます︒クレヨ
できます︒はやく

に︑字をかくことが できます︒大きな
字でも︑かくことが

一

めは︑﹁おふたりがどんなにおかなし

校では︑どんな音がするでしょう︒か

9731843573443873

三749 みました︒お日さまが光りながら︑いま︑
三7510

した︒﹁お日さまがつれていってし

こんどはマイクルがたずねました︒﹁︿

略﹀︒﹂と︑デビッドがたずねます︒﹁︿略

︿略﹀︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

三764園
三767

三765

三7610

三774園 です︒あなたたちがねているあいだ︑

三775園 その國の子どもがあそべるように︑
三777園 なって︑お日さまがあなたたちのとこ

略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒

その子どもたちがわたしのお日さま

略﹀︒﹂と︑デビッドがききますと︑﹁︿略

三779園 にもひるとよるがあるのです︒﹂﹁︿凹
凸782

三785

三783園

略﹀︒﹂と︑デビッドがいいます︒﹁︿略﹀︒

︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略

三791 じ 五人の子どもが︑もみじのこかげ
三796
ポトというおとがきこえました︒み
三799
三802

84

84

84

89

89

91

92

92

94

95

95

95

96

96

96

96
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が

が

306

三描8園 するがにある山がいちばんみやこに
三宙7 りをやいたけむりが︑山の上からいつ
四43 ばです︒あかちゃんが生まれると︑ここ

てくれます︒火事がおこらないように︑

四53 くれます︒もし︑人がなくなったときに
四66 と声をかけて︑話ができます︒世界じ
四76

い町へ いくことができます︒とおい

四78 ︑わるいびょうきがはやらないように︑
四88
には︑さくらの木がたくさんうえて
四113 町じゅうの友だちがみんなあつまって
四125

ところがら︑小鳥がとびたった︒﹁︿略

四208團

たくしです︒先生が︑﹃︿略﹀︒﹄とおっ

います︒でも︑雨がふると︑どこかで

四378囹をおさえたものがありました︒それ

︒おしまいは氣がらくでいいからつ

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁氣がらくにはらくさ︒

ままはもうよすがいいよ︒おととい

一ばん安全らしい

とには︑大きな木がしげっているので

﹀︒﹂﹁かっちゃんがそういうなら︑十

ばんめだ︒そこらが

四482

ました︒かっちゃんが︑いまのてっぽう

ら︑てっぽうの音がひびいてきました

とき︑かっちゃんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声を

四4910

四497

四486

四473園

四471園

四471園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁まん中がいいな︒十五ばん

四465園

四458園︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なにがつらいの︒﹂﹁︿略﹀

四457囹

四455園

四388園
あさんのことばがとめたからです︒﹂
四223團 そとにいたねこがおいかけました︒
略﹀︒﹂ここまで話がすすむと︑みんな
四225團 そこを︑わたくしがうまくつかまえま 四391
四244団
た︒﹁みつちゃんがいなくなってから 四392 めいじぶんのことが思いだされてきま
四254国 ると︑みつちゃんがそばにくるような 四399園 んのことばに氣がついてやめました
四255團 にくるような氣がします︒お花をか 四452園 って︑かっちゃんがおしまいにして

四258團

四256国︺しは︑みつちゃんが空をとんでいる
として︑氣もちがいいだろうな︒﹂き

に書くことに︑氣がつきました︒﹁︿略

四283團

四285

四128 からだいじなものがここにとどきます 四287 ︒﹁いま︑わたくしがしたいと思うこ
四316国 かえるとき︑雨がふっていました︒
四135 います︒町ぜんたいが︑ひとつになって
四317国 ました︒わたくしがかさをさしてい
四142 にわとり にわとりが︑かぶのはっぱを
四318国 ちえんの男の子がないていました︒
四144をたべている︒風がふくと︑にわとり
四144
ふくと︑にわとりがふわふわふくれる 四319團 の女の生徒さんがきて︑ないている
四323団 ︑げたのはなおが切れてあるけなか
四151

めのてっぽうの音が︑ひびいてきまし

︒力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃ

四501られたということがわかりました︒力
四502

四5010

した︒﹁みずうみがみえた︒﹂﹁︿略V︒﹂

に︑高い︑高い山がそびえていました

ズ略﹀︒﹂﹁わたしがおんぶしましょう︒

です︒おとうさんがおいでにならなく 四531

生は︑そこに氣がついたのです︒お

四535囹

四517囹

四359囹

四5310

四538 たちには︑この風がなんともいえない

四537

した︒

四516囹︑こんどは︑ぼくがかわって︑かつい

四3510囹

うさんのことばが︑ひびいてきたの

四543

をうけとった

いだしたことばがありますね︒﹂﹁︿略

四168

いるということが︑わかりますか︒﹂

四363園その人のことばが生きているとい

四361園

とき︑たろうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四544

の女の生徒さんが子どものげたの

やりました︒雨がびしゃびしゃふる
四152園 かに
よしきりがなくから︒﹂みんな 四327團
四154 んぼしたら︑わたしがおにになった︒み 四333国しました︒はなおができあがると︑男
四157 みていた︒えつ子がわたしのせなかで 四346 れども︑べつに氣がつきません︒﹁︿略
のことばに︑氣がつきました︒﹂ここ
四162 ねんねした︒せなかがほかほかあたたか 四347園
四357園

四353園

でた︒おかあさんが︑月にてらされて︑

四164

四171 ︒バケツの中に月がうつっている︒お
四174 く光るね︒わたしが手ぬぐいをもって

四366

四363園

生︑こんなことがありました︒﹂と

四546

ちゃんは︑とぶ力がなくなってしまい

四175 ︑おふろへいくのがみえるの︒学校か

四367園

した︒﹁わたくしが︑きのう︑となりの

四549

四5110

四178 ったら︑おかあさんが︑石うすをひいて

四369園

べたくてしょうがありませんでした︒

そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし

かあさんのバケツがおもそうだ︒バケ

四166 くむ︒くろいかげがついている︒おか

あさんに︑﹁ぼくがいっしょにひくと
四184園
四194園 ことです︒お話が あいてなしには

四373囹

四371囹

かっちゃんはねつがでてきたので︑み

もっていたがんが︑手早くくるくる

一わが︑きず口をていね

一わのがんが︑みずうみのきれ

こんもりとした林がありました︒がん

みのほうから︑風がふいてきました︒

四205團 にはいり︑ねこが 二ひき︑わのぞと

四196 て 又略﹀︒﹂先生が こうおっしゃった
四205團りました︒ねずみが 三びき︑わの中に
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が一が

四702

＞︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これがあたった人には︑

︿︒こころは︑ふりがやむと︑なりもと

四9710囹

四974

四944
四953
四965

四943

へうらしまたろうがとおりかかります︒

い︑こまかいものがとんでいる︒あば
あんなに雪のたねがあるものだ︒降っ
そば四人の子どもが︑一びきのかめを

えんとつからすすがとぶように︑黒い︑

もが二百ぱ︑こ米が一びょう︑子がも

やってくることがあります︒そこで︑

んが︑大きなへびがやってくること
四7210

さんおもしろいのができました︒これ

四撹5うみの言うらしまが︑海べでつりをし

四686

四553

四552
で︑目ざといがんが五六は︑あちこち
四733

れ一れんげの花がひらいた︒そ

四5410 てきたので︑みんながかわるがわる︑つ

四553

いう木のはの音がしましたが︑それ

も立てました︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ます︒そこへかめがでてきます︒かめ

四842

んさきに︑ねえさんが︑エスさまのおた

日の夜︑お友だちがあつまりました︒

つたので︑ねえさんがわらいました︒そ

四伽3園える︒﹂かめ﹁あれがりゅうぐうのこ門

四鵬10失うに光ったやねがみえるでしょう︒﹂

四部7園

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ダンスがすんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四557
四831

四765

らしまさん︒﹂かめがよびかけても︑う

かっちゃんが︑氣がついたよ︒﹂﹁︿略﹀

四843

うちのひでおさんが︑おもしろい心し

四695

四558 ︑それは︑小鳥たちが︑ねぼけてとびま

えでした︒ねえさんが︑赤いきれでなに

四佃1

四齪6

四561園

四845

かいのみきこさんが︑しょうかをうた

四⁝⁝⁝6

ます︒そこへ︑かめがうらしまをあんな

きれいなこしかけが二つおいてありま

お天氣で氣もちがいいな︒波もしず

四572 ︿略﹀︒﹂かっちゃんが︑立ちあがっては

四847

だって︑ぼくたちがっかまえたのだも

四559 かっちゃんは︑ねつがずっとさがって︑
四835

ーズのおじいさんができあがりました︒

しているので︑氣がつきません︒かめ

た︒﹁かっちゃんが︑氣がついたよ︒﹂

四839

ンタクローズさんがぶらんこしている 四鵬2

四561囹

四841園

た︒すっかり用意ができると︑みはり

四849

ぼくたちのたびが︑あんまりおくれ

よくなり︑みんながはこんでくるた

︒二十九わのかおがそろいました︒け

四569囹

四564

四579
れども︑もう一わがみえません︒﹁︿略

四佃5

四589

四588

す︒いろいろな魚がでてきてならぶ

ます︒かめ﹁ここがりゅうぐうでござ

四佃8園

うとのたつこさんが︑それにあわせて

四鵬9

︒かめ﹁このかたがうらしまさんでご

から︑おとひめさまがあらわれます︒か

四851

とき︑おかあさんが︑かごにみかんを

四㎜2園

四m1

﹀︒﹂﹁みはりばんがいない︒﹂二十九わ

四853

もらいました︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大き

四591園

四857

た︒﹁よし︑ぼくがさがしてくる︒﹂

けびました︒山びこがむこうで︑﹁︿略﹀︒

四859

四595

四598園

いったので︑みんながわらいました︒

四608 まいました︒しかたがないので︑二十九

おとひめ﹁あなたがうらしまさんでい

ましょう︒﹂魚たちが︑たくさんでてき

は︑どんなことがあっても︑おあけ

︒﹂かめ﹁わたくしがまた︑おともをい

︒

元

でんとうがっきました︒いま

白いけむりがたちのぼり︑

た︒みんなのかおがみえます︒本もよ

でくらかったへやが︑あかるくなりま

ものですが︑これができあがるまでに

ほどたくさんの人が︑はたらいている

四丁4

四梱1

四伽3

四伽2 ものでも

四二4圃

四境3 氣をつけて︒﹂かめが︑うらしまの手を

四耀10囹

四柵6園

四恥5 げましょう︒﹂かめがたまてばこをもつ

四6010 ︑夜つゆでからだがびっしょりぬれて 四866 いると︑みそさざいが︑﹁︿略﹀︒﹂とない
らない︒さむい︒雪が降るのだろうか︒

四一2
四875

四m3園

︒二十九わのがんが︑食事をすませる

四612 そつがかりのがんが︑口をひらいて︑﹁ 四871 ＞︒﹂とないた︒冬がきたので︑よろこ
四619

四621 出発がかりのがんが︑みんなを元氣づ
四876 降るのだろうか︒風がふいてきた︒すみ
四624
で︑はばたきの音がきこえます︒みる
四877 みがまの上に︑雲がでています︒あの
四625 と︑なかまのがんが︑へびからぬけだ 四881 白い雲に︑だれかが︑ちぢまっている
四628
がのへびも︑いきがくるしくなったの 四883圃 ちらちらと 雪が降る︒ すずめ親
四644 ︿略﹀︒﹂かっちゃんが︑わびるようにち
四887圏くれる︒ からすがいそいでかえった
四6410囹 う︒まだ︑からだがじゅうぶんではな 四894圃
﹀︒﹂・と︑冠すずめが︑ ﹁︿略﹀︒﹂ すず
四916 ︑ひたいからゆげがたつ︒ほおにはあ

四梱3

四651囹 ら︑あとのものがじゅんじゅんにた

四917 つ︒ほおにはあせがったわっている︒

四捌9

うすむらさきの雲が︑おだやかにたな

四655

四924 ものではない︒雪が降りだすと︑ぼく
四941はみんな黒い︒雪がかおにかかるのも

なんでしょう︒光がでるのはなぜでし

四679 口あそび﹂︒﹁かえるがひとひよこ︑ふた

四685 の小いけに子がもが二百ぱ︑こ米が一

が一が
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四阿6園

四擢5園
いと︑光ることができません︒でん

このでんきゅうがないと︑光ること

ひとりのりょうしが︑みほのまつ原へ

四折9 ︑どれほど手かずがかかっているこ
奇言1園 チです︒わたくしがこの世に生まれ
四伽5團
まつ原に︑ 波がよったりかえった
四衡1

四枷6
らか︑よいにおいがしてきます︒みる
四俗7 に︑きれいなものが︑かかっています︒
四協5園 のは︑みたことがない︒もってかえ

五389團

しいときです︒冬がすぎて︑春がきたか

かいどうは︑いまがいちばんたのしいと

︑こちらのようすが︑いろいろとわかる

三

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱ

五392團

におったえすることができました︒

五158 いによって︑ねだんがちがいますが︑私は 五362ています︒この石炭が︑汽車や汽船を走ら
五366しには︑くらすことができません︒では︑
五159 へでも旅をすることができます︒﹁︿略﹀︒﹂
五369い木や︑草や︑動物がみえますね︒これは
五163 へ︑配たつをする人がきて︑﹁︿略﹀︒﹂とい
五173園けど︑あて名の字がそまつなので︑わか 五372です︒このような木が︑たおれて土にうず
五182 うちに︑きょくの人が︑私たちをかたはし 五376しのたいようのねつが︑かたちをかえ︑群
五378れていて︑いまそれが︑私たちのために︑
五208圏 しおくんから手紙がきたよ︒﹂みつおさ
五209 ︿略﹀︒﹂みつおさんがよろこんで︑私を手 五383のお友だちから手紙がきました︒そのかた
五385の中に︑こんなことが書いてありました︒
五2011

︒

五393團

五2110

せん︒いちろうさんが家に帰ると︑おかあ

ぺんには︑まだ雪がのこっています︒け

五393国︒冬がすぎて︑春がきたからです︒山の

五213

いち

五227

帰ると︑おかあさんが︑げんかんにむかえ

ほどから下は︑雪がありません︒山の木

帰っていった子どもがありました︒

四欄1囹 ︑これは︑わたしがひろったのです︒

四伽3
五227

五394團

せん︒山の木のめがではじめました︒ふ

から︑ひとりの女がでてきます︒女﹁

四個3園ます︒﹂天人﹁それがないと︑天へかえ

五2210園
﹀︒﹂﹁おじいさんが︑かわいがってくだ

五394團

四面6囹

四目3園天へかえることができません︒どう

五395国

って︑木のみどりがこくなってみえます

いと︑まうことができません︒﹂りょ

︑そのはごろもがないと︑まうこと

五396国

四二6園

五402團︒きゅうにあたりが美しくなると︑私は

まつ原に︑ 波がよったり︑かえっ

ゆれるたもとがうつくしい︒白

五238園知らないおじさんが︑おりるとき︑﹃︿略
五242囹ついた︑わかい人がいるんです︒ぼくは
たら︑ひとりの人が立ちあがって︑﹁︿略
五245園
五248園︑どこかの女の人が︑ぼくに氣がついて

日悩7圏

四重5圏

の人が︑ぼくに氣がついて︑﹃︿略﹀︒﹄と
五248園
れど︑いうところがなかったものだから
五273囹
どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って
五294園
いい子どものことが書いてありますよ︒
五317園
﹂汽車が走っています︒まつ
五323 ︑ポッポ
五326長い︑長い貨物列車がやってきます︒材木
五332かんぼんのクレーンが︑あがったりさがっ
五335茶や︑しんじゅなどがはいっています︒船
五337でしょう︒えんとつがたくさん立っていま
五338とっからも︑けむりが︑むくむくとたちの
五346しょう︒おかあさんが︑だいどころで︑ご

五487 つたばかりの日の光が︑さっといっぱいな

五481

五479 ないが︑きれいな花がさいていたり︒おや

五44 おりる︑夜は夜つゆがおりる︒水をふくん
五47 山から川のあかんぼが生まれる︒山のてっ
五51 山から川のあかんぼが生まれる︒川のあか
五75 ていく︒汽船や荷船がとおる︒下水の水や
﹁にいさん︑汽車がはいってきたよ︒﹂
五86囹
五88園 1︒﹁おりるかたがすんでから︑ごじゅ
五94囹さんとぼっちゃんが︑乗ってきたよ︒じ

汽車の旅にきっぷがいるのと︑おなじこ
︑

︒なかに︑子うしが三とういます︒けさ

ています︒つばめが︑私のすぐ目のまえ

の方でうぐいすの声がした︒﹁︿略﹀︒﹂とい

またみつけた︑

をでる︒ 子うしが水のむ岸をでる︒

り︒おや︑こんな花が

五477 いていたり︑すみれがさいていたり︑名ま

五476 るときも︒たんぽぽがさいていたり︑すみ

五467 ちどまると︑鳴き声がやんだ︒しばらくす

五465

五428團

五426囲ちらでは︑田うえがはじまりました︒私

五4010国

五407團のうちには︑うしが十三とういます︒白

い花です︒この花がよくさく年は︑ほう

五3410
まやなべから︑ゆげがふきでています︒ガ

五491 んできた︒いい鼠算がして︑たのしくなつ

五156

五405團

五351ろの青い火は︑ガスがもえているのです︒

五403翻るほどたのしい氣がします︒私のすきな

五355わりのかべに︑石炭がでています︒さかん

五496圃

五43 のあかんぼ 山に雨が降る︑きりがおりる

五910園おばあちゃん︑海がみえるよ︒﹂﹁︿略﹀︒
五107園︒﹂﹁きかんしの人が︑いっしょうけんめ
あれをみて︑汽車が︑とまったりとおっ
五121園

五361 ︒ほりだされた石炭が︑山のようにつまれ

五43 山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ

五133囹 って乗っている人がいないか︑しらべる
五152 私は︑としおさんが︑みつおさんにあて
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五638囹

五633園
ねてばかりいたのが︑はうようになり︑

花がついたり︑みがなったりしたのは︑

五7910 ｪ﹀︒﹂﹁川から水がわきあがってくるよ

五799 ︒﹂﹁葉のかげぼうしが︑魚のようにおよい

五545園
︑はるおさんは目が早いのね︒﹂そこへ︑
五546となりのごろうさんが︑かけよってきて︑
五548まん中に︑大きな星が光っていました︒そ
五553 ︑空いちめんに︑星がでていました︒﹁︿略
五556
受持のやまもと先生がおいでになって︑﹁︿
五561 ︑子どもや町の人々が︑あつまっていまし

五7310

五731

五718

う︑ちゃんとこてんができていて︑おばあ

ました︒おじいさんが帰ってみると︑どう

ました︒おじいさんが金のさかなをよびま

ました︒おじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

五661 すると︑金のさかながかかってきました︒
五802 ﹁川の中の石と石とが︑おどっています︒
五6610園 をとったよ︒それが︑海へ帰してくれ︑
五803略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁水が光って︑とんではね
五679 ました︒おじいさんが金のさかなをよびま 五804いていたら︑せなかがあつくなってきまし
五682囹 さん︑おばあさんが︑新しいおけがほし 五808いました︒むすびめがとけて︑ほうきがお
五683園 んが︑新しいおけがほしいといっていま 五809めがとけて︑ほうきがおちました︒それが
五687囹 には︑新しいおけができていますよ︒﹂
五809がおちました︒それが︑にしもりさんのせ
五688
︿略﹀︒﹂おじいさんが帰ってみると︑おば
五812 って︑そとのけしきがよくみえました︒
五692 ました︒おじいさんが金のさかなをよびま 五825から一﹂と︑先生がおっしゃいました︒
五695園 おばあさんは︑家がほしいというのです 五829金 先生のお友だちが︑学校をみにいらっ
五6910
︿略﹀︒﹂おじいさんが帰ると︑りっぱな家 五831した︒そのお友だちが︑記念に写眞を写し
五6911 帰ると︑りっぱな家がたっていました︒お 五834た︒先生のお友だちが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし
五836ゃったとき︑だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂とわらい

五7911略﹀︒﹂又略﹀︒﹂﹁波が︑すべりだいをすべ

五567 く略﹀︒﹂じゅんばんがきたので︑みせてい
五568囹るいきれいなたまがみえる︒そのまわり
五572いましたが︑かげんがわからないようです
五576たので︑あたりの人がわらいました︒﹁︿略

五7311

いさんとおばあさんが︑住んでいました︒

五578園
﹁ねえさん︑あれが星なの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五7510まつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴーとう 五868園
つさんか︑あなたがみえなかったから︑

五653

略﹀︒﹂また︑みんながわらいました︒﹁︿略
五5711

五773

五517圏
きも鳴らさず 船がいく 船がいく︒
五518圏
ず 船がいく 船がいく︒ 海のはてか
五527いそがしそうに人々が通ります︒﹁︿略﹀︒﹂
五529もあります︒まさごが︑﹁︿略﹀︒﹂というの
五531西の方をみると︑日がしずんでまもない空
五532ない空に︑大きな星が光っていました︒﹁︿
五537大きな声で︑はるおが︑東の空をみながら

五588園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あれが︑ぼくのみつけた二
五597きねにあさがおの花が︑三つはじめてさき

五774

した︒こわれたおけが一つ︑ころがってい

五905囹
いでなさったことがあった︒それでな︑

五5311
をみると︑小さな星がちらちら光っていま

五5310ん
園星は︑ねえさんがみつけたいわ︒﹂そ

五5910園
あさん︑あさがおがさきましたよ︒﹂ と

五775

の花は︑いけださんが自分のうちのにわか

五781園

でした︒これで教室が明かるくなりました

ました︒おじいさんが金のさかなをよびま

五603園︒﹂﹁あの三つの花が︑そろってしんこき
五605園てごらん︒おまえが︑たねをまいたので

五785

五779

五778

れいですね︒だれがいけてくれたのです

大きな花です︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

大きなひまわりの花が︑三本かざつてあり

︒入口におばあさんがすわっていました︒

た︑ふるい小さな家がたっていました︒入

五8910 ﹂ ひとりの子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

五889 く略﹀︒﹂子どもたちが︑みんな︑りょうか

五871園
さして︑まるい目が二つあって︒﹂﹁︿略
五876園
﹁おかしいわ︒目が四つもあっちゃ︒﹂﹁
五882囹
でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめに

五8611だ
園︒黒いかみのけがふさふさして︑まる

五852囹
ん ﹁子どもたちがくるまでに︑そこら
五855 へ︑村の子どもたちが︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五858園
おや︑おまつさんがいない︒どうしたの
五866ら︑ひとりの子どもがきます︒りょうかん

五8411︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

五8410う
園えさんの字びきができますね︒﹂と︑

﹂
五612圏 ︑そのたねからめがでなかったら
五614園 ったら一﹂﹁めがでないことはありま

五787

五907園
さんにおかあさんがあるって︑おかしい
五908園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なにがおかしいものか︑こ

︿略﹀︒﹂おじいさんがおばあさんのところ

五615園りません︒わたしが水をやったんですも

た︒つぎのような文が︑はりだされました

五916のびているたけのこがありました︒﹁︿略﹀

ますと︑金のさかながおよいできました︒

五618園しら︒あやこさんがひっぱったの︒﹂﹁︿

五793

略﹀︒﹂﹁川の中の石が︑のびたりちぢんだ

五712

五6210囹
たねはおかあさんがまいたのだけれど︑

五798

五708

五633園た︒けれども︑花がついたり︑みがなつ

五708

「〈

が一が
310

で︑﹃おまえは水がほしいのか︒﹄とた

五917囹 ︒﹁このたけのこが︑えんの下にあたま
五918園

五925園 のこにごはんつぶがついているだろう︒

五9110囹やると︑たけのこがよろこんで︑のびる

五926園 こにごはんのつぶが一こりゃあ︑たけ
五928囹 のはいっているのが︑たけのこごはんで
五929園 のこにごはんつぶがついているのが︑た

五929圏ぶがついているのが︑たけのこごはんだ
五937 の山から︑大きな月がのぼってくるところ

︿略﹀︒﹂さんちゃんがひろって帰ると︑お

ました︒みそさざいが︑くらい木の中から

と鳴きました︒ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さわ

めがきたとき︑ひわが︑﹁︿略V︒﹂と鳴いて

六103 をだしたので︑日光が店いっぱいにさしこ

六102

六97

六95園 も︑役にたつことがあるのかしら︒﹂と

︑すっかりそのまねができるようになりま

六117 いたかいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかい

六108

と︑また︑わたり鳥がやってきました︒あ

六119 ︑この時計ぜんたいが︑ふたたび活動する

六118 めた︒ねじは︑自分がここにはいったため

六121

六119 たたび活動することができたのだと思うと
六124囹

いました︒旅のひわが︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

略﹀︒﹂﹁ほら︑羽がだめだから︒こうし

う︒ぼくはおともができないのさ︒﹂﹁︿

六133 はと

五佃−〇

中研8 そこへ︑さんちゃんが学校から帰ってきま
五佃9 近いところに製材所ができて︑のこぎりの

六137

うになったとき︑足がつるりとすべって︑

六137 た︒もうすこしで口が水にとどきそうにな

五966 くれました︒夏休みがすむころには︑ひな

ぎりのやかましい音が︑あさからばんまで

五974 ち︑わたり鳥のむれがとんできます︒その

五9810 した︒バタバタと音がしましたので︑みん
五9811 ましたので︑みんながとびおきてみると︑
五98！1 ると︑どこかのねこが︑しのびこんで︑ひ

の声をきいて︑はとが下の方をみますと︑

上には︑一わのはとがとまっていました︒

まくがあくと︑きりぎりす

六166

一のばめん

あくと︑きりぎりすが大ぜいあつまって︑

六92園かないのだ︒あれがないと︑町長さんの
六92園のかいちゅう時計がなおせない︒さがせ

六810たねじのないのに氣がついた︒﹁︿略﹀︒﹂ね
がついた︒﹁ねじがない︒だれだ︑しご
六811園

六216 ︑しもてから︑ありが三びき︑ゆっくりで

六2011

六2010

してあり︑くだものが︑たくさんおさらに

テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ

六187 ます︒しばらく音樂がつづいてから終りま

六185 そのうしろに合唱隊がならんで︑うたをう

六178

六172

六162 をひとりのかりうどが弓矢を持って通りま

六1510囹︑あの木の葉の船が流れてこなかったら

じに岸にあがることができました︒﹁︿略﹀

六172 みますと︑かりうどが矢をつがえているで

五糊8 ました︒さんちゃんがべんきょうをはじめ
五梱2 ねます︒さんちゃんが︑ハーモニカをふき
五湿1 るしておきます︒人がときどききて︑水道
五湿2 道をつかいます︒水が︑ジャー︑ジャー︑

五撹9 ちゃんのおかあさんが︑せんたくをします
五鵬2 ってきます︒すずめがきたとき︑ひわが︑

五佃1 くと︑いろいろな鳥がやってきます︒すず

六158

六178

五985 ︑それをおかあさんがききつけました︒﹁︿

六42 た︑小さな鉄のねじが︑ふいにピンセット
六45 こともないような物が︑ごたごたと耳には
六46 いるばかりで︑なにがなにやら︑さっぱり
六48計屋の店であることがわかった︒自分のお
六52車や︑ぜんまいなどがならんでいる︒きり
六58 は︑いろいろな時計がたくさんならんでい

けました︒﹁ひわが︑いい声でさえずり

五994 た︒さんちゃんたちが水をふきかけたり︑

る︒ただ自分だけがこのように小さくて
六610園

六186 まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに

五986園

五㎜2こにひっかかれた羽がぶらりとなって︑半

六73 いにバタバタと足音がして︑小さな子ども
六74 して︑小さな子どもがふたり︑おくからか
六87き︑父の時計屋さんがはいってきた︒時計

五981 ﹂ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き

六147 ︒それを一わのはとがみつけました︒はと

六135 ようど︑そばに小川が流れていました︒あ

一びきのありがいました︒あつい三

した︒小さなねじが一本いたんでいまし

にいるよりしかたがないのさ︒﹂﹁︿略﹀︒

六134 歩いてくると︑のどがかわきました︒ちょ

日おいて︑町長さんがきた︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略

︑おもしろいことがあるのかい︒﹂﹁︿略

る日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのうち

みつめていた女の子が︑思わずズ略﹀︒﹂

は︑いくつもげいができるのね︒﹂さん

六105 きた︒すると︑ねじがその光を受けて︑ピ

くれていたたいようがかおをだしたので︑

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑それがまた心配になってき

からきたので︑ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きま

4321171119472172
園．
らか︑しじゅうからがやってきて︑﹁︿略﹀

103

囹三園園

五942 わの子 さんちゃんが︑友だちと︑山へわ

帰ると︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

五944 そう小さくて︑元三がなく︑死んだように
五952

五952

五956 ちがえるように元詰がでて︑だんだん大き

103

104

104

104

105

105

1D5

106

106

106

10了

10了

1〔1了

五玉9 んは︑ますますひわがかわいくなりました

五965 ︑となりのおじさんがおしえてくれました

五五五五五五五五五五五五五五

う︒﹂きりぎりす一が︑戸をトントンとた

のからだのかっこうがかわる︒雲﹁おや︑

5

8

4
ノ

六336

みえないよ︒﹂14風がふく︒雲のひげがあ

ぐさせている⊥戸がでないのである︒雲

風がふく︒雲のひげがあおられて長くのび
︑また︑すごいのがくるぞ︒﹂16また︑

4
51

へのもへ﹂のかかしが︑むねをはって︑目

にそよぐ金色のいねが︑いちめんにつづい

深き

やまが︑草屋ののきまでた

どこかでだれかがめくってる︑

ああ

かきの秋

還しいことがあるような︑

六577を書きます︒みんなが喜ぶようなことを唄

六569とつぎのようなものができあがりました︒

帰りました︒ふみおがねるまえにそとをみ

る︒顔のうしろを雲がとぶ︒8いねが大

六436

とうにあのかかしが帰っているだろう︒

つつむようにして日がくれる︒美しい空の

占
ノ、

55

六448囹

六447囹

おびみたいなものが向こうの山の方へと

六588こを通りかかった人が︑おんぶして学校ま

六444囹ど︑いったいだれがつれて帰ったんだろ 六585 った朝︑一年生の子が︑学校にくる道で︑
んだって一ぼくが目をさましたときに 六586る道で︑はき物に雪がついてころびました

のむれ︒39その列が空にすいこまれてい
六443囹

六437

おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑
︒12白いひげの雲が風に流されている︒

し︒10からすの子が︑びっくりしてすか

雲がとぶ︒8いねが大きく波うつ︒はげ

た︒﹁やっぱり雲が走っているんだね︒

ていきます︒よしおが大きな声をだしまし

た︒ふみおはふと氣がついて︑まえの方に

こが﹁︿略﹀︒﹂﹁雲が走る︒﹂といいあつ

おとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

た︒よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ているとお月さまが動いていく︒いった

まをみていると雲が動いていくし︑雲を

ずん動いていくのがよくわかるよ︒﹂﹁︿

ごらん︒お月さまがずんずん動いていく

ごらんなさい︒雲が諾いそぎでとんでい

︒みちこさんは雲が走っているっていう

おくんはお月さまが走っているといった

︿略﹀︒﹂と︑みちこがいいました︒ふみお

まじゃないわ︒雲が走っているのよ︒﹂

月は動かないで︑雲が大いそぎでとんでい

︿略﹀︒﹂と︑よしおがいいました︒月はい

ます︒﹁お月さまが早く走っているね︒

くらくなって︑かげがみえなくなりました

そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ

おと︑みちこの三人が︑かげふみをして遊

空︒

霜葉圏

六343
六343

六3410
六356囹

しまう︒21風の音がよわくなる︒それに
ってくる︒夕やけ雲がうかんでいる︒22

9

4

園

六3610

︒22ビルディングが立ちならんでいる町

六383

どは︑あなたがたがまもるんですもの︒

45

5

＿L
＿」＿
＿L

ノ

621422210987543111819

︒それにつれて︑空がうす赤くなってくる

六371

六3611

だれのようななみだがこぼれおちる︒はな

あげよう︒﹂あり一が︑おくの方からみっ

六399園

六398圏

﹁ああ︑いい考えがある︒心配しないで

︑樂しかった思い出が︑うかんではきえて

45

5

六3610

六377

る︒はなが動く︒口が動く︒25ずっと下

こぼれおちる︒はなが動く︒口が動く︒25

てたちさります︒雪がたくさん降ってきま

六401園

きえていく︒32日がくれかかる︒夕やけ

47

囹

六377

六378

ほどの自動車や電車が︑ひっきりなしにゆ

はげしい風︒いねが波のようにゆれる︒

六408

六3711

ゆれる︒2かかしが︑﹁へのへのもへ﹂

くれかかる︒夕やけがばら色にこくなる︒

あ︑みなさん︑日がくれきらないうちに

48

三園事々〔奎〕貸蔵

しい︒﹂あり一︑二が戸の方をみています
︑きりぎりす一︑二がはいってきます︒あ

いる︒きもののすそが風にあおられる︒3

六4010

どに︑一つ二つと火がつく︒34ビルデイ

ばめ︒27託つばめがかかしをみつける︒

あおられる︒3雲がちぎれてとぶ︒4

六411

六4010

くったつばめのむれが︑かかしの方へとん
六416

ノ

49
繭轟彌

風の音︒9かかしが風にまきあげられる

をはなれる︒かかしが列のまん中にはいっ

ノ

囹園

たしたちのなかまがわるい虫をとってそ

ぎれてとぶ︒4木が大ゆれにゆれる︒浮

六414

目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる︒遷

六425園

れにゆれる︒木の葉がとぶ︒5かかしの
︒5かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

る︒口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだり

六429

三つばめと子つばめが︑かかしのそばにと

7かかしの顔に葉がとびかかる︒てっぺ

六4211

＿」＿
＿」＿

ノ

圓

たまりになる︒それがほぐれて︑一列にビ

けたかんかんぼうしがふきとばされる︒労

ノ
一二一

5151
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六2110や
園おや︑ありさんがきたよ︒﹂バイオり
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そとに︑きりぎりすが二ひきたずねてきま
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六222ても︑ありたちは氣がつきません︒シロフ
六224りたちははじめて氣がついて︑あり；あ︑
六239園
たたいて︑﹁ぼくがひょうしをとってあ
六251園
大きな荷物︒荷物がありか︑ありが荷物
六251囹
物がありか︑ありが荷物か︒﹂みんな﹁は
六262になっています︒雪がちらちら降っていて
六263囹
そとをみて︑﹁雪が降ってきた︒﹂あり
六265囹
ない︒﹂あり三﹁風がでてこなければいい
33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30 29 29 28 28

3

311

が一が

が一が
312

六593 おもしろいことに氣がつきました︒それは
六767

六766

いいながら︑この手が動かないから︑やは

六757園
やはり雪だるまは命がないのかなと思いま

だいいち︑おまえが生きているんだから

六595 うして︑ふだんの話がうたえないのかと考
六768

︒そばからねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

六931囹

へ年をとったかたがあらわれて︑私に海

に︑りっぱなかたが︒﹂女﹁さようでござ

いじなつりばりが︑

りがとう︒﹂魚たちが合唱をする︒みこと

六914園
六9710

でてきて神さま

六981圃圓

︑いきをするから命がある︒うしもうまも 六995 いた小さな虫めがねがでてきた︒﹁︿略﹀︒﹂
息をしないから︑命がないんだと︑ごろう 六996囹 これは︑いいものがみつかった︒﹂と思
六鵬1 と︑向こうのけしきが︑小さく︑さかさま

思いました︒ごろうが学校で︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六597 のことばの声のかずが︑五か七になってい

六596 えました︒そのわけがわかりました︒うた

六604囲五タノシイコトガー七アルヨウナ 六779
サキマシタ
六786

七

六7711

カボチャノハナガ

六613 とのあてはまるものがみつかりました︒こ

六609圃

六㎜5 みた︒どこかの屋根が︑めがねのたまいっ
六㎜11園

話にきいた望遠鏡が︑できるかもしれな

六白5 うど︑めがねのたまがはまるくらいの臨き

六614 つかりました︒これがわかったとき︑私は

るでしょう︒だれがそうさせるのかしら
六788園
うですよ︒あなたが︑それを動かそうと
六794囹
じように︑あなたがねむっているときで
六797囹

川が流れていました︒く

六梱8 これで︑一本のつつができあがった︒つぎ

︿略﹀︒﹂一口話

六624 れていました︒くつが流れてきました︒そ

分とあさがおの花とが︑たいへん近いもの
六7911

六634 コールは銀の水︒弟がせきがでるので︑お
六634 は銀の水︒弟がせきがでるので︑おかあさ

六636いる︒わたしもせきがでたらいいなあ︒手

ちぢめたりすることができる︒﹁︿略﹀︒﹂ぼ

2囹
9

えますよ︒あ︑人がこっちをみている︒

えたので︑にいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって

︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑﹁︿略﹀︒﹂ときこえ

あのねえ﹂というのが︑﹁アドデエ﹂とき

が︑そのために発音がすこしおかしい︒﹁

六価4

六鵬4 きである︒その︑弟がまだいわないことば

︑﹁︿略V︒﹂というのが︑いかにも弟のいい

六鵬8 ルンというばくおんがきこえてきた︒弟の

六描3

六鵬2 のようにいったことがあるのではない︒し

六価3

六桝10

六

六槻8 じだ︒おや︑だれかが︑しょうじのあいだ

六麗7 ︒電柱だ︒はりがねが六本あることまでわ

六齪5 ぞいてみた︒長い物がぼんやりみえる︒二

六麗2

六餌8 はない︒ただ︑はながつまっているだけだ

六623

六624 た︒そこへきゅうりが流れてきました︒き

六803囹にいさん︑お願いがあります︒﹂ほでり
六811園 纒歯肋の﹁お願いがあるのです︒﹂ほで
六822園 みこと﹁一どつりがしたいのです︒﹂ほ
六823園 と﹁そんなにつりがしたいのか︒﹂ほお
六826園でも︑つってみるがいいさ︒わたしは山
六828囹ざおを持っていくがいい︒﹂編齢駒の﹁

六

六625 きました︒きゅうりがくつの中にはいりま

篭647 うしてだろう︒だれがねむくするのだろう

おをひきあげる︒糸がぷっつりと切れて︑
六8310

六631 ︑アルコールのびんがきらっと光った︒ア

六658 あに︒このなぞの答がわかった人は︑紙に
六667
六672
六679
六687

︒どんなふうにお話がすすんでいくか︑樂 六847園もやっぱりえものがなかったんですか︒
に︑一びきの子ぐまが住んでいました︒お 六858園みこと﹁申しわけがありません︒どんな
︿略V︒﹂と︑子ぐまがいうと︑さるは子ぐ 六869こへひとりの年よりがでてくる︒年より﹁
年より﹁では︑私がいいことを教えてあ
れました︒ 一組の人がみんなで考えてこし 六875囹
六876囹しょう︒そこに船がある︒あれにお乗り
の門のそばにいどがあって︑そのそばに
六8710囹

六698 ことでした︒第二号がどんなふうになるか

六709 通っているねえさんが︑帰ってきました︒

らってくれない︒弟が︑﹁︿略V︒﹂といった

ばには︑大きな木が立っています︒あな
六8710囹

六下10

ひとりで︑なぜはながつまるといえなくな

六研8 る︑ということに氣がついたのである︒ぼ

六型8 ︑できないことばとがある︑ということに

転読6 ために︑あることばが︑うまく発音できな

六塀5 がついた︒弟ははながつまっているために

六僻5 おもしろいことに氣がついた︒弟ははなが

黄熱1

六712園 ま︑この雪だるまが︑お話をすればいい

︑﹁まだけんとうがつきません︒﹂と答

六715囹
らいました︒﹁口があるから︑お話もす 六887のまえに︑大きな木が立っている︒ほおり
んなところにいどがある︒きれいな水だ
六7111園 ども︑はるえさんが︑なにかお話をして 六893園
六734 だしたので︑みんながわらいました︒﹁︿略 六895 な︒﹂そこへ女の人がでてきて︑いどの水
あ︑りっぱなかたが︑水にうつっている
六899園
六741
︿略﹀︒﹂おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし
六743囹 んな命というものがありますよ︒それを 六908ん 正面に︑海の神がこしをかけていらっ
六909 へ︑さっきの女の人がでてくる︒女﹁海の
に︑りっぱなかたがいらっしゃいます︒
六913囹
六754園

六7410 も︑それだけでは命があるとはいえないと

六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
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112
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六側7園

六川4園

﹂一びきのとらさんが︑いきなり︑もう一

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁おれが︑いまたべようとし

んでした︒﹁おれがさきにうさぎをみつ

なることばと︑はながつまってもいえるこ

六紺11

けは︑すぐけんとうがついた︒はながつま

つまったために発音ができなくなるような

とうがついた︒はながつまったために発音

い︒そうして︑はながつまっても発音でき

うだ︒おいしい肉がたべられる︒どれ︑

しの木夜明けの風が流れてくる︒中庭の

した︒みつばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀

す︒クローバーの花が︑まつ白にさいてい
六出2

七44 れる︒どこかで小鳥が鳴いた︒チチ︑チチ

七43 なたねが︑やぎ小屋が︑ぼうっとあらわれ

七43 キャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑ぼう

七43 る︒中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小

七42

六襯10

豊川2 かみなりのような声がひびきました︒それ

六柵7 りません︒とらさんが手をのばして︑一ぴ

六柵1園

てくれた︒おなかがぺこぺこなところだ

こには︑くるみの実が︑ころころと落ちて

六描6 ました︒たろうさんが︑わきから︑﹁︿略﹀
六宙7 くねると︑いいのりができました︒はじめ
六佃4 ︑ただしちゃんの顔が︑生き生きとうきあ
六㎜1 たときにつけたすじがたてについています
六㎜5電 よう︒でも︑のりがかわかないうちにあ
請梱2 五ひきのうさぎさんがいました︒ある日の
六捌9 そこへ︑おさるさんがやってきました︒﹁︿

六襯2 ︒二ひきのとらさんが︑つかみあいをはじ

︒﹁いいごちそうができた︒﹂とらさん

六盟−〇

ちょろと︑りすさんがきました︒﹁︿略﹀︒﹂

六㎜2園

のをいうときに︑声がはなからでるかでな

な音は︑はなから声がでない音のはずであ

六旧7

てもいえることばとがあるのだろう︑と考

ことを︑考えたことがなかった︒これはお

六盗9 ︒野原には︑日の光がいっぱいさしていま

六㎜11園

では︑なんという音が︑はなから声のでる

六悩4囹 すさんは︑くるみがだいすきだそうだか

uかむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

六二5 をきめました︒おにが︑目をつぶって︑﹁＜
六伽4 くにげました︒おにがあちらからくると︑
一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの
六伽9
く略﹀︒﹂新しいおにがきまって︑またはじ
六伽2
六伽3 ころで︑だれかの声がします︒それはたぬ
六伽8囹 いるんだ︒きつねがおこって︑追いかけ
六欄11園

七53

︒﹁︿略﹀︒﹂朝日の光がななめにさしてきた

七46 まどは︑まだねむりがふかい︒校門のかし

七53 てきた︒校舎の半分が光った︒校庭のつゆ

六欄6 たちは︑たぬきさんがかわいそうになりま
六個2囹 ちは︑なんてひとがいいんだろう︒ぼく

七510 ぎへと︑子どもたちがやってくる︒学校じ

七54 光った︒白いちょうが︑ういたりしずんだ

七511 ゆうは︑いちどに花がさいたようだ︒あち

七61 だ︒あちこちのまどがあいて︑教室も目が

七61 があいて︑教室も目がさめた︒わらい声が

七61 がさめた︒わらい声がはじける︒オルガン

︑カラン︒おけいこがはじまった︒﹁︿略﹀

七66 略V︒﹂えんどうの花が︑風もないのにゆれ

七63

七62 はじける︒オルガンがひびく︒カラン︑力

六書1

七68園

てみたり︑みんなが勉強する教室にはい

る︒﹁もう帰る子がある︒一年生だ︒手

六133甲しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒けれ

七83 とを考えた︒そうじがはじまった︒渡りろ

七711囹

乙㎜6 のかげに︑とらさんがねむっていたのです
六㎜9 が︑うさぎさんたちがあまりガヤガヤ話を

︑つぎのようなことが︑赤いクレヨンで書

六搦6 ︒﹁︿略﹀︒﹂しかさんがおこって走ると︑こ
六燭8囹 ﹁このくされ木めが︒﹂ぷんぷんおこり

緒槻9 に︑大きなしかさんがあらわれました︒﹁︿
六悩1 かさんは︑もし自分が勝ったら︑このしか
六悩3園 そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角を
六搦3 ぶどうのつるに︑角がひっかかりました︒

六個3絡 だ︒このトンネルがほしかったのさ︒こ

く略﹀︒﹂たぬきさんが︑ま顔になっていう

﹂﹁きみたちが︑ここでわいわいや

のとき︑新しいことがあたまにうかんだの

一つ一つの音

ったときに︑みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂といって

だな︒こんなものがあがるものか︒﹂と

﹂と︑ただしちゃんがいいました︒ほんと

にこしました︒たこが青空で右や左にゆれ

した︒ただしちゃんが︑そばから︑﹁︿略﹀

囹

した︒ま四角で︑骨が二本しかついていな

つたものであることがわかって︑びっくり

とはなかった︒それがいま︑

でる音ではないことがわかった︒ぼくは︑

254243105
7

山伽4

なってしまった︒弟がいえない音の中で︑

はなの音であることがわかった︒そうして

音でできていることがわかった︒このほか
︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえなかった︒この

一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけであ
︒これもはなから声がぬけているようだ︒

六伽11園 いては︑すぐぼくが︑きつねにみつかっ

﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑﹁ダ﹂や

苦しい︒はなから声がでる音であることは

がでているような氣がする︒そこでぼくは
︑はなのあなから息がもれないようにして

いかにもはなから声がでているような氣が

」、
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七83 ろうかをとおる足音がきこえる︒バケツの
七84 する︒学校のにおいがしてくる︒しおがひ
七85 いがしてくる︒しおがひくように︑子ども
七85 ように︑子どもたちが︑さっと︑学校から
七87 たをとじる︒すずめが︑ときどき︑チュン
七87 ユンと鳴く︒その声が校庭にひびきわたる
七89 ひびきわたる︒やぎが︑つまらなそうに︑
七810しゅくちょく室にひがともった︒白いカー
七810 つた︒白いカーテンが黄色くみえる︒そこ

七91 る︒そこからラジオがきこえてくる︒星の
七96囹に︑いろいろな話がある︒春には春の話
七99園濁した子どもたちが︑わたしのそばへや
新しい卒業生たちが︑わたしのそばから
七910囹
七911 ︒又略﹀︒﹂おぼろ月が空にかかっている︒
七911ている︒さくらの花が︑白くうかんでみえ
︑渡し船に子どもが乗ると︑こっちの岸
七102園
七107しゅくちょく室のひがきえた︒夜つゆがお
七107ひがきえた︒夜つゆがおりてきた︒かしの
七112 ということば ﹁手がよごれていますよ︒
七113 とば ﹁︿略﹀︒﹂﹁手がつけられません︒﹂﹁
七114 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁手がたりない︒﹂同じ﹁
七116ろいうなつかいかたがあります︒じょうず
七126ん︒あさがおのつるがまきつくように立て
七1210 ｪV︒﹂﹁だいぶ手があがった︒﹂このと

七155 たものです︒﹁はなが高い︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七1411こととが︑ちがう人がある︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七1411ことと︑いうこととが︑ちがう人がある︒

七142ゆく手に︑まつの木が立っています︒﹂﹁︿
七147ちがったつかいかたがあるのは︑﹁手﹂だ
七149 はありません︒﹁腹がいたみだした︒﹂﹁︿

します︒私どもの手が︑さまざまなはたら
七1310

七131 ﹁手﹂ということばが︑文字を書くことに

「〈

が一が
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かわっていた︒弟が︑ぼくよりさきに︑

七301園

あ︒﹂しずかな音樂がはじまる︒母﹁白い

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁はがたたない︒﹂私たち

七318

七302 ︒﹂そこへ︑はるおが帰ってくる︒はるお

﹁︿略﹀︒﹂の音樂が︑ひびいてくる︒学

ろいうなつかいかたがあるのは︑おもしろ

いで︒﹂兄弟ふたりが︑いま生まれたばか

ようね︒﹂母﹁それがいいわ︒﹂はるお﹁に

七3210囹︒あんなあおむしが︒﹂兄﹁おかあさん︑

七325 ︒﹂なごやかな馬射がつづく︒はるお︑お

から︑ちょうちょが︑たくさんとんでい

七332園

七3111圏 ら︑きれいなしるがでそうね︒﹂母﹁おか

日は︑ちょうちょがよくでるのだったね

七336

七335

動場に︑子どもたちが集まっている︒子ど

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂の唱歌が︑きこえてくる︒

﹁花がちって︑実がつきはじめたからで

ら︒﹂女の子三﹁花がちって︑実がつきは

七368

七367園

七359園

︒﹁ここに子どもがいる︒かわいそうだ

二どもいったことがあるのですもの︒そ

七351 た︒それでも︑汽車がゆれるたびに︑前後

︑白いちょうちょがとんできた︒﹂男の

さましたら︑それが︑いまちょうど︑こ

七376

七371 くになったような氣がしました︒私は︑さ

七371 やかになり︑からだがらくになったような

七3611

︑なんだか︑まわりがすこしゆるやかにな

﹁白いちょうちょが︑白い花にとまった

七378 いったので︑みんながわっとわらいました

七414 ︒ふいに︑はくしゅがおこった︒目をさま

七379 よこのわかい男の人が︑ただひとり︑わら

大きな声をだした人があった︒みると︑し

七415 の席にひとりの青年が立っていた︒かれは

ん︒また︑すずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁

︒﹁︿略﹀︒﹂はくしゅが四方からおこった︒

の家︒きしもとくんが︑弟のはるおくんと

のとき︑おかあさんがおいでになる︒母﹁

七4210

々の手を渡り︑お金がその中にたまった︒

七3810 ︑そのわかい男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といった

Oもう︑おさらいがすんだから︑あおむ

七4310

七385 ﹂うしろのおばさんがいってくれましたの

題すぎて︑からだが黒っぽかったのが︑

七442

歩く︒兄﹁すずめが︑だいこんの葉をみ

が黒っぽかったのが︑青くかわってきた

私のまえにもぼうしがきた︒私も喜んで︑
先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

七474

七457 ︑二三どのおし問答が︑ふたりのあいだに

七442
︵五︶きしもとくんが学校から帰ってくる
ところを書いたのが︑よくできたって︒

七48一

七479 はっきりします︒心がくもっていると︑い

七478 ようなものです︒心がはっきりとしていま

ル大会﹂という文章が︑ニへんあります︒
とりかえてやるのが隠しみだ︒きのう︑

だと︑おかあさんが教えてくださった︒

そうとすると︑文章が︑だんだんくわ．しく
て︒﹂兄﹁あおむしがさなぎになったとこ

はるお﹁あおむしが︑へんな色にかわっ

にくるの︒﹂すずめが︑ぱっと︑とんでに

あげました︒だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といった

ているちょうちょが︑どんなかっこうを

︿略V︒﹂頭の上で声がしました︒すぐうし

から︑ちょうちょがでなかったんですね

えきたときは︑風が強かったから︑ちょ

だす︒庭には︑日光が降りそそいでいる︒

まえより︑なの花がへっているわ︒﹂女

先生︑きょうは風がありませんから︑ち

10799221077936310831110732101074210105397
学園若蔵 浮島園囹園
園囹 囹囹囹園園園園園園 園園園圃、 。
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は︑うれしくて︑胸がどきどきしていた︒

一年生の唱歌がきこえてきます︒つ

いる︒雨が降る︒風がふく︒さくらの木が

がきこえている︒雨が降る︒風がふく︒さ

ている︒めじろの声がきこえている︒雨が

とところで︑からすが鳴くと︑あっちでも
︒こんなに︑からすがいるのかしら︒すみ

のに︒まよったせみが︑かきの木につきあ

だけみえることし竹が︑ざわざわと︑襲い

しても︑ポトンと音がする︒さきだけみえ

ちゃんたちの話し声がする︒考え考え歩き

ンと音がして︑まりが︑そとからとびこん

こうで︒ボタンと音がして︑まりが︑そと

う︒なにかの花びらが︑くもの巣にかかっ

々に︑黄色いちょうがとまっています︒こ

さん︑いま︑柱時計がとまりました︒黄色

ています︒ほそい雲が︑ますますほそくな

した︒あさがおの花が︑ラジオの音樂をき

んぼの上で︑つばめがちゅう返りをした︒

つかまえました︒雨がはれて︑にじが凹き
︒雨がはれて︑にじが大きくでました︒た

んの鏡︑庭のはっぱがうつっている︒ほた

ったら︑ふっと︑風がふいてきた︒おかあ

えを走っていく︒紙が︑くるくるまいをし

ています︒つむじ風が︑わたしのまえを走

です︒そこらで︑虫が鳴いています︒つむ

た落ちています︒海がみえます︒家と家と

きます︒つばきの花がまっかにさいていま

ます︒

なりません︒五年夏が︑運動場で︑たいそ

かくなっていくことがあります︒心にはつ

ど︑かえって︑文章がみじかくなっていく

つきり写しだすことができるとはかぎりま

221864181874654321164217421105538

きりと︑そのようすがわかります︒

vと︑用意のふえが鳴った︒しんばんの

七544た︒ふいに︑ボールが︑ぼくのところにと
七546 ︒﹁︿略﹀︒﹂はくしゅがおこった︒ぼくたち

七543 ︑﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒ふいに︑

七541をねらった︒ボールがピュッととんできた

七5310いてくる︒センターが︑外野のセンターに

︑﹁さあ︑こんどがだいじだ︒みんな中
七534園
七539略﹀︒﹂おうえんの声が耳にひびいてくる︒

校だ︒たかやま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はげ

あいだに︑勝つことができた︒こんどは︑

くらのほうのボールが︑よくあいてにあた

すまないような氣持がした︒第二回めは︑

十で︑ぼくらのほうが勝った︒うれしいよ

﹂と鳴った︒どちらが勝ったかと思って︑

︒すぐまた︑しあいがはじまった︒むちゆ

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ふえがひびいた︒思いがけ

てる︒のこったものがふんとうした︒やが

かたのおうえんだんが︑ズ略﹀︒﹂と︑大声

さけんだ︒ぼくは氣が氣ではない︒みかた

村の学校のセンターが︑喜んで︑又略﹀︒﹂

った︒ぼくらのほうが︑どんどんあてられ

﹂と鳴って︑しあいがはじまった︒ぼくら

ことになった︒ふえがまた﹁︿略﹀︒﹂と鳴

た︒しんばんの先生が︑又略﹀︒﹂といわれ

〉。

った︒たかやま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑個癖

とひがし村の学校とが︑しあいをすること

て︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒第
︑ドッジボール大会がはじまった︒どの学

︑あいてのセンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさわい

のほうは︑センターが外野へでてしまった

のドッジボール大会があった︒ぼくも︑せ

311108765111110855411186251174
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がふく︒さくらの木が︑ぬれてゆれている

そうして︑左の足が一本短くて
それ
七772囹
七774うすを︑甲乙ふたりがみてとって︑なにか
らくだは︑まえ歯が二三本ぬけてはいま
七776園
れから︑つけた荷がありましたね︒﹂甲
七781園
七801 法廷︒旅人と甲乙が︑ならんでいる︒裁
七801らんでいる︒裁判官がはいってくる︒裁判
どうした︒﹂乙﹁目がさめてみると︑らく
七807園

﹁もし︑もし︒﹂甲乙が︑いっしょにふり返

こへ︑ひとりの旅人がやってくる︒旅人﹁

くの中︒甲乙ふたりが︑あちこちをみまわ

たら︑まあ︑子どもがわらっていたんだよ

あれもいない︒うまが︑水のにおいをかい

ところでは︑ひばりが一つ︑さえずってい

まの上を︑にわか雨が通る︒そのずっと高

りとでていた︒もやが深いから︑遠いよう

たの庭そうじ︑それがすむのをまっていた

に︑二つのやりかたがあります︒ 一つは︑

る︒よい天氣︒うめがさく︒方々のうちで

いもをほっている人が二三人︒ふろからみ

かけていく︒もみじがまっかで︑山のいも

きの島︑ポンポン船がでかけていく︒耳あ

ている︒子どもの声がきこえている︒あっ
︒麦のとりいれ︑日がてりつける︒どんど

ぬける︒しずかに波がよせている︒みんな
︑毎日はれ︒波の音がきこえている︒子ど

た豆のつる︒夏の風がふきこんで︑新聞な

いて︑まきつくものがなくなった豆のつる

っている︒豆のつるがまきついて︑まきつ

がた︒ばくちく花火が︑パンパン︑もうく

すぐもり︒小さな虫がかたまって︑顔のと

空を向いている︒日がてっている︒なの直

9795764525122742221443142

七81π囹 ︒らくだのまえ歯が︑二三本ぬけている

七807園てみると︑らくだがいません︒おどろい
七815囹だいいち︑らくだがかた目であることを
七818園ます︒﹂甲﹁らくだがびっこであることも
七828囹らにも︑いいぶんがあるかね︒もしある
七829囹で︑はっきりいうがいい︒﹂旅人﹁はい︑
七8210園
申しあげます︒私がさばくを旅していま
七82！1囹にらくだの足あとがつづいていました︒

七831囹なのに人の足あとがみえません︒それで
七833囹から︑そのらくだがかた目だということ
七838囹︑かた方の足あとが︑一つおきにあさく
七842囹︑のこっている葉がありました︒それで
七842圓した︒それで︑歯が二三本ぬけているに
七845囹
をつけていることが︑どうしてわかった
﹁そうです︒それが麦だということが︑
七847囹
七847囹
が麦だということが︑なぜわかったので
ません︒道に︑麦がこぼれていたからで
七8411園
らくだは︑あなたがぬすんだのではない
七852囹
七856園
あなたがたふたりが︑あの旅人をうたが
︑知っていたわけがはっきりしたでしょ
七857園
七863になりました︒先生が︑黒いうさぎと︑白
七882をやったら︑黒と白が︑けんかをしてたべ
七894りました︒白うさぎが9ひきと︑誓うさぎ
七897日には︑とても元氣があります︒うさぎで
七902くみていたら︑ねこが顔をあらうように︑
七906 晴 28度 うさぎがうしろ足で立ちまし
七913度 このごろは天氣がわるいので︑うさぎ
七913で︑うさぎは︑元氣がありません︒なるべ
七917 ㈲ 晴 26度 私が麦をやったら︑白い
七933のへやに︑患うさぎが4ひき生まれていま
七936 x 茶色のうさぎがはいっているへやに
七936ているへやに︑えさがなかったので︑かこ
25
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やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました

おやうさぎがしたのです︒

13度

！1月

補うさぎが生まれてから︑きょ

あぶらぜみのたまごがありました︒親ぜみ

くと︑ピオのすがたがありありとうかんで

も︑私はピオのことがわすれられません︒

信頼をうらぎったのが︑かなしくてなりま

たうちじゅうのものがびっくりして︑いそ

てきたすえの女の子が︑茶のまのドアをあ

所のねこやのらねこが通りかかっても︑に

から︑よけいにピオがすきになりました︒

ほおじろの鳴きかたがちがうと︑本でよん

したりしました︒客がきているときなど︑

る日︑ピォという名がつけられました︒だ

ですから⁝⁝︒それがまたとくべつで︑そ

じろ屋といったほうがいいかもしれません

と︑ひとりの小鳥屋が︑夜店をひろげてい

らがりに︑大ぜい人が立っているので︑な

す︒どうして︑ピオが私のうちにかわれる

うちじゅうの人氣者がいました︒西洋の請

晴

いて︑害うさぎだけが︑草をたべていまし

した︒うさぎは︑人がみていると︑ちぢを

した︒黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとし

ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から

だには︑すっかり毛がはえました︒

きょう︑みんな︑目があき︑からだには︑

した︒

まって︑うさぎの子が7ひきいました︒1

うなふわふわした毛が︑いっぱいはいって

左がわのへやに︑毛がたくさんぬけていま
︑おくの方に︑わらが巣のようにふくらん

かさになでると︑毛がふわふわととびます

した︒ほかのうさぎがかんだのです︒しば

48515111〃41586549374108698図9875129

八八八八八八八八ノ、八
八八八八八八八八八ノ天、八八八八八八八八ノ天八八八
24 24 24 23 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 18 1了 17 17 16 16 15 14 14 14 14 14

ありました︒親ぜみが︑あのほそくとがっ

︑ほかのあぶらぜみが﹁︿略﹀︒﹂と鳴きは

ぼって︑明かるい光がさっとさすころにな

れしそうです︒朝日が山の上にのぼって︑

しい夜風にあたるのが︑うれしそうです︒

す︒頭がでます︒羽がぶらりとさがりまし
︑腹の下のほうだけが皮にかくれています

せなかがでます︒頭がでます︒羽がぶらり

てきました︒せなかがでます︒頭がでます

かい︑せみのからだがはみだしてきました

じがはいり︑われめができました︒すると

なかに︑たてのすじがはいり︑われめがで

ったところに︑小枝がわかれていました︒

は︑一本のささだけがはえていました︒せ

かしなものです︒皮がこわばっていて不自

色をした六本足の虫が︑こしを高くして︑

うことや︑よい天氣がつづいていることな

わきかたとで︑いまが夏だということや︑

きます︒七年の月日がたったころ︑せみの

いと︑親になることができないといいます

ちは︑たいへん生長がおそくて︑よういに

それでたいそうほねがおれて︑このうえな

につれて︑六本の足がだんだん強くなり︑

ん︒人間のあかんぼが︑したのさきをじょ

どうしてこんなことができるのでしょう︒

もので︑とりついたがさいご︑よういにそ

す︒だから︑虫たちが︑いいかげんにすす

から︑大小の木の根が︑からみあい︑かさ

のようなようちゅうが︑はいだして︑あお

ままでした︒暑い夏がやってくると︑たま

とができました︒春がきても︑たまごはそ

冬もぶじにこすことができました︒春がき

611111088763 38642773855104111211108875
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八

八

26

25

25

24

八

八

28

27

と︑むかしの人がうたっていますが︑

した︒そこへなかまが集まってきて︑にぎ

声

死がいは︑ありたちがよってたかってひい

いな四頭びきの馬車が走ってきます︒中に

きます︒中には天帝が乗っておいでです︒

をつけたむすめたちが︑潔しげに歌ったり

に光り︑はくちょうがしずかにういていま

と︑林の中にごてんがあって︑中から︑は

から︑はたをおる音がひびいてきます︒天

ていたはたおりひめが︑いっしんにはたを

ぶんのないけだかさがこもっています︒﹁︿

ました︒一年の月日がたって︑いよいよそ

33 33

32

7

3

8

6

3

6

5
ろに︑金持の王さまがいらっしゃいました

ころに光っている星があります︒百光年の

︵二

33

になりました︒王女がこがね色のたんぽぽ

川で幸しく あ う こ と が で き ま し た ︒

34

ノ天
ノ天
ノ、

一つ一つがはっきりとみえない

手429のうの︑み知らぬ人があらわれました︒﹁︿

八426玉つた︒もし︑ひめが生き返るなら︑わし

八416た︒そのとき︑王女がはいってきました︒

八378園さまは︑﹁この花が︑みたとおりのこが
八382なると︑み知らぬ人がはいってきました︒
八385と︑そのみ知らぬ人がいいました︒﹁︿略﹀
手にさわったものが︑みんなこがねにな
八393園
しい庭をもつことができる︒﹂こんなひ
八407園

です︒一光年は︑光が出発してから︑一年
︑太陽から発した光が︑地球にとどくまで

ずいぶん︑遠いことがそうそうされます︒

この星は ︑

ん千なん万という星がかさなりあって︑あ

34

ノ、
ノ、
ノ、

八45紛 をなおすというものがでてきました︒その

わかったり︑からだがじょうぶだとちえが

をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒
八5811

目のまえに高い山々がそびえて︑ずっとつ
八5810

八584お寺の屋根や停車場が目についた︒すると
八585のように小さな汽車が︑けむりをはいて走

持だと思うとからだがよわかったり︑から

かと思うと︑友だちがいなかったりしまし

がじょうぶだとちえがたりなかったり︑金

八593まにのこっている雪が目についた︒あの山
八595もっと大きなけしきがみえるだろう︒山の
八596山の上には︑青い空がすきとおるようにす
八597もっと大きなけしきがみえるだろうと思っ

しかかりました︒日がくれましたが︑王子

ほど︑大きな世界がみえる︒﹂とおっし
八5910囹

した︒中から人の声がきこえてきます︒王

まつな一けんの小屋がありました︒その小

でした︒ひとりの男が︑いまにもごろりと

には︑うすぐらいひが一つともっているだ

八604た︒野原にはかれ草がつみあげられ︑こう
八606わりには︑大きな森があり︑森の中には深
八607中には深いみずうみがあった︒みずうみの
八609ろに︑ 一わのあひるがすわっていた︒それ
﹁幸福﹂が︑いろいろな家へた

八6010︑親あひるは︑ひながでてくるまえに︑も

幸福

くむかえてくれる人があったら︑その人の

八612でおよぎまわるほうがすきであったからで

た︒

した︒この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をた

こじきのようなものがきて︑にわとりをぬ

家の人も︑﹁幸福﹂がきたとは知らなかっ

家にかってあるいぬが︑おそろしい声で追

こじきのようなものが家のまえにいるのを

家の人は︑﹁幸福﹂がきたとは知りません

をしました︒だれかがきいたら︑自分は﹁

も︑それでは人の心がよくわかりません︒

にいって︑﹁幸福﹂が立ちました︒そこの

いぬのかってある家がありました︒その家

八614う︑一つ一つたまごがわれた︒﹁︿略﹀︒﹂と
八615らも小さなひなの首がでた︒﹁︿略﹀︒﹂と親
八616 ︿略﹀︒﹂と親あひるがいうと︑ひなたちは
はいった︒﹁これが世界だと思っている
八621園
ばん大きなたまごがまだのこっている︒
八624園
八629きた年よりのあひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
八633 ︑年よりのお客さんがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
こじきのようなものが︑おもてに立ってい

でだまされたことがあってね︑そのひな
八638園
うにしてやることができなかった︒わた
八641園
ことを教えてやるがいいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
八645園

たが︑そこの家の人がでてみると︑まずし
の家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らないよ
︑そこの家の人の心がよくわかりました︒

八6410
うその大きなたまごがわれた︒﹁︿略﹀︒﹂と

八677は︑二つの鳥の家族が︑ 一つのうなぎの頭
八678 つれられたひなたちが通っていくと︑ 一わ

かぎり︑美しい砂地がみわたされた︒ぼく
波うちぎわのかもめが目について︑それに

八6710園が︑﹁あれをみるがいい︒あそこにいる

八679ていくと︑一わの鳥が︑﹁︿略﹀︒﹂というと

ってみると︑足あとが曲がっている︒そこ
わきみをしたあたりが横にそれている︒こ

八685略﹀︒﹂と︑親あひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂年

八681うと︑もう一わの鳥がとんできて︑そのみ

ひきあげてある小船がある︒よし︑あれを
しっかりした足あとがついている︒ぼくは
美しい大きなけしきが目のまえにひらけて
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八444に︑ひとりの王さまがいらっしゃいました
八454こ病氣をなおすことができるかと︑相談を

3986333111118211010973281198759877
585了

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
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八708 か︑歩いていたほうがいいかさえも︑わか

八707 は︑立っていたほうがいいか︑歩いていた
八827園

八824囹
おつきあいするのがいやなのさ︒ほんと

まえさんは口かずが多すぎる︒だから︑

はいけないよ︒人がしんせつにしてあげ

八821言えさんのいうことがわからないって︒じ 八9110園
あすこに新しいのがいるよ︒﹂とさけん

天
20
／0り− をとったはくちょうが︑新しいはくちょう

八921園
そうだ︒新しいのがきた︑きた︒﹂と喜
なは︑﹁新しいのが︑いちばんきれいだ
八927園

八708 らなかった︒すがたがみっともないばかり
八828園

天10︑草むらにいた小鳥がおそれてとびたった

八934ことを考えた︒それが︑いまでは︑すべて

曳
／3
9 7た︒すると︑つばさがサラサラと音をたて

ノ了−

八9310園
にさけんだ︒﹁私がまだみにくいあひる

八7111園 た︒﹁これも自分がみにくいばかりに一 八835 ︒けれども︑すがたがみっともないので︑
された︒

とき︑こんな幸福があろうなどとは︑ゆ
八9310囹

秋がきた︒森の木の葉が

八838

︒ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで

がきた︒森の木の葉がこがね色や茶色にな

︒そのうちに寒い冬がきた︒あひるの子は

たらなどと望むことができよう︒そのうち

八7410 そろしい大きないぬがそのすぐそばに立つ

八872

八867

いそうである︒太陽がてりはじめ︑ひばり

ていた︒あひるの子が︑きびしい冬のあい

りした︒おりよく戸があいていたので︑あ

だ︒たちまち︑牛乳がへやの中に流れたの

晴

5

5月21

もう︑なえが︑2㎝から3㎝にの

27度

なえが朝風にゆられるよう

いだから︑新しい葉がたくさんでてきまし

ところのほうが育ちがよいと思いました︒

きとしています︒根が横へはるので︑迎い
︑苛いところのほうが育ちがよいと思いま

中からでた新しい葉が︑5㎝ぐらいになり

こしずつ新しいなえがでてきました︒これ

した︒これから︑水がきれないように氣を

きをしました︒いねがよく根をはって育つ

みどりの新しいなえが︑だんだん育ってい

㈱

みからも︑やっとめがでてきました︒水に
︒水にひたしたほうが︑1週間早くでまし

18度

ないほうは︑まだめがでません︒

みから黄みどりのめがでました︒ひたさな

きました︒いつ︑めがでるでしょう︒

すぎて︑あとでなえがよくとれないそうで

まり深くほると︑根が下へのびすぎて︑あ

きょうは︑お天氣がいいので︑もみまき

のがでました︒これが︑ほんとうにめにな

白いめのようなものがでました︒これが︑

らもみのもとのほうがすこしふくらんでい

まいてから︑早くめがでるということです

97765264！85421097441773105

︵四︶

八724 きた︒そこにはかもが住んでいた︒あひる
八8310

八838

八855

の子は︑水のおもてがすっかりこおってし

をついた︒﹁自分がみにくいので︑いぬ

八878

ました︒ういたもみがあったので︑手です

八725 つた︒つかれて︑氣がしずんでいた︒朝が

八856

八757囹

八881

ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ天ノ、ノ天

八726 いた︒朝がた︑かもがとびおきた︒そうし
八84！

八735

八856

て︑はくちょうたちがみえなくなると︑す

りっぱな鳥の一むれがやってきた︒まぶし

八728

八8410

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かもがいった︒あひるの早

手732 ︑そこへ二わのがんがやってきた︒どちら
八741 鳴った︒がんのむれが︑そろってあしのあ

略V︒﹂と︑その一わがいった︒﹁︿略﹀︒﹂こ

八742 とびたった︒また音がひびいた︒ものすご

のおよぎまわるあながだんだん小さくなつ
あひるの子は︑あながこおってしまわない

八859
八859

八742 ︒ものすごい鳥うちがはじまったのである
八745 ていた︒青いけむりが︑くらい木のあいだ

八7610 わからなかった︒風がひどいので︑あひる

てりはじめ︑ひばりが歌いだしたとき︑あ

早く︑ひとりの農夫が通りかかった︒あひ

八775 は︑小屋の入口の戸がすこしあいているの

八881

をばたつかせることができた︒まえより強

八862

八778 中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと

八884

八747 のぼった︒かりいぬが︑ピシャ︑ピシャと

八792 V︒﹂と︑おばあさんがいった︒そこで︑あ

氣をうち︑とぶことができた︒どうしてこ
には︑たくさんの木がかんばしくにおい︑

八884

きれいで︑春の喜びがみちあふれていた︒

八797囹 たまごを生むことができるかい︒﹂と︑

八888

略V︒﹂すると︑ねこがいう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略 八886

の美しいはくちょうがあらわれてきた︒は

だしたりすることができるかい︒﹂﹁︿略

八802園

八889

んだかかなしい思いがこみあげてきた︒﹁︿

八7911

八804園 かしこいものたちがものをいっていると

八891

にころされたほうがましだ︒﹂そういっ

略V︒﹂と︑にわとりがさけんだ︒﹁︿略V︒﹂ 八894囹

うであった︒生まれがはくちょうのたまご

みっともないものが︑おくめんもなく近

八807 やかな空氣と日の光が流れてきた︒あひる

八898囹

八8011

八911

ちばん小さな子どもが︑ズ略﹀︒﹂とさけん

れた︒小さな子どもがきて︑水にパンや麦

八816園 ﹁おまえさん︑氣がくるったのだよ︒ね

八919

八918

八811園 さんは︑することがないから︑そんなこ

八8110圏 のいっていることがおわかりにならない

八817園 もぐったりするのがいい置土かどうか︒

94
94
95
95
95
96
96
96
96
96
96
9了
9了
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100
100
100
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みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ
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1919191918181了1了1了1了1616161515151414141414141212121110109997
を思いうかべることができますが︑あまり

になって︑まとまりがっかず︑心の絵がみ

りがっかず︑心の絵がみだれてしまいます

心持をあらわすことができるし︑また︑さ

ともできるという話がおもしろかった︒そ

かせてくれた︒川波がザワザワとたちさわ

あるが︑いかにも雪がしんしんと降りしき

︑ゆめをみていた人が︑にわかに目をさま

きっているような氣がした︒ただ一つのた
︒ただ一つのたいこが︑そのうちかたによ

す場面を演ずることがある︒こんなときに

持まであらわすことができるものらしい︒

樂をきいても︑それがわからないのは︑そ
︒もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ
れだけ音差のねうちが生きてくることにな
の終りごろ︑つばめが電線や物ほしざおに
とならんでいることがあります︒この中に

という運動に全里民が︑加わったほどです

す︒協会へは︑電話が︑ひっきりなしにか

たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ

とき︑あいていた家が一けんあったので︑

たちのとまるところがつくられました︒い

やにはいってくる人があると︑たちまち︑
︒たくさんのつばめがはじめて運ばれてき

に︑二千ばのつばめが着きました︒その夜

まで︑こやみなく雨が降っていました︒晩

た一台の貨物自動車が︑五千ばのつばめを

で︑まだそのいたでがなおっていないころ

リア動物園の人たちがひき受けて送ったつ

かし︑この國の人々が︑あわれなこの小鳥

持は︑この國の人々が︑どんなに高い教養

はりそうであることがわかりました︒日本

機という文明の利器が︑このしごとにっか

れません︒日本に春がくると思うと︑もう

き下につくった古巣がなつかしいのでしょ

春になると︑だれもが︑このめずらしいお

九3211團
下に︑山のすがたが︑さかさまに湖の中

九262圃
夕やけ かあさんがぼんやりみえるかや
九274圃
秋風にプールの水がゆれている 草原に
九317国
思うと︑みなさんがうらやましくなりま
九325團てきました︒ぼくがいまいる家は︑山の
九328團
下の方に美しい湖がみえます︒秋晴れの
十月のすえ︑子どもがつばめをつかまえま

て︑大ぜいのつばめが︑ならんでいるのを

ん︒口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえ

たものだということがわかりました︒しか
トラリアまでいくのがあるということです
はんしょくしたものが︑秋には︑南ヨーロ
し生まれた子つばめがたくさんいます︒ま
︒約十万ばのつばめが︑きゅうに落ちてき
うに落ちてきたことがあります︒その年は
ます︒その年は氣候がわるくて︑九月の中
同じ寒さになり︑雨が降りつづきました︒

九332團
湖へつりにいくのが︑いちばんの樂しみ
九332國
樂しみです︒ふながたくさんいます︒言
九334團います︒らいぎょがふえてからは︑ほか
九335国からは︑ほかの魚がだんだんへってきた
九336囲 つといろいろな魚がいたそうです︒この
九337国
黒くてひらたい貝がとれますので︑なん
九338囲した︒村の子どもがきょうそうでとりに

小さな金ぞくのいたがついていました︒そ

し生まれた子つばめが︑たくさんまじって
︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほどこく

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
25 25 24 24 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20

21859765298753111831

くらかちがつたものがあらわれてくるでし

321172106434215429976219873644437

ます︒ずっと日でりがつづいたので︑水を

8月

いなごが6びきほどいました

11

という一つのことばがあります︒このこと

ん︒色の組みあわせが︑さまざまの感じを

さらにちがった雪持がします︒オルガンの

えとはちがつた感じがします︒三音︑四音

の音には︑ある感じがこもっているもので

もっとちがった感じがするにちがいありま

また︑ちがった感じがします︒みどり色の

れなかった明かるさがあらわれます︒黄色

に3・5引のげん米がとれるのですから︑

地で︑44のげん米がとれました︒平年作

した︒きれいなお米がでてきました︒

をしました︒きかいがないのでくふうしま

2日ぼしたら︑もみがよくかわきました︒

つたいねかけに︑日がよくあたるようにき

1500つぶももみができたわけです︒

まりちがわないことがわかりました︒もみ

植えたかぶには︑ほが10ぐらいついていま

せいののびないいねが︑5かぶありました

黒いなにかのたまごが生みつけられていま

ねの害虫

んでいました︒これが︑きっと実になるの

ら︑中に︑青いものがまるくふくらんでい

しゃんこだったさきが︑ふくれてかたくな

と︑毛のようなものがたくさんはえていま

くもり 25度 ほがでそろいました︒ほ

から︑黄みどりのほがでました︒田植えを

晴28度 いねのほがではじめました︒葉

らんで︑いまにもほがでそうです︒

度 いねのほのさきがふくらんで︑いまに

1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら

29319486769761852496432874311641

が
が
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九421團

九419團
︑つぐみや︑ひわがきました︒そのほか

いつのまにかがんが渡ってきました︒か

には美しい白さぎがたくさんまいおりて

九541 けでした︒いちろうがすこしいきましたら

九5311 ︑となりのぶなの葉がちょっと光っただけ

九5311 みのいちばん上の枝がゆれ︑となりのぶな

九533園

︑りす︒やまねこがここを通らなかった

うぶんたべることができます︒ぼくは︑

九422團

︑うちの家族七人が︑じゅうぶんだべる

もでていて︑それが︑深いのになると︑

九543 へ︑新しい小さな道がついていました︒い

九556 かしなかっこうの男が︑ひざをまげて︑手

九5410 明かるくなって︑目がちくっとしました︒

れて︑うちじゅうがみんなでいもほりを
大きなうねのはだが地われしているのを

らない美しい小鳥がたくさんいます︒か

九429團

りおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九428團

流れ落ちるしみずが︑せかれて︑たきに
九4210国

ました︒母やおばがくわをいれるあとか

九423団

から水をあびるのが樂しみでした︒また
九4210團

さなぼくたちの畑がようやくかいこんさ

しい山いちごの実が︑こぼれたように雑

九436團

九434国︑大きなかきの木が三本あります︒朝早 九588 た︒﹁︿略﹀︒﹂その声が︑あんまり力がなく

九588 の声が︑あんまり力がなく︑あわれにきこ

盛564 ︒いちろうは︑きみがわるかったのですが

めたくてあまい味がしました︒小さい妹

けると︑兄かぼくがのぼる役をひきうけ

もうすぐらく︑日があたらないので︑雨
︒ポキンという音がして︑ガサガサと潜

名も知らない雑草がいちめんにはえてい

した足もとがきみがわるく︑そのうえ︑

めじめした足もとがきみがわるく︑その

九449團

九446團

九445団

九444團

九443国

九4311團

さんにあってお話がしたいと思いました

一ど︑用事でおばがそちらにでかけると

かにじゅくした実がすずなりになってい

︒いつのまにか葉がすっかり落ちつくし

とか︑こちらの色がよいとかいってなが

ならべて︑この色がよいとか︑こちらの

九647園

九645園

九623圏

九618 がね色のまるいものが︑ぴかぴか光ってい

九611囹

九6010囹

き︑どんぐりどもがまいりましょう︒ど

んどうなあらそいがおこって︑ちょっと

九5911 ︑そこに︑やまねこが︑黄色なじんばおり

九598

うして︑わたくしがいちばんとがってい

のとがっているのがいちばんえらいので

九466国︑白い雪のぼうしがみえます︒なつかし 九623園 ︑そこが日あたりがいいようだから︑そ

九448團

こ

九468團

けれども︑いちろうが目をさましたときは

おかしなはがきが︑ある土曜日の夕が

りの木︒やまねこがここを通らなかった

︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこがすこし心配そうに︑

した︒﹁︿略﹀︒﹂たきがピーピー答えました

九512囹

九5010

えふき︒やまねこがここを通らなかった

ていて︑そこから水がふえのように鳴って

九652囹

九651囹

九6411園

九6411囹

︑きのう判事さんがおっしゃったじゃな

よ︒わたしのほうがよっぽど大きいって

きいから︑わたしがいちばんえらいんだ

いんだよ︒わたしがいちばん大きいから

とだよ︒大きなのがいちばんえらいんだ

います︒まるいのがえらいのです︒いち

つけたおとなの人が︑男か女かわからな

九513

けました︒いちろうがまたすこしいきます

九6410囹

九648囹

九641

九631 から︑どんぐりどもがぎらぎら光ってとび

︒きょうは︑そこが日あたりがいいよう

した︒そのとき︑風がどうとふいてきて︑

枝をおろすのは氣がつかれます︒下から
︑きこえないときがあります︒上の方の

九472

た︒すきとおった風がザアッとふくと︑く

九592囹 のはがきは︑わしが書いたのだよ︒﹂い

と︑からだじゅうがあせです︒一ど︑す

九489

︑先生とみなさんが︑ゆかいに遊んでい

木にのぼったことがありました︒のぼる

九495
九497囹

ませんでした︒木が動くので︑かれ枝は

九509

いて登ってくるのがみえます︒道もない
︑木こりのすがたがあらわれます︒思わ

九518

︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃがむちをヒュウパチッ

︒そこで︑やまねこがさけびました︒﹁︿略

九656 ヤガヤいって︑なにがなんだか︑まるでは

ころに炭やき小屋があって︑ゆるいけむ

九519

九6510

九657 ついたようで︑わけがわからなくなりまし
九521囹

木のこずえを︑りすが︑ぴょんぴょんとと

きのこ︒やまねこがここを通らなかった
九5211

くさんの白いきのこが︑ドッテコドッテコ

けむりのあがるのがみえました︒秋にな

九531

九658

ぼくは山へいくのが樂しみになりました
︑めずらしい小鳥がみつかるからです︒

いました︒いちろうが︑またすこしいくと
らです︒ぼくたちがこの村へきたころは

ほどに︑小さなあながあいていて︑そこか

しから︑美しい湖が半分ばかり顔をみせ

ました︒すこし氣がおちついてから︑ぼ

兄や︑母や︑おばが︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿

にするために︑母がかわをむいて竹ぐし

やした大きなかきが︑ころころと二つ三

ぎをとりにいくのが︑すきではありませ

美しいかこうがんがとれます︒大きなか

87421111．Z 1087411975429186641110843181111
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九664 また︑どんぐりどもがロ々にいいました︒

九777 て︑五十人のなかまが︑おくれないように

九962園

九944 持っているすみに氣がつき︑ちょっとため

︑﹁きみの名まえが書いてある︒﹂たか

九666園 頭のとがったものが︑いちばんえらいん

九7911囹
と︑そういうものがみつかることがある

まえの日に︑ こな雪がたくさん降ったので

えの方で︑のだ先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑嘆き

ていくとき︑だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声

であった︒﹁あれがスキー場だ︒もうひ

ると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつの

九塒9

九塒10

九価9 の雪をすべる音だけが︑氣持よくきこえる

九鵬8 らだがほてってあせがでる︒みんなだまつ

九鵬8 坂になると︑からだがほてってあせがでる

九価7 たので︑ずいぶん列が長かった︒だんだん

九価4 略﹀︒﹂と︑ のだ先生が先頭に立たれ︑いし

九脳5

丁梱−o園 はじめると︑自分がいちばんりっぱだと

九988園だ︒﹂やまだ﹁なにがあいこだ︒﹂たかぎ﹁
丁梱4囹 かぎ﹁いや︑ぼくがいけなかったのさ︒
九棚7園 ないことさ︒ぼくがあんまりじまん話を

九965 のあいだに︑やまだがいきかける︒そのう

九782園ところに︑白い物がちらちらとみえるで
九782圓るでしょう︒あれが貝つかです︒﹂もう

います︒まるいのがえらいのです︒﹂﹁︿

九7710ん高くなったところがみえます︒﹁︿略﹀︒﹂

九667囹

九9610園
んじゃない︒きみがむしりとったんじゃ

九968園くる︒﹁これきみが落したボタンだろう

九669 ヤガヤ︑また︑なにがなんだかわからなく

りました︒やまねこがさけびました︒﹁︿略 九793園 いります︒﹁ここが︑このあいだからよ

九7911園のがみつかることがあるのです︒ひとつ

九6610

九8011園
めてしまう︒これがふつうです︒﹂﹁︿略

︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃが︑むちをヒュウパチ

九673 しました︒やまねこが︑ひげをひねってい

九672

﹂ガヤガヤ︑ガ

九676園 ︒頭のとがったのが

九677 ヤガヤーやまねこがさけびました︒﹁︿略 九812囹
深くほっていくのがいいと思います︒﹂﹁
九679 ︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃがむちをヒュウパチッ
九813園 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それがよさそうだね︒それ
九6710 りました︒やまねこがいちろうにそっと申 九824
り石のような物などがたまっています︒﹁︿
九686園 るでなってないのがえらいとね︒﹂やま
九841園
けらみたいなものがあるじゃないか︒﹂
九694囹 ぶれたようなやつが︑いちばんえらいの 九842 ︒﹁︿略﹀︒﹂先生がまわっておいでにな
し
た
九703園 れからも︑はがきがいったら︑どうかき
九
8
4
8
い
ます︒先生のふえが鳴りました︒みんな
九717園 れは︑やめたほうがいいでしょう︒﹂や 九852園
道具につかった物があったでしょう︒そ
九719 は︑どうもいいようがまずかった︑いかに 九852園
な針や︑もりなどがあります︒石で作っ
九859園
せともののかけらがと思うような物です

九柵11

けの頭と︑どちらがおすきですか︒﹂﹁︿

九862ませんでした︒四人が話しあってしらべ︑

九柳2園

九723園

九724囹 こがねのどんぐりがすきです︒﹂やまね

︒
ピリピリッとふえが鳴りました︒あとの

略﹀︒﹂と︑のだ先生がつえでさされる方を

九864

二障8 よさそうなけいしゃが︑長くつづいている

九柳3

九735 こでこしらえた馬車が︑ひっぱりだされま

九731 まねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴り

九867囹
めい持ってきた物があるか︑おしらべな
九881
の中ほどに大きな木が一本立っている︒﹁︿

九737 かしなかたちのうまがついています︒﹁︿略

九739 ︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこがいいました︒ふたり 九883 1けんかをとめる声がつづく︒まくがあく 九研11
︿略﹀︒﹂と︑みんながいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と
九7311 れました︒木ややぶが︑けむりのようにぐ 九883 る声がつづく︒まくがあく︒たかぎとやま 九鵬2 ＞︒﹂と︑いしい先生がうしろの方から追い
九884 く︒たかぎとやまだが左右にひきわけられ 山人5 ど登ったとき︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂といった

九746 んぐりはだんだん光がうすくなって︑まも

九886

︒そのほかの友だちが︑落ちているやまだ

九9010園

九895園

っている︒勝った子が︑﹁一︑二︑三一﹂

九佃9 ざまである︒みんなが急停止をすると︑雪

九745 みていました︒馬車がすすむにしたがって

九747 って︑まもなく馬車がとまったときは︑茶

九912

九768 えにできます︒先生が︑リヤカーに︑はこ

九9311

九938

両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら

いる︒そこへやまだが帰ってくる︒両方と

うすででてくる︒首がいたいらしく︑手で

九柵7 もうもうと雪けむりが立つ︒雪けむりがき

九柵4 つづいていしい先生がすべられる︒そのみ

九二4 に答えた︒のだ先生がさきに︑すぐつづい

んだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒やがて

九佃3 と︑ぱっと雪けむりが立ち︑あせばんだ三

九774園 にたべていたときがあったらしい︒その

九9311

﹁いいとも︑だれがきみなんかと遊ぶも 九欄4

なかのいいふたりが︒﹂五﹁へんだよ︒ふ

︒すると︑のだ先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれ

九763 へいきました︒先生が︑町角までいって︑

九928

九佃7

九766 ました︒おかみさんが︑店の人とふたりで

︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわかれ

九767 るまに︑貝がらの山が家のまえにできます

九㎜10をすると︑雪けむりが一どにあがった︒先

九775園 らをすてたところが︑きょうこれからい

九柵7 りが立つ︒雪けむりがきえて︑先生のえ顔
弓佃7 きえて︑先生のえ顔がうかぶ︒それから︑
︒﹁おうい︒先生がジャンプをなさるそ

九m11 ︑じょうずな人たちが︑かわるがわるジャ
九相2圏
九棚4 ︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒みんなぞ

九字6 ︑いま︑いしい先生がすべられるところで

︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒四十メー

︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒又略﹀︒﹂

九襯2 こんどは︑のだ先生がとばれるばんである
九麗7

九皿9

九三10 う川もよほど水かさがへっていた︒ここで

九重3 きどきあまい水の味がわからなくなってし

九鵬2 いった︒大きな支流が流れこむところへく

九槻5 がきえてしまうことがあっても︑中ほどで

九槻4 や左岸では︑その味がきえてしまうことが

九槻2 るのではないかと氣がついた︒舟をやとつ

九盟1 ︑この上流にいい泉があるのではないかと

九重1 ような︑ふしぎな味が感じられた︒茶人は

九三5 ︑たてる湯のうまさがだいいちである︒な

九梱4 かし︑ひとりの茶人があった︒茶のうまさ

﹂ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るし

九梱4二 てきます︒﹁あれが︑うまくひっかかる
九梱5 ます︒﹁︿略﹀︒﹂くもが︑じいっと息をころ
九紐2 が︑どうしても手足がうまく動きません︒
九槻9 した︒﹁︿略﹀︒﹂くもが︑手でさすっている
九鵬2 より︑自分のからだがはれてくるし︑いた
九鵬5 パタパタという羽音がきこえてきました︒
九鵬9 はたいへんと︑くもが思ったとたんに︑ば
九悩2 した︒又略﹀︒﹂くもが氣がついてみると︑
九悩2 ︒﹁︿略﹀︒﹂くもが氣がついてみると︑あた
九悩2 あたりにいいにおいがします︒まつ白なば
九悩3 ます︒まつ白なばらが︑たくさんさいてい
九悩6 目のまえのばらの花が動いています︒おか
九儲2 の小さなときのことが︑ゆめでもみるよう
九柵2園 ズ略﹀︒﹂﹁あなたが︑この四五日︑なん

九悩10 人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこと

九伽5 キロほどは︑村ざとがあって川べりに道も

九㎜1！園 ︑早くとんでいくがいい︒﹂ちょうちょ

九協3 れ落ちる小さな谷川がある︒そこをくんで

九柵11 れども︑なんだか氣がすすみません︒それ

九糊4 ちょうど白ばらの花がとんでいくように︒
九即7園 うちょさんは︑羽があるからいいな︒﹂
島巡9 た︒くもは︑おなかがすいているのに氣が
九柵9 がすいているのに氣がつき︑また︑あみを

九衡2 くも 一びきのくもがいました︒黄色と黒

擁護6 ちょろとわきでる泉があって︑それでもう

九伍9囹 つたから︑おなかがすいてしまった︒﹂

九榔7囹 今晩はうまいえさがかかるかな︒この二

九伽8 くなって︑大きな岩がごろごろとゆくてを

りかけたばかりの月が︑しずかに光ってい

九旧11 まぎれもないいい味がはっきりと感じられ

ンブンブーン︑羽音がだんだん近づいてき

みつばちであることが︑くもにはすぐわか

いてくるので︑あみがゆれ︑くももいっし
︑遠いところで羽音がしました︒それは︑

えませんでした︒風が思いだしたようにふ

るところです︒くもが︑いきなりとびかか

みつめました︒あぶが︑足をひっかけて︑

た︒そのとき︑あみがにわかにゆれました

あかちゃんのなき声がしています︒子もり

きませんでした︒星が光りだしました︒ど

311076754112

九儒−〇

九拠4 すると︑おく山の雪がとけてそのまましみ

九柵4 かこまれた美しい泉があった︒父は︑その
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九重3 人にいった︒まつ川がでんりゅう川に流れ

九㎜10園 こに流れているのがまつ川だ︒私たちの

九九九九九九九九九九九
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が
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十十十十十十十十十十十十十十十九九九九九九九九九九九九九九九九九

りばらの花のにおいがしていました︒くも

おとうさんが︑フランスのいなか

に親しみをもっことができるものかと思い

のとげとげしたいががわれて︑じゅくした

ら︑道で子どもたちが︑なわとびをして遊
︑子どものお友だちができました︒そうい

たちは︑おとうさんが通るたびに︑目をま
︑子どもと遊ぶことがすきですから︑道で

︒日本人をみたことがない子どもたちは︑

ったときは︑子どもが大ぜい︑めずらしそ

・少女

に︑要しくすることができる︒ 二 こと

にか︑かすかな音樂がきこえてくるようだ

鳥が鳴いている︒風が︑かすかに耳もとを

じつに美しい︒小鳥が鳴いている︒風が︑

かけたこずえのさきが︑かすんだ空の中に

にでもある︒高い木が大きく枝をはって︑

︒﹁︿略﹀︒﹂こう決心がつくと︑くもは︑す

が近づいて︑東の空が︑ほんのりとしらみ

とびました︒夜明けが近づいて︑東の空が

らころげ落ちることができたかもしれませ

ではなくて︑つばめがすいととんできたの

ゆをみていると︑風がふいてきました︒風

たのでしょう︒くもが︑月の光にちらりち

ながら自分のからだが︑そらおそろしく思

れていて︑ほかの虫がひっかかると︑いき

ているうちに︑心持が︑しだいにかわって

ようちょにあうことができた︒それから︑

ました︒くもは︑目がさえてなかなかねむ

した︒たまったつゆが︑しずくになって︑

きていました︒つゆが木の葉にたまりまし

うしに︑くもは︑目がさめました︒ズ略﹀

をつむると︑だれかが︑くもの頭をなでて

99888777765554414了14了14了14了145145145145144144144143143143142141141
51721663364218710773109851051421792
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十111ました︒おとうさんが︑休み茶屋のまえに
十116 のこと︑おとうさんが︑子どものすきそう
十118 ︑一ふくろやったのがはじまりで︑その少
十123 vと︑おとうさんが頼みましたら︑少女

のような小さなものがいりこみ︑それに︑

十377 ても︑この自動織機が︑どれほど大きな役

十375 できあがった︒これが︑日本における自動

十375 みごとに︑自動織機ができあがった︒これ

十374 に︑七年間のくふうがつづけられ︑みごと

十371 明治二十三年︑佐吉が二十四才のときのこ

めいじ

十365 ︑思いどおりの機械ができあがった︒ため

十355 かた身のせまい思いがした︒機械は︑どれ

︑東京にはくらん会が開かれた︒佐吉は︑

田387

十383 た︑ひとりのわか者があった︒眞珠は︑海

十351

＋2110囹
︑﹁ごらん︑にじがでているよ︒﹂窓を

十201大きな半円形のにじがかかっている︒﹁に
十207とともに︑七色の光が写しだされる︒﹁︿略
十211ふや︑ハンケチなどが︑風にゆれている︒
十212 ︒その下を︑あひるがならんで通っていく
十213から︑小さな子どもが︑よちよちと歩いて
十214と歩いてくる︒母親が︑両手をのばしてつ
十216院の庭さき︒看護婦がもうふをほしている
十217 している︒男の子がベッドにすわってい
ほ
十218園
﹁おかあさん︑雨がはれてきれいね︒﹂

十911タナスという木の葉が黄色くなるころで︑
十102 ンナフという石の橋があって︑イエンヌと
十103 ︑イエンヌという川が︑その下を流れてい

＋1210﹂と︑ひとりの少女が︑おとうさんをみて

＋1010
枝からは︑黄色い葉が︑毎日のように落ち

十133 ︿略﹀︒﹂おとうさんがいいました︒それか

十394園

ができたら︑寒寒が発生するにちがいな

をさしいれることができたら︑眞珠が発

十389 天然眞珠となることがわかったからである

十388 に︑貝のだす眞珠質がまきつき︑年ととも

花︒ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑﹁こ

十394園

十231 ︒﹁春の小川﹂の歌がひびいてくる︒小川
轄車に乗った中学生が︑ふたりつれでなの

十397 核がのこり︑眞珠質がまきつけば︑成功す

十397 ︒うまく貝の中に核がのこり︑眞画質がま
りだす︒24男の子が︑むちゅうになって

十4011園

十405 四年はかかる︒それが︑くる年もくる年も

と︑あなたの願いがかないます︒﹂こう

ます︒庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声

十412 る年のこと︑赤しおが︑おびただしく発生

十413 は︑ある小さな生物が︑海水いちめんにふ

十421

十4110

た︒あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべ

十413 めんにふえて︑海水が茶色にかわるほどに
えば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあみか

いと考えます︒ぼくがいるために︑うちの

ます︒もし︑弟や妹がけんかでもはじめた

十4212

十428 してきた︒半円貫珠が思いどおりに取れる

十425 貝養殖の科学的研究がつづけられた︒眞珠

十422園

助力者であったうめが︑この世をさってし

わかった︒﹁半円が眞円になれば成功す

のでしょうか︒ぼくがいるので︑みんな樂

十431 ︑ふたたび︑赤しおがよせてきた︒そのた
十4310

万から五つぶの眞珠が取れたわけである︒

︑五つぶの眞円眞珠が現われた︒八十五万

十438れられない眞円遺珠が︑光っているではな
十4311

︒やっと眞円眞珠ができたよ︒﹂かれは︑

いうのである︒佐吉が︑はじめに目をつけ

十4312囹

もっと早く織ることができるし︑ひとりで
︑ひとりでに︑ぬのがずんずん織られてい

体の中の部分︑部分があっての全体︑とい
︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒

るために︑うちの中が明かるくなるように

半円受話であることが︑わかった︒﹁︿略﹀

きには︑そのもようが︑どんな丈量からな

きに巣をかけることがあれば︑巣のはりか
︑どうしてそのものがこうなったかという

います︒また︑くもがのきに巣をかけるこ

たいのです︒トマトが畑に植えてあれば︑

あやつる大きな車輪が︑まわっている︒ト
︒21ひとりの工員がしごとをすませて︑

995243222113111119743264

＋1312ますが︑おとうさんがそのいなか町がすき

さんがそのいなか町がすきになったのも︑
＋1312

十141かわいらしい子どもがいて︑なかよしにな
十143かぶった女の人たちが︑ならんでせんたく
十144赤いかわら屋根の家が︑川の水にうつって
＋1410園
ンスとは︑どちらがきれいですか︒﹂と

十154すから︒おとうさんがしょうじきにその答
十159 vと︑おとうさんが︑力をいれて答えま
たろう
十167 ﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎がそばへきて︑外國で
十169 vと︑おとうさんがいってきかせました
十171略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたので︑
十175園だれもわかるものがありません︒そうい
十176囹自分の國のことばがこいしくなります︒
十177園話すようなことばが︑思うぞんぶんつか
十182 日の光 1黒い雲が流れてくる︒はげし
十192のかわら屋根から雨がしたたる︒だんだん
十193愛﹂を読んでいる声が︑きこえてくる︒5
十194 5ひとりの子どもが︑立って本を読んで
十196 ⁝節を読んでいる声がきこえる︒もうあ学
十198ある︒ひとりの生徒が︑席にすわったまま
十199ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の強
＋1910 いく︒7オルガンがひびいてくる︒窓を

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
34 34 34 34 32 31 31 31 30 29 29 29 27 27 27 2了 26 25 24 23 23
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＋4412くと︑どれにも眞珠が︑きよらかにかがや

十4411はたして︑三期眞珠がやどっていた︒第二

十458は︑幸吉一生の苦心がひそんでいる︒かつ
十459パリーの眞珠商たちが︑幸吉の手になる養
十4511たく同じであることが︑明らかにされた︒

珠でした︒あなたが自然をあいてとして
＋4610囹

十465園いった︒﹁わたしが︑研究所でどうして
できなかったことが︑二つあります︒ 一
十467囹
十477ところに︑迷い草原があるので︑そこへっ
十482ました︒これは︑足がおそいというためば
キン
十498園 タッターハナガサイテル
キントットガ
アドコヘイッ
十498園ル
＋4912 ︑このことばの意味がよくわかります︒家

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
65 65 65 64 64 64 64 64 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62 61 60 60 59 59 58 58 57 5了 56

ら︑二年生の男の子が︑ふくろうのからだ

じゃないか︒それが︑死なないのだから

十703 そうなあまいにおいがして︑黒っぽいもの

十698園

略﹀︒﹂おくびょう者が︑きゅうにいきおい

して︑黒っぽいものがはいっていました︒

コスモスがさきました︒きれい

モスの花

十712

十703

は困った︒だんなが帰ったら︑どんな目

色と︑こいもも色のがさきました︒いまは

かじゃのほうは︑氣が強いばかりでなく︑

十716 ているうちに︑つぼが︑からっぽになって
十7111

十718囹

私が︑﹁︿略V︒﹂といって

りでなく︑わるちえがあったから︑おちつ

お月見

した︒

十7111

十726囹

十721園

おまえは︑だんながだいじにしているあ

に︑うまいくふうがある︒﹂といいなが

んでいました︒私が負けて︑ドサリとと
︒次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯

十7211た︒そこへ︑だんなが帰ってきました︒す

ったら︑おかあさんが︑あかちゃんをだっ

じろう

ば︑くらしにもお金がかかり︑着物をきせ

かじゃと次郎かじゃが︑現われます︒かれ
︑けちんぼのだんながありました︒おかみ

世の中のうらおもてが︑よくわかります︒

せん︒そうして︑能が︑美しさを現わそう

に︑狂言というものが演じられます︒狂言

たら︑自分たちの國が持っているこのよい

ったおもしろいものが︑たくさんあります

て︑それぞれのめんがあります︒そのため

のしばいでは︑役者がおじいさんになった

ろいうちがうところがあります︒いちばん

たいにつれて︑役者が美しい舞を舞ったり

たいを︑きいたことがあるでしょう︒能は

いさんやおとうさんがおうたいになるうた

いうものをみたことがありますか︒能を争

をみたら︑大きな竹がにょつきりでていた

ふいて︑ガサガサ音がしたから︑なんだろ

しょう︒きのう︑風がふいて︑ガサガサ音

のお庭に︑たけのこが一本はえてきました

すきをかざった︒月がでてきた︒まんまる

帰ると︑おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう
︒そうしたら︑たばが十あって︑五まいあ

1092118753105421983221313282649
︑おそろしいどくがはいっている︒そち
十667囹
十676園 した︒﹁でも︑風がどっきを運んできて
十682に立った太郎かじゃが︑思いきって︑から
十688 ﹂次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも

9998777766655444441286

クスと︑どっちがむずかしいだろうね

おきを大きな船が通っていくよ︒あれ

ろうということができたら︑うれしい

り組んでいる者が︑みんなそろって︑

なって︑みんながさせてくれたら︑コ

くは︑こぎかたがじょうずになって︑

く︒ぼく︑これがうれしいんだよ︒﹂﹁

︒﹃︿略﹀︒﹄ぼくが力をいれて︑一本バ

きっとコックスが大声でいうだろう︒

﹁ぼくはトップがこぎたいな︒いつも

うと︑ぼくは胸がわくわくする︒﹂﹁︿

いだら︑オールがぎゅうぎゅうとしな

は︑大学のボートがいつもここで練習し

本も立っているのがみえる︒長いいかだ

の工場のえんとつが︑なん本も立ってい

いて通っていくのがみえるし︑川上の方

ると︑大きな汽船がけむりをはいて︑長

近くには小高い丘があって︑そこからお

﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早道と思

974210984105412177543園〔会〕園
．
一＿． 一．

園銘記1圏医〕園圏医〕園園園囹

十501まん中に︑黒いいぬが一びきすわっていま
十504て︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒
十511とをいいました︒母がこしらえてくださっ
十525と︑よそのおばさんが︑あかちゃんをおん
十531 ︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑地べた
十533 いっていると︑いぬがもつくりおきました
十538ました︒まだ︑いぬが氣にかかるのか︑ふ
十5311きかけると︑水おけがありました︒そこに

＋5312こに︑すいれんの花が三つほど︑きれいに

中には︑妹のすがたが︑ありありとうかん
＋5412

十542きました︒きんぎょが一びき︑すいすいと
十543囹 りました︒﹁ハナガサイテル﹂﹁キント
十543園 ル﹂﹁キントットガ﹂﹁アドコヘイッ
十548そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑

十555のごろ︑私は︑作文がすらすらと書けなく
十556むりに書くと︑自分がほんとうに思ったり
十559でしょう︒思うことがどんどんと書けてい
十559けていたまえのころが︑うらやましくさえ
十563ろきました︒かいこが︑皮をぬいで新しく

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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あ︑船長のほうがむずかしいだろう︒
︒﹂﹁では︑実力があって︑力いっぱい

十一219

どもです︒しごとがじゅうぶんできない

十一227囹ださい︒わたしがみなさんのお役にた

十一233

十一232

の下にふたりの弟がありました︒いちば

十四のとき︑父親がなくなりました︒金

れました︒金次郎が十四のとき︑父親が

う男には︑ぼくがなることにきめてい

略﹀︒﹂﹁おちちがはって困るの︒二三

十一232

︒いいコックスが日本を正しい方へつ
十一241囹

お金は︑わたしが山へいって木を切っ

船員には︑だれがなるのさ︒﹂﹁︿略﹀︒

﹀︒﹂﹁いい整調が︑りっぱに日本じゅ

十一243園

︑﹁どんなことがあっても︑親子四人

﹂母親は︑金次郎が︑﹁︿略﹀︒﹂というの

︑金次郎は︑とりが鳴くと︑まだ暗いう
んでしたが︑四人が生きていくにはじゅ
けました︒お正月がくると︑例年のこと

︑いっしんに勉強がしたくなりました︒

十一275

のつぎの年︑母親が︑四五日の病臥で死

十一275

十一269

十一257

十一254

十一251園

十一249

く略﹀︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふいに一そ

に一そうのボートが近づいてきた︒﹁︿略

の歌丘の上 春がさって夏がくる︒た

上 春がさって夏がくる︒たんぽぽのわ

たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ
︒あげはのちょうが︑まつのかげから舞

︑きょうからせみが鳴きはじめた︒まつ

十﹁2710

まけに︑さかわ川がまたあふれて︑のこ

とで︑だいかぐらがまわってきました︒

ら︑港の方でふえが鳴る︒ふえの音は︑

十︻281

ところの窓ガラスが︑一まいこわれてい

十一291

十一291

十﹇2810

次郎は︑また︑人がすてておいたいねの

て︑たくさんの実がつきました︒これを

年の春︑黄色い花がさいて︑たくさんの

そんなわずかな金がないということはい

陽の下で︑みんながめいめいの歌を歌つ

十︻282

足︒いま︑わたしが知っているいいこと

十一293

野山をか

晩にはかえるが歌いだす︒ つゆ晴

山にはまったけが︑ かおりも高くは

書の休みもあせがでる︒ まばゆく光

日ましに日ざしが強くなり︑ いねは

こ︒ はい色雲がたちこめて︑ さと

さとはしぐれがしとしと降るに︑

ようち園の卒業式がありました︒弟が卒

がありました︒弟が卒業するので︑私が

卒業するので︑私が︑母にかわってでま

います︒園長さんが︑だんの上にお立ち

た︑大きなかびんがかざつてありました

ました︒女の先生が︑卒業する子どもの

ました︒総代の名が︑ひときわ高く呼ば

した︒私は︑自分が呼ばれたような氣が

つがるかいぎょう

呼ばれたような氣がしました︒弟は︑す
︒あの山のすがたが︑小さいころのこと

いださせる︒ぼくが津軽海峡をこえて内

津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ

りる人と乗る人とがもみくちゃになった

かのかさのしずくが︑私のくつの上にぽ

のようなひょう語がかかげられているの

︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑一雄はすぐ

ばをわすれることができない︒七一

うえに︑おたがいがぬれたからだで︑お

へもぐりこむことができた︒車内はむし

やっと一台の電車がとまった︒あふれそ

けた︒しかし︑風がはげしいので︑すぐ

た︒アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑
︑畑では︑いちごがでさかりだった︒お

かいねこのメリーがいた︒アカシヤの花

いた︒おかあさんがパンをやくそばで︑

道の家には︑うしが四頭いた︒みんなち

6

ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

んえもんという人がいました︒働くこと

のものにすることができました︒この一

ひよりにさくらがさいて︑

47

10

く︒ 唱歌 先生がオルガンをおひきに

ました︒働くことがすきで︑一代でりっ

十一296

うの米をとることができました︒やがて

たたびおこすことができました︒それば
ひばりは

47

4

︒夜の勉強には油がいります︒その油を

した︒村の人たちが困って頼みにくると

りえもんという人がありましたが︑たい

十﹁301

十一2911

しました︒この人が金次郎の父親でした

い空にはかすみがこめて︑

7

9
48

5
52

えもんは︑からだがよわくて︑よく働け

しました︒金次郎が十二のころです︒さ

うときに︑金次郎が生まれてきたのです

しとしとと

麦のはし

つのをふりあげ

立旦濃くみつばちがとぶ︒

おうとででむしが︑

すうい︑すうい

やなぎのほわたがとんで︑
てきたつばくろが︑

青

げんげがさいて︑なの花ちつ
はい色雲が空うちおおい︑

わる︒
ば︑
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川のていぼう工事があって︑どの家から
︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

297531073
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32

︒そのとき︑父親が病氣でねていました
したので︑金次郎が︑そのかわりにでる
年のわりにからだが大きかったし︑働き
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十一623園のくらいのことがこわいものかと︑自

十一622圏

﹁はじめ︑ぼくがことわると︑よわ虫

十︻603 かけ渡した一本橋がある︒太郎は︑まえ

十一7511囹

十一7510園

十一758囹

十一758園

おとさずにいるがいいよ︒﹂少年は︑

︑ぼくってことがわからないんです︒

げなさい︒きみがいれば︑きっとよく

れど︑まだ望みがある︒氣をつけてお

十一874

十︻8610園

十︻869園

十一868圏

いところに家族があるのでしょう︒ど

うすっかりわけがわからなくなってい

十﹁8710 た︒

︵四︶

少年がベッドのそばのもと

と︑また︑看護人が小声でいいました︒

ぐらいのむすこがいるらしく︑自分の

十一626園 ほんとうの蟻通がいる︒おまえのよう

そうして︑看護婦がなにか飲み物を持つ

十一88！2

かすかなほおえみがうかんだのをみたよ

十一8910

十一895

十一894

できたとき︑医者が︑看護婦と看護人を

た︒あかつきの光が窓から白くさしこん

また︑やさしい色がその目にうかぶこと

十一6211園 なんだか氣まりがわるくて︑そういえ 十一765

は︑病人の目つきが︑いくらかわかりか

十一7711

のをみたような氣がしました︒そこで︑

てました︒看護婦が十字かぞうをかべか

りしめたような氣がしました︒﹁︿略﹀︒﹂

いっていた看護婦が︑小さなすみれの花

十一9010生な子だ︒神さまがきみをまもってくだ

十一8911

十一9012

にもあげるものがありません︒これを

十一903

をなぐさめることがありました︒それは

十﹇915園

日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑

十一801

かかわらず︑病人が︑しだいに︑すこし

それは︑ようだいがわるくなったにもか

たとしても︑病人がなんだかうれしそう

感謝するような色が︑そのひとみに︑ち

十一772

十一654 略﹀︒﹂と︑看護人がききました︒少年は
十一7712

十一634 しいひとりの少年が︑どうまみれにぐっ

十一659 一﹂と︑看護人がききました︒﹁︿略﹀
十一7812

十﹇786

十一685 いました︒看護婦がふたり︑手にくすり
十一802

十一801

十一6411 ︑家をあけることができないので︑長男 十一π4

十一674 その中にはベッドが二列にならんでいま

き︑少年は︑病人が自分の手をにぎりし

十一685 いくすりのにおいがただよっていました

これが父親であろうとは︑

あけて︑﹁これが︑きみのおとうさん

十一689囹

十一707園 ですよ︒チチロがいなかからでてきた

十一807

十一802

ドアのぞとに足音がきこえて︑やがて︑

︒ちょうど︑少年がそういうはかない希

としました︒それが︑ときにはいかにも

︑すこしずつものがわかりかけるように

十二49

十二47

十二43

すと︑ひとりの男が︑﹁︿略﹀︒﹂といって

賀会の席で︑人々がかわるがわる立って

まご

十一9211

呼びなれていた名が︑しぜんと口にのぼ

十︻6911 るものか

十一708園 よ︒おかあさんがよこしたんです︒よ

十一814

十一812

と︑こんどはかれがさけびを発しました

をしたひとりの男が︑看護婦に送られな

十二65 すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

十二59 とより立とうはずがありません︒このと

︿略V︒﹂という声がきこえました︒少年 十二51囹地にであったのが︑それほどの手がら

コロンブスがアメリカを発見して

十一717園 に︑お医者さんがみにきてくださるだ

十一815

十一709囹 ください︒ぼくがわかりませんか︒な
十一721 ことや︑家族の者が︑その旅に等しい希

十一8111

十二610

十一818

十二76 ことだかその意味がわかりません︒少女

十一722 いたときに︑母親がどんなにか力をおと

おれましたが︑胸がせまって息もつけま

からひとりの少女がでてきましたので︑

︑看護人や︑助手がかけよってきました

十一724 少年は︑かるい手がふとかたにさわった

十一826

十一7210園 す︒それでぼくがきたのですが︑どこ

こんなまちがいがおこったのだろう︒

十一一810

母は︑﹁おまえが学問のちゅうとで家

あげました︒孟子がびっくりしていると

る日のこと︑母親がなつかしくなり︑会

もうし
はた織り 孟子がまだ子どものころで

十一829

十一7210園 のですが︑どこがわるいのでしょう︒

十︻8211

十二78 ︑道潅は少女の心がわかりました︒それ

十一7212園 っしゃい︒先生が︑いまじきにおいで

十一835囹︺たきり︑おまえがこないから︑どんな

十一835園略V︒﹄って手紙がきたきり︑おまえが 十一一82

まだ声をだすことができませんでした︒

十一733 と︑ベルの鳴る音がきこえました︒みる

十一838囹

十一一95囹

十一一84

十一734 た︒みると︑医者が︑ひとりの助手をつ
十一735 ひとりの看護人とがついていました︒そ

にあのおじさんがいます︒ぼく︑ここ

ら︑どっとことばがほとばしりでました

身なりをした老人が︑道路をうろうろと

十一851

十ニー01

十一854園

リビングストンが南アフリカを探けん

みていたじゅんさが︑老人のそばによっ

十一738 ているそのあいだが︑少年にはたいへん

十ニー04

︑リビングストンが木かげで書物を読ん

十一739 われました︒医者がすぐそばのベッドま

十ニー19

︒いつも︑ぼくがそばにいないといけ
ちょうどあなたが入院したと同じ日に

十ニー110

十一856園
十一866園

略V︒﹂と︑看護人が答えました︒﹁︿略﹀

十一7311 老人でした︒医者が︑まだとなりのべッ
た︒﹁たんどくが顔にでたのです︒だ

十一865

十一757囹

十一744 略﹀︒﹂と︑看護婦がいいました︒医者は

みた土人のひとりが︑書物というものは
︑リビングストンがちょっとそとにでか
一本のざくろの木があって︑夏じゅう美

とにいくつかの実がなっていた︒それが

つやしたしゅの色がさしてきた︒文雄は

なっていた︒それが︑めきめきと大きく

た︒文雄は︑それがかきたかった︒高い

＋二2112園
のピアノの先生がおっしゃいましたよ

十二232外地にいた姉たちがひきあげてきました
十二236から︑家内じゅうが歓声をあげていると
十二238りません︒やしきがすこし養いし︑父が
十二238すこし多いし︑父がまえからそういうと
十二244 ︑もうひとり遊びができますが︑めいの
十二246歩けません︒発育がたいへんおくれてい
十二254 ひき受けます︒姉が︑いそがしいので︑
十二258これていないほうが氣持がいいので︑と
十二259いないほうが氣持がいいので︑ときどき
十一一261園ら︑ついしつけができなくて︒﹂立ち

十二265なにかとりつく物があるとすぐに立ちあ

十一一278 できると︑だれかがいったことを思いだ

十二276 ︑すこしもゆだんができません︒立ちは
十二277たせると立つことができると︑だれかが

は︑サリバン先生がきてくださった日で

十二295帰ってくると︑姉が大さわぎしていまし
十二296囹した︒﹁ゆだんができないわ︒いま︑
十二296園いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

おどろきとふしぎが私を待っているのか

年の三月三日︑私が満七さいになる三ヶ

しました︒だれかがそれをとらえました

ましたので︑それが母だとばかり思いこ

どは︑二つの人形が同じ名まえであるこ

した︒私は︑先生がかけらをいろりのか

だ︑腹だちの原因がとりのぞかれたとい

きました︒だれかが水をくみあげていま

ばらくして︑先生がぼうしを持ってきて

この生きた㎝ことが︑私のたましいを目

ました︒冷たい水がいきおいよく流れて

た︒それは︑先生が與えてくださった嘱

れるあらゆるものが︑生命をもって動い

上まえのあることがわかったのです︒因

すぐ︑私は︑自分がこわした人形のこと

︒先生も︑﹁私が命がけでせわをすれ

をひかれ︑ふたりがひとりのようになつ

えがっき︑もの心がついて︑学校にいく

た︒だんだんちえがっき︑もの心がつい

みならぬどりょくがいりました︒しかし

た︒サリバン先生が︑このあらあらしい

きないので︑氣持があらあらしくなり︑

んなりっぱな文章が書けるということは

アメリカの女の人が書いた﹁わが生がい

りながら︑この日が自分にもたらした喜

生﹂などのことばがあったことを思いだ

私の目にはなみだがいっぱいだまりまし
︒自分のしたことがわかったので︑生ま

1211
3了

ねておいたかれ草が︑すっかりくちてい

いた︒文雄はそれが氣になってしかたが

氣になってしかたがなかった︒﹁︿略﹀︒﹂

をいいながら文雄が︑そのくちた草をと

なえんまこおろぎが一びき頭をだしてい
︒そうして︑文雄が手をのばすと︑すぼ

していた︒下がきがすむと︑パレットの
︒いい色の絵のぐがたくさんあった︒し
すこしも立体感がない︒あのざくろの
えてくれるものがありません︒せんだ
︒ははあ︑これが鳴るんだなと思って

ッピッという音がしました︒ははあ︑

ッピッという音がする︒みんな自分た
︑ピアノの先生が︑散歩にいらっして
るには︑ご苦心がおありだったでしょ

2

ておどりだす話がありましたよ︒﹂﹁︿

きだしそうな氣がするんだけど一﹂

とこのまの人形が︑動きだしそうな氣

だって︑みんながねしずまったあとで

話の本に︑人形が夜中に集まっておど

﹁︿略﹀︒﹂﹁なにが︒﹂﹁ねえ︑おじさん

ラーを思う愛情とが︑ 一つになったおか

ば︑ケラーさんがすくわれるのです︒

囹囹

いと考えることができます︒ですから

︑青い小さな実が︑ほんの二つ三つ︑

ださいました︒私がしばらくその人形と

37

4
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とや︑そんなものがこの世にあることさ

38

7

5
43

すぐこの指の遊びがおもしろくなって︑

38

8

5

をならせることができるようになりま

38
43

8

知ったのは︑先生がおいでになってから
した︒ある日︑私が新しい人形を持って
生は︑﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がそ

と︑サリバン先生が︑ほかの大きな人形
が道具で︑﹁水﹂がその中にはいってい
までたっても区別ができませんでした︒
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はこんなところがすこしもないように
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34

ている文雄さんがいってましたよ︒ど
のような絵のぐがあればいいなと思い
ましたよ︒あれがあれば︑どんなかげ
です︒文雄さんがりっぱな絵かきにな
︒﹂﹁ざくろさんが︑高年とか︑さ來年
のさびしい氣持がでているので︑人の
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二444園ばいをみたことがあるかね︒﹂﹁︿略﹀︒

十二446園 だ︒もちろん人が動かすんだがね︒日

十二445囹 ばいって︑人形がしばいをするんです
十二447園 ぱな人形しばいがある︒その人形など

十九だんの石だんができている︒すばら
た︒それは︑おにが一夜のうちに百だん

神山のおくにおにが住んでいて︑毎年村

ことで︑もしそれができなかったら︑こ

︑みごとな草や木がしげっていく︒ の

れにあつみと廣さがなかったら︑正しく

どんなにはたらきがあっても︑それにあ

きの大のこははばが廣いし︑製材所のま

のこぎりには︑はがある︒のこぎりのは

ずかにしているのがすきだというし︑家

に︑曾良という人が住んでいました︒曾
しんしゅう
︑
信州の人で︑歌がだいそうじょうずで

ら

した︒また︑まきが少ないと︑近所へ木

そ

らえるので︑これがなによりうれしいと
︒そのうちに︑冬がきて︑くもった空が

手キンゼーと私とが︑いよいよ試合をす

もらしい手すさびがすっかりうれしくな

た︒なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目

が︑みせるものがあるよ︒﹂芭蕉は︑

略﹀︒﹂﹁友だちがほしくなるのはやは
︑パチパチとしばがもえあがります︒﹁︿

と入口をたたく者があります︒又臥﹀︒﹂

り︑大川の波の音がバサリバサリと︑ま

だんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸を

つくば

りましたが︑曾良が水をたくさんくんで

の待ちに待った雪が︑とうとうくれがた

なつぶつぶのものが落ちてきて︑子ども

に︑パラパラと音がして︑白い小さなつ

﹁みんなは︑雪が降ったら︑なにをし
＋二7212囹

あおぎながら︑雪が早く降るといいなあ
︒芭蕉は︑子どもが大すきでした︒その

たが︑雪をみるのが如しみでした︒芭蕉

た︒芭蕉はからだがよわいので︑寒さは

がひくくたれる日が続きました︒芭蕉は

きて︑くもった空がひくくたれる日が続

了0

雪

67

の中をわたることができない︒ 八

68

了0

らない︑もしそれができたら︑毎年ひと

るみるうちに工事がはかどって︑九十九
︑九十九の石だんができあがった︒とこ

で︑いちばんどりが鳴いて︑東の空が明

が鳴いて︑東の空が明かるくなった︒お

わり十ニキロの湖がある︒これが湖山の

の湖がある︒これが湖山の池である︒昔

昔︑この里に長者がいた︒一代二代はい

すかぎりさざなみがうちよせる大きな上

皇の岩屋というのがある︒昔︑あるまず
︑あるまずしい人が︑ふとしたことから
ると︑頼んだ品物がちゃんとそろってな
でいた︒そのことが評判になって︑だれ
その中にわるい人がいて︑かりた家具を
そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か
はちろう
︑ひとりの木こりがいた︒名を八郎とい
る日のこと︑八郎が山でしごとをしてい
していると︑のどがかわいてきた︒水を
ると︑美しい小魚がおよいでいる︒八郎
かったので︑のどがかわいてたまらない
でものどのかわきがとまらなかった︒そ
そのうちにからだがだんだん長くのびて
家にはひとりの母がある︒母にそのから
とびこむと︑小川がひろがって︑みるみ
湖となった︒それが十和田湖のおこりだ
いやわらかなものが︑地をうがち岩をお
れからでた細い根が︑つなのようにから

うなたくましい根が︑深くのびてみきを

41098777539328759210
3985316216354
園 園

69

了1

十二448園 まるでたましいがはいっているように
十二4411囹 いといわれる人がいて︑ものによって
十二453囹 たをだしたり鼻がてんぐのようにとび
ような漏しい氣がするよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十二454囹 そのかわり説明がついている︒ほら︑
十二459園

十一一461園︑いろいろ種類がある︒あやつりは文
十二467園 ぱな影絵しばいができている︒ジャワ
十二469囹 いて︑美しい色がつけてある︒これに
にいろんなものがあるんですね︒﹂﹁︿

十二4611園 でてくる︒それが音樂や歌にあわせて
十二471園

十二474囹 そうとする氣持がある︒だから︑人間

十二472園 色やくらしかたがどんなにちがってい

十二478囹 きた人間のほうがうまくやれるし︑そ

十二474囹 ︒だから︑人間がいるところには︑か
十二4711囹 さやおもしろさが生まれてくるのだ︒

十二4712囹 り︑才領のほうがずっと便利なわけだ

十二481囹絵のいいところがあるからね︒ところ
十二5311 つかう人の顔や頭がみえないようにする

十二542する︒3人形がかたむかないように
十二554 むきのある川などがあるためばかりでは
十二555 らききなれた傳説が︑そのあいだにおり
十二557 だけのもののほうが多い︒また︑文章に
十二562 ︑ただおもしろみがあるばかりでなく︑

十二564 よくにたようなのが︑あちらこちらで発
十二568 郎という大きな男がいた︒みそ五郎は︑
ありあけ

十二5611 の池は︑みそ五郎が畑をうったときのく
やま

十二574 山という二つの山がある︒どちらもけっ
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十二571 とき落ちた土くれが︑有明海の中にある
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十二774 とメキシコの國旗が美しくひるがえって
略﹀︒﹂﹁友だちがないから︒﹂﹁︿略﹀︒

十二776 物人でした︒時間がせまったので︑私は
十二7910園

十一一8011

︿略﹀︒﹂という色があらわれていました

十二803 ︿略﹀︒﹂こう︑私がたたみかけるように

十二812 せないこの二少年が︑遠い母國の選手の
十二813 ことを知って︑胸がいっぱいになりまし
十一一814 からまもなく試合がはじまりました︒キ

十二鋭7 うなはげしい試合が続きました︒三時間
やわ

十二811一 セットで勝つことができました︒私はい
十二8112 とをわすれることができません︒

十二824 決勝職に勝つことができたら︑世界のほ
十二8211 ︑方々の國の人々が︑そのコートを目が

十二832 iトには︑日ざしがさんさんと降りそそ
十二838

た︒﹁︿略﹀︒﹂試合がはじまりました︒目

十二834 た︒そこへ両選手があらわれました︒ス

そんなことがふくまれている︒ほ

そのかわりきのこがたくさんあったこと
と

ている︒ほかの人がこれと同じ文を書い

めいの生活や経験が同じでないためであ

めである︒みんなが﹁遠足﹂という同じ

も︑書かれたことがそれぞれちがってく

とばとしての性質があり︑おもしろさが

あり︑おもしろさがある︒書くことは︑
︑その場のようすが相手にみえないから

にくふうすることがたいせつである︒文

も書きなおすことができる︒文をなおす
﹁赤とんぼがとんでいる﹂﹁赤と

練るほど︑ことばがみがかれてくる︒
︵三︶

動いているようすがすぐわかる︒﹁赤と
この

︑すぐにそのわけがわかる︒それは文字

る︒﹁赤とんぼ﹂﹁が﹂﹁︿略﹀︒﹂

めいちがつたものが思いだされてくる︒

青い空を赤とんぼがむれてとんでいる景
︑道ばたに野はぎがさいていだので︑赤

らいままでのことがさまざまに思いださ

おじいさんの写眞がでていたり︑あなた

たの家に︑写眞帳があるでしょう︒それ

いた︒﹁赤とんぼがとんでいる︒﹂こん

いると︑赤とんぼが自分のまわりをとん

︒だれも話し相手がないので︑しょんぼ

か ここに貝がらがあります︒みたとこ
︑古い時代のことがはっきりわかるいと

よう︒石の矢の根があります︒石のおの
︑なわ目のもようがあるので︑じょうも
︑いろいろのものがあります︒じょうも
い式土器というのがあります︒それは︑
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102

103

103

103

103

103

104

104

104
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十二839 もとまらぬボールが︑ネットの上を右に

十二844 七i五で清水選手が勝ち︑第二回めもや
十一一846 あの小さいからだが︑まほうつかいのよ
十一一863 事に受け返すことができ︑試合はふたた

95

おおもり

95

とうきよう

96

ールスという学者が︑東京の大森の貝づ

96

十二848 ではあらわすことができません︒しかし
父が︑﹁︿略﹀︒﹂という︒

たらき

︵一︶

十二873

ろいうにその意味がかわる︒﹁︿略﹀︒﹂と

十二8811 なく︑そのことばがわかったとはいえな

十二883

十一一892 満足を與えることができないし︑また自
十二893 も通じない︒自分が話をするときには︑

十二899 きそのときの心持があらわれるはずであ
たろう
﹁︿略﹀︒﹂太郎が︑こういう短い文を

十二8911 えば︑ことばの力がうしなわれていく︒
十二909

十二911 いったこと︑くりがたくさん落ちていた
十二914 いったこと︑小鳥が鳴いていたこと︑帰
十二917 たさまざまなことが︑こまかに︑この文
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土器という名まえがつけられています︒

影を写した写眞帳が終りました︒このよ

なさんがたの代表が︑全國からここに集

さくなるような氣がします︒ 議事堂

で︑人間のからだがどうなっているか︑

品なのです︒三人がひとつに心をあわせ

しの中に︑銀や貝が光をはなっているの

とは︑外誓言の心が傳わることで︑日本

す︒外國から書物が新しくはいってくる

こんなりっぱな本ができました︒日本の

リスト教の宣教師が日本に傳えたのは︑

イソップという人が書いたお話ですが︑

どこをみても︑力があふれています︒仁

しょうか︑かえるが勝つでしょうか︒

す︒さあ︑うさぎが勝つでしょうか︑か

鳥羽僧正という人がかいた動物絵巻の一

とばそうじょう

は︑はぎやすすきがさきみだれた秋の野

た二ひきのうさぎが︑うしろから手をふ

く︑なにかの毛皮がひろげてあります︒

たをはいた女の人が︑おともをふたりつ
︒向こうがわに店がみえます︒皮ざいく

れていることに氣がつくことでしょう︒

鳥の美しいすがたがあらわれていること

かざりにほうおうがついているからだと

たか︑考えることができますか︒ ほう

にくらべて︑お金ができてからはどれほ

いお金です︒お金がなかったときにくら

うにならんだ文字があったりして︑おも

ます︒四角なあながあいていたり︑クロ

ゆめどの
をこしらえたものがあります︒ 夢殿の

代の人たちの氣持がよくわかるではあり

ま︑まるたまなどがかざつてあります︒

242101111196510441118873111069876542112
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30

て︑みんなの歩調がそろったときに︑は
︑はじめて︑日本が正しい︑美しい國と
しい國となることができましょう︒

水には︑あしのめがすくすくと︑するど

十三173
十三174
十三183
十三189
十三1811

のほかには︑鉱山があるのでもなく︑い
でもなく︑いい港があるのでもなく︑わ
りにするか︑これが︑デンマルクの愛二
つたひとりの軍人がありました︒戦場か

のできる國民だけが︑國の建てなおしと
その三分の一以上が︑作物のできない土
えた土地とするのが︑ダルガスのゆめで

父に︑﹁大もみがある大きさ以上に生

けて︑植物の研究がすきでしたが︑かれ

ルガス︑おまえがくれるといった材木

とに︑みどりの野が廣がりました︒ダル

らんで生長し︑年がたってもかれないで

︒そうして︑かれがふと思いうかべたの

スの誠実は︑これがためにくじかれるこ

のあれ地に育つ木があるかないか︑まず

よくしげつた森林がありました︒しかし

十三1910

いものと深いものがあるが︑その深く進
︑おしべのかふんがめしべにっかないよ

十三2211
十三231園

十三239
十三2311

十三241
十三244
十三247
十三248
十三2410
十三2411
十三2412

十三253
十三254

こり︑新しい町村が︑いたるところに生

のうえ︑大水の害がのぞかれたので︑す

うえに︑いい氣候があたえられました︒

なりました︒木材があたえられたうえに

地は︑大もみの林がしげったために︑こ

ました︒夏︑しもがおりるのはまったく

んでしたが︑植林が成功してから以後の

しもさえ見ることがあったのです︒その

ートランドの氣候が︑そのよい感化を受

しげったもみの林が見られるようになり

︑植物学上の事実が︑ダルガス親子によ

十三228園

十三2111

十三2110

十三217

十三214

十三209

十三203

十三1911

験を重ね︑かふんがめしべにつくときは

ものである︒知識が開けず︑科学の進ま
ところには︑迷信が行われる︒むかしは
︑星を見て世の中がみだれるといったり
たり︑でんせん病がはやると︑ほうき星

やると︑ほうき星が出たからだといった
あるいは︑きつねがっくとか︑からすの
︑からすの鳴き声がわるいから不幸があ
がわるいから不幸があるなどといった︒

だ︑そうした考えがのこっている︒たと
をするのに︑方角がよいとかわるいとか

字画を数えて︑運がよいとかわるいとか
︑約二百万人の人が生まれるが︑これら
るが︑これらの人がみな同じ性質をもち
が︑それは︑学者がいろいろに考えて︑

なもので︑日や月が︑東から西へまわっ

ううぶな考えかたがもとになって︑東洋
︑いわゆる天動説が行われていました︒
かないようなことが︑目についてきたの
です︒熱心な学者が︑だんだんそれを発
まわっていることがわかり︑また︑地球

も︑とうといものが生き返りました︒そ

場に︑子どもたちがたむろして︑日だま
︑いろいろなものがある︒まず︑もの費

︒まず︑もの責りが鳴らして來る鳴りも

ひくようなひびきがする︒その﹁ビュー

おもしろい︒床屋が通る︒客のこしかけ

亙る鳴りものの音がおもしろい︒床屋が

その﹁ビューン﹂がとまると︑そこでは
︑どこかの子どもが︑もう︑頭をつるつ

なく︑女の人たちが集まって來て︑糸屋

られている︒糸屋が逼る︒荷車をひきな

れ︑にぎやかな話が続く︒いかけ屋が來

赤や︑白の糸たばがくりひろげられ︑に

が続く︒いかけ屋が來る︒これも︑いろ
︒歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふ

しぜんにふんどうがどらにあたる︒﹁ボ

たによって︑調子がちがう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑空が美しい︒月が出ていれば︑出てい

の日には︑この音がすずしい氣持をおこ
︒それだけに︑空が美しい︒月が出てい

キリ︑リリリリ﹂がひびく︒夏の日には

けをのせた一輪車が︑﹁キリキリ︑リリ

いろいろなもの音がひびくが︑なんとい

ートンには︑それが︑ふしぎなほどよく

には︑なつめ遣りがやって回る︒ぶどう

イスクリーム掌りがやって來る︒﹁︿略﹀

は︑きんぎょ図りがやって來る︒又略﹀

て來る︒やっと目がさめたころ︑遠いと
︒春は︑なえ肖りがやって來る︒夏は︑

る︒まんじゅう屋がそうだ︒朝早く︑大

じたりする︒それが︑見ている人には︑

たその中で︑さるがさまざまな藝をする

きつけて︑子どもが大ぜい集まる︒まる

5

た︒土地のねだんがあがって︑あるとこ

3
33

6

十三255

町には︑ホートンが︑あみの目のように
一見︑なんの

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだして
ながっている感じがする︒

十三2511

十三266
十三276

十三273

11
32

4

32
32

7
33

9

は反対に︑地動説が出てきました︒これ
ケプラーという人が出ました︒この人は
リレオという学者がありました︒わかい
のではない︑地球が動くのだということ
これで︑夜と書とがあるわけも︑春・夏
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

んだまのような星がばらまかれて︑一つ
かれて︑一つ一つがかがやく美しさは︑

で︑人形あやつりがはじまる︒ほのぼの

てしまう︒ふと氣がついて︑子どもたち

門には︑﹁れん﹂が書かれてある︒れん

がめている︒それが︑だんだん大きくな
︑文字であることがわかり︑その文字の

︑その文字の意味がわかってくると︑い

つかな紙の締れんがはりつけられる︒子

だよ︒電話番号が書いてあったもんだ

ないよ︒ぼくのがある︒なんでもある

げんぶんもの人が︑寝とまりしている

うだ︒おばさんがね︑こんどの日曜︑

くおいでよ︒話がうんとある︒見せた

シュウの子どもが︒しんせつだね⁝⁝

っておいたほうがいいよ⁝⁝うん︑う

だったの︒手紙がだせるようになった

︑早くきみの顔が見たいよ︒きょうは
もの音がする︒三郎︑それに

三郎︑それに氣がついて︑三郎﹁おか

あ⁝⁝﹂三郎の声が終るころ︑しずかに

さん︑眞ちゃんが帰って來たんだって
舞台に出て來る人が︑ただひとりです︒
︑あいてになる人が︑見物人の目につか

ばいのむずかしさがあります︒三郎くん
ばの間に︑あいてがなにかいっているわ
︑すっかりようすがわかるように︑くふ

ありが︑ちょうの羽をひい
はちの羽音が︑チューリップの花

土

ように︑顔の表情がよく見えるようにす
ップ

そよ風

午前の森に︑しかがすわっている︒その
の角のかげ︒あぶが一びきとんで來る︒

の歌

す﹂小屋のランプが︑きゅうに暗くなり
みどりの森が︑喜びの声でわらい
らい︑波だつ小川が︑わらいながら走っ

50

51

52

53

53

54

54

54

54

っそうその美しさが胸にきざまれる︒文

なると︑はとぶえが天から鳴ってきて︑

る︒ふえには大小があるから︑はとがむ

を受けてそのふえが鳴る︒ふえには大小

があるから︑はとがむれになってとんで

鈍ると︑ふえの音がおのずから和音をふ

る︒中庭のあんずがさいて︑花びらがホ

がさいて︑花びらがホートンへちらちら

る︒やなぎのわたが︑どこからともなく

小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ

まるくなって︑風がふいてくると︑ころ
︒大通りを︑ぶたがぞろぞろと歩いて行

行列のラッパの音が︑どこかでひびく︒

いて行く︒あひるが︑﹁ガア︑ガア﹂と

わのかべに︑電話がとりつけてある︒左

りはじめる︒三郎が︑ぼうしをかぶった

1876543239723108337410865964319531
園
園囹園園園園園囹園

げで︑きれいな鳥がわらっている︒さあ

だけだ︒でも︑水がすむまで見ているか

い︑わたしの日々が︑自然をしたう心で

んぼうで︑母うしがしたでなめると︑よ

美しいおかあさんが︑まるまるとふとつ

うひとりの子どもがよりかかっている絵
︑そのあかちゃんがキリストで︑そのお

︑そのおかあさんがマリアだということ

そうして︑その絵がだいすきになりまし

の像をかくことが得意だった︒その﹃

すこし大きいのがあるよ︒﹂といって︑

おじさんは︑用事がなく︑しょさいで︑

ありませんが︑絵がすきで︑それに︑わ
十三555囹

喜びという心持が︑よく出ているね︒

十三574囹

十三5710囹

ぼうさんらしい人が︑その前にひれふし

せいの高いマリアがキリストをだいて立

はよいが︑すりがうまくいかないから

い︒赤いところが黒くなったりするの

十三5712煙りわかるが︑色がわからない︒赤いと

十三5712囹

十三594

十三583囹
十三595
十三598園

さんという感じが︑よく出ているんじ

十三596園︑たいへん感じがちがいますね︑おじ

おごそかな感じがするね︒この絵は︑

たが︑見物の人が︑かわりばんこにや

︑一台の長いすがおいてあったが︑見

絵だよ︒わたしが行ったとき︑この絵

十三599園

十三5911園

十三5910園

十三5912園

十四53

かれしてから私がいちばんつらかった

さ︑それは︑かれが︑父を失った直後︑

ない強い眞実の力が︑こもっているので

ファエルのほうがうまいかもしれない

は︑そのうまさがよくわからないけれ

十三601園あいているときがなかったよ︒﹂ぼく

十三6010園

らい︑きりぎりすが︑樂しい景色の中で

十四510

は︑おかあさんがかなしがっていらっ

十四68團
らう︒わたしたちが︑さくらんぼと︑く

十四69團

ーザンとエミリとが︑かわいい口をまる

わらいだす︒牧場が︑生き生きしたみど

らい︑みどりの丘が︑その声でわらいだ

十三611園

ていく︒空氣までが︑わたしたちのゆか

十十十十十十十十十十十
｛

くえ︒電話のベルが鳴る︒だれも出て中

うか︒げんかんがしまっていたから⁝
しん

え︑おとうさんが︑そう⁝⁝じゃあ︑

え⁝⁝眞ちゃんが⁝⁝マンシュウの眞
ユウの眞ちゃんが︑帰って來たんです
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十四72団 まだ子どもたちがのこっている︑子ど
十四187

十四299

略﹀︒﹂そこへ先生がいらっしゃった︒み 十四292

せん︒かりにそれがほんとうのことだと

色のよい國で︑花がたえずさいていだた

てもらいたいものがあるのです︒見ても

は︑どんなことばがはいってきたのだろ

たのだということが想像される︒それか

十四205

といって︑みんながおどろいていたが︑

いってきたことばが︑いろいろまじって

十四3110

十四3012

十四305

︑ものを考える力が大きくなっていけば

日本と︑日本だけが特別の國ででもある

に心をくばることがたりなかったのは︑

十四2712囹 からきたことばが調べられますか︒﹂

十四99團 は︑おかあさんが︑ちゃんとしていて
十四211

いると︑高山くんが︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ことばだ︒それが︑あまり古い時代に

十四1810

十四302

十四276囹

十四77団ばならないことが︑おこったというに
十四86團ら︒私には決心がつきました︒つらい
十四195

そうか︒そうじがすんだら︑そのこと

たなか
十四271
いていた田中さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といった
のむら
いていた野村さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね 十四273

十四87團 のできないことがあるとしたら︑それ
十四1912

すませた︒みんなが席につくと︑先生は

︿略﹀︒﹂田中さんが答えられないでいる

十四88團 は︑おかあさんがかなしがっていらっ
十四204

十四201園

十四103団 ようにしたほうがいいとか︑調節がで
十四223

十四2112

十四195

十四95團 ま︑おかあさんが力をおとしておしま

十四92団 には︑まだ幸福がのこっている︑なぜ

十四103国 いいとか︑調節ができるとか︑ほのお

十四152團 自分には子どもがあるということをお

十四151国 す︒おかあさんが︑もし︑かなしいお

十四133国 に︑小さなさらがあります︒それは︑

十四131團 りのようなものがついていて︑どこま

十四126国 ているというのが教えてくれたことな

十四125国 友だちで︑母親が十年このかた︑この

十四118団 いになったほうがいいのです︒ランプ

十四107団小さな書きつけがついているはずです

十四105團 めに小さなかさがあるとか

十四256

十四254

十四252

十四25一

十四2410

十四247囹

十四244

十四231

た︒ものとことばが︑いっしょになって

られたということがわかった︒私は︑こ

オ﹂ということばがはいり︑タバコとと

本になかった品物が︑外帯から傳えられ

の外國のことばが︑日本語になったの

たくさんのことばが︑いろいろな國から

おどろいた︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

十四228囹

ちも︑新しいものが世の中にできてくる

コ﹂ということばが︑傳えられたという

十四2412

るものであることが︑考えられる︒﹁こ

十四1412團 と︑こんなことが思われてくるのです 十四253 ︑さまざまなことが心にうかんできた︒

十四142團 く金言な思い出がのこっています︒お

十四258

﹂などというお話が︑つくれそうな氣が

ことばさ︒それが長い間つかっている

ろいた︒佐藤さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも

十四358

十四355

十四341

十四3310

十四3212

十四3210

十四329

十四327

十四327

十四326

十四326

十四325

十四324

十四322

おとる小さな人間が︑引力の法則を発見

十四347わかりますか︒光が一方のはしから︑向

十四344

ものだということができるでしょう︒み

で廣いのか︑想像がつきません︒しかし

ど大きな星の世界が︑なおいくつかある

このぎんが系全体が︑星の世界の全部か

金星などのわく星が︑太陽を中心として

︑ふかいつながりがあるのです︒人間は

は︑たいして関係がなさそうですが︑じ

たのです︒航海術がさかんになったので

れたのです︒数学が発達したのです︒航

たのです︒天文学が生まれたのです︒数

たのです︒こよみが作られたのです︒天

たことから︑農業が進歩したのです︒こ

自分たちとはえんがないと思っている人

︿略﹀︒﹂という人があるかもしれません

とロつ

十四154溢す︒おかあさんがご用でしたら︑いつ

十四258

ら︑外國のことばがはいってきたのは︑

︑つくれそうな氣がしてきた︒それから

さ

うとう︑こくばんがいっぱいになってし

十四104国 るとか︑ほのおがゆれたりしないとか

十四1512国 ままでより時間が早くたつでしょうか

十四2510

十四259

十四264

十四262

十四2511

とばは︑西洋馬面がはいってきたときに

ムは︑ドイツ医学がはいってきたときに

は︑オランダ医学がはいってきたときに

のちはドイツ医学がおもに傳わったとう

︑外國の学問などが傳わってきたときに

十四384園

十四382園

十四382囹

十四378

十四376

十四3512

︑夜明けの音樂が聞える︒﹂二の人そ

︒ああ︑いい音がする︒﹂みんな二

やするようなことがあったら︑どうか天

そうすれば︑人間がだいいちにしなけれ

それに

十四162團 っています︒私がそばにいないことな

十四1612團 そういったものがご入用のときは︑ご

十四168国 いると︒ランプがお氣にいって︑うれ

十四266

ばも︑西洋の油絵がはいってきたときに

こまれるような氣がします︒まことに︑

十四165團 ださい︒あなたが私を思ってくださる

十四171團 てください︒夜が長すぎはしませんか

十四2610

一の人﹁音がする︒ああ︑いい音

十四174團 さんのおすがたが︑目に見えるような

十四2612

け

十四174国 見えるような氣がします︒どの時間に
たかやま

十四182 るとき︑高山くんが︑思いだしたように
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十四587園たち水です︒水がなかったら︑なんで
十四591囹げで︑かれるのが助かったことを考え

十四501りに︑マッケンナがおよいで行ったよう
十四502 ︑一そうのボートが︑やみをぬって助け
十四508 ようさんの名まえがわかりません︒しか
十四525囹のです︒私の花がさかなかったら︑実

十四607園か︑考えたことがありますか︒﹂花も︑

十四536園めしべの根もとがふくれて︑そんな大
十四538囹ね︒それは︑私が︑いつも日あたりの
は︑せっかく花が開いても︑とちゅう
十四5311園

︑いたずらなはちがいいました︒﹁︿略﹀

十四623 ︒中には︑熱い湯がいっぱいはいってお

十四622 ここに︑茶わんが一つあります︒中に

十四6111
や︑土や︑水などがいいました︒花も︑

しばらくして︑根がいいました︒﹁︿略﹀
十四6011

十四5911囹いたって︑ぼくがとびまわって︑かふ

花さん︑あなたが︑どんなに美しくさ
＋四5910園

十四599

十四595囹なんて見たことがない︒さっきから問
十四596園 って︑みんな私がわけてあげたのです

十四593した︒﹁︿略﹀︒﹂土が立ちました︒﹁︿略﹀

十四528園とりわけ︑め花がさいて︑はじめて︑
十四529園︑かぼちゃの実がつくのです︒こんな

十四482くあんな美しい声がだせるものだと思い
十四486ついてみると︑船がしずむひょうしに流
十四487 ︑なん人かの婦人がつかまって︑立ちお

十四387園 あがって︑﹁夜が明ける︒﹂二の人﹁東
十四388囹 二の人﹁東の空が明かるくなってくる
十四389園る︒﹂三の人﹁朝が近づく︒﹂みんな﹁工
十四391園人﹁暗いとばりが︑たち切られる︒﹂
十四392園 ︒﹂五の人﹁ゆめがさめた︒長いゆめが
十四392園めた︒長いゆめがさめた︒﹂三の人﹁夜
十四393園た︒﹂三の人﹁夜が明ける︒﹂みんな﹁み
十四394園 な﹁みんなの朝がくる︒﹂一の人﹁わた

十四5211園
めしべの根もとが︑大きくふくれただ

心に

＋四4812︑ほかの婦人たちが力をおとさないよう

平和と自由の光がさしてくる︒﹂みん
十四4011園

十四395囹ちの︑画しい朝がくる︒﹂五の人﹁深呼
十四403園 ︒﹂二の人﹁大空がほおえんでいる︒ば

十四611園いだした︒人間が來て︑まいてくれた
十四611園もし︑あの人間がいなかったら︑また
十四612園また︑その人間がせわをしてくれなか
十四617園いてもらうことができさえずれば︑こ

おぐ︒美しい音樂がひびく︒五

十四415囹 まって︑﹁朝日が︑朝日がのぼる︒﹂
十四415園 ﹁朝日が︑朝日がのぼる︒﹂二の人﹁朝
十四416園︒﹂二の人﹁朝風がふいてきた︒﹂一の
十四418囹たちの前に︑朝がきた︒﹂一の人﹁みん
十四4111

十四626ろのこまかいことが目につき︑さまざま

十四567園や︑高いところがおすきなようですが
十四568囹もし︑つるの私がとちゅうで切れたり

十四636あいにより︑つぶがあまり大きくないと

十四635 のつぶの大きいのが︑ちらちらと目に見

十四631なく︑熱い水蒸氣がひえて︑小さなしず

＋四6210からは︑白い湯げがたっています︒これ

十四627まざまのうたがいがおこってくるはずで

十四5611な
園に大きなきずができていますが︑私

十四638れは︑白いうす雲が月にかかったときに

十四542園に︑あなたがたが︑かってに花をさか
十四548圓大部分︑根の私が︑土の中から吸いと
十四558囹ませんから︑私が申します︒﹂おとな
十四562園しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく
十四563園分でも︑葉さんが︑それを日の光にあ
たものでも︑私が運んであげなかった
十四564園

十四571囹て︑あなたがたがかれないようにして
十四573 思います︒﹂つるがこういったとき︑高
十四574はいってきたものがあります︒それは︑

明なガス体の蒸氣が︑しずくになるとき
＋四6312

十四639は︑お話することがどっさりありますが

十四642 のまわりに︑蒸氣がこってくっつくので

十四641 のしんになるものがあって︑そのまわり

十四637うな︑赤や青の色がついています︒これ

＋四5712る
囹ためには︑私が熱と光とをゆたかに

十四4411という小さな汽船が︑ 十ばいもある定期

十四632しずくになったのが︑無数にむらがって

十四453客十四人のゆくえがわからなくなりまし

十四575たちだということがわかりました︒﹁︿略

十四424圏をもて︑あらしがふこうが︑雪がふろ
十四424圃がふこうが︑雪がふろうが︒天には雲
十四426圃地にはあらそいがたえなかろうが︑心
十四428圃うすりゃ︑なにがこようと︑平価じゃ
十四431圏日だって︑それが明かるくしてくれる
十四435圃労に︑よし心配がたえなくとも︑くち
十四437圏うすりゃ︑なにがこようと︑平氣じゃ

十四457ろう︒かれは︑氣が氣ではありませんで

ものです︒それがこの日本でできるた
十四5711園

私︑つまり太陽がなかったら︑どうな
十四579園

日だって︑それが元仁にしてくれる︒
＋四4310團

＋四4510に︑死のしずけさがあたりに廣がりまし

十四459た︒すべてのものが︑ことごとく波にの
＋四4512なく︑きれいな歌が流れてきました︒そ

十四643きないということが︑学者の研究でわか

十四643し︑そういうしんがなかったら︑きりは
＋四4610
持になって︑自分が水の中にひたってい

考えてみたことがありますか︒﹂水が
十四583園
十四585した︒﹁︿略﹀︒﹂水が続いていいました︒

十四481およいでいるだけがせいぜいなのに︑こ

が一が
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そうして︑ひょうが降ったり︑かみなり

きて︑大きなうずができます︒そうして

十四7312

十四7310

むらとなにか関係があることだけはたし

のふしぎなもようがなんであるかという

十四741

つめたさとのむらが︑どうなるかという

しかでしょう︒湯がひえるときにできる

十四μ10

とつ風というものがそれです︒たとえば

十四742

十四7412

ですと︑畑のほうが︑森よりも︑日光の

らべると︑しくみがずっと大きくて︑う

線や︑うす暗い線が︑不規則なもようの

十四754

には︑どんな流れがおこるかというよう

動いているのに氣がつくでしょう︒これ

十四756

ので︑畑では空氣がのぼり︑森ではくだ

えば︑湖や海の水が︑冬になって︑表面

い︒それも︑お湯が熱いほど︑もようが

十四758

があります︒これがあまりはげしくなる

うされるかたむきがあります︒これがあ

十四747

熱いほど︑もようがはっきりします︒つ

十四761

十四745

に︑茶わんのお湯がだんだんにひえるの

十四761

いようなことがらが︑原理のうえからは

のまわりから︑熱がにげるためだと思っ

十四762

とのさかいで︑光が曲がるために︑その

にぬるいところとが︑いろいろに入りみ

っているところとがほうぼうにできます

かって流れ︑それが︑おりた水のあとへ

いに熱い表面の水が︑そのあとへ向かっ

からは︑ひえた水が下へおり︑そのまわ

別につめたいむらができます︒そういう

十四777

十四774

十四773惑うら︵一︶私が︑木を割ったり︑竹

十四769

十四769

十四767

十四766

十四765

とのほうから割るがいい︑竹を割るとき

していると︑祖父が來て︑﹁木もと竹う

ン︶で︑われわれが冬期に受ける北西の

におこると︑それがいわゆる季節風︵モ

れています︒これが︑もうひとまわり大

と同じようなことが︑山腹と谷との間に

ろでは︑反対の風がふいています︒これ

三流のじゅんかんが︑もっと大じかけに

らのほうから割るがいいという教えでし

っしてそれることがありません︒ただ︑

十四777

あいには︑どっちがうらかもとか︑わか

っすぐに割ることができました︒そのの
十四795

ちょうど︑﹁二二が四﹂という算数の九

ん︒しずむほうがもとだよ︒﹂と教え

っすぐに割ることができなかったのに︑

のは︑かべや屋根が熱せられると︑それ

十四798囹

︒いったい︑だれが︑そのことを発見し

十四783

ぞれに接した空笑がふくれてのぼる︑そ

十四801

十四7911

︑自分たちの祖先が発見したのではなく

ちらちらしたものが見えることがありま

できる氣流のむらが︑光をおり曲げるた

上にも三年︒一事が万事︒牛を追う︒う

十四795

きりのようなものがひと皮かぶさってお

十四803

十四787

さつており︑それが︑ちょうどさけめの

十四812

あの﹁かげろう﹂がたつのは︑かべや屋

ぶれて︑そこだけがとう明に見えます︒

ものが見えることがあります︒あの﹁か

つたようなもようが見えるのです︒日の

るために︑その光が同じようにならず︑

ます︒地面の空氣が︑日光のためにあた

用上の問題とえんがつながってきます︒

て︑そのひえかたがどこも同じではない

ふうなじゅんかんがおこります︒よく理

ろなかわったことがおこるのです︒しか

ったり︑かみなりが鳴ったりします︒こ

98832！1212129875411121110510987212510866尽

空敵中には︑それが︑しぜんにたくさん

そのつめたい空氣が下からふきこんでき

におおわれた地方があると︑あたたかい
︑あたたかい空氣がのぼっていくあとへ

ら蒸発する水蒸氣が︑とくに多くなりま

のどこかの一地方が︑日光のために︑特

と大じかけなものがあります︒それは︑

するのを見ることがあるでしょう︒茶わ

うずができ︑それが︑ちょうどだつまき

して︑大きなうずができ︑それが︑ちょ

から︑つめたい風がふきこむたびに︑干

い湯げがたつことがよくあります︒そう

そこから白い湯げがたつことがよくあり

いるところへ日光があたって︑そこから

などにできることがあります︒春さきな

ずができて︑それが︑かなり早くまわり
︑もっと大きなのが︑庭の上などにでき

上から大きなうずができて︑それが︑か

うずになり︑それがだんだんに廣がり︑

れ以上は︑けむりがゆらゆらして︑いく

ができます︒これがまた︑よく見ている

す︒つぎに︑湯げがのぼるときには︑い
︑いろいろのうずができます︒これがま

温度を計る寒暖計があるなら︑いろいろ

るいと︑いきおいがよわいわけです︒湯

ます︒反対に︑湯がぬるいと︑いきおい

すと︑湯げの温度が高くて︑まわりの空

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかりま

をよく見ると︑湯が熱いかぬるいかが︑

ちょうど︑けむりが廣がっているように

ようなものばかりがのこっていて︑飛行

にうかんでいた雲が消えてしまったあと
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そめて︑雪どけ水が流れだすところ︑そ

いる人々︑春の光がさしそめて︑雪どけ

たものである︒雪が降りだしてから︑だ

は︑北國の人たちが雪と職っているよう

十四971

十四9611

十四969

十四968

見えた︒やいた鳥が一それこそほんと 十五199 ︑あるいは︑氷河が無言の流れをきざん

ならべたテーブルが見えた︒やいた鳥が

かり見とおすことができた︒雪のように

すところは︑かべがきぬのようにうすく

でこすった︒それがゆらゆらともえあが

十五197 トルばかりの高さがありますが︑そのほ

十五195 くそびえているのが︑このユングフラウ

十五194 雪をいただく山々がならび立っています

十五193 ウという美しい山があります︒スイスの

の上を︑登山電車がわれわれを運んでい

うのまるやきの鳥が︑ほかほかとあたた

十五1910

十四972

十四971

一ひら一ひらの雪が︑それぞれちがった

大きな木で︑それが美しくかざられてい

十五208 りの女の家庭教師がついていました︒朝

十五205 メリ二人の一家族が來て︑しばらくとま

十五202 い︑小さなホテルがここかしこに立って

十五201 いくつかの停車場があって︑そこには︑

の小さなろうそくが︑みどりの枝の間か

をすった︒ほのおが明かるくもえあがっ

十四981

百もの小さな人形が見おろして︑マッチ

十四9711

十四982

十五215 ようなけわしい山が︑むらさきがかった

十四986
十四9810

一つの明かるい星が落ちるのを見た︒そ

十五2110なげこんで︑それがコトコトと音をたて

のずから知ることができるというのであ

高い天空のようすが︑こまごまとわかる

十四992

のを見た︒その星が落ちるとき︑空を横

としるした足あとが︑廣野を横ぎる一す

るべに︑第二の人が歩いて行く︒やがて

野原を︑第一の人が歩いて行く︒その早

十四㎜5

十四998

十四996

して︑おばあさんが見えなくなっては困

十四996

つた︒おばあさんが︑こんなにせいが高

してきかせたことがあった︒女の子は︑

なにかのたましいが神さまのところへの

あったおばあさんが︑星の落ちるときは

十五234 らくして︑ふと氣がついてみると︑いま

十五231 な一わのやまわしが︑サアッという羽音

十五229 でしょう︒みんなが︑おどろいてその音

十五228 き起ったような音がしました︒なんでし

十五227 だか大きなあらしがふき起ったような音

十五226 ︑みんなの頭の上が暗くなって︑なんだ

らであろうか︒足がつめたくなって︑早

十四梱1

十五235 た女の子のすがたが見えません︒先生が
十四麗5

十四皿2

︒人々は︑その子がどんなに幸福に︑神

︒人々は︑女の子がおおみそかの晩に見

た元日の朝︑人々が︑マッチ至りのむす

十五2311

十五236 さわぎだす︑両親があわててあたりをか

十五83團

らさくら人が人が子を歩かせて

さくらさくら人が人が子を歩かせて

十五262 ど︑もしこのわしが︑その舞いおりると

十五253 る女の子のからだが下へ落ちないように

十五252 長くのばして︑鳥が大づめでつかんでい

らとびついたものがあります︒だれでし

十五235 見えません︒先生が第一にさわぎだす︑

でも︑読む人の心がひかれるのは︑もの

びは︑たとえようがない︒子どもたちは

十四撹7

十五245 前へ︑大きなわしがひとりの女の子をつ

十五83團

はまの子ら火

十五266 ゆうで︑このわしが大きなくちばしで女

かわ

いないので︑父親が︑きっとひどくしか

らいだつた︒寒さがしみこんで︑足は赤

を日ぐれのうまが通る

その子は︑おなかがすいて︑こごえて︑
︑火をともすことができたならば︑どん

十五144図圏らの木にばらがまっかにさいてける 十五2610 できた飛行機乗りが︑安全な着陸地を上

十五267 か︑殺される心配がある︒そんなことの

れん

十五271囹

月が出る山の家にうしを

日の第一線が燈台の高きに

るくすめるながえ顔︒少女たちよ︑

十五276 のかと︑そのことがまた︑少年の氣にか

いこうもり
その小さなほのおが︑その子には︑もえ

十五168図魍

さしく清きなが心︒わが懇嘆︑やが

十五102圏
りではない︒それがもえ続けている間︑

十五176図圏

しておいで︑私がいますくってあげる
中には︑美しい火がもえあがり︑ほのお

るい︑赤いほのおがかがやきだした︒女

十五97警急

十五92圏

た︒二台の荷馬車が來たので︑それをさ
︑どこかの男の子がひろって行ってしま

十五65図圏六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

いて︑思わず方向がちがったものであろ
︑ぽちっと黒い土が見えはじめたときの

十四川2が︑こんなにせいが高く︑りっぱで︑美

いた︒﹁なにかが︑神さまのところへ

見るもの聞くものがことごとくめずらし

におもしろい場面が発見されるように思
十四994園

十四993

十五2012

おられた雪のむれが︑道を消し︑木をお

続けていて︑それが︑高く︑高く︑しだ

きと表現することができそうである︒ふ

てみると︑その雪が︑どこで︑どのよう

て雪のけっしょうができるか︑どんなば
︑雪のけっしょうがちがうわけを︑映画

と︑その美しい雪が数かぎりなく︑天上

118531211914991175198297621106437754

30

30

30

で︑その石を取るが早いか︑目の前帯メ

がつた岩のかけらが目にはいりました︒

あくまです︒少年が女の子を後にかばう

血にそまった短刀があります︒少年は︑
︒わしの白い下羽が︑綿のように一面に

の左手には女の子が︑右手には血にそま

短刀をぬいて︑鳥がそのあき地へ身をお

は︑あぶないことが近づいたと感じたの

十五4412園

十五449園

十五428

十五422

十五4112

十五4111

十五4110

タリーじいさんがね一﹂といって︑

をつかっている國があろうか︒日本のこ

あるから︑日本語が世界の人々に親しま

事は︑世界の学者がだれものぞんでいる
をつかうと︑字数が少なくてすむばかり 十五5411

ーマ字で書くことができる︒ローマ字を

十五5411るのであった︒私がこの博物館をたずね
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41

字とよばれるものがあった︒中部アラビ
︑これににた文字があった︒漢字も︑も

くされてきたものが︑文字というものの

ぜいのひつじかいが集まって來ており︑

かりましたが︑氣がつくと︑もう自分の

という鉄ぼうの音がしたかと思うと︑い

ヤガヤという人声が聞えてきました︒少
︒少女の両親たちが︑そのへんにいたひ

には︑鳥の白い羽が雪のようにとびちり

十五4810

十五486

十五485

十五484

十五483

十五481

十五4710

十五476

十五458

十五453

十五434

十五429

て︑はん主の保護がなくなったうえに︑

の赤絵製作の方法が他にもれないように

された十六人だけが︑有田に赤絵町を作

ばたらきの者などが︑三十数人かかえら

十五4610囹

焼けるはずのものが黒くなったり︑黄色

︑焼く人と赤絵屋がわかれてしごとをし

たるプリンタリーが︑日本政府から頼ま

代の長いしきたりが︑明治になってすっ

﹁たいへん焼物がおすきのようですが

カの一しょうこうが歩いていたが︑ふと

に書き表わす方法がないものであろうか

その愛されかたがわかろう︒そのころ
十五615 ︑

十五604た新島のおじさんが︑やまいを札幌のこ

ばならないものがたくさんある︒きょ
＋五5910園

十五572園せんぽいの教授がやって來て︑きみは
十五594園いやいや︑時代がちがう︒きみたちが
十五594囹がう︒きみたちが知っているはずがな
十五594囹知っているはずがない︒﹂と︑一言の
十五598園ずらしい日本人が舞いこんで來たもの

＋五56！0園もいおうか︑私がはじめて会った日本

十五562囹会員であった私がはじめてだろう︒そ
十五562園 ︑まだ三角測量が行われていなかった
十五568園とはふかい関係があるのだが︑きょう

館というクラブがあり︑おかしなもよ
十五5511園

十五495

︑第一次世界大戦がたけなわであったこ

の間に結ばれた心が︑なん十年の月日を

美術に対する愛着がふかく︑日本美術工

ることのできる日がさた︒しかし︑この

十五666おじさんのすがたが消えうせよう︒なく

十五664たっても︑せっくがくるごとにその人形

りかねた家の書生が︑これから車のつい
＋五6512

さまたげてしかたがない︒そこで︑たま
十五6511

色のはいったものが︑いちばんすぐれて

した︒有田に焼物がはじめられたのは︑

さつぼろ

昔になるが︑私がまだわかくてアマス
︒﹁こんなものが︑まだほかにもあり 十五5611園

字から起り︑これがだんだん変わって︑

十五514

にお会いすることができた私は︑なんと

新島のおじさんがどんなにえらいかた
十五616 ︑

けでも︑このことがすぐ理解されよう︒

十五523

十五5110

ずかに歩みよる私が手にしているしょう
のフェニキア文字がギリシアに傳わって

このエジプト文字がフェニキアに移って

十五549

十五546囹

かの音のあるものがあり︑またいくつか

ちがった読みかたがある︒しかも︑字に

したりした︒漢字が中事から日本に傳え

三つ重ねて﹁森﹂が作られた︒﹁枝・板﹂

自由にうつすことができるようになった

十五543

十五667た新島のおじさんがいい残された願いに
そのギリシア文字がローマに移って︑現

︑引墨V︒﹂と︑私が一言も発しないうち
くの國々のことばが書き表わされている

十五672にクリスマスの日がめぐってきた︒新島

十五499 だわずかに外国人がこれに目をとめて買 十五619じさんとおばさんが外出の用意をととの
十五4911 をとめて買うことがあるということを聞 十五624園んたちと行くのがいやなのか︒なに︑
十五503囹 から美しいものが一つ消えてしまうこ 十五625圏したのだ︒なにが氣にさわったのかな
十五626園やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ
十五504園 です︒品物は私が買いうけましょう︒
十五628園﹁満ぼう︑なにが氣にさわったの︑お

きとうにまぜるのが︑文章のふつうの書

十五544

うには見おぼえがある︒わかった︑わ

をあわせて﹁明﹂が作られ︑﹁木﹂を二

法では表わすことができない︒そこでた

ろく
とり入れることがさかんなときで︑鹿
＋五5510圏

十五559園てもらおう︒私が日本をおとずれたこ

で書き表わすことができて︑標準語の教 十五554は︑戦孚中で費用が思うようにつかえな
十五558囹 ︑きょうはきみがまだ生まれないころ
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ます︒羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっと
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31
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337

が一が

眞実を見ることができるのだよ︒ダイ

とった幸福﹂どもがにげて行くのを見な

十五9412園

十五946

はくのつゆ﹂などがあらわれます︒光﹁

らしい幸福たちがやって來た︒私たち

十五956

十五958園

十五964挙世の中には︑人が思うよりもっとたく

つた幸福﹄どもが︑ひどい目にあわせ

＋五7910︑日本のみなさんが書いたあつい絵の早

十五967園

十五966囹人間には︑それが見つけられないのだ

十五962園

十五7911いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあ

十五674 きをふいたが︑私がだんをおりるのを待 十五769 ︒そうして︑これが新島からならった日
十五675 まえていた老婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂とさけん
十五781 きみたちの考えが︑たとい世間の考え
十五679 まのようななみだが流れ出た︒そのこと 十五786ほどなく︑みかたができるだろう︒ひと
十五6712 もむきのあるかねがつるしてあって︑こ 十五794だけの特別の権利があると信じます︒と
十五681 ように︑しゅもくがそえてあった︒﹁︿略 十五799目にかかったことがあるからです︒私の
十五684 た︒音もなくドアがあいて︑半身をだし

十五802よったおつきあいができるようになった

十五6812圓びいた︒﹁ここがおじさんのおへやで

十五685園

あなたがたの時代がきたときには︑私た
十五8011

て︑﹁おじさんが生きていたら︑どん 十五808した︒友愛の精神が︑もっともっとひろ

十五685園 おいで︑満ぼうが來たよ︒﹂と︑家の

＋五8012は︑私たちの時代がはずかしく思われる

十五802たのは︑われわれが最初であります︒そ

十五996囹

十五992

十五988囹

十五986

十五982囹

ちに会ったことがないんだってさ︒︵

十五9912園︒会ったおぼえがないもの︒﹂幸福﹁お

十五981園

を知っている子がいる︒︵光に︶ぼく

すこしせの高いのが︑廣間の申にかけこ

んよ︒もう時間がないのだからね︒あ

チルチルがまんができなくなって︑﹁︿

こにびんぼう人がいるの︒﹂光﹁それを

んぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ

チル﹁小さな子がやって來た︒かけて

人が︑﹁満ぼうが來た︒みんな早く出

身をだした老婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑家の

十五692 さんの大きな写眞があった︒きずのある

十五822福の園 雲のまくがあがると︑園の前の
十五823生間のようなものがあらわれます︒テi
十五824 ︵ぜいたく︶たちが︑けだものの肉や︑
十五834囹ろう︒﹂光﹁あれがこの世の中でいちば
十五844園に︑あんなに肉がある︒ちょうづめも

十五㎜6園

うちに﹃幸福﹄がいるかってさ︒戸や

ちにも﹃幸福﹄がいるの︒﹂﹁幸福﹂た

十五684

十五693 見え︑その口もとがほころんで声さわや

＋五8510んふとった幸福﹂が︑テーブルをはなれ

十五川8園

十五705

もらせたおばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

十五6911 いまその写眞の主が︑こうしておじさん

十五698 う時代の私の写眞がかざられてあるでは

十五696 つすと︑おじさんが日夜ふでをとってい

十五6810園

十五709園そこに赤インキがおいてあるでしょう

十五868園ぎせいにする心がなければならないも

た︒やはり時間がおしいのだよ︒なに

十五鵬11園

十五鵬11囹

こぞうのようなのが︑聞きとれないさけ

変わると︑これが︑﹃雨の幸福﹄で︑

それからお天骨が変わると︑これが︑

でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

十五889れそうなわらい﹂が︑腹をかかえながら
十五891園 きカないほうカよろしい あれはす
十五897圏 ︑さわぎやどもが︑おまえさんがたを

十五価6 なすがたをした者が︑きらきら光る着物

十五脳10

うのを見たことがありません︒その後

十五皿2園

十五8911園に︑ちゃんと席がとってありますよ︒

十五価12囹

十五鵬10園

しあげる喜び﹄が︑﹃考えることの喜

喜び﹄で︑不正がしかえしされたとき

ることの幸福﹄が︑むかしの神さまの

＋五9012園
もっといいものがありますよ︒わたし

十五鵬2囹

になると︑これが﹃日ぐれの幸福﹄で

十五916園る︑いやはや目がまわるようだ︒﹂チ

そうです︒あれが﹃不幸﹄に行くのを

十五欄8園

十五9812園

ね︒あの子たちが青い鳥を持っていな

十五7011圏
とられてから目がわるくなってね︑手

十五川10囹

十五989園

十五712園︒ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて
十五713園がたをおじさんがごらんになったら一

十五875囹ましょう︒これが︑わたしのむこの﹃
十五876園ています︒これが﹃みたされたきよえ
十五883園もりのように目が見えない︒このかた

十五727ようとしたが︑声が出なかった︒しずか
十五733かしい数々の写眞があった︒ふかい思い
十五742子女は︑その性質がどんなにちがってい
十五745は別として︑一方が先に生まれ︑他方が

十五917囹 チルチル﹁それがおもしろいの︒﹂

十五鵬5園

さめてやることがすきなのですから︒

十五7111園
んは︑﹁満ぼうがまいりましたよ︒﹂

十五745先に生まれ︑他方があとから生まれたと

十五918囹でしょう︒それがこの世のすべてです

十五柵6園

十五鵬10囹

十五746 ︑それによって兄が特権を與えられねば

ました︒
チルチルがふと見ると︑かれら

O

十五749に巣だたせたいのが念願である︒神の目

十五922

︷

＋五7412
間平等という理念が︑ここからわいてく

＋五9210園︑パンも︑だれが行けといった︒そこ

︾

十五759手をかけた老博士が︑さらに︑﹁︿略﹀︒﹂

︑

十五763 ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼうを

十五帽5園

四㎜8

な小さなものですが︑ これができあが

つのでんとうですが︑ この光をだす

福﹁あれは︑人がまだ知らずにいる﹃

あ︑どうあなたがやってみたって︑あ

十五伽4

ぐつたときのことが︑はっきりうかんで

十五伽3ずっとまえのことが思い出されてきた︒

十五伽2

きた︒在校生たちがみんなで︑私たちの

きょうは修業式があった︒校長先生の

りの目にはなみだが光っていました︒チ

五549

五478

五311園

きれいな花がさい
︑名まえは知らないが︑

五3011園 と思っていましたがな
︑かなかできなか

五304囹

空は︑まだ︑ほん
りをみまわしましたが︑

五1711園 さきは知っているがう
︑そ字だから︑と

やいよ︒﹃光﹄がとうとう來てくれま

十五鵬11園 のわかる喜び﹄が立っていますが︑あ

四達2

けてくる︒あれが︑あなたの﹃おかあ

十五伽5

れども︑思うことがすこしも書けていな

つた︒﹁︿略﹀︒﹂私が答辞を読んだ︒けれ

私は︑三十銭でど
ねだんがちがいますが︑

十五柵7

十五帽7園あなた︑この私がおわかりですか︒私

ておくれ︒なにが幸福といって︑これ

十五梱3

十五梱2

五158

＋五柳11囹 のを見る喜び﹄がいます︒それは︑毎

十五柳9園 ばん美しいものがいなくなってしまう

わかさと幸福とがますのですよ︒おま

おもかったんですが︑とてもうれしいん

ぼくは︑かたへの
おもかったのですが︑

ですよ︒おまえがにっこりするたびに

︑のぞいていましたが︑かげんがわからな

十五梱4

五993

いってしまいましたが︑ひわは︑かたのと

だいやもんどですが︑いじのわるいけ 五963園 ひわというのですが︑ふつうは︑ひわ︑

五6611園 もあげるといったがわ
︑しはお礼なども

らせわはしてきたが︑日に日に大きくな

わたしは︑おとう
なったのでしょうが︑

五572

十五梱8

五641園

五555︑西の空をみましたが︑わかりませんでし

にいると︑それが見えないが︑ここで

高橋さんが︑きょうの日記当番

きていけ︒これがこの級の最後のこと

ていないことに氣がついた︒あれもいい

よ︒おまえたちがほおずりをするたび

1

に対する感謝の念があふれてきた︒それ

十五佃5園
十五佃9園
十五欄7囹
十五佃2囹
十五柵8園
十五柵8園
十五佃9園
十五川7囹
十五槻7

十五櫨1囹

五644園

やっと目をはなし
ていたいようでしたが︑

＋立川10園 に︑月と日の光がさしてきてね︒﹂チ

先生がたがみんなで︑合唱して

いとおもいましたが︑だんだんおもし

が

一538園

︵接助︶蹴

五583

＋五相12圏 く︑おかあさんがそんなお金持だとは
せん

が

十五槻9

＋五麗12園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして

十五麗2園 は︑おとうさんがかぎをかけたあの戸

ニー19

いところにかけますが︑ おひるすぎには︑

ニー33

六68園れちがってはいるが︑どれをみても大き

五棚10

二214園

きえてしまいますが︑紙にかいたもの

六77 らをみまわしていたが︑男の子は︑やがて

つはまっかでしたが︑ひとつは︑はんぶ

十五備4園 目の中には︑星がいっぱいある︒ほん
十五網8囹 でも︑ずっと色が白いな︒その中から
十五稲8園 ︒その中から光が流れだすようだよ︒

三979

えてなくなりますが︑紙にかいたおは

六83 れをつまもうとしたが︑あまり小さいので

へにげていきましたが︑ かごのひわは︑弔

三983

めてしまいましたが︑さいごまでどう

いってしまいましたが︑ ひわは︑いつもそ

＋五心12園 まえ︑見たことがなかったかい︒この

たびすすめましたが︑﹁︿略V︒﹂といっ

五柵！0

十五胴1囹 白くなって︑光がさすのにね︒﹂チル
十五掴4囹 か︑ずっとお話がうまいな︒﹂母の愛﹁
十五桝5囹 ね︑あんまり用が多すぎて︑ひまがな

三界4

五価7

十五M5囹多すぎて︑ひまがないのだよ︒さあ︑

三柵8

いでになりませんが︑まえにはおいで

やがてこの小さな
じっとみつめていたが︑

さがしまわりましたが︑ゆかの上にはも 六44 あたりをみまわしたが︑ いろいろな音や︑

六711

ｪ﹀︒﹂と︑それ

六911

ざんさがしまわったが︑みつからないので

︒天略﹀︒﹂と喜んだが︑

四479 とんでいきましたが︑ やがて︑まつばの

三762

とおもいましたが︑かねがなったの

十五脳7園 家に帰って︑私がぼろぼろの着物を着

六96

二557

＋五悩12園 よ︒おまえたちがこの上まであがって
︑おまえと私とが︑かわいがりあうと

三梱2園 まっていましたが︑ほんとうは︑わた

十五備5園

＋五角12囹 られたの︒人間が地上に住みついてか

それをいじっていたが︑やがて︑ピンセッ

わたしたちはみん
；せっかくですが︑

どははねあげられるが︑もんどりうって︑

六5411 にじっとしていますが雲
︑はさっさと走っ

六2311圏

六113

に月をみていましたが︑ ﹁︿略V︒﹂と︑手ま

目のまえに︑高

四512 べば安全なのですが︑ いまは︑かっちゃ

六345

四5210 とおりすぎましたが︑

十五備2囹 あぐんでいた道が︑どうしてわかった

四552 りうどはきませんが︑ 大きなへびがや
︑﹃幸福﹄たちがこわがるだろうって

十五備3園 がら︑﹁あの人がつれて來てくれたの
十五備7圓 の人を見たことがなかったよ︒あの人

六545

十五柵2囹 あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん

＋五備12園

四557はの音がしましたが︑ それは︑小鳥たち
四922 ないかもしれないが︑ どうしても︑白い

「〈

が一が
338

339

が一が

のでめんど う で し た が ︑

うさぎさんたちが

いろいろにくふう

いままでは︑﹁ち

てみせるぞと思ったが︑ そのとき︑新しい

つまっているだけだが︑ そのために発音が

六946園
のものにたずねるが︑ だれか︑このかた

六902囹細論勘の﹁すみませんが︑そのいどの水を一

六806園 っていらっしゃるが︑私は毎日山へいっ

六727 ているとは思わないが︑死んでいるとも思

六695 大きくはありませんが︑これをじょうずに

八447

八422

八375

八3310

八309

八257

八252

八201

八186

八179

八169

八132

八123

八121

八910

苦しみになりましたが︑いくら手をつくし

とおっしゃいましたが︑
王女はなんの返事

はありませんでしたが︑もっとたくさんご

てきょりを計りますが星
︑のきょりになり

ちこもうとしましたが︑そのせつな︑けん

ってひいていきますが︑あのぬけがらだけ

人がうたっていますが︑そのとおり︑死ぬ

しるをすっていますが︑
大きくなるにつれ

うえなくふべんですが︑そのかわり︑親た

かたちをしていますが︑
大きくなるにつれ

くしごくなことですが︑せみの子からいえ

ちうんあやまちですが︑でも︑信用してく

をなきはらしましたが︑
もうどうすること

あてをつくしましたが︑それなり︑まもな

うにも思えましょうが︑どうして︑一方で

九327團

九313團

九餌7

の小さな農家ですが︑
家のまえをちょっ

暑いさかりでしたが︑いまはもうかきの

九1711
うに渡っていきますが︑

九127うち鳴らすのであるが︑
九144てするものではないが︑
九155 ︑親つばめもいますが︑
九161親つばめと同じですが︑

ばであらわしているが︑
九1111

八鵬3 に開きはじめましたが︑ お書の時間には︑
八㎜4 はすぐにはげましたが︑ くだけた米もでて

八棚8 ぐらいにふえましたが︑

まだ︑口ばしの下

九111 よっと考えられないが︑ じっさいにきいて

九53色の組みあわせですが︑
九93 べることができますが︑

ヨーロッパのつば

ほんとうは︑たこ

三色の組みあわせ

あまりたくさん重

それをたいこであ

いかにも雪がしん

ことし生まれた子

やはりたいこをた

こ と を さ し て い ま す が ︑ どうして︑﹁手﹂

八465

さがしまわりましたが︑
やはりみあたりま

さがしまわりましたが︑ほんとうに幸福な

ぼくはがんばって
九404團﹀︒﹂などいわれたが︑

九362団分ほど登るのですが︑そこは︑深い谷に

九359団

の二十八日でしたが︑
村でいちばんおそ

ロあまりもありますが︑ つぼめは︑けっし

の方をみていましたが︑ 三人め︑四人めと

八4611

た︒日がくれましたが︑王子は︑もうしば

ひく手にくるいは

からだはゆ れ て い た が ︑

八475

失礼だと 思 い ま す が ︑

わずかのちがいで

このお金はいただ

これは︑車中の人

このかんしゃの氣

八692園

八662

八643園

八568

八544

八5311

りして教えたのだが︑だめだった︒どれ

のよりはまっすぐだが︑
波うちぎわのかも

知らないようでしたが︑なさけのある人と

八494園

ちの頭の上を流れたが︑すぐにうかびあが

略﹀︒﹂といいましたが︑
そこの家の人がで

とはやまやまですが︑わたしには︑あい

九709園

九564

九5510 んそばへいきましたが︑
びっくりしてたち

九4410團 たいと思いましたが︑
いそぐ用事だった

九4110国 いおりていましたが︑
いつのまにどこへ

九4010国 か女かわからないが下
︑を向いて登って

わたしにちょっと

おこころ ざ し で す が ︑

まだ︑みがきあげ

を裁判所としますが︑ようございますか

八7210

八721

すでなければいいが︑まあ︑かつておい

りは︑足はみじかいが︑いいたまごを生ん

らいたいとも思ったが︑
それもゆるしても

して︑目をふさいだが︑またさきへとんで

九8410園 も説明しなかったが︑
みなさん自身で︑

九722園

九7111

九714園

きょうのお礼ですが︑あなたは︑こがね

下を向いていましたが︑
やっとあきらめて

とかもし れ ま せ ん が ︑

かはぞんじませんが︑ 直しい音調をきか

つた︒ あぶなかったが︑

がわるかったのですが︑なるべくおちつい

じかくなっ た 文 で す が ︑

八781

ことをいうようだが︑
それは︑いい友だ

九859囹

九809園

思うような物ですが︑これはたいせつな

ほりあてたらいいが︑ただ︑あっちこつ

九773園大むかしのことだが︑
貝などをおもにた

がきのもんくですが︑これからは︑用事

八8210園

八791園

しょに遊ぼうとしたが︑あひるの子はまた

ばちさせていましたが︑とうとう決心した

を通っていましたが︑ とちゅうでひと休

とうに幸福であったが︑すこしもいばらな

ねらいどころは一

がして歩きましたが︑ みあたりません︒

八865

かたはいろ い ろ で す が ︑

喜んですぐでましたが︑ 1びきの白いうさ

八932
う人もあり ま し ょ う が ︑

顔をみあわせていたが︑ 甲﹁どうもおかし

そればかりでなく

口をくっつけましたが︑ 草はたべませんで

九712

しくはありませんが︑たちはほんとうに

︾
カましいことですが︑

りふれた曲であったが︑ 旅をしてきた私に

いろいろ考えましたが︑ ただしちゃんのわ

略﹀︒﹂と答えましたが︑

たんにはわ か ら な い が ︑

からよく知 っ て い る が ︑

897928080了868594945444343434141391251詔119117116113113110104
833841061958861118101159811105199
血行園囹囹
園園

いちばん多いので

ねをしてい た の で す が ︑

こんどは︑思いき

一ぎょう一ぎよう

の中をおよ い で い た が ︑

八七七七七七七七七七七七七七七七七七七六六六六六六六六

もあいてに氣がつくが︑わざと知らないふ
九9311

十633したりするものですが︑ かぶきや︑ほかの
十637しらえあげるのですが︑ 能のほうでは︑め
十643 ︑たくさんありますが︑ 能は︑その中でも

くれませんでしたが︑

う人がありましたが︑

十一53 りして遊んでいるが︑
十一68園用もないようだが︑

四人が生きていく

いまはどうにもな

おしまいには︑喜

たいへん情ぶかい

ボートの向きをか

べつに︑からだに

＋6412 ︑能は︑ゆう美ですが︑ 狂言はそうではあ

りぬけてきましたが︑

金次郎は耳にもい

十674 いあのへやにはいるが︑

ありませんでしたが︑

それにあきると︑

うわさをしましたが︑

ない金次郎でしたが︑

みな満員の札をさ

そこへいってから

む者もありましたが︑ 金次郎のうちでは

は︑くるにはくるが︑

なかなかいいにく

んだ︒大きな声だが︑ 雨や風の音のため
やさしいようだが︑

スへいったのですが︑ 数日まえ︑イタリ
がっかりしましたが︑ 自分はちのみ子も

ふと思いだしたよ

ではないのですが︑ 外層から帰ってき
く考えていましたが︑

ｪ﹀︒﹂とだけ︑

胸がせまって息も

わかったようなよ

いえませんでした

どこがわるいので

かったようでしたが︑ くちびるは動きま
くがきたのですが︑
にかききたかったが︑
年の方をみましたが︑
中にたおれましたが︑
話そうとしましたが︑

みつめていましたが︑ やがてまた︑病人
つむいていましたが︑ やがてからだをま

こともありましたが︑ それも︑だんだん
らやってみましたが︑ もとより立とうは
を手にはしましたが︑ なんのことだかそ

でかけていましたが︑ある日のこと︑母

い花をつけていたが︑あらかたちって︑

に手をいれましたが︑とりだしてみせた

を織っていましたが︑孟子の顔をみると

らっしゃいましたが︑こんどは︑二つの

高くそびえているが︑根はちっともみえ

たちはおどろいたが︑いいだしたことは

うじょうずでしたが︑芭蕉のことをきい

えない︒みえないが深くて長い︒深くて

で︑よくさかえたが︑三代めの長者は︑

やすくは登れないが︑ふしぎなことに︑

なったものもあるが︑ただ人々のあいだ

ついたものもあるが︑昔からいい傳えら

で人形しばいだが︑これは人間にでき

してみせるのだが︑人間ばかりでなく

かんでなかったが︑アジアでもヨーロ

手でつかうのだが︑そのほか︑指でつ

ものをいわないが︑そのかわり説明が

けしているんだが︑まゆ毛も︑目も︑

上のものもあるが︑まるでたましいが

覚えてはいませんが︑その中には︑﹁父﹂

せようとしましたがだめでした︒私の目

うすを感じましたが︑ただ︑腹だちの原

苦しまれたのですが︑私は︑いつまでた

ようになりましたが︑民ちゃんは︑その

んおそいようですが︑いざりだすとなか

いいかけていますが︑ちょっときいても

り遊びができますが︑めいの民ちゃんは

とってのことですが︑わたしには︑かわ

これと考えていたが︑根もとをかこうと

8

ぶん美しくみえるが︑カンバスの上にぬ

8

がちにしていますが︑母をはじめ︑うち

10

13

九939すみをひろいあげるが︑自分の物ではない

九9510おこっていきかけるが︑思いなおして︑さ

九951りにくい氣持でいるが︑やがて思いきって
九952さっさといきかけるが︑舞台はしで足をと
九956とやまだの方をみるが︑返事をしないでさ

からたたき落されたが︑たまたま︑あの白

がたをみていましたが︑くもはどうするこ

にげようとしましたが︑どうしても手足が

川べりに道もあったが︑いまはそれもなく

ののうまさにもよるが︑たてる湯のうまさ

ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒あま

へと登っていかれたが︑三百五十メートル

九963 ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑やまだの顔をみる
九鵬6 めは二列ですすんだが︑谷あいでは一列に
九㎜11

九㎜7
九捌5
九伽6
九齪2
九鵬1
九彬1

十55 らきこえるともないが︑どこからかきこえ
十1311いう旅人もありますが︑おとうさんがその

る太陽の光線ですが︑わけてみると︑こ
十209園
十331けてはたらいていたが︑ひまさえあれば︑
十336 ︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよう
十347 いききするのであるが︑これを人の手によ
十3411いに高まっていったが︑小学校をでただけ

59211236712101041210183107837515
園
囹
園

14

60

十373われるようになったが︑かれは︑これに満
十385な宝石とされてきたが︑しらべてみると︑
十398功するわけであったが︑理論と実際とは︑
十455や南洋の島々であるが︑日本産のものは︑
十479二三分のところですが︑妹にはそうはいき
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十4911わからないでしょうが︑そのときのいきさ

十524したりしていましたが︑やっと歩きはじめ
十528 よこ歩きだしましたが︑よその家の門の中
十551 でにはなるでしょうが︑ことばの記ろくは

十5411わずかのことばですが︑この中には︑妹の

3853658721051142811611545412524967983
圏園園囹園囹園
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いではないのですが︑ 芭蕉は︑いつも遊

身にこたえましたが︑ 雪をみるのが眠し

あられはその手に

て立っていましたが︑ 子どもたちのかけ

ちにつもりましたが︑ 曾良が水をたくさ

にひびくのでしたが︑ その夜は︑すべて

ホートンではあるが︑

さるは︑とちゅう

ここに住んでいる

すぎませんでしたが︑ 植林が成功してか

やるつもりなのだが︑

なもの音がひびくが︑ なんといっても︑
︑詩の一節であるが︑ みな︑りっぱな文

まだあかんぼうで

てとばすのであるが︑ とぶと︑風を受け

ばに立ってるんだが︑

きではありませんが︑ 絵がすきで︑それ

︑その点はよいが︑ すりがうまくいか

はかなりわかるが︑ 色がわからない︒

くわかりませんが︑ そのマリアは︑た

いう小さな絵だが︑

じつによくかけて

おじさんので見る

だなと思いましたが︑

がおいてあったが︑ 見物の人が︑かわ

も世の中には多いが︑ ある人は︑幸福な

っかないときはみ

と深いものがあるが︑ その深く進んだも

いなかったのですが︑ この本によって︑

十四321

十四301

十四294

十四263

十四255

人の人が 生 ま れ る が ︑

いかもしれないが︑ 深みやしんけんさ
いうことでしたが︑ もしこわれたら︑

思いをしていますが︑そんなことにへこ

まなかったのですが︑
その感動から研究

係がなさそうですが︑じつは︑ふかいっ

うにすすめましたが︑
中には︑﹁︿略﹀︒﹂

いう人もありますが︑そればかりとも平

るかもしれませんが︑これはけっしてそ

つたとうかがつたが︑このことから考え

たりまえのことだが︑なかなかおもしろ

語にちがいないが︑

もとは︑外論のこ

がおどろいていたが︑ 先生は︑つぎつぎ

これらの人がみな

十四329

ときはよ く み の る が ︑

とはたくさんあるが︑ それは︑学者がい

十四3612

十四424圏

十四373
十四424圏

味を研究 し ま し た が ︑

ることにありますが︑ もっともむずかし

が︑雪がふろうが︒天には雲︑地には

あらしがふこうが︑
雪がふろうが︒天
もみの木ははえるが︑ 数年ならずしてか

がたえなかろうが︑心に太陽をもて︒
十四473

十四468

ユートランドのあ

かれは︑もみの生

はふせがれましたが︑ その生長は︑これ

十四507

どりの野 は で き た が ︑

研究がす き で し た が ︑

それをこえると︑

かになったのですが︑おしいことに︑歌

人かわかりませんが︑おそらくは︑自分

いたかしれませんが︑このときぐらい︑

十四426圏

こんどは︑のこつ

を続けていましたが︑ だまっていられず

十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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す力をも っ て い る が ︑

7

すきなようですが︑

っしゃいましたが︑

やはありませんが︑

それは︑大部分︑

それだけでは実は

園入園園尊信囹園

それを養分につく

どうでしょうか︒

よく氣をつけて見

それ以上は︑けむ

くらでもありますが︑

なにもありませんが︑

ほんとうにそのと

ここでは︑これく

それを日なたへ持

すきのようですが︑

いますこしふかく

まだこりないでや

形のないものは︑

一方︑﹁山﹂を﹁

日本では︑﹁山﹂

あなたは一﹂と

こうが歩いていたが︑ ふと︑ある店先で

おりに読んできたが︑ 藁塚の発音にもと

た読みかたをしたが︑

年ほどまえであるが︑

できたものであるが︑ それに線を加えて

達したものであるが︑

おれかかりましたが︑ 氣がつくと︑もう

ず舞いたちましたが︑

の高さがありますが︑ そのほとんどいた

思ったのであろうが︑ いつのまにか曲が
︒寒いことも寒いが︑ また暗さも暗かっ

ことではあるまいが︑ ばんそうの音羽や

ものとは思わないが︑

のあるものであるが︑ 私はあとのほうの

ひらの雪ではあるが︑ よく見ると︑まこ

ためしてみましたが︑

べるのはむりですが︑ ただ︑ちょっと見

すぐにあがりますが︑

ってもちがいますが︑ おおよそのけんと

どっさりありますが︑ それは︑また︑い

ぎもないようですが︑

ないと思いますが︑

かたいようですが︑ やっぱり︑この大

っしゃいましたが︑

えないようですが︑ もし︑私︑つまり

ができていますが︑ 私は︑いっしょう

そこへっれて行っ

8

7

12

9

2

9

的名手でありますが︑ 私もどうしても勝

いではありましたが︑ やわらかなボール

その中にたたみこ

をとりにでかけたが︑ 道ばたに野はぎが

郎と同じ 文 で あ る が ︑

いまから三四千年

んな短い文であるが︑ 読み手によって︑

わりもな い 貝 で す が ︑

るためのものですが︑ もちろん︑水をく

類にものぼりますが︑ 古代の人は︑はい

といわれていますが︑ 屋根の形や左右に

これをキリスト干

いにこらえましたが︑ たおれそうです︒

が書いた お 話 で す が ︑

5

受けよう と し ま す が ︑
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んすににていますが︑ そうではありませ
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十五472圏 に持って來ますが︑なにぶん作るのに

十五4411囹というものですが︑じつは︑私のブリ
八378園

すが︒
﹁この花が︑みたとおりのこがねならば︑

﹁あなたと同じように︑いなかのかた

わしもつむのだが︒﹂

十一864園

十五479 かを作らせていたが︑そのお庭焼の中で
十五482 る赤絵屋もあったが︑これははん主から
ですがね︒﹂

十二71園

七810

﹁では︑バケツやカーテンなどは︑日

﹁カーテンも英語じゃないかしら︒﹂

カーテンをあけて︑

白いカーテンが黄色くみえる︒

十一688
十四191園

十四188園

﹁カーテンは︑まどかけさ︒﹂

本語で︑なんといっていたんでしょう︒﹂
十四196園

﹁きみの論文を︑カーネギーで出版す

ることは︑ひきうけたよ︒﹂といいたされた︒

十五761園

あれがあれば︑どんなかげのところで カーネギー ︵名︶一 カーネギー

もっともっと美しくなりたいと思って カーネーション ︵名︶一 カーネーション
五4310国 それから︑まっかなカーネーションです︒

雨具をかりたいのですが︒

十五558園 るようなわけだが︑それはそれとして
十五566園 上計算してみたが︑その際算出した高
十ニー710園

九262圃

かあかあ

かあさん3おかあさん・
かあさんがぼんやりみえるかやの中
ガーゼ
トラホーム︑アルコール︑ガーゼ︒

︵名︶2
十四211一

ガーゼ

ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博

カーネギー博物館のあるピッツバーグに

士をたずねるようにとおっしゃった︒

十五5210

十五533

用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行

着いたのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒

n▽アメリカさんがくかいかいいん・うん

私はかねをカーンとたたいた︒

︵感︶一 カーン

物として自分の論文を出版してもらうことで︑

十五5412
か一ん

﹇会﹈

十五683

どうかい・おんがくかい・かんしゃかい・しゅくが

かい

﹇回﹈

﹇Vいっかい・だいいっかい・だいいっか

かい・はくらんかい
かい

いめ・なんかい・にかいめ

︵名︶ 16 貝

﹇Vしにがい・しんじゅが

いめ・だいさんかいめ・だいにかいめ・だいよんか

﹇貝﹈

い・しんじゅがいようしょく・しんじゅぼがい・ぼ

かい

このほかに︑大きな︑黒くてひらたい貝

がとれますので︑

九337團

コレラ︑アルコールはオランダ語︑チ がい
フス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキーはドイツ語︒

十四2312園

館

そういう星一これをわく星といいます カーネギーはくぶっかん ︵名︶ 3 カーネギー博物

もちろん人が動かすんだがね︒

も︑美しい色にできますがねえ︒

十二2012囹

いるのですが

十五568園 関係があるのだが︑きょうは︑はるば

十五5611園十年の昔になるが︑私がまだわかくて
十五573囹 っているようだが︑その一つに日本の
十五576園 年をひきとったが︑室は二つあっても

十三146

十二446園

︵感︶2

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

十五5710園 しむことにしたが︑その日本の青年は
が

十五5711園 ンになっていたが︑ある日のこと︑せ

十五584園 生というわけだが︑かれこそ︑のちに
かあかあ

かあかあ︑かあかあ︒

﹁ガア︑ガア︒﹂といって︑顔をまっか

﹁ガア︑ガア︒﹂と親あひるがいうと︑

があがあ︵感︶3ガア︑ガア

かあかあ︑かあかあ︒

八615園

三854

八705園

三854

ずかに食事をしたが︑平和主義の旗がし
十五7311

十五644って出て來られたが︑門を出て十メート
お
十五658へひきあげられたが︑その道すがら︑小
の銀てきをふいたが︑私がだんをおりる
十五674
十五727びかけようとしたが︑声が出なかった︒
十五731のをしておられたが︑やがてすがたをあ

かあかあ︑かあかあ

﹁ガア︑ガア﹂とさわいで行く︒

にしてやってきた︒
十三3610

︵感︶1

Oおかあさま

からす﹁かあかあ︑かあかあ︒﹂

﹇母﹈︵名︶1

二627園

かあかあかあかあ

かあさん

かあさま

十五鵬4園 ん幸福なのですが︑ いちばん悲しそう

十五874園です︒失礼ですが︑ この中のおもなも
十五901囹うにすみませんが︑ ちょっとのまも行
十五橿7園 きれいではないが︑ いちばんたいせつ

ここでは︑なにも

が

おかあさんがらす・おかあさんたち

十五鵬11園 が立っていますが︑ あれは︑いつでも

︵終助︶！0

十五槻7 うの日記当番ですが︑私にも書かせてく

＋五柵−o園 それ が 見 え な い が ︑

が

ら︑ わ か り そ う な も の だ が な ︒ ﹂

﹁だいいち︑おまえが生きているんだか
六759囹

七7511あ
囹なたがたは︑なにかさがしておいでの

ようだが−

七762囹 さきほどから︑さがしつづけているので カーテン ︵名︶5 カーテン
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かいきょう
かい

ぶように

かいをそろえてひとかき水をかくと︑

うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

ふねはななつの大なみをのりきって︑鳥のと

三276

三575圃

ています︒

九342団 せめて︑貝だけでもおみせしたいと思っ

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒
かい

﹇甲斐﹈εうちがい

カイ

一

十五3712
﹇害﹈︵名︶2

かいいん

害

しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水
呂アメリカさんがくかいかいいん

の害がのぞかれたので︑

十三253

しているかしれない︒

︽ーク︾

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

十三567囹本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

それは︑ぼくたちのなかまでいっとう

﹇快活﹈︵形状︶1 快活

十五悩7囹

かいかつ

﹇貝殻﹈︵名︶5 貝がら

快活なのです︒

かいがら

その貝がらをすてたところが︑きょうこ

九767 みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま
す︒

れからいく貝つかですよ︒

九775囹

十五353

ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

ここに貝がらがあります︒

﹇海岸﹈︵名︶4

かいがん

海岸

の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

五846 いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

三895 かいがんではどうでしょう︒

かいがん

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

十二974

︿略﹀︑角などを︑ここへすてました︒

十三123迷信は︑今日︑世の中にどれほど害をな 九797園 むかしの人は︑貝がらといっしょに︑

がい

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

かい

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

九766 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

ます︒

九772囹 いまでもこうやって︑人は貝をたべてい
九774囹 むかしといっても大むかしのことだが︑
貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒
し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九796囹 この土の上に白くみえているのは︑むか

ておこう︒

九815囹 貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ
﹁先生︑ここは貝ばかりですよ︒﹂

十388 眞珠装置の中に︑砂のような小さなものが

九8110園

いりこみ︑それに︑貝のだす眞珠質がまきつき︑

かいおく

品物は私が買いうけましょう︒
﹇飼置﹈︵四︶1

絵画

日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑︿略﹀

﹇絵画﹈︵名︶1

六三4

かいがい

海外

かいがいしい

ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた

﹇海外﹈︵名︶1

おもしろいものが︑たくさんありますが︑

十642

かいが

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

かいきょう

海岸線

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

﹇海岸線﹈︵名︶2

長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑

海岸近く

私は︑小手をかざして足の下にひろが

﹇海岸近﹈︵名︶1

北海岸特有の砂丘を︑海岸近くでくいと

呂つがるかいきょう

めました︒

十三252

かいがんちかく

る駿河湾の海岸線をながめ︑

するが

十五565園

島︒

十2311

かいがんせん

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑

十三2412

きかせてくれた︒

十五116図圃ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ 九116 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを

かいお・︿

十五504囹

ケ︾

十397 うまく貝の中に核がのこり︑雲珠質がまき かいう・ける ﹇買受﹈ ︵下一︶ 1 買いうける ︽一
つけば︑成功するわけであったが︑

十二975 みたところ︑なんのかわりもない貝です
が︑いまから三四千年もまえの貝です︒

十二976 いまから三四千年もまえの貝です︒
りますが︑

十一一979 貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ
十二柵10 また︑なまりや貝などをはめこんだもの
もあります︒

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二㎜11 黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

﹇絵画館﹈︵名︶1

絵画館

里のおとめたちは︑赤いたすきもかいが

﹇甲斐甲斐﹈︵形︶1

子で︑來年小学校へあがります︒

かいがいし・い

十五352色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ
けることも行われた︒

︽ーク︾

かいがかん

いしく︑朝から集まってきた︒

十二5911

かい ﹇海﹈5ありあけかい
﹇飼﹈■ひつじかい・ひつじかいたち

﹇階﹈与にかい

かい

かい

﹇擢﹈︵名︶2

かい
かい

かいけつする一かいしん
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シ︾

かいけつ・する

十三215圏

﹇解決 ﹈

︵サ変︶

1

解決する

︽一

﹁自然は︑このむずかしい問題を︑か

ならず解決してくれるにちがいない︒﹂

だけではなく︑

十四247圏

﹁先生︑どうして︑そんなにたくさん

外國から傳えられたときに︑

外國からきたことばの中で︑西洋からき

外國の学問などが傳わってきたときに︑

せんだって︑はじめて畑のかいこんのお

﹇開墾﹈︵名︶1 かいこん

みをもっことができるものかと思いました︒

十94 知らない中墨人どうしでも︑こんなに親し
かいこん

︵サ変︶ 3 かいこんする

ぼくたちの畑がようやくかいこんされて︑

苦労してかいこんした畑のいもをほりお

荒れ地を三十アールばかりかいこんして︑

さつまいもや野菜を作ったりしていたので︑

﹁どうずれば︑外心からきたことばが 十二239

こすのは︑樂しく︑うれしいことでした︒

九426国

三日めにやっと︑うねを十三本つくりました︒

九351團

︽！サ・⁝シ︾

かいこん・する ﹇開墾﹈

てつだいをしました︒

外宮と交通をして︑日本になかった品物 九344国

の外國のことばが︑日本語になったのでしょう︒﹂

十四2410
十四2410

が︑外國から傳えられたときに︑

十五757 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ

それから︑外國のことばがはいってきた

かいけん ﹇会見﹈︵名︶1 会見
十四2510
十四2511

二
二

外國からきたことば⁝⁝⁝十八
外事からきたことば

女の人にわたしながら︑

﹁はるこさん︑いま改札口の人にありが

﹁きっぷを改札口でおだし︒﹂

かいしゅう

与かつかいしゅう

ある日のこと︑おじさんとおばさんが外

﹇外出﹈︵名︶1 外出

出の用意をととのえて︑

十五619

がいしゅつ

しゃ・こうくうがいしゃ

かいしゃ ﹇▽アイリッシュナショナルほけんがい

とうっていったのは︑どういうわけ︒﹂

五269囹

五146園

五84園 さあ︑改札ロへいこう︒

かいさつぐち ﹇改札口﹈︵名︶3

改札口

五264 それから︑はるこさんは︑きっぷを改札の

そこで︑日本の手工業も︑恕罪から新し かいさつ ﹇改札﹈︵名︶1 改札

い方法を学んで︑

十五456

調べられますか︒﹂

十四2712園

たことばをできるだけたくさん調べてみたいと

十四2710

のは︑品物からだけではなく︑

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
かいこ ﹇蚕﹈︵名︶1 かいこ与おかいこさん
ように︑

﹇外国﹈︵名︶19
たろう

外國

十563 かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく
がいこく

十167 太郎がそばへきて︑外國ではどんなことば
を話すかとたずねるものですから︑

十178園 外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分
の國のことばのありがたみを知りました︒

十四181

十四23

ことば

十642 庭園や︑建築にも︑外官とはおもむきのち がいこくからきたことば ︹課名︺ 2 外國からきた

﹂

﹁年よりのでかせぎ人ですか︑気怠か

がつたおもしろいものが︑たくさんありますが︑
十一658園
ら帰ってきた

それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ
外國人

外國から書物が新しくはいってくること

﹇外国人﹈︵名︶4

ボチャも︑外國語であったとお話しになったので︑

十四2211

十一6512園 ﹁そんなに年よりではないのですが︑ がいこくご ﹇外国語﹈︵名︶1 外言語
外國から帰ってきたのです︒﹂

十一一m1

がいこくじん

十一866園外國から帰ったばかりで︑ちょうどあ
なたが入院したと同じ日に︑入院したんです︒

まき絵は︑日本のすぐれた工藝品の一つ

外國人

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

回しん

タがたの回しんのときに︑医者は︑

﹇回診﹈︵名︶1

十一888

かいしん

家々みなまくらなり

九描2図圃

ただわずかに外國人がこれに目をとめて かいじょう ﹇階上﹈︵名︶1 階上

﹇外国人同士﹈︵名︶1

ほかの外政人にも話してあげましょう︒
がいこくじんどうし

十五504囹

買うことがあるということを聞いて︑

十五499

で︑古くから外面人にもてはやされてきました︒

十二川3

は︑外國人の心が傳わることで︑

十二㎜8 いんさつ機も外國から渡ってきていまし
たから︑こんなりっぱな本ができました︒

十二m1 外國から書物が新しくはいってくること
は︑外國人の心が傳わることで︑

十四205 外國からはいってきたことばが︑いろい
ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四227園 いや︑いまは日本語にちがいないが︑
もとは︑外國のことばさ︒

十四237園 外國からはいってきたことばは︑英語 どうし
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がいじん一かいもとめる

﹇外人﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂といい ま し た ︒

がいじん

外人

海水

︿略﹀のいただき を き わ め た の は ︑

十五5512園 そのころ日本をたずねた外人の中で︑
﹇海水﹈︵名︶3

十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑

かいすい

海水が茶色にかわるほどになるのである︒

十425 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の
深さのこともわかり︑

十449 海水の温度に大きなかわりかたもなく︑四
年めになった︒

がいちゅう

八脳6
た︒

害虫

かいちゅう

いなごが6びきほどいまし

﹇害虫﹈︵名︶1

いねの害虫
﹇懐中時計﹈︵名︶3

貝つか

貝つか⁝⁝⁝七十六
貝つか
貝つか
貝つか

これはじょうもん土器といって︑貝つか
四年生のとき習った貝つかのことを思い

大森の貝つかを発見してからのことであ

立つかからでたものをならべてみましょ

おおもり

十二9811

ります︒

う︒

十二992

かいてん 3いちかいてんする

メル︾

地球や金星などのわく星が︑太陽を中心

大きなうずができ︑︿略﹀︑たいへんな早

﹇街道﹈︵名︶2

かいどう

かい道

かい道をきちきちととぶばったかな

﹇外套﹈︵名︶1 がいとう

がいとうまく

ぼうしもかぶらず︑がいとうもきていませ

﹇外套膜﹈︵名︶1

ほかの母貝のがいとうまくを切り取ってき

かいねこ

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その

﹇飼猫﹈︵名︶1

かいぶん

5こくうんかいふく

﹇回文﹈︵名︶1

﹇回文遊﹈︵名︶1

かいぶんあそび

二組のあつめた﹁かいぶん﹂︒

﹁かいぶんあそび﹂これは︑上からよん

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ かいもと・める ﹇買求﹈︵下一︶1 買い求める ︽一

でも下からよんでも︑おなじになることばを

四666

かいぶんあそび

四691

かいぶん

ここが︑このあいだからよくお話してい かいふく

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一483

かいねこ

て︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

十445

がいとうまく

ん︒

六283

がいとう

九291図圃

ぬけて︑おとなりまではいていく︒

四903 おかってからはきはじめて︑かいどうへ

かいどう

さで回轄するのを見ることがあるでしょう︒

十四678

として回轄していることを知っています︒

十四331

シ・ースル︾

あれがないと︑町長さんのかいちゅう時 かいてん・する ﹇回転﹈ ︵サ変︶ 2 回轄する ︽一

かいちゅうどけい

六92園

時計

そうして︑一つのかいちゅう時計をだして

計がなおせない︒

六113

かいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかいそう

それをいじっていたが︑

六116

七

七

︹課名︺2

にカチカチと音をたてはじめた︒

かいつか

九33

かいすいいちめん ﹇海水一面﹈︵名︶1 海水いちめ
ん

九761

貝つか

︹題名︺1

﹇貝塚﹈︵名︶10

みんなで︑学校から四キロほどある貝つか
その貝がらをすてたところが︑きょうこ
あれが貝つかです︒
もうすこしで貝つかに着くというところで︑

りますが︑

十一一979

だしてください︒

十二977

からでる物では︑いちばん多い土器です︒

九843園

た貝つかです︒

九794園

先生は一けんの農家にたちよられました︒

九784

九782囹

れからいく貝つかですよ︒

九776園

へいきました︒

九762

かいつか

十二973

かいつか

十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑

解髄圖

海水が茶色にかわるほどになるのである︒

解体図

かいだん

﹇解体図﹈︵名︶2

かいたいず ︹題名︺1 かいたいず
十二搬9 ﹁かいたいず﹂と読みます︒
かいたいず
＋ニー23 解体図

1

﹇階段﹈ ︵ 名 ︶ 3

＋ニー2図 解髄圏

かいだん

て︑

三315園わたくしはかいだんをかきます︒
三315園かいだんははじめに十五だんあがっ
ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ
七710園
外地

んをトントンあがってみたり︑
﹇外地﹈︵名︶1

海中

十二232 長いこと外地にいた姉たちがひきあげて

がいち

﹇海中﹈︵名︶1

きました︒

かいちゅう

た︒

十448 幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ

がいや一かえって
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外野

ようなものは︑ほとんどいなかった︒

十五496 しかし︑このような美術品を買い求める
﹇外野﹈︵名︶3

七491 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし

がいや

まったので︑

七516 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
ンターまで︑外野にでてしまった︒

外曲語辞

七5310 センターが︑外野のセンターにれんらくを
とって︑どんどん︑あてにあてた︒

がいらいごじてん ﹇外来語辞典﹈︵名︶1

十四284園 外來語辞典というものもあるから︑そ

典

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒
かいりくふう ﹇海陸風﹈︵名︶1 海陸風

十四763 海陸風とよばれているもので︑書間は海
﹇会話﹈︵名︶1

会話

から陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒
かいわ

十三443 しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話
﹇交﹈δとびかう

から組みたてられています︒
かう

か・う﹇買﹈︵五︶9かう買う︽ーイ・ーウ・
﹁にいさん︑汽車のきっぷかったの︒﹂

ーッ︾呂おかいなさる

五83園
五84囹 かったよ︒

六994 おとうさんにかっていただいた小さな虫め
がねがでてきた︒

八63 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見
物したのち︑その一わを買い︑

九桝2図圃 いもうとの小さき歩みいそがせてちよ
紙かいにゆく月夜かな
とばでは通じません︒

十173園 えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ

父親のすきなものを買うために︑自分で

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒

十一208

おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ

うになりましたが︑

十二304

︹返﹈︵五︶7 かえす 返す ︽ーサ・ーシ・

■うけかえす・うらがえす・おかえしいた

します︒

二532

けれども︑またさちこに︑りんごをかえ

かえす・ひっくりかえす・よびかえしなさる

す・おもいかえす︒くりかえす︒とりかえす・ひき

す・おかえしくださる・おかえしする・おききかえ

ース︾

呂おかえし・くりかえし・しかえしする

かえ Oかけがえ・のりかえ

遠い山へいって︑しばをかったり木を かう ︵下二︶﹇Vおきかう

切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一256

︽ーイ・ーウ・ーッ・ーワ︾

かえ・す

ただわずかに外國人がこれに目をとめて かえし

かう

﹁かわいそうだもの︑ひろっていって︑

うさぎをかってあるところにきまし

﹇飼﹈︵五︶15

買うことがあるということを聞いて︑

十五4910

か・う

三373園
た︒

五951園

おとうさん︑ひとりでとべるようになる

かってみよう︒﹂

五959園

さ︑弓矢を返すよ︒

四望2 りょうしははごろもを返します︒
六846園

三備3

かえって

おかあさん︑とみちゃんを返してもら

その中にわるい人がいて︑かりた家具を

﹇帰﹈︵五︶2 帰す

︽ーシ︾

﹇艀﹈︵五︶1 かえす ︽ーシ︾

返せる

︽ーセ︾

それは︑たまごをかえしているのであった︒

いや︑返せません︒

﹇返﹈︵下一︶1

ふしのくすりと手紙は︑かえってかな

﹇反﹈︵副︶13 かえって

四個5囹

かえ・せる

八609

かえ・す

りました︒

八323 けんぎゅうを西の岸に帰しておしまいにな

るといったが︑

五6611筆海へ帰してくれ︑お礼はいくらでもあげ

かえ・す

かりっぱなしにして返さなかった︒

十二623

らってきましょう︒﹂

十一247園 ﹁そんなら︑今夜いって︑返しても

いましょう︒

十﹁242囹

先生も︑あおむしをかっていらっしゃ 七456 そういってから︑老人にぼうしを返した︒

このままかっておいたらいいでしょう︒

まで︑かってやりましょうね︒

五986園

七2411園

私たちは︑うさぎをかうことになりました︒

どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう

るつて︒

七863

この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をたずねて

になったかといえば⁝⁝︒

八49

八5010

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

いきますと︑いぬのかってある家がありました︒
おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518
︑n∠一

ました︒

ノrO− それから︑かってあるにわとりに氣をつけ

こんどは︑うさぎのかってある家のまえへ
おすでなければいいが︑まあ︑かってお

いって立ちました︒

八537
八791園

いてみよう︒

ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ
やぎもかいます︒

うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一493
十一495

347
かえで一かえる

しみをますたねになるばかりでしたので︑
て︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七494 内野の人はいっしんになったので︑かえっ

かくなっていくことがあります︒

七555 ふでをいれるほど︑かえって︑文章がみじ

ふしあわせとをかえって喜んだ︒

五欄1

かえでの木につるしておくと︑いろいろな
かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄

鳥がやってきます︒

十一391圏

帰り5いきかえり・おかえ

﹇返﹈←ちゅうがえり

色く色づいて︑冬のしたくをとりいそぐ
かえり

﹇帰﹈︵名︶7

んです︒

かった︒

五4610

帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはいな

学校の帰り道

その帰り道に︑一わの小鳥のひなをひろい

ところ

︽ーミ︾

帰り道で︑父は次のような話をしてくれた︒
かえりみる

︸年一年とすんだことをかえりみて︑

﹇顧﹈︵上一︶1

かえるεあおがえる・あま

きのうの畑は水田となって︑晩にはか

こ︑あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ︒

えるが歌いだす︒

十一347圏

の足かけをしました︒

十二櫛3 かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意

が勝つでしょうか︒

十一一柵4 さあ︑うさぎが勝つでしょうか︑かえる

四伽5圃白いはまべのまつ原に︑波がよった

りかえる・ふりかえる

りかえったり︒

﹇帰﹈︵五︶慨

かえる 帰る ︽ーッ・ーラ・

四悩7圃波がよったり︑かえったり︒

ーリ・ール・ーロ︾δおかえりなさる・おかえる・ゆ

かえ・る

二375囹

はきものがきちんとそろって︑わたく

うたいながら︑かえっていきました︒

きのう︑学校からかえるとき︑

きかえる

三333圏

二379園

ぼくらは

かたをくんで︑くさはら道を

ぼくらはくさはら道をあるいてかえり

したちのかえるのをまっています︒

三394
ました︒

三403

あるいてかえりました︒

麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三423 みよこさんが︑左のかたからはなれて︑

三428 ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

がんがかえる︑

がんがかえる︑がんがかえる︑がんが

どんどん走ってかえりました︒

三542圏
かえる︒

三543圏

かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ 三544囲 がんがかえる︒

﹇蛙﹈︵名︶4

十二拍10囹
がえる

かえる

四679

る・そりかえる・てりかえる・はねかえる・ひつく

五233園あのね︑帰りの電車・はとてもこんでいた かえ・る ﹇返﹈︵五︶2 かえる ︽ーッ︾0いきかえ

り●がっこうがえり

八913 はくちょうは︑その受けてきたまずしさと かえり
十673 でも︑こわいものはかえってみたくなりま
す︒

うなあまいにおいがして︑

十703 べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ

帰りは︑村までくだりの坂道だ︒

学校の帰りじゃないか一

九佃8

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

父親の帰りを待ちこがれていたことなど
かえり道

かえり道

かえり道⁝⁝⁝三十九

︹課名︺2

六

六
三391

三27

かえりみち

をそれからそれへと長々と話しかけて︑

十一783

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

九柵3

九903園

して歩きました︒

十708園 なみたいていのどくではないから︑か 九869 帰りは︑みんなかわるがわるリヤカーをお
えって︑うまそうにみえるのだよ︒

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一217 すこしも休まず働くので︑かえって︑お
十一2510 すこしもつかれたようすもなく︑かえっ
て︑その体格もりっぱになっていきました︒
生長をうながす力をもっているが︑それをこえる

十三238 小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの
と︑かえってさまたげになる
十三318 とんでもないべつのことを演じたりする︒
それが︑見ている人には︑かえっておもしろい︒

ました︒

五943

十四49 フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで かえりみち ﹇帰道﹈︵名︶3 帰り道
いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

九874
九梱3

十四478 しょうとつのときにあわてふためいて︑
かえで

﹇楓﹈︵名︶4

そのためにかえって波にのまれてしまったのに︑
かえで

かえり・みる

五977 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった
り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒
五棚10 おひるすぎには︑かえでの木につるしてお
きます︒

かえる一かえる

348

三546圏 たすきにならんで︑がんがかえる︒

三555囲 おびになって︑ひもになって︑がんが
かえる︒

ら︑だれも知らない人ばかり︒
よう︒

四捨6園もってかえって︑うちのたからにし

はごろもをお返ししたら︑あなたは︑
しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ

まわずにかえっておしまいになるでしょう︒

四齪8囹

きません︒

四馬3園それがないと︑天へかえることがで

ようと思います︒

三778圏 あさになって︑お日さまがあなたたち 四糊1園もってかえって︑うちのたからにし
﹁あしたのあさも︑お日さまはきっと

のところへかえってくるのです︒
三7710園
かえってきてくれるの︒﹂

よ︒

三786園 お日さまはまいあさかえってきます
五219

はるこさんも︑にこにこして帰ってきまし
だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと
しんきちくんは︑電車をおりてから︑元氣

五431囲

帰るまでには︑新しいおけができていま

に︑このふしぎな話をしました︒

五686囹
すよ︒

すと︑

五712

おじいさんがおばあさんのところへ帰りま

おじいさんは︑すごすごと︑おばあさんの

五7310 おじいさんが帰ってみると︑

五772

子どもたちは︑みんな帰っていきました︒

ところへ帰りました︒

五934 りょうかんさんは︑帰っていく子どもたち

五933

さんちゃんがひろって帰ると︑

をみおくってから︑

五952
した︒

五柳8 そこへ︑さんちゃんが学校から帰ってきま

でも︑村に帰らなくちゃ︒

うちへ帰るところなんです︒

帰るといったって︑あんな遠いところ

すぐ帰ってきまずから︒

六397園
六402園

でも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒

六405囹

ほんとうにあのかかしが帰っているだろ

さあ︑かかしさん︑いまから帰るのよ︒

六406園もう一どあの村に帰りたいなあ︒
六419園
う︒

それから︑三人はわかれて︑それぞれ家へ

いったいだれがつれて帰ったんだろうね︒

六443園
六445囹

帰りました︒

六555

そこへ︑中学校に通っているねえさんが︑

帰ってきました︒

六709

六宙2 うちへ帰って︑そのたこをみて︑作りかた

もう帰る子がある︒

を考えてみました︒

七68囹

なんども手をふりながら︑先生にさよう

ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの

きしもとくんが学校から帰ってくる︒

七299囹

おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたって 七282

ならをして走って帰る子ども︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑ 七77園

いました︒

五6910

新しいおけを持っていました︒

五688

六229園

受けとりをもらって帰ってくるとちゅう︑

一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る

よその人からもらったんです︒

五2810園

にあるいて帰りました︒

五279

ころまで︑一日でいって帰ってきたのですもの︒

五272囹

た︒

五259

げんかんにむかえにでました︒

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑

こんで帰っていった子どもがありました︒

三912 わたくしは︑学校へ いくときとかえる
ときにここをとおります︒
﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこ

五227

三研8

三麗1 てのひらにのせてかえりました︒
しょにつれてかえろうとなさいました︒

三二4園 この十五夜には︑月の國からむかえ
がきて︑かえらなければなりません︒

四177 学校からかえったら︑おかあさんが︑石
うすをひいていらっしゃった︒

四316團 きのう︑学校からかえるとき︑雨が
ふっていました︒

四381園 わたくしは︑だまってうちへかえって
きました︒

ない︒

ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒
四633 かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い
五589 私たちは︑まもなく帰ってきました︒
そいでとんでかえりました︒
四874 おとうさんは︑町へいって︑まだかえら 五669 おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん

うらしまは︑父や母のことを思いだし

四887圏 からすがいそいでかえったよ︒

四m4

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

四価5園 でも︑うちのことも氣にかかります
生まれた村にかえった

ので︑かえらせていただきます︒

四稲8團 五のばめん
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はっぽを︑とりかえてやるのが慨しみだ︒
しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

七2910囹 きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ
七302 そこへ︑はるおが帰ってくる︒
七303園 にいちゃん︑帰っていたの︒

七605 スリッパのへりをひとまわりして︑帰って
いった︒

八64 その一わを買い︑小さなボールばこにいれ

七853園もう帰ってもよろしい︒
てもらって︑だいじに持って帰りました︒
八1011 ところが︑ある土曜の午後︑おなかをすか
して学校から帰ってきたすえの女の子が︑

八577 ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその話
をしたら︑

八863 あひるの子をみつけて︑接ぐつでこおりを
くだき︑うちへっれて帰った︒

九241 むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく
るといわれています︒

九253 春になると︑だれもが︑このめずらしいお
客の帰ってくるのをまちこがれています︒

九258 わけても︑自分の家へいそいそと帰ってき
たつばめをむかえる人の心は︑

山勘10

つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか

ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も
やはり外國から帰ったばかりで︑

帰ってしあわせにおくらし︒

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一909園

おまえが学問のちゅうとで家に帰って

学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ

へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし

さわぎしていました︒

十二295 ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大

んの子もりをひき受けます︒

十一一253

くるのは︑

十一一96園

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒

坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に 十二44 コロンブスがアメリカを発見して帰った

ら︑やめて帰ろうといった︒

十257

うちに帰って︑十まいずつたばにして︑赤

帰ってくる︒

十586

だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ

学校から帰ると︑

いひもでいわえて数えました︒

十592

十一859囹
十一866園

わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ

うすこしここにいさせてください︒

十一875囹

少年がベッドのそばのもとの場所に帰る

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十一8710

くりがたくさん落ちていたこと︑︿略﹀︑

長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑

十三381園

マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た

⁝⁝え︑いま学校から帰ったばかり

んですか⁝⁝

十三397園

だってね︒

十三438園

か︒

帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝

︵顔をあげて︑そのことばを味わう

おかあさん︑眞ちゃんが帰って來たん

ように︑︶生きて帰って來ました⁝⁝

十三433国圓

十三432国囹生きて帰って來ました

十三4111園

早く帰ってくださいね⁝⁝

十三392園

十三1812 戦場から帰ったダルガスです︒

ここに帰って來て︑私たちの頭上にとびかい︑

十三63 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

希望の帰ってくるとき︒

十三510

つんで帰ったことを思う︒

十二951 赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぱい

帰っておかあさんにゆでていただいたこと︑

十一一914

た人形のことを思いだして︑

毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを 十二384

そこへ︑だんなが帰ってきました︒

るかわからない︒

十718園
十7211
十一2112

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑

たたいてわらじを作ることにしました︒

十一301

学校から帰るときのことであった︒

もとの自分の家に帰り︑

十一5910

みんな︑ぬれねずみのようになって家に
帰った︒

数日まえ︑イタリアへ帰ってきて︑ナポ

十一612
十一641

リに上陸しました︒

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑
帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし

十一645
た︒

﹁年よりのでかせぎ人ですか︑外開か

ら帰ってきた一﹂

九371団小さい妹のために︑くわの葉につつんで 十一658園
持って帰ったこともありました︒

そこへやまだが帰ってくる︒

外國から帰ってきたのです︒﹂

九4411團 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 十一6512園 ﹁そんなに年よりではないのですが︑
にかかってすぐ帰りました︒

さあ︑いいかげんにして

九868園 いずれ学校へ帰ってから︑もう︸ど量り
しましよう︒

帰ろうよ︒

九896囹 ふたりとも

九9311

九904囹 たかぎくん︑帰ろうよ︒

かえる一かお
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おしまい に お か あ さ ん ︒

十三449そのあとはマンシュウから帰って來た眞
二くん︑

十三509すぐ帰って來るんだから︑きみも來たま
え︒

十三515すぐ帰って來るんだから︑きみも來たま
え︒

十四288私は︑なにか大きな醸しみをもったよう
な氣持になって︑家に帰ってきた︒

十四926 思いきって︑その屋根うらの家へ帰るこ
きょうと

ともできなかった ︒

十五613 京都に帰ってから父に送った手紙のど
れにも︑

十五757 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ
かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
の着物を着ていても︑わかるだろうね︒

十五巌7園あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ
十五餌9園 ぼく︑うちへ帰りたくないや︒
十五M12園 小さな家に帰るのですよ︒

十五備1囹 これから下へ帰ってから︑どういうよ
うに私を見なければならないか︑

かえる

︽

リ︾

十五佃11園 そうしたら︑私は︑もうなにもおそれ
﹇ 鱒 ﹈ ︵ 五 ︶1

ず帰って來ます︒
かえ・る

かえる

︽

エ︾nVいいか

八149 暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ
てかえりました︒
﹇代﹈︵下 一 ︶ 1

える・いれかえる・とりかえる・ぬぎかえる・もち

か・える

かえる

﹇変﹈︵下 一 ︶ 7

かえる

変える

ばらばらに

︽ーエ︾

十一291 これを油にかえて︑本を読み続けました︒
か・える

ニー27 いろいろかえてならべました︒
四424 列の かたちを かえても︑

鈍むかしのたいようのねつが︑かたちをか

なってしまうことはありませんでしたQ
五376
え︑石炭の中にたくわえられていて︑

したりするときには︑

十一68囹ボートの向きをかえたりひき返そうと
ボートは向きをかえて︑あぶないとこ

ろからぬけだして︑新しい方向に進んでいく︒

十一75園

では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え

をかえてしまったのかというと︑

十三165

かえれる

帰れる

︽一

長いしきたりが︑明治になってすっかり

﹇帰﹈︵下一︶2

ようすを変えてしまったので︑

十五454

レ︾

かえ・れる

たろうさんは︑なぜぶどうをもらわな

いで︑かえれたのでしょう︒

四385圓

かお

顔n▽あさがお・あさが

四158
した︒

四264團

わたしのせなかにかおをつけてねんね

りんごさんのかおのまるいこと︒

かっちゃんは︑みんなのかおをみて︑に

こにこしました︒

四583

雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお

四588 二十九わのかおがそろいました︒

四924

雪がかおにかかるのもわすれて︑高い

をだして空のほうをみあげて︑

四941

みんなのかおがみえます︒

高い空のまん中をみあげる︒
四伽4

天人は︑かなしそうなかおをして︑空を

四擢7園 でんきゅうはわたくしのかおです︒

四梱6

かおよりも大きな花です︒

みあげます︒

五779

﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

顔の大写し︒

六4011 かかしの顔まで赤くなる︒

六訂5

六326 顔のうしろを雲がとぶ︒

六325 かかしの顔に葉がとびかかる︒

立っている︒

六317

ようがかおをだしたので︑

六102 そのとき︑いままで雲にかくれていたたい

六395囹あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ 六85 子どもたちは思わずかおをみあわせた︒
﹇顔﹈︵名︶㎜

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

かお

おにっき・あさがおのはな・えがお・おかお・にこ
にこがお・ひとのかお・まがお・ゆうがお・よこが
お・わらいがお

だれもだれもおなじかお︑だれもだれ
だれもだれもちがつたかお︒

六478圃

もちがつたかお︒

一277
一278

ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

もの心︒

ただしちゃんの顔が︑生き生きとうきあ

七98囹 なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど

がってきました︒

六酩4

をだしている︒

六齪9 おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔

ずなり︑タ明かり︒

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす
一281

かおも︑先生の

つくえも

まどのところに︑みおぼえのあるかお

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

一569

おとうさんの

が︑たくさんならんでいました︒
三959

かくことができます︒

はらのたっときでも︑このかぐやひめ
のかおをみると︑すぐなおりました︒

三野3
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七631 小さな虫がかたまって︑顔のところでとん
でいるくれがた︒

七674 人の顔をちょうこくするのに︑二つのやり
かたがあります︒

七679 それにねんどでだんだん肉づけをし︑しだ
いに︑その人の顔ににせていくやりかたです︒

七682 けずっていって︑だんだん︑その人の顔に

九欄4

急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ
にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九鵬9

屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒

九備4図圏

くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ

かるさ日のてる中に
直川10

わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒

とみつめました︒

九襯1圏

おとうさんの顔をのぞきこむようにしまし

にせていくやりかたであります︒

七765 ふたりは︑びっくりした顔で︑

十78

十2511その声をきいて︑にっこりとわらう顔︒

十248あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで︒

窓をのぞく子どものはればれした顔︒
十2111

十194友だちの顔︑顔︑顔︒
十195友だちの顔︑顔︑顔︒
十195友だちの顔︑顔︑顔︒

た︒

七7810 ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑
七902 よくみていたら︑ねこが顔をあらうように︑
うさぎも︑まえ足で︑耳や顔をなでていました︒
七903 まえ足で︑耳や顔をなでていました︒
をしかめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔
ズ略﹀︒﹂といって︑顔をまっかにして

やってきた︒

八706

おしろいやべにでけしょうをして︑その役
はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな

十一715

いすをひきよせて︑目を父親の顔からは

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

なさないで︑こしをおろして待っていました︒
十一7310

ふくれあがった顔の上に︑きわめてかす

たんどくが顔にでたのです︒

まじめな顔をした老人でした︒

十一757囹

だんだんしっかりした目を少年の上にす

かなほおえみがうかんだのを

十一7710

十一804

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

えて︑うれしそうな色を顔にうかべながら︑

困難になりました︒

十一887

十二88 そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

午後の日光は︑︿略﹀︑みあげる私の顔に

孟子の顔をみると︑つと立って︑

降りそそいでいました︒

十二319

よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

顔の作りかた︒

ていても︑

十二472野手の色やくらしかたがどんなにちがっ
十二496

顔は︑着物のすそからさかさにいれて︑

いたり頭の毛をぬる︒

十二514
十二531

顔と手をつけた着物を裏返すどできあが

首を着物にぬいつける︒

る︒

十二536

人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔

人形がかたむかないように︑話すときは

人形の顔を前後に動かす︒

十二542

や頭がみえないようにする︒

太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑ 十二5311
少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑

ひなたぼっこをしながら︑まえの海で顔

あられはその手にはのらないで︑顔にあ

たったりふところにとびこんだりします︒

十二739

をあらうのを樂しみにしていた︒

青ざめた︑やせこけた顔をしている病人 十二569
かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑顔は
はれあがってどんより赤く︑

十一701

たちをみまわしました︒

十一6711

考えぶかそうな目をしていました︒

十一637

おいおい大声をあげてなきだしました︒

十7212

いようにしていました︒

十672

らしく顔をこしらえあげるのですが︑

十637

ぬけていました︒

九408團はるか向こうの山のはしから︑美しい湖 十266ふたりのうれしそうな顔︒
十504ひふ病にかかっていて︑顔のあたりの毛が︑
が半分ばかり顔をみせていました︒

九485 やまねこのにやあとした顔や︑そのめんど
うだという裁判のようすなどを考えて︑

九548 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ
とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑

九567 その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口
を曲げて︑にやっとわらっていいました︒
九586 すると︑男はまたいやな顔をしました︒
してほっています ︒

九846 だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに
九954 やまだ わざとたかぎの顔をみないように
して︑﹁︿略﹀︒﹂

なって︑だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

九963 やまだの顔をみると︑きゅうにまたつんと

かおじゅう一かがくてきけんきゅう
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さい︒

十二皿1 このやさしいのびのびした顔をごらんな
やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり

福﹄たちがこわがるだろうって︑

十五㎜7
顔じゅう

の目にはなみだが光っていました︒

﹇忌中﹈︵名︶1

すると︑男は︑また喜んで︑顔じゅう口の

ようにして︑にたにたわらっていいました︒

九5811

かおじゅう

十三191 かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑
その顔にほほえみをたたえて︑

十三429園 おみやげより︑早くきみの顔が見たい
よQ

六729

目だってつぶってしまうだろうし︑あんな

十三432 ︵顔をあげて︑そのことばを味わうよう かおつき ﹇顔付﹈︵名︶2 顔つき
に︑︶生きて帰って來ました⁝⁝

に元氣のいい顔つきもしていないはずだ

いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま
かおり

ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒

九743
﹇香﹈︵名︶2

しとしとと降る秋雨に︑ちれば山には

朝風にひびくすずの音︑日光にかがやく

まったけが︑かおりも高くはえてくる︒

十一3810囲

かおり

十三4510 顔の表情がよく見えるようにすることも︑
たいせつなことです︒

十四932 雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ
りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十五165図魍 野にはたらきて︑土ぼこり顔よごす
とも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒

高山植物のかおり︑

十五2210 みんなが︑おどろいてその音の方へ顔を 十五214
向けて見ると︑

あんまりはっきり顔を見せると︑﹃幸

十一568圃

ことばはかおる︒
一つ一つかおる︒

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

﹇画家﹈︵名︶1

画家

七151

九㎜5

﹁腹をかかえてわらった︒﹂

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

いつぼをみつけ︑へやのまん中にかかえてきまし

十694 だいじそうにしまってあった︑一つのまる

十一635

そういって︑少年は︑その小さな着物の

わきの下に着物の包みをかかえながら︑

た︒

十一931

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

包みを小わきにかかえました︒

細工人︑画工︑ちょうこく師︑下ばたら

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがったQ

十四棚7

十五481

小さな声でうったえる私のくりごとを耳

きの者などが︑三十数人かかえられていた︒

大きなおなかを両手にかかえて︑たいぎ

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五6210
十五8511

﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

そうに︑子どもたちの方へやって鈍ました︒

えながらおじぎをする︒

十五889

﹇化学﹈︵名︶1 化学

十五589図 室友ホランド先生︑︿略﹀︑化学︑生理︑

かがく

﹇科学﹈︵名︶2

科学5しぜんかがく

植物︑鉱物︑地質等をこのんで勉学す︒

知識が開けず︑科学の進まないところに

宗教も︑科学も︑哲学も︑ふかまって

は︑迷信が行われる︒

いったのです︒

十四328

科学

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

﹇科学者﹈︵名︶1 科学者

﹇科学的研究﹈︵名︶3

十425 それから︑三珠貝養殖の科学的研究がつづ

的研究

かがくてきけんきゅう

誠意にみちていました︒

十三198

︽ーエ︾0だ かがくしゃ

タリアのラファエルという画家のかいたもので︑
かかえる

ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

﹇抱﹈︵下一︶12

きかかえる

かか・える

三427

どんどん走ってかえりました︒
こうして右の手でだいてな︑左の手でか
かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811園

十三910

文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑ かがく

ふみお

めやぎのおちぢ︑

十一572圃

十五596 が︑ことばみじかにその関係を物語る私 かお・る ﹇薫﹈︵五︶2 かおる ︽ール︾
の顔を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑
は︑たまのようななみだが流れ出た︒

十五678 そのなつかしい顔をあおいだ私の目から

がか

がかを立てて写生をはじめた︒

十ニー33

十五691 指さされるままに︑顔をあげてへき面を がか ﹇画架﹈︵名︶1 がか
見あげると︑おじさんの大きな写眞があった︒
十五856園 あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑
幸福そうな顔をしているなあ︒
た顔をしています︒

十五878圏このとおり︑りっぱな︑ふくれあがっ 十三5310国 これは︑いまから五百年ほど前に︑イ

いるときでも︑

十五麗12園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして

いるの︒

十五⁝⁝9園 でも︑なんで︑あんなに顔をかくして

十五⁝⁝11園

十五冊10園 あの人︑顔を見せることはないの︒

353
かがくてきちしき一かがめる

けられた︒

調べられる︒

十三117 むずかしいものは︑科学的研究によって
十三118 もとより世の中には︑科学的研究によっ
科学的知

ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑

識

かがくてきちしき ﹇科学的知識﹈︵名︶1

﹇掲﹈

︵下一︶2

かかげる

︽ーゲ・ーゲ

その深く進んだものを科学的知識という︒

十三88 知識には︑浅いものと深いものがあるが︑
かか・げる

六325

糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ

かかしが風にまきあげられる︒

かかしの顔に葉がとびかかる︒

いたよ︒

ら︒﹄とか﹃ありがとう︒﹄とか︑︿略﹀さけんで

六337

かかしくん

かかしくん

おや︑かかしくんじゃないか︒

﹇案山子﹈︵名︶1

ねが︑いちめんにつづいている︒

六457 かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六454 ﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

六328

一どははねあげられるが︑もんど

六329
かかし︑

ていくかかし︒

六344

かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑

りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六348

大きくなったり︑小さくなったりする︒

まあまあ︑かかしさんですね︒

かかと

さあ︑かかしさん︑いまから帰るのよ︒

﹇踵﹈︵名︶1

かがみ

鏡

おかあさん一かがみ一くし

﹇鏡﹈︵名︶5

よくみがいたまるいかがみを︑この町
四694

文章は︑心の鏡のようなものです︒

﹁みがかぬかがみ︒﹂

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

びっくりしてかがんでみますと︑
十一7310

九616

かが・む﹇屈﹈︵五︶4かがむ︽ーン︾

る︒

七575 おかあさんの鏡︑庭のはっぱがうつってい

七478

にはめこんだようです︒

四91

一327

かがみ

や足の指をつっついたりするのです︒

八105 歩いているとき︑追いかけてきて︑かかと

かかと

六418囹

六3811囹

かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび かかしさん ﹇案山子﹈︵名︶2 かかしさん
くるくるまいながらおちていくかかし︒

てちぎれてしまう︒

六357
六3511

親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

子つばめがかかしをみつける︒

とがった屋根

高くふきあげられて︑空にきえていくかか
そのビルディングの一つ

六383

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六389

にひっかかっているかかし︒

六374

し

六368

六363囹あら︑子どものかかしだね︒

十一541 このごろ︑電車の中に︑つぎのような 六361 聾すぎの上にやっととまったかかし︒

ル︾

ひょう語がかかげられているのをみた︒

十三61 新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑
樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒
かかし ︹課名︺2 かかし

かかし

六26 三 かかし⁝⁝⁝三十
﹇案山子﹈︹話手︺9

六311 三 かかし
かかし

かかし ﹁ あ あ ︑ お ど ろ い た ︒

のこされたかかしの大写し︒

六339 かかし﹁助けて1雲のおじさん︒﹂
六3310

六404

かかしの顔まで赤くなる︒

列をつくったつばめのむれが︑かかしの方

十一747

それから︑病人の上にかがんで︑みゃく

まじめな顔をした老人でした︒

親つばめと子つばめが︑かかしのそばにと

十一764

﹇屈﹈︵下一︶1 かがめる

︽ーメ︾

さあ︑あのかかしったら︑﹃さような 九5111 いちろうは︑からだをかがめて︑﹁︿略﹀︒﹂

かが・める

を追ったり︑うなるたびごとにかがんでみたり︑

ときどきその手にさわってみたり︑はい

をみたり︑ひたいにさわってみたりして︑

かかしが列のまん中にはいっている︒

六4411囹

う︒

まる︒

六4211

ほんとうにあのかかしが帰っているだろ

六416

六442園

へとんでくる︒

六414

六4010

出が︑うかんではきえていく︒

かかしのまわりに︑︿略﹀︑樂しかった思い

かかし﹁すぎの木のおばさん︑

六407

かかし﹁ふきとばされたんです︒

六352 かかし﹁なんてらんぼうな風なんだろう︒
六362

かかし﹁あの山のかげの︑
﹂

六392
六394

かかし﹁そりゃそうだけど
かかし﹁帰るといったって︑

六3911

かかし﹁ み な さ ん で ︒ ﹂
かかし

六405

﹇案山子﹈︵ 名 ︶ 2 5

六421
かかし

向かって立っている︒

六316 かかしが︑﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に
六322 かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

かがやかしい一かかる
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﹇輝﹈

とききました︒
かがやかし・い

︵形︶

−

かがやかしい ︽一

かがやきだす

︽一

十4612園養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

イ︾

﹇輝出﹈︵五︶1

の光明を太陽とするならば︑
かがやきだ・す

﹇ 輝 ﹈ ︵ 五︶19

かがやく

︽ーイ・ーカ．一

十四953 明かるい︑赤いほのおがかがやきだした︒

シ︾

かがや・く

十四937

女の子は︑窓々をとおして︑ちらちらと

かがやくともしびの光を見た︒

女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが
たくさんの小さなろうそくが︑みどりの

やくほのおの方へのばした︒

十四962
十四983
枝の問からかがやいて︑

きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

三774園 お日さまは一つしかないから︑みんな
でかわりばんこにお目にかかるのです︒

すると︑色リボンのようなにじが空に

かかりました︒

三814

四941 雪がかおにかかるのもわすれて︑高い
高い空のまん中をみあげる︒

でも︑うちのことも氣にかかります

みると︑むこうのまつの枝に︑きれいな

このような木が︑たおれて土にうずまり︑

ものが︑かかっています︒

四剛7

かずがかかっていることでしょう︒

四二9これを作りあげるまでには︑どれほど手

ので︑かえらせていただきます︒

それが︑高く︑高く︑しだいにのぼって︑ 四備4園
﹁かがやく小さな星よ︑おまえはいつ

大空の星のようにかがやくのを見た︒

十四9811
十四9812園
たいなんだろうか︒﹂

十五692

三1210 はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか 十五213 日光にかがやく高山植物のかおり︑

キ・ーク︾呂ひかりかがやく

さまのおかおをみつめました︒

かり・ゆきがかり

大きなうに︑大きなやかんがかかっ

たまごから小さい虫になるのに︑七日か

あぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親

一つのたまごに長くかかるのですよ︒

いつまでかかるのだろう︒

協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ

て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

九203

八6210園

八625園

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八347 太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

てとどくきょりをさしていいます︒

八344 一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ

になることができないといいます︒

八197

かけていく︒

七657 もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで

れている︒

七595 なにかの花びらが︑くもの巣にかかってゆ

かっています︒

七256園

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五374

すると︑金のさかながかかってきました︒

思いなしかやわらいで見え︑

三面7 かぐやひめの すがたは︑ それは

五661

それは

かかり ﹇係﹈︵名︶1 かかりOいんそつがかり・
うつくしくかがやきました︒
五4510圃 世界の空のかず多い︑かがやく星のその ガスがかり・かべしんぶんがかり・しゅっぱつがか

おぼろ月が空にかかっている︒

り

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六581

どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

七911

一つ︒

六212囹美しいぶどうに︑かがやくりんご︑硬し
いわれらきりぎりすの生活一
いてみえますQ

九331団 がくにいれた油絵のように美しくかがや かかり ﹇掛﹈ 5さんにんがかり・そうがかり・てが

がかる・もたれかかる・よりかかる

ひっかかる・ふりかかる・みなみがかる・むらさき

かかる・とおりかかる・とびかかる︒とりかかる・

る・きみがかる・くれかかる・さしかかる・たおれ

十4412 第二︑第三と学説を開いていくと︑どれにかか・る ﹇掛﹈︵五︶47 かかる ︽ーッ・ーラ・ーリ・
ール︾ δあおみがかる・おちかかる・きいろがか
も眞珠が︑きよらかにかがやいているではないか︒

清らかな︑すみきったたま︑

十一164 天と地にかがやくものの中で︑いちばん

十一326圏岸のやなぎのほわたがとんで︑麦のは
しりほかがやく上を︑海こえてきたつばくろが︑

長いあいだかかって︑やっと切りたお
すことができました︒

三263

ています︒

三368囹

ふねができあがりました︒

つ一つがかがやく美しさは︑なんと 三271 なん年か かかって︑ とうとう 一そうの

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一353圃空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく
十三3312

いったらよかろう︒

十四296 それは︑空にかがやいている星です︒
十四414囹 喜びにみちてかがやく光︒

355
かかる一かさ

一びきのこん虫をながねんかかって調べ
もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと
ひくい屋根も︑あけはなした店も︑のき

その申し出でを承知して︑私はすぐに

日本の子どもさんたちにも︑お目にか

先生におききしたら︑このいねは︑いもち

︽ーレ︾

やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは

二203 まりりんごかきからすかぜ
六476圃

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす

すずなり︑夕がらす︒

七606

まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

よく落ちるかきの実︒

ずなり︑タ明かり︒

六481圃

七614

いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく

バタバタやって︑にげていった︒

九314国

こちらはかきの木の多いところで︑どこ

かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ

して︑秋も終り近くなりました︒

九424国
しました︒

九431團

ぼくたちのかりているやしきのまわりに

の家にも︑二本や三本はあります︒

も︑大きなかきの木が三本あります︒

九434團

みかき

うちのかきはしぶがきですから︑

かき ﹇書﹈︵名︶1

書き5えかき・したがき・よ

のわか葉に日の照るころは︑

十一331間げんげがさいて︑なの花ちって︑かき

を一まい一まいならべて︑

九443團母やおばまで子どものように︑かきの葉

ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

九441薫陸は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ

九439團

二つ三つ落ちているのをみたときは︑

黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にか 九436團 つやつやした大きなかきが︑ころころと
ところが︑にわかに病氣にかかって入院

かっていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒

十503

病という病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

八反5

かか・る﹇罹﹈︵五︶4かかる︽ーッ︾

かったことがあるからです︒

十五799

授業にかかった︒

十五582園

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十五472園ときどき僥いては︑この店に持って來

先にかかっているおもしろいかんばんも︑

十五462

がまた︑少年の氣にかかってきました︒

十五276

るのも︑

十四863

下の方へおしおろされるかたむきがあります︒

九346国母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人 十四638 これは︑白いうす雲が月にかかったとき
小さき虫の出でてとぶ見ゆ
で︑三日間かかりました︒
に見えるのと︑にたようなものです︒
かき ﹇柿﹈︵名︶14 かきεあまがき・しぶがき・
九4411團 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 十四7511 森の上へかかると︑飛行機は︑しぜんと ほしがき
にかかってすぐ帰りました︒
かりましょう︒

九803園 まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとにか
九価10 きゅうな坂にかかると︑まえの方で︑のだ
先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

九枷7園 今晩はうまいえさがかかるかな︒
らなかったから︑おなかがすいてしまった︒

九枷9園 この二三日というものは︑ちっともかか

かっている︒

十201 村の林の上に︑大きな半円形のにじがか

までには︑少くとも四年はかかる︒

十405 しかも︑核をさしいれてから︑眞珠になる

おしにがかった︒

十416 かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな
十481 四十分もかかったのではないかと思いまし
た︒

十538 まだ︑いぬが氣にかかるのか︑

十一642

かかれる

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

したので︑家族の者にかんたんな手紙を書いて︑
き︑大病にかかって︑

十二40一

﹇掛﹈︵下︸︶1

︽ーリ︾与にも

もうじきお目にかかれます︒
かかわる

わたしの人格にかかわりますから︒

﹇係﹈︵五︶1

十四136團

かか・れる

十6510 おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が
かかり︑

十一761 そこで︑少年は看病にかかりました︒
文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

また下がきにがかった︒

十一一1510

十ニー62 かげになったところ︑力のこもった角︑
まるみのある面︑重みのかかった枝のつけね︑
十三406 電話のかかるのを待っている︒

かかわ・る

九707園

十三604 ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑ かかわらず
かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

﹇垣﹈︵名︶1 かき■いけがき・いしがき
四763 よ一よみ書きそろばん︒
十五108図野ばらの木の赤きめをふくかきの上に かき ﹇掻﹈畢しろかき・ひとかき・ゆきかき

十四348光が一方のはしから︑向こうのはしまで かき
とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの

かき一かさなおす
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﹇牡蛎﹈︵名︶1

かき

﹇掻落居﹈︵上一︶1

かきおとし

も歩軍に書き表わす方法がないものであろうか︒

﹇書切﹈

カキクケコ

まだいくら書いても書ききれません︒

3

みんなアイウエオ︑カキクケコーという

五十音の中で︑

そうして︑こんどは︑アイウエオ︑カキク

ケコから︑じゅんじゅんにいってみたところが︑

六麗6

︵下一︶1書ききれる︽ーレ︾

屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

︽ーイル︾

八108

かきき・れる

かるさ日のてる中に

九幡4図魍

いる

かきおとし・いる
十二9711 古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑かき︑

かき
︿略﹀などをたくさんだべていたようです︒

かき ﹇夏季﹈︵名︶1 夏季

かぎ

季の南がかった風になるのです︒

十四7610 われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏
﹇鍵﹈︵名︶2

1

六m11

五1810 そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにいかきくけこ

かぎ

れられて︑かぎをかけられました︒

︵下一︶

書きあげる ︽一

十五搬2園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ
﹇書上﹈

の戸だなの中にはいっているの︒
かきあ・げる

かきそえる

書き

カキクケコでも︑サシスセソでも︑かんた

︽ーエ︾

﹇書添﹈︵下一︶2

んにはわからないが︑

六佃4

そえる

かきそ・える

十五525 私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

ゲ︾

書きあげた論文を持って︑
かきあらわしかた ﹇書表方﹈︵名︶1 書き表わしか

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒
書

七476

かきた・す

﹇書足﹈︵五︶3

書きたす

︽ーシ・ース︾

を見ても︑その愛されかたがわかろう︒

三195 あつめたことばにえをかきそえました︒
た3にっぽんこのかきあらわしかた
﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず書きそえてあったの
十五405 かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文 十五615
かきあらわ・す ﹇書表﹈︵五︶6 かきあらわす
︽ーサ・ース・一ソ︾

︵上一︶

1

書きたりる

︽一

かきつける

書き

それには︑つかいかたを書いた小さな

﹇書付﹈︵名︶1 書きつけ

十四107團

かきつけ

︽ーケ︾

﹇書付﹈︵下一︶3

書きつけがついているはずです︒

つける

かきつ・ける

ニー15 そこで︑みんなは︑小さなかみに︑ひと

毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書

つひとっことばをかきつけました︒
六619

すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き

きつけましょう︒

十562

︽一

︽ーラ︾

といって︑みんながおどろいていたが︑

﹇書続﹈︵下一︶1 書き続ける

つけているその力に︑おどろきました︒
かきつづ・ける

十四211

ケ︾

先生は︑つぎつぎと書き続けられた︒

たものもあるが︑

書き

ことばを︑みんなかきとめて

﹇書留﹈︵下一︶2

あつめた

︽ーメ︾

おきました︒

二91

かき

ためしに︑私は︑妹のいっていることばを︑

︽ーッ︾

書きな

ひびきを︑

かきなおす

じぶんの耳できいた

﹇書取﹈︵五︶1 かきとる

紙きれに書きとめてみたのです︒

十4810

三891

かきと・る

﹇書直﹈︵五︶2

とってみましょう︒
かきなお・す

かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい

︽ーシ・ース︾

十二939 文を書くときには︑よく手をいれること

くうちに︑ひととおりできあがった︒

十島ー611

おす

かきとめる

十二558 また︑文章に書きつづられて有名になつ

かきつづ・る ﹇書綴﹈︵五︶1 書きつづる

ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜
﹇書足﹈

とめる

かきと・める

どこまで書きたしても︑

書き表わ す

きあらわす

二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人
まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ
しく書きたすのににています︒

七683

に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒

七473 思っていることを︑はっきり書きあらわそ 七483
へいあん

うとすると︑

十二鵬1 平安時代の町の風景で︑大和絵でやわら
かにかきあらわされています︒

かきた・りる

んで書きだしました︒

九465国

十四898 それをとりあつかう人によって︑文章は︑かきだ・す ﹇書出﹈︵五︶1 書きだす ︽ーシ︾
どのようにも書きあらわされる︒
ローマ字を利用して︑発音のちがってい
十五419
る多くの國々のことばが書き表わされている︒

書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六491圏

十五4112 ローマ字をつかうと︑︿略V︑発音のこまリ︾
かなところまで書き表わすことができて︑

十五429 日本のことばをもっとも正しく︑もっと
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かきなさる一かく

﹇書﹈︵ 五 ︶ 1

かきなさる

︽ーイ︾

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒
かきなさ・る

かきなさい︒

﹇鉤形﹈︵名︶1

かぎなり

三214 なき声のわかるものは︑そのなき声を
かぎなり

かきね

かけるようになりました︒

四417 ときには︑かぎなりになって︑空をひつ
﹇垣根﹈︵名︶8

一391 うすももいろのあさがおのはなが︑いつ

かきね

つかきねにさきました︒

三鵬10 かきねの上からのびあがってみたり︑

︵下一︶

2

かきはじめる

かきまわす

︽ーシ︾

文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ

そうして︑ いよいよ下がきをかきはじめ

﹇書始﹈

とりだして読む︒
かきはじ・める
︽ーメ︾

十ニー47
た︒

十ニー74

でをとってかきはじめた︒
﹇掻回﹈︵五︶2

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

六811園だれだ︑しごと台の上をかきまわしたの

かきまわ・す

は︒

十二8710

こういわれたら︑

十五椥6

その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

とんぼ︑とんぼ︑かきねにとまれ︒ かきゅうせい ﹇下級生﹈︵名︶1 下級生

へいのすきまからのぞきこんだりしました︒
四749 と
五597 かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ

とびこえてにげだした︒

畑にさい

書きのこす

︽ーシ︾

うちの中にいるかぎり︑こわいもの知らず
朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ
みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの
あの美しい田さえなく︑みわたすかぎり
︑自分としては︑力のかぎりおかあ

その美しい雪が数かぎりなく︑天上から

︽ーラ・ーリ︾

かた手に大きなブラシをつかんで︑力の
かぎる

文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり

﹇限﹈︵五︶4

七553

かぎ・る

かぎりみがきをかけた︒

十五639

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四844

さんを幸福にしておあげしよう︒

十四1411国囹

さざなみがうちよせる大きな池となっていた︒

十一一614

向こうに︑

十﹇468

り︑美しい砂地がみわたされた︒

八562

で︑

八102

きました︒
かわいがっておけばよかったなと思った︒
八719 そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを かぎり ﹇限﹈︵名︶7 かぎり

十一316圃 野山をかざると︑もも赤く

て︑れんぎょうは︑かきねを黄色にそめていく︒

十一387圃 かきねににおうきんもくせい︑しとし
とと降る秋雨に︑

︽ーケ

十四674 湯げは︑えんの下やかきねのすきまから︑
︿略V︑たちのぼり ま す ︒

六474 かきの秋
﹇掻除﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

かきのける

かきのあき ︹題名︺1 かきの秋

ル︾

かきの．ける

﹇書残﹈ ︵ 五 ︶ 2

十三507 ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒
かきのこ・す

思いだして︑書きのこしておくということは︑

十二562 おじいさんやおばあさんからきいた話を
十三401 眞ちゃんが書きのこしていった手紙を︑

ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ

写しだすことができるとはかぎりません︒

九189

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒
十二備9

日に日に進歩しています︒

十五837園青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのな

﹇掻分﹈

︵下︸︶

2 かきわける ︽一

かまにまよいこんでいないともかぎらない︒

ケ︾

かきわ・ける

私は︑人と人のあいだをかきわけていこう
としました︒

七386

︑00くらくなりかけた夕ぐれをみはからって︑

思いきって土をかきわけて地上にはいだします︒

ノゥ﹂−

﹁もし︑母貝の中に︑核をさしいれるこ

﹇核︺︵名︶8 核

十393囹

かく

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

とができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒﹂

十395

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

つけば︑成功するわけであったが︑

十397 うまく員の中に核がのこり︑眞珠質がまき

十3911 だいいち︑母貝は︑その核をそとにはきだ

また︑核をさしいれたために死ぬものも

して︑受けつけなかった︒

あった︒

十3912

十404 しかも︑核をさしいれてから︑三珠になる

までには︑少くとも四年はかかる︒

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

あせをいっぱいかいているがんたちに

一種

十4112 これは︑まえにさしいれておいた核によっ

ついに核をさしいれるときに︑︿略﹀

の手術をほどこすことを発見した︒

十444

四538

か・く︵五︶2かく︽ーイ︾

かく一かく

358

は︑

八551

﹇書﹈

﹁︿略﹀︒﹂と︑うさぎは︑高いびきをかい

︵五︶

鶴

かく

︽ーイ・ーカ・一

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

ちかい家も︑かくことができます︒

三963

また︑この

大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ
はやくかくことも︑ゆっくりかくこと

四202 まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ
ん﹂にきめて︑つぎのような文を書きました︒

きのうえをかきました︒

を書きました︒

四227たつおさんは︑﹁にいさん﹂にあてて文
四228團

四274

まどもかきました︒

すみこさんは︑﹁いもうと﹂にあてて書

のぶこさんは︑﹁りんご﹂にお話をする

たろうさんは︑﹁ポチ﹂あてに書きました︒

書きました︒

四268 たみおさんは︑﹁きりぎりす﹂をあいてに

つもりで書きました︒

四261

きました︒

四243

四231団

四229国 ぼくのうちをかいたのです︒
ふででかくこともできます︒
一まいの紙に︑字をかくこ 四231團 やねも︑かべも︑はしらもかきました︒

ともできます︒

三964 クレヨンでかくこともできます︒
三964 えんぴつでかくことも︑ふででかくこ
三965

書く

て︑さも潤しそうに書ねをしていました︒
か・く

一16じ
1をかくときには︑てをつかいます︒

キ ・ ー ク ・ ー ケ ・ ー コ︾εおかく

三967

ます︒

三983
こります︒

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ
紙にかいた字を︑どこへおくってあげ

みんなはそれぞれあいての人をきめて
から︑文を書きました︒

四197

なじことです︒

四192園文を書くことは︑お話をするのとお

いてもらいたいといって︑文を書きました︒

四303せつこさんは︑﹁くみの人みんな﹂にき

おてがみを書いてもいいし︑えをか

いてもいいと思います︒

四3010團

四311国えをかいてもいいと思います︒

﹁みんな﹂に知らせたいといって︑つぎ

のような文を書きました︒

四315

書いた手紙です︒

五152 私は︑としおさんが︑みつおさんにあてて

四734 これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑
あそべるようにこしらえることにしました︒

﹁かずこさんの書いた文で︑なにか
三994園 みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ 四342園
氣のついたことはありませんか︒﹂
いじにしまっておきなさい︒

ましょう︒

三987

りましょう︒

三985

紙にかいたおはなしは︑いつまでもの

四278 としおさんは︑﹁雲﹂に話をするつもり
三974 かたかなをかくこともできます︒
で書きました︒
三975 かん字をかくこともできます︒
四285 きよしさんは︑ じぶんをあいてに書く
三976 ローマ字をかくこともできます︒
三9710 紙にかいたものは︑いつまでものこり ことに︑氣がつきました︒

くこともできます︒

三971 ゆっくりかくこともできます︒
三973 ひらがなをかくことも︑かたかなをか

もできます︒

三971

とができます︒

三969

とができます︒

一17き
5ょうは︑どんなえがかかれるでしょう︒
一17ど
6んなじがかかれるでしょう︒
一17だ
7れがかくでしょう︒
一32お
1もいだしたことばを︑つぎつぎとかい
て みました︒

一32た
2だおさんのかいたことば︒
一32み
6ちこさんのかいたことば︒
一33ま
2ことさんのかいたことば︒
一33よ
5しこさんのかいたことば︒
ニー54あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

う したら えにかくことができるでしょう︒
えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥
三201

の名も︑ だんだんふえてきました︒

三304囹﹁じぶんのかきたいところへいって︑
そこで かいていらっしゃい︒﹂

そこでかいていらっしゃい︒
三304園
三315わ
園たくしはかいだんをかきます︒
三327囹﹃︿略﹀︒﹄とかいてあります︒
わたくしも︑早く大きくなって︑あん
三348園
なきれいな花を かきたいとおもいました︒

一まいの紙に︑えをかくことが

ここに いれます︒

うちの人のかいたてがみやはがきを︑
三917

できます︒

この
三957

おとうさんの かおも︑先生の つくえも
三961
かく ことができます︒

359
かく一かく

から︑まちがいはありません︒

五154 ゆくさきはむねのところに書いてあります
五317囹 これには︑きみのようないい子どものこ
とが書いてありますよ︒

五385 手紙の中に︑こんなことが書いてありまし
た︒

五387團 こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手
紙を書いてもらって︑

五594 私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい
にかいておこうと思いました︒

五792 そうして︑川をみて氣のついたことを書き
ました︒

五843 たかぎくんは︑え日記を書くといいました︒
の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

五846 いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海
六491圏 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの

のです︒

六686

この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

ことば遊びも書きました︒

それは︑むしめがねでよくみながら書いた

六691

のです︒

六693
﹁なんの絵をかこうか︒﹂

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒
六帯11園

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろいろ考えましたが︑た

そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような

だしちゃんのわらい顔をかくことにしました︒

六朋1

画餅2

ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒
このときの﹁手﹂は︑文字を書くことをさ

﹁手﹂ということばが︑文字を書くことに

していますが︑

七1211

七131

あおむしがさなぎになったところを偉い

なってきたのでしょう︒

七291囹

どんなふうに書いたの︒

たのが︑よくできたって︒

七289園

六491圃 書いても書いても書きたりぬ︑

心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六576 これには︑みんなにお知らせしたいことを

はじめに書いたのと︑二回めに書いたのと

九592園

そうして︑これからは︑はがきに︑かね

﹁あのはがきは︑わしが書いたのだよ︒﹂

これからは︑用事これあるにつき︑明日
出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九715囹

たいちろうどのと書いて︑

九709園

立ててやりました︒

七482二回めに書いたのとを︑
七645毎日書いてきたあさがお日記︒
七646はつ花のさいたこと︑けさ書く︒
七743そうして︑ぐるりとわをかけ︒
八108まだいくら書いても書ききれません︒
八129 ﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを

を︑くらべてごらんなさい︒

七482

書きます︒

六577 みんなが喜ぶようなことを書きます︒

六579 おもしろいことも︑おかしいことも書きま
す︒

六608 それから︑まえにならったのを思いだして
書いてみました︒

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六658 このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて
六662 この第一号に︑つづき話の第一かいめを書
きます︒

きを書いてください︒

六663 第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ
六665 第三号をつくる人は︑またそのつぎを書く

九754

﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

﹁きみの名まえが書いてある︒﹂

たと︑いちろうはときどき思うのです︒
九962園

になります︒

十556 むりに書くと︑︿略﹀とは︑ちがったもの

十561 なんと︑わけもなく︑すらすらと書いてい

それは﹁大学﹂といって︑かん文で謡い

ることでしょう︒

りっぱな人になるためには︑学問をしな

たむずかしい本でした︒

十一262
十一267

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

くてはならないと書いてありました︒

文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も

文雄は︑それがかきたかった︒

帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし

十一644
た︒

十二ー42

とをかこうと決心した︒

十一一146

十一一1611 かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい

ほら︑そこで絵をかいている文雄さん

くうちに︑ひととおりできあがった︒

がいってましたよ︒

十一一208囹

﹁絵をかくことも︑いっしょうけんめ

いにけいこしなくちゃだめでしょうね︒﹂

十二211園

これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ

十二371 ﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二397

の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑

たとえば︑わざわざ絵のぐをつかって

十二414 手のひらに文字を書くことから︑

よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

時間をかけて絵をかくより︑

十二4712園
十一一514

手紙を書こうとして︑すずりばこをあけ

いたり頭の毛をぬる︒

十一一878

かく一がく

360

たろう

た父にこういわれ た ら ︑

ｪ﹀ ︒ ﹂ と 書 い た Q

太郎が︑こういう短い文を書いた︒

「〈

ほくさい

に︑お礼の手紙を 書 こ う ね − ⁝ ・

十三428園 いっしょに︑そのマンシュウの子ども

十三538

その下の白いところに︑先生の手で︑こ
これは︑いまから五百年ほど前に︑イ

う書いてありました︒

十三541団
タリアのラファエルという画家のかいたもので︑

そこからローマに出て︑へき画をかい

たり︑美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒

十三572囹

中でも︑ラファエルは︑マドンナの像

たり︑美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒

げんじものがたり

まくらのそうし

また︑日本についていろいろの研究を進

日本のことばも︑ローマ字で書くことが

かなによって書かれた作品である︒

十五403源氏物語や枕草子などは︑すべてこの
十五4110
できる︒

め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

十五511

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒

十五7910私のつくえの上には︑日本のみなさんが

ては見えないようにおなりになったのですよ︒

十三573囹そこからローマに出て︑へき画をかい 十五7012園 手紙でもなんでも赤インキで書かなく
十三573囹
をかくことが得意だった︒

私にも書かせてください︒

十五櫨7

かいをそろえてひとかき水をかくと︑

ふとしたことから︑この岩屋からぜんや

﹇家具﹈︵名︶2 家具

十二622

その中にわるい人がいて︑かりた家具を

わんなどの家具のでることを知った︒

十二619

かぐ

かくようなかっこうをしました︒

十508 いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを

ふねはななつの大なみをのりきって︑

三277

それはそうとして︑ラファエルのかい か・く﹇掻﹈︵五︶2かく︽ーク︾口▽ひっかく

こにかいたという小さな絵だが︑

﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ
十三575コ口

十三589園

あれは︑ミケランジェロのかいた︑て

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒
十三6011園

それには︑つかいかたを書いた小さな

んじょう画の一部だ︒

十四106国

おふたりの写眞は︑いま︑この手紙を

書きつけがついているはずです︒
十四1311国

たとい︑からだはこちらにいても︑こ

書いているつくえの上︑私の前においてあります︒

十四161国

た︒

十五397

﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に
﹁加﹂から﹁カ﹂などと書くようになつ

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑

十三411園 電話番号が書いてあったもんだから 十五378

十三3411 れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ 十五346 文字に書くか︑またほかに特別の表わし
かたをしなければならない︒
るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三1510 本を書いて︑地動説を強くとなえました︒ 十四8910 読む人の心がひかれるのは︑ものごとを
あたたかくながめた人によって書かれた文である︒
十三3410
﹁れん﹂が書かれてある︒

足でトントンとふんでみたり︑しゃがん

いいにおいをかいでいると︑

てんもんがく

おいしそうなにおいをかいだ︒

がく 5いでんがくじょう・しょくぶつがくじょう．

十四938

で土のにおいをかいだり︑

十四893

九紫4

七732 うまが︑水のにおいをかいでいる︒

あげたりにおいをかいだりします︒

かりっぱなしにして返さなかった︒
のまこころを書いてお送りして︑
十二川9 絵をかく人と︑それを木にほりつける人
十四283園 その中で︑かたかなで書いてあること か・ぐ ﹇嗅﹈︵五︶5 かぐ ︽ーイ︾
と︑紙にすりあげる人との共同作品なのです︒
二482 うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし
十三1010 漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑ ばは︑たいてい西洋からきたことばと思っていい︒

たもので︑浮世絵といいます︒

十二川8 この絵は北斎という江戸時代の人のかい

てあります︒

十二鵬11 日本のことばになおしてローマ字で旧い

たお話ですが︑

十二佃5 イソップ物語はイソップという人が書い

物絵巻の一場面であります︒

十二研1 これは︑鳥羽僧正という人がかいた動

とばそうじよう

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938 文を書くときには︑よく手をいれること

場のようすが相手にみえないから︑

書くことは︑話すこととちがって︑その

やはりこのためである︒

書かれたことがそれぞれちがってくるの

みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で奪い

ほかの人がこれと同じ文を書いたとして

十 十 十 十十十
二も二て二も二二二
93、92も92、929190
6119
3や9 、9
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がく一かぐやひめ

がく

﹇額﹈︵名︶1

がく

九3211團 さかさまに湖の中にうつって︑がくにい
かくご

れた油絵のように美しくかがやいてみえます︒
﹇覚悟﹈︵名︶2

十四910團 さけることのできなかったことに対し

かくご
て︑しっかりしたかくごをおきめになり︑
子を自分のせなかにかくしました︒

十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の

ち

がくしゃ ﹇学者﹈︵名︶7 学者εだいがくしゃた

十一一549

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし

れるところを作り︑まくでかくす︒

十四944

ジョルダン博士からいってきている日

﹇学徒﹈︵名︶1 学徒

目算して紙上計算してみたが︑
がくと

本の学徒︑大島くんでしょう︒

おおしま

十五548園

十148

または︑そのいなか町にある商業学校の下

とくしま

十一一617

家具の岩屋

ぐ

つみね

学問

徳島縣の津峯山に︑家具の岩屋というの

﹇学問﹈︵名︶5

がある︒

がくもん

くるのは︑

十四2511

おまえが学問のちゅうとで家に帰って

知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を

かぐやひめ⁝⁝⁝百

十三

三37

かぐやひめ

かぐやひめ

外國の学問などが傳わってきたときに︑

まったくとり去ってしまうようになれば︑

十三124

十一一柵3

新しい学問をきり開いていくときは︑

十一一95園

くてはならないと書いてありました︒

かくせいきのこえが︑またひびきました︒ 十一267 りっぱな人になるためには︑学問をしな

かくせいきがよんでいます︒

かくせいき

キューリー夫人は︑まずしい学生であっ かぐのいわや ﹇家具岩屋﹈︵名︶1 家具の岩屋

十二616

かぐのいわや

の学年ぐらいでしたでしょう︒
か ぐ
︹題名︺1 家具の岩屋
か

︿略﹀商業学校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒

十147 少年は︑小学校のいちばん上の学年か︑

少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の がくねん ﹇学年﹈︵名︶2 学年

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十五297

おくへ向かって歩いて行って︑黒いまく

子を自分のせなかにかくしました︒

十五831

でも︑なんで︑あんなに顔をかくして

をあげて︑すがたをかくしてしまいます︒

いるの︒

十五描9囹

たとき︑

一484

一4410

かくせいき

﹇拡声器﹈︵名︶2

十四368

十4510 世界の学者の研究によって︑天然眞珠とがくせい ﹇学生﹈︵名︶1 学生
アメリカのモールスという学者が︑︿略﹀

まったく同じであることが︑明らかにされた︒
の貝つかを発見してからのことであります︒

十二981一

十三119 それは︑学者がいろいろに考えて︑原因
と結果との関係を調べきわめている︒

学生時代からそん敬していたあの有名な
ホランド博士︑

﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダブリュi・ジェi・

十五541

十三136 熱心な学者が︑だんだんそれを発見しま がくせいじだい ﹇学生時代﹈︵名︶1 学生時代
した︒

十三149 そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ
サに生まれたガリレオという学者がありました︒

たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ

各地

三㎜1 十三

きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ かぐやひめ ︹課名︺2
﹇各地﹈︵名︶1

十四861

一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ
駿河湾の海岸線をながめ︑その角度を

な角度からながめてみることは︑
するが

十五565園

三鵬3

はらのたっときでも︑このかぐやひめ

﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒

﹁光るようにうつくしいかぐやひめに︑

ひと目でもあいたいものだ︒﹂

虚心6園

のかおをみると︑すぐなおりました︒

三鵬1

別れに際して︑各地の大学者たちへのて かぐやひめ ︹人名︺27 かぐやひめ
いねいなしょうかい状をくださったうえ︑

十五528

かくち

ドッテコと︑へんな樂隊をつづけていました︒

九5210

コと︑へんな樂隊をやっていました︒

九519

十四644 もし︑そういうしんがなかったら︑︿略﹀ がくたい ﹇楽隊﹈︵名︶2 樂隊
ことが︑学者の研究でわかってきました︒

十五5411 おもな用事は︑世界の学者がだれものぞ
んでいるカーネギー博物館の刊行物として自分の
論文を出版してもらうことで︑

かく・す﹇隠﹈︵五︶9かくす︽ーシ・ース︾
六伽6園 うさぎさん︑かくしておくれ︒

六㎜6園ちょっとかくしておくれ︒
の中に頭をかくした︒

八932 どうしていいのかわからないので︑つばさ かくど ﹇角度﹈︵名︶2 角度

かくす︒

九976 やまだ︑みせまいとしてからだをねじって

がくようひん一かくれんぼ
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けれども︑かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑

三個2 一どでもかぐやひめを みた人たちは︑
三 8
いって︑

三価6 それで︑かぐやひめは︑その入たちにと
てもむずかしいことをいって︑
三価9 けれども︑かぐやひめの いうようには︑

だれもすることができませんでした︒

三櫛1 かぐやひめのひょうばんが︑だんだん高
﹁もし︑かぐやひめをこてんにつれて

くなったのを︑みかどがおききになって︑
三鵬5囹
きたら︑おまえにくらいをさずけてやろう︒﹂

三鵬7 おじいさんは︑かぐやひめにこのことを
﹁︿略﹀︒﹂といって︑かぐやひめはやつ

つたえてたびたびすすめましたが︑
三鵬10

ばりききませんでした︒

三柳6園 あれがかぐやひめだな︒

三下9 すると︑かぐやひめのすがたがきゅうに
みえなくなりました︒
三咲3 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑かぐやひ

めは︑またすがたをあらわしました︒
三聖9 かぐやひめも︑ その たびに ごへんじを
さしあげておりました︒

をつき︑じっとかんがえこむようになりまし

三梱2 かぐやひめは︑空をながめてはためいき
た︒

三㎜4 かぐやひめのようすはいつそうかなし
そうにみえました︒

三欄6 十五夜がちかくなったある夜︑かぐや
かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂とこたえました︒

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒
三塁9

三柵9囹 ﹁どうかして︑かぐやひめを月の世界

おばあさんは︑しめきったくらの中で︑

の人にわたさないくふうはあるまいか︒﹂
三惑3

おばあさん

でてしまいました︒

いたかぐやひめの

しっかりとかぐやひめをだいていました︒
おばあさんがだいて
おじいさんと

からだは︑すうっとそとへ

三佃4
かぐやひめは︑

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三佃7

天入がはごろもをきせようとすると︑

かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三下1

六341園山のかげにかくれて︑ここからはみえな

かくれているうさぎさんたちは︑おかしい

おにがあちらからくると︑こちらへかくれ︑

いよ︒

六旧4

のをがまんしながら︑

六㎜7

のかげにかくれた︒

七59 かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ

かくれているんですか︒

七195囹先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに

七197噛しげつた草むらの中に︑かくれているの

学用品

そまつにするな学用品︒
ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう

︽ーレ・ーレ

た︒

九幽10

た︒

ただ︑腹の下のほうだけが皮にかくれてい

そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

かくれんぼ

かくれんぼ⁝⁝⁝十二

︹課名︺2

﹇隠坊﹈︵名︶3 かくれんぼ

四154 かくれんぼしたら︑わたしがおにになつ

一122圏かくれんぼするもの︑よっといで︒

かくれんぼ

一121五かくれんぽ

一26 五

かくれんぼ

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

十五904園

れるところを作り︑まくでかくす︒

十二547

くあなの中へかくれてしまった︒

里帰ー55

いきなりとびついてかみころすなんて︑

かくれていて︑ほかの虫がひっかかると︑

八731 それから二日間︑ここにそっとかくれてい

ます︒

八2211

がして︑地の中にかくれてしまいました︒

さ︒

天人は︑いそいでかぐやひめにはごろも

をきせました︒

一一而5

それは

八156 やがて︑思い思いにやわらかいところをさ
すがたは︑

それは

かぐやひめの

うつくしくかがやきました︒

三脚6

みかどは︑︿略﹀いつまでも︑かぐやひめ

そ

﹇学用品﹈︵名︶2

をおわすれになることができませんでした︒

三備1

四767

がくようひん

十三416園

Oだいかぐら

のは︑ぜいたくというもんだ︒

かぐら

εみえがくれ
かくれみの

かくれる

ぼくは︑あおむしは︑かくれみのをきて

﹇隠蓑﹈︵名︶1

かくれ

かくれみの

七298園

﹇隠﹈︵下一︶17

なく

とまる一かくれる1

いるようなものだと思った︒
かく・れる

一337

ル︾

みんな︑鳥ごやにかくれていた︒
﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれま

四155
した︒

五脳6

そのとき︑いままで雲にかくれていたたい
ようがかおをだしたので︑

六101
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かけ一かげえ

六伽10園

﹁ こ こで︑かくれんぼしよう︒﹂

かけ ﹇掛﹈ Oあしかけ・いねかけ・おおじかけ・こ
ころがけ・こしかけ・ぼうしかけ・まえかけ・まど
﹇賭﹈与いのちがけ

かけ・よびかけ
かけ

かげで︑

びかり︑

びかり︑

ひ

かげ ﹇陰﹈︵名︶22 かげ5おかげ・おかげさま・
はしらの

こかげ・はかげ・ひかげ・ものかげ
一415
かった︒

二675 そのとき︑かげの ほうで︑﹁︿略﹀︒﹂と

いう声がする︒
一一694 そのとき︑かげのほうで︑

二705 すこしたって︑かげのほうで︑
へしずむところでした︒

﹁今夜は︑ばらのかげでねむることにし

や青き葉のかげにきておる
九川5園

名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が

かげで人のわる口をいわないようにしたい

ようかな︒﹂

十316
し︑

十457

日のあたるところ︑かげになったところ︑

その木のかげで︑きれいな鳥がわらって

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

十五126図圏ガラス戸の外のつくよをながむれど

ランプの影のうつりて見えず

十五135図圓照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

やはり︑私たちの影以上のものは見え

根にうつりし影なくなりぬ

十五酩1園

ないのです︒

十五243

めずらしい草花をつみながら︑がけの上

見ると︑そのがけの下の方へゆったりと

だれか︑その大わしのせの上へ︑がけの

このひつじかいは︑がけの中ほどのあき

中ほどからとびついたものがあります︒

十五2311

んで行く大きなやまわしのつめにっかまれて︑

十五236

をそろそろと歩いていました︒

十五219

があいていて︑

九508 まつ白な岩のがけの中ほどに︑小さなあな

五506團がけの下には白いはま︑白いはま︒

あげはのちょうが︑まつのかげから舞っ がけ ﹇崖﹈︵名︶8 がけ

ひそんでいる︒

十一125
てでる︒

十一一161

この実のかげは黄色くぼけているで

力のこもった角︑まるみのある面︑

十一一205國
しょう︒

いる︒

十三502

も︑美しい色にできますがねえ︒

三7410 お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ 十二2011囹 あれがあれば︑どんなかげのところで

三756 そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ
へしずんでいきました︒
からです︒

五504圃

四166

あみひく人の

黒いかげ

黒いかげ

黒いかげ︒

かげをちらして岸をでる︒
黒いかげ︒

くろいかげがついている︒

の目には︑

十五2710

という人声が聞えてきました︒

そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤガヤ

がけの上で﹁︿略﹀︒﹂といっている人々

地に︑草のしげっている場所を見つけて︑

五511圃

あみひく人の

十五322
五512圏

げ・ゆうひかげ

四483 よく木のかげからねらいうちをされる かげ ﹇影﹈︵名︶14 かげ 影尋おもかげ・つきか
五脳6 ﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれま
した︒

六86 ねじは︑しごと台のあしのかげにころがっ
ていった︒

て︑かげがみえなくなりました︒

七

かげえ⁝⁝⁝四十四

二441七かげえ

二33

六341園山のかげにかくれて︑ここからはみえな 六515 そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ かげえ ︹課名︺2 かげえ
いよ︒

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

二443囹

﹁おじさん︑こんやもまた︑かげえを

大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ かげえ ﹇影絵﹈︵名︶6 かげえ かげ絵 影絵

して︑みせてください︒﹂

十一一4610囹 これに光をあてて影絵にしてみせるの

あのころは影絵もあったよ︒

十二463園

ことばは光る︑プリズムのかげよ︒
そのせなかにその角のかげ︒

十三478

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

十一一464園 影絵ってやっぱり人形のしばいですか︒

十五116図圃

十五71図襲撃の水一枝の影もあざむかず

十一564圃

をひいて通っていくのがみえるし︑

十一44

六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ 九284図圏 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな
六悌6 ところが︑この大きな岩のかげに︑とらさ
んがねむっていたのです︒

七59 かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ
のかげにかくれた ︒

九柵2図圏青ざさをいれやりたればいけのふなは

かげえしばい一かけよる
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だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

︵上一︶

5

︽ーク︾

かけおりる ︽一

かけがえ

す︒

かけだす

︽ーシ︾

そこで︑少年は︑自分をなぐさめて望み

をかけはじめました︒

十一7712

︽ーレ︾

十四323

﹇影踏﹈︵名︶1

かげふみ

六514 ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か

かげふみ

けはなれているために︑

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは かけはな・れる ﹇掛離﹈ ︵下一︶ 1 かけはなれる

﹇駆出﹈︵五︶4

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど
弔うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落

げふみをして遊んでいました︒

一つのボールを中心にして︑両選手はと

先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

てあたりをかけまわる︒

十五236

ぶ鳥のようにかけまわりました︒

十一一842

ール︾

かけまわ・る ﹇駆回﹈︵五︶2 かけまわる ︽ーリ・

■います︒﹂

五799 ﹁葉のかげぼうしが︑魚のようにおよいで

子どもたちのかけていく方に︑自分もかげぼうし ﹇影法師﹈︵名︶1 かげぼうし

︽ーエ︾

ふざけたり︑わらいこけたりしながら︑
かけたまう

まあ︑かけたまえ︒

﹇掛給﹈︵五︶1

かけっこ

あしたのあさも︑またかけっこをし

﹇駆﹈︵名︶6

かけぬ・ける

ね

﹇駆抜﹈

ねずみとねこのかけっこ︒

︵下一︶

1

︵下↓︶

かけぬける

1

︽一

かけはじめる

おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに
﹇掛減﹈

かけぬけていって︑

十77

ケ︾

﹁ぼくも︑かけっこのなかまにいれてく

かけっこは︑うさぎさんたちのおとくいで

四7610
六梱9囹

六慨2
す︒

﹁かけっこだ︒﹂

しょうね︒

たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ

かけよる ︽ーッ・ーリ︾

さちこが︑おかあさんのそばにかけより

﹇駆寄﹈︵五︶5

りました︒

十二87

きました︒

十一829

﹁︿略﹀︒﹂といって︑母のそばへかけよ

看護婦や︑看護人や︑助手がかけよって

てきて︑﹁︿略﹀︒﹂

五546 そこへ︑となりのごろうさんが︑かけよっ

ます︒

一一527

かけよ・る

ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

十737園

ひきさきました︒

十722 いきなり︑とこのまのりっぱなかけものを

四276團林のむこうの一本道まで︑かけっこを かけもの ﹇掛物﹈︵名︶2 かけもの

ようね︒

四275団

かけっこ

十五548囹

かけたま・う

みどりの園のおくからかけだして來て︑

十五9612

いっしょにかけだしたいと思いました︒

十二7311

ちこもうとしましたが︑

八308

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

六75

かけだ・す

すこしせの高いのが︑壁間の中にかけこんで來て︑

十五992

十三342 ホートンの廣場などに︑かげ絵の舞台を かけこ・む ﹇駆込﹈︵五︶1 かけこむ ︽ーン︾
こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

十三344 ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの
心をひきつけてやまない︒

かげえしばい ﹇影絵芝居﹈︵名︶1 影絵しばい
影絵しばいができている︒
﹇影絵 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

影絵めく

十二467園 アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな
かげえめ・く

﹇ 駆 降﹈

十五76図圃影絵めく牛馬朝日を織るあきっ
リ・ーリル︾

かけお・りる

一574 きしゃからかけおりて︑手をとりあいま
した︒

三617囹木のところまでのぼってさ︑それから
さっさとかけおりてみずうみへいこうよ︒
五56 川は山からかけおりる︒
ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五510 いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ
十二3310 二階から母のところへかけおり︑指さき
﹇掛替﹈︵名︶2

で人形という字をつづってみせました︒
かけがえ

十322 この学校では︑かけがえのないひとりであ
ることを︑ほこるようになりたいものです︒

かげ口
かけ声

れたまえ︒﹂

十三279 ここに住んでいる子どもたちにとっては︑ 六慨10園
﹇陰日﹈︵名︶1

かけがえのない︑樂しい遊び場所であり︑
かげぐち

﹇掛声﹈︵名︶2

かめを

︽ーメ︾

かけはじ・める

十417 町の人のかげロは︑いっそうはげしくなり︑
かけこえ

四972 かけ声を かげながら︑ みんなで

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけ声をかけて持ちあげま

ころがします︒
六248
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十五鵬9 方々から急いでかけよって來た﹁喜び﹂
たちは︑

﹁せともののかけらみたいなものがある

︽ーケ・ーケル︾

ける︒おいかける・おかけくださる・おかけなさ

つっかける・でかける・なりかける・のぼりかけ

りかける・よせかける・よびかける・わかりかけ

なかよく

こしを

つぎのへやで︑こしをかけてまってい

る︒わらいかける

一468

むきあって︑

先生︑大きなくもがすをかけていま

よにんが
かけました︒

一一212園
した︒

三105圃小さなひしゃくでおちゃくんで︑か
めがねをかけて石を切る︑目もとを

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

三507圃

﹁あんなところにだれがかけたの︒﹂

すえて石を切る︑
三838園

ほかのがんは︑︿略﹀と思って︑べつに

﹁︿略﹀︒﹂と声をかけて︑話ができます︒

四4810

四65

氣にもかけないで とびつづけました︒

四698ゆうだちとかけて︑なんととく︒

じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん

そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい

﹃︿略﹀︒﹄といって︑かけさせてくれた

こしをかけていた知らないおじさんが︑

﹃︿略V︒﹄といって︑とうとうかけな

それで︑手おけの水をかけてやると︑た

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけ声をかけて持ちあげま

つりばりをのどにかけまして︑たいへん

苦しんでいるところでございます︒

六966園

六9110 ほおりのみことは︑こしをかける︒

る︒

六908 正面に︑海の神がこしをかけていらっしゃ

す︒

六248

ばたの高いところにかけますが︑

五棚9 鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど

美しい鳥になりました︒

五961 あたまからせなかにかけて︑き色がかった

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

五919囹

がふきでています︒

五349 ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ

かったの︒

五252園

んです︒

五2310園

五237園

れられて︑かぎをかけられました︒

五1811

をかけさせておあげ︒

五96園

ころがします︒

四972かけ声を かげながら︑みんなで かめを

四714 ﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒

四7010 ﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒

四707すずとかけて︑なんととく︒

こんなりっぱな文章が書けるということ 四704ラジオとかけてなんととく︒

あのざくろの色もかけてないや︒

うが︑うらやましくさえなりました︒
十ニー72園
十一一3910

は︑なんとすばらしいことではありませんか︒

おけのそこにかいたという小さな絵だ
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かける

けれども︑思うことがすこしも書けてい

が︑じつによくかけている︒

十三575圓
十五梱3
︵下一︶

ないことに氣がついた︒
﹇掛﹈

る︒おっかける・おふりかける・こしかける・さき

δあけかける・あるきかける・いいかける・いきか

か・ける

てみせたものは︑ガラスのかけらばかりでした︒

かける・さしかける・しずみかける・しらみかけ

よせておいでになっているようすを感じましたが︑

かける

かけなさる︒みかける・みせかける・めがける・や

る・はなしかける・ひっかける・ふきかける・ふり

﹇ 欠 ﹈ ︵ 下一︶1

かけらが目にはいりました︒
か・ける

︽ーケ・

ますと︑

書ける

一4810

かける

かけたところがら︑さらさらと流れだしていた︒
﹇書﹈︵下 一 ︶ 9

十559 思うことがどんどんと書けていたまえのこ

くなりました︒

十555 このごろ︑私は︑作文がすらすらと書けな

う︒

九585囹 四年生だってあんなには書けないでしょ

四㎜6 字も書けます︒

ありません︒

四195園文もあいてなしには書けるものでは

ーケル︾

か・ける

九伽1 水は︿略﹀音をたててわきだして︑一方の

︽ーケ︾

十五3011 ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の

りのかたすみに走りよってかけらをひろいあげ︑

十一一385 こわした人形のことを思いだして︑いろ

十二3510 先生がかけらをいろりのかたすみにはき る・だしかける・たたみかける・つくろいかける・

足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒

十二359 そうして私は︑くだけた人形のかけらを

十ニー010 ポケットに手をいれましたが︑とりだし

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8510園 これはたいせつな物だから︑どんな小さ

だのせともののかけらがと思うような物ですが︑

九859囹 じょうもん土器という種類で︑こんなた

じゃないか︒﹂

九841囹

かけら ﹇欠片﹈︵名︶8 かけら与ガラスのかけら

かけら一かける

かける一かけわたす
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私は︑さぶろうのかたに手をかけて︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣のいい声をかけました︒

んにかないません︒

六悩6 どうせ︑足の早いことにかけては︑しかさ
六価5

七372
﹁︿略﹀︒﹂ときい て み ま し た ︒

八柵2 じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ
﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

たるようにきちんとかけました︒
九鵬1

九柵6 はげしい制動をかけられると︑もうもうと
雪けむりが立つ︒
いだに︑巣をかけました︒

九摺6 ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ
九国10 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
また︑あみをかけようと考えました︒
のはりかたなどを︑しらべておきたいと思います︒

三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

て︑わがままをしはじめた︒

十二597
のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて
しかし︑いつも勉強してみがきをかけて

右と左によじっておかないと︑

十二679
十二693
いないと︑じき︑役にたたなくなる︒
かまくら

平安時代の終りから鎌倉時代にかけての

ダルガスは︑職いの間︑橋をかけたり︑

藝術の中で︑

十二柳2
十三193

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑
三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

読み終ると︑また電話口に行き︑電話を

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三3911

かける︒

十三403

くぎへかけるようにしたほうがいいと

か︑調節ができるとか︑

十2711 くもがのきに巣をかけることがあれば︑巣 十四102国

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

十3011 そうして︑うちじゅうの人たちに︑めいわ 十四9612 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ
くをかけないようにしたいと考えます︒

みた︒

十五451

語りだした︒

か・ける

ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑

けていってしまいました︒

四334国︺男の子は︑それをはいて︑元氣よくか

からから︑かけかけ︑どこへいく︒

からから︑かけかけ︑どこへいく︒

かけていく︒

おちばの︑おちばの子どもたち︑じゃん
六467圃

けんぱらばら

六466圏

六467圏
ていく︒

七661 雨あがりの麦のほ︑子どもと子どもとかけ

九836 私はかけていって︑先生におたずねします

﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑大またでぴょん

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しずかにおっしゃいました︒

ぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

九924

十一118

子どもたちのかけていく方に︑自分も

子どもたちは︑いっさんにボートの方へ

十264 男の子が︑むちゅうになってかけてくる︒

かけていった︒

十二7311

そら︑手をひろげてこちらへかけてく

かけて行って会おうよ︒

いっしょにかけだしたいと思いました︒

十五967園
る︒

十五㎜6園

︽ーケル︾

︽ーケ︾

こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

﹇翔﹈︵下一︶！ かける

十一377圃

なにかかげよう︒

﹁なにかかげようじゃないか︒﹂

﹇賭﹈︵下一︶2 かける

によくひびく︒
か・ける

六榴8園

六儒6囹

かけわた・す

あの﹁かげろう﹂がたつのは︑︿略﹀氣

﹇掛渡﹈︵五︶1

かけ渡す ︽ーシ︾

流のむらが︑光をおり曲げるためなのです︒

十四7212

ろうのたいまつをたいて︑おしよせて回る︒

十三69 やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

会見のてんまつを傳えてくれといいなが かげろう ﹇陽炎﹈︵名︶2 かげろう
思いもかけなかったよ︒

かける

︽ーケ︾

それは︑おとうさんがかぎをかけたあ
﹇駆﹈︵下︸︶12

の戸だなの中にはいっているの︒

十五皿2園

十五㎜12園

ら︑自動車のドアに手をかけた老博士が︑

十五758

ペンをにぎっている︒

十五712囹

かぎりみがきをかけた︒

十五6310

かた手に大きなブラシをつかんで︑力の

すすめられたいすにかけて︑樂しそうに か・ける

けたままで︑右手をはなして︑

十4410 幸吉は︑望みをかけた第一の烏貝を開いて 十五287 少年は︑︿略﹀︑左手は女の子の上帯にか
十536 そのとき︑いままでかたにかけていたすい
とうをはずして︑手に持つといいます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑声をかけた︒

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十537 かたにかけると重いから手に持つのだと︑
十一5212

十一721 船の上でわかれを告げたことや︑家族の
者が︑その旅に樂しい希望をかけていたことや︑
十一745 医者は︑手を少年のかたにかけました︒

十一756 医者は︑もう一ど少年のかたに手をかけ
ながら答えました︒

時間をかけて絵をかくより︑

十二4712園 たとえば︑わざわざ絵のぐをつかって
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かげん一かさかさ

十一602 とちゅうに︑かなり深い小川にかけ渡し
た一本橋がある︒

かげん ﹇加減﹈︵名︶1 かげん与いいかげん

︵サ変︶

わからないようです︒
﹇加減﹈

1

かげんする ︽一

五572 はるおは︑のぞいていましたが︑かげんが

シ︾

かげん・する

六醜6 二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ
んしているうちに︑はっきりした︒

かご ﹇篭﹈︵名︶20 かご与とりかご・ゆりかご

一106園 かごにはいったたまをかぞえましょ
う︒

三皿1 そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ
んとふたりでだいじにそだてました︒

四272国 もうしばらくないてくれたら︑かご
からはなしてあげるよ︒
をいれて︑もっていらっしゃいました︒

持って︑かごの中へいれたら︑

そばにすえた小さなかごの中から︑一わず

つつかみだしては指さきへとまらせたり︑

八59

先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの

せておいでになりました︒

九768

主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

てきて︑かしてくれました︒

九789

九816園貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ
ておこう︒

ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの

ぞきにいってみると︑先生のかごの中には︑

九823

あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

てとっておきなさい︒

九839囹

四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物
かごをこのリヤカーにつみなさい︒

は︑みなかごの中にいれておきました︒

九862
九866園

た︒

十429

ひとまずこれを加工して︑かざり物として︑
ともかく︑世にだすようになった︒

かごしま
﹁わたしは︑かごしままで︒﹂

﹇鹿児島﹈︹地名︺1
五169園

かごしま

かこ・む﹇囲﹈︵五︶5かこむ︽ーマ・ーミ・ーン︾
九553

まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木

■とりかこむ

やまだをかこんでいる友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂

の森でかこまれていました︒
九904

友だち︑たかぎをかこみながらさる︒

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

九9111
九湘4

少女たちは︑︿略﹀︑コーヒー茶わんのおい

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

かさ貼まつかさ

てあるテーブルをかこんで︑

十138

かさ n笠﹈︵名︶3

かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや

いっしょに小さなかさを送りました︒

なかさがあるとか

十四105團光をずっとやわらかくするために小さ

十四123国

十四1110團

﹇傘﹈︵名︶8

かさ与ひがさ

わらかくするためなのです︒

かさ

子どものげたのはなおをすげるあい

うまよ人間のかさから耳をだして

﹇嵩﹈■みずかさ

かさかさ︵副︶2カサカサかさかさ

かさ

十五94囲

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十﹇526 だれかのかさのしずくが︑私のくつの上

つぼめてしまった︒

十一518 しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

かけた︒

十一516 私は︑かさをさして電車の停留所までで

だ︑かさをさしてあげたのですね︒

四354園

は︑かさをさしかけてあげました︒

七937 うさぎがはいっているへやに︑えさがな 二204 ゆきあめかさまんとこむぐつ
かったので︑かこいの結ぼうを︑かじっていまし
四317團 わたくしがかさをさしていくと︑
四328團雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし

四853 そのとき︑おかあさんが︑かごにみかん かこい ﹇囲﹈︵名︶1 かこい
五966 夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご
の中をとびまわっていました︒

細工人︑画工︑ちょうこく師︑下ばたら
かこうがん

大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを

ここからは美しいかこうがんがとれます︒

﹇花岡岩﹈︵名︶2

九363團

流れ落ちるしみずが︑せかれて︑たきになり

九363国

かこうがん

きの者などが︑三十数人かかえられていた︒

十五4711

五969囹かごからだして︑にがしてやりましょう がこう ﹇画工﹈︵名︶1 画工
か︒

五997 二三日すると︑ひわは︑もとのように元氣
になって︑かごの中をとびまわっていました︒
かごのひわは︑大よろこびで︑﹁︿略﹀︒﹂を

はじめました︒

五研10

五柵4 かごの中のひわは︑なかまをよびました︒
人の手ではありません︒

七121 ﹁かごの手﹂とか︑﹁なべの手﹂となると︑ かこう・する ﹇加工﹈︵サ変︶1 加工する ︽ーシ︾

七864 黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶色のうさ
ぎを︑かごにいれて持っていらっしゃいました︒

七931 そうじをしょうと思って︑首のところを

がさがさ一かざる
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四557
たが︑

かさかさという木のはの音がしまし

十二912 くりがたくさん落ちていたこと︑カサカ
サと落ち葉をふんでいったこと︑

がさがさ ︵副︶2 ガサガサ

九389国 ポキンという音がして︑ガサガサと落ち
てくると︑うれしくなります︒

十622 風がふいて︑ガサガサ音がしたから︑なん
︵サ変 ︶ 1

がさがさする

︽ーシ︾

だろうと思って︑二階の窓からそとをみたら︑
がさがさ・する

くらいでした︒
﹇ 騎 ﹈ ︵ 五 ︶2

かざす

︽！シ︾﹇▽ふりかざ

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく
かざ・す

す

︽ーッ︾

ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに

ネ・ーネル︾Oつみかさねる

六997

あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに

したりして︑

九93

かざり物

かざる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

なって︑

おへやを

りました︒

お花をかざると︑そこにすわってい

あかるくかざったクリスマス︒

くだものをあつめたり︑花をかざったり

みんななかよくさきそろい

世界の花そ

四816圃

先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり

えんがわにつくえをだして︑その上にすす

畑にさいて︑

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

いかにも大きな木で︑それが美しくかざ

ウインドにかざられてあるさらやはちを︑

しげしげとのぞきこみながら︑

十五435

られていた︒

十四981

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

十三568園本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

まなどがかざつてあります︒

十二梱11

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十一436

かざると︑もも赤く

十一314圏続くひよりにさくらがさいて︑野山を

きをかざった︒

十5911

が走ってきます︒

八263 たまでかざった︑きれいな四頭びきの馬車

の花が︑三本かざつてありました︒

五779

のかざろうよ︒

五456團

しました︒

四578

みつちゃんのしゃしんのまえにかざ

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ

ニー36 おさらにのせてかざりました︒
りましょう︒

三985

りました︒

四251国

よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑

なって︑まとまりがっかず︑

十444

四255團

敗に失敗を重ねていった︒
かざり

ほうおう堂という名まえは︑屋根のかざ

﹇飾﹈︵名︶2

十二脳6

かざり

絵も字もわからないころから︑ただ美し

りにほうおうがついているからだといわれて
十三3412

﹇飾物﹈︵名︶1

いかざりのような心持で︑れんをながめている︒
かざりもの

ひとまずこれを加工して︑かざり物として︑

︵五︶22

ともかく︑世にだすようになった︒

十429

﹇飾﹈

ル・⁝レ・iロ︾

かざ・る

はなに

一42翻おはなをかざる︑みんないいこ︒
﹁きれいな

一492へやには︑きれいなはながかざつてあ 十五664 それからいく年たっても︑せっくがくる

かざりたいからです︒﹂

一355㎝凶

るようです︒

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

れるところを作り︑まくでかくす︒

十二546

つかないようなくふうと︑いま一つ︑よ

くっくようなくふうをして︑その実験を重ね︑

十三98

このあれ地に育つ木があるかないか︑ま

両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の下で

ず︑このことについて研究を重ねました︒

十三2010

十四948

重ねて︑どうかして︑あたためようとした︒
﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

十五377

重なる

重ねる

て﹁森﹂が作られた︒

九535 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を

十五4811黒くなったり︑黄色くなったりして︑失

かさなし

かざして︑いちろうをみながら答えました︒
するが
十五564園 小手をかざして足の下にひろがる駿河
湾の海岸線をながめ︑
﹇笠無﹈︵名︶1

十四122團 それに︑ランプは︑かさなしでもりっ

かさなし
ぱに役にたちます︒

ッ︾

かさなりあ・う ﹇重A口﹈︵五︶3 かさなりあう
︽

八161 そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑
からみあい︑かさなりあってはえています︒

八332 天の川は︑なん千なん万という星がかさな
りあって︑

﹇ 重 ﹈ ︵ 五︶1

九546 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑
かさな・る

かさねる

︽1

十一339圃 ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい
﹇重﹈︵下一︶9

れことなくすめば︑はい色雲が空うちおおい︑
かさ・ねる
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かし一かす

ごとにその人形をかざって︑

十五698 つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう
﹁心に花 を か ざ れ ︒ ﹂

時代の私の写眞がかざられてあるではないか︒
十五旧10

かしこさ

しぜんにそなわったかしこさで︑これで

﹇賢﹈︵名︶2

八176

かしこさ

せみの子たちは︑れいのふしぎなかしこさ

じょうずに生きていくのです︒

八204

で︑もう大きくなりきったことを知ります︒

かじゃ

ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

n▽じろうかじゃ・たろうかじゃ

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

九225

七47 校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか かしゃ ﹇貨車﹈︵名︶1 貨車

かし ﹇樫﹈︵名︶6 かしεこうもんのかしのき
にしんこきゅうをした︒

七410 かしの木は︑子どもたちのことを︑まず思
いうかべる︒

の火

十五73圃

みんてききりの中鉄のひびきのかじ屋

七82 かしの木は︑きょうもそんなことを考えた︒ かじゃ ﹇鍛冶屋﹈︵名︶1 かじ屋
七108 かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ
くなった葉をふるわせ︑

だおれでとどまりぬ︒

F

C

かしこい

︽一・ーイ・一

かしら呂はたがしら

ここは︑町でもひょうばんのかじゃさん
﹇頭﹈︵名︶1

かしらδどこかしら・なにかし

ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし
︵終助︶26

﹁でも︑わたくしがもったら︑ただの

三726園 ﹁白いひもかしら︒﹂

いしころに なってしまわないかしら︒﹂

一6110園

ら

かしら

らですよ︒

十五梱6園

かしら

です︒

四94

十五54図圏遠くそののちかしの木に︑矢はま かじゃさん ﹇鍛冶屋﹈︵名︶1 かじゃさん
十五悩4 校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒
かし 与おかし・さとうがし

六61図

かし ﹇華氏﹈︵名︶1 F

四76 火事がおこらないように︑また︑わるい

かじ ﹇火事﹈︵名︶1 火事■おおかじ

5

びょうきがはやらないように︑氣をつけて
︵形︶

かしこ 5ここかしこ
﹇賢﹈

三7210園 ﹁ぎんのリボンかしら︒﹂

かしこ・い
ク︾

三734園 ﹁きらきらした水かしら︒﹂
三736囹 ﹁ぴかぴかのかみかしら︒﹂

りずつ︑はんたかのところへやって︑

五1110園

あれ︑なにかしら︒

さっきみつけた星は︑どれだったかしら︒

﹁でも︑あのかた︑わかったかしら︒﹂

五554園

五275園

なるかしら︒﹂

三738園 ﹁お日さまの光かしら︒﹂
四185園 ﹁ぼくがいっしょにひくと︑ かるく

三117 そこで︑まいにちかしこいでしをひと
三123 やはりかしこくなりません︒
八804囹 かしこいものたちがものをいっていると
きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒

八823囹 おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし
こいとは思っていないだろうね︒

十163 かしこそうな目つきの少年でした︒

それでも︑まいにちあのつるをのばした

﹁それでは︑自分のようなものでも︑役

のは︑だれかしら︒

五617囹
六95園

だれがそうさせるのかしら︒

にたつことがあるのかしら︒﹂

うまくみえるかしら︒

六789囹
六撹3囹

七179園 なぜかしら︒

どたっているかしら︒

七253囹 たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

七2511囹 どうしてかしら︒

しら︒﹂

七369園 ﹁どうかして︑中へいれてやれませんか

こんなに︑からすがいるのかしら︒

さて︑どこへいったものかしら︒

七618
七753園

ほんとうにしちめんちょうのひなかしら︒

うまくおかあさんにあえたかしら︒

八656園
九備3囹

十三389園

お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ

十二489囚圃 ﹁できるかしら︒﹂

﹁カーテンも英語じゃないかしら︒﹂

れかしら⁝⁝
十四188園

かじる ︽ーッ︾

どこへ來たのかしら︒

へやに︑えさがなかったので︑かこいの鉄

﹇詔﹈︵五︶1

十五9410園
かじ・る

七937

かす ︽ーシ︾

ぼうを︑かじっていました︒

﹁たしかにかした︒﹂

﹇貸﹈︵五︶6

四693

か・す

主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

五8711園ちょっとかしておくれ︒

てきて︑かしてくれました︒

九789

十一197困って頼みにくると︑氣持よく︑物をわ

けてやったり︑お金をかしてやったりしました︒

十一298困っている人にかしてやったり︑植える

かず一かすみ

370

ところをふやしていったりするうちに︑
してくれなくなったという︒

十二624 そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

十五367

﹁かずこさんの書いた文で︑なにか

せたいといって︑

四342園

みんなは︑もう一ど︑かずこさんの文を

氣のついたことはありませんか︒﹂

︿略﹀

はなおをすげる

﹁先生は︑かずこさんのおとうさんの

よみなおしました︒

四345
四347園

かずこさんは︑

ことばに︑氣がつきました︒﹂

あいだ︑かさをさしてあげたのですね︒

四353園

四3510園かずこさんの耳には︑おとうさんのこ

︵名︶2

ガスこんろ

とばが︑ひびいてきたのです︒

ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている

︵名︶一 ガス体

まったくとう明なガス体の蒸氣が︑しず

くになるときには︑

十四6312

ガスたい

のです︒

五35一

がふきでています︒

五349 ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ

ガスこんろ

一雄はす

四314 かずこさんも︑やはり︑﹁みんな﹂に知ら

数という形のないものを表わすのに︑線 かずこさん ︹人名︺6 かずこさん
なにしろ︑おびただしい数ですからね︒

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒
十五899園

あのガスは︑なにから作るのでしょう︒

ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている

五352

かずお

ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ

まさお

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑

太郎は︑友だちの正男と一雄と三人つれ

いろのくすりも石炭からとれます︒
かずお
﹇一雄﹈︹人名︺2 一雄 一雄

十一5912

で︑

十一599

かずお

五363

のです︒

五35一

かず ﹇数﹈︵名︶17 かず 数恐くちかず・ことば ガス ︵名︶3 ガス
かず・てかず
みました︒

一一293園 きしにあがってから︑かずをかぞえて
五459圃 世界の空のかず多い︑かがやく星のその
一つ︒

六594 それはことばの声のかずのことです︒
六597 うたううたは︑そのことばの声のかずが︑
五か七になっているのです︒

六692 この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

かずお

一雄の手帳から

一雄くんは︑人形しばいをみたことが
︹題名︺1

一雄の手帳から
かすか
風が︑かすかに耳．もとをすぎる︒

﹇幽﹈︵形状︶4
十52

て︑目に見えぬかすみのようにたなびいている︑

十三71 さかんな春のきざしは︑よもにあらわれ

朝から大うかれ︒

十一317圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

に つつまれて︒

四聖2圃 いつのまにやら天人は︑春のかすみ

三71囹かすみになくひばり︒

二663園
たなびいている︑きれいなかすみ︒
三610囹
たなびくかすみ︒

二6510や
園あ︑かすみがたなびいて いる︒

耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき かすみ ﹇霞﹈︵名︶7 かすみ
その流れのかすかな音︒
顔の上に︑きわめてかすかなほおえみが
ガス係

文学修業のためにパリーに出て︑市役所

︵名︶一

十四512

ガスがかり

うかんだのをみたような氣がしました︒

十一7711

十245

こえてくるようだ︒

十53

かすか

十二491

かずおのてちょうから

あるかね︒

十二444囹

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒
ぐ賛成した︒
かずお
八994 二とおりにして︑くきの数のふえるようす かずおくん ﹇一雄﹈︹人名︺1 一雄くん
をみることにしました︒

八価9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑大き
なかぶは30本もありました︒

八鵬1 こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ
てみました︒

八鵬6 もみの数をしらべてみました︒
はまたふかくなるでしょう︒

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ
九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ
ぎのとおりです︒

の数といったら︑三百でもきかないほどでした︒

九619 みんな赤いズボンをはいたどんぐりで︑そ
十432 その数は︑じつに八十五万にもおよんだ︒

のガス係という職についたとき︑
数々

古ぼけたアマスト時代のもの︑京都時代

﹇数数﹈︵名︶1

のもの︑なつかしい数々の写眞があった︒

十五733

かずかず

十二604 おとめの数をまして︑田植え歌勇ましく︑
一心にはたらいた︒

十四844 その美しい雪が数かぎりなく︑天上から
地上へ降ってくることなどを写している︒
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かすむ一かぜ

かす・む

﹇ 霞 ﹈ ︵ 五 ︶2

かすむ

︽ーン︾

四櫛7圃 空にかすんだふじの山︒
十49 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす
んだ空の中にとけこんでいる︒

かぜ ﹇風﹈︵名︶鵬 かぜ 風■あきかぜ・あさか

かずら δすいかずら

三677園

そうして︑風がどちらへふいている

か︑みてごらん︒
﹁風はなんていってるの︒﹂

みずうみのほうから︑風がふいてきま
がんたちには︑この風がなんともいえ
その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も

かわる︒

六335
六343

風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

風がふく︒

なんてらんぼうな風なんだろう︒

いちめんにつづいている︒

七42 夜明けの風が流れてくる︒

のように走りだしました︒

六燭7 五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風

をしないから︑

六7710
風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

六747囹
﹁風なんかも︒﹂

六6110圏
﹁子どもは風の子︒﹂

ねが︑

六457かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

六352園

風の日にはどんな音︒

三685園

よるの

風も︑みんなの

三901

あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ

ほしも︑あさの

三943

六3610
風の音がよわくなる︒

六357また︑風︒
六366はげしい風の立田︒

れる︒

四144

ものです︒

風がふくと︑にわとりがふわふわふく

よかぜ・つむじかぜ・はかぜ・はるかぜ・ゆうか

四555

ないいい氣もちでした︒

四538

した︒

四537

にあたりました︒

四476

ぜ・おおかぜ・からかぜ・きたかぜ・すずかぜ・そ
ぜ・よかぜ

﹁かぜになって︑どこでもどんどん

﹁なぜ︑かぜになりたいとおもいます

﹁かぜ に な り ま す ︒ ﹂

一324 1くも一かぜ一あめ一ゆき一
一345園

一344囹

か︒﹂

﹁347園
ふきまわってみたいのです︒﹂

ふ一ふけふけ風よ︑たこあがれ︒

七66 えんどうの花が︑風もないのにゆれている︒

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

七78囹

四783

風がふいてきた︒

﹇373 かぜがそよそよとふきます︒

一372 かぜがふきます︒

四876

風にふかれてとんでいるうちに︑
みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

﹁これぐらいの風にまけるものか︒﹂

きもののすそが風にあおられる︒

とまわりするのだ︒

先生︑きょうは風がありませんから︑

ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七1610園

このまえきたときは︑風が強かったから︑

七172囹 風のない日は︑ちょうちょがよくでるの
だったね︒

七192園

ちょうちょがでなかったんですね︒

七195園 先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに

かかしが風にまきあげられる︒

七641

七622

夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑

風がふく︒

ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふいて

かくれているんですか︒

七574

白いひげの雲が風に流されている︒

はげしい風の音︒
六328

きた︒

六333

六327

一どでいいから︑風になりたい︒

一5110 すずしいかぜがふきこんできたので︑

六197園

四956

降ってくる︒

風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん 七78囹 風になったら︑学校の中を︑ちょっとひ

かきからすかぜゆきあめかさ

四936

二204

目がさめました︒
二651園 あたたかいかぜがふいてくる︒
一一654園 ふいてくる︑あたたかいかぜ︒

はげしい風︒

六265囹

な風は︑われわれの音差をほめてくれる︒
六314

﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

三54園 あたたかなかぜ︒

三55囹 かぜの手ざわり︒

六317
六319

立っている︒

風がでてこなければいいね︒

三409 かぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ
んとします︒
三504圃 かなかなぜみも目がさめて︑かぜに

﹁どっちへ いったらいいか︑風にき

山があれた︑海があれた︑かぜであ 六324園

ゆれゆれさきました︒
れた︒

三552圃
三665囹

いてみようよ︒﹂

かぜ一かぜあたり

372

ふきぬける︒

八704 しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ
うにからだをふくらませて向かってきた︒

八7610 風がひどいので︑あひるの子は立つことも
できず︑

八991 よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒
からごみをふきとばさせます︒

八柵3 風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

けてみましょう︒

九87 ﹁風﹂ということばに︑ほかのことばをつ

なことばをつけてみましょう︒

九89 ﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ
九119 つぎに︑風の音をたたいた︒
風といえば︑︿略﹀とか︑﹁ビュウビュウ﹂

とかいうことばであらわしているが︑

九119

九122 とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい

九121 よくきいていると︑たしかに風の音になる︒
てくる風であり︑竹やぶを流れてくる風であり︑
九123 竹やぶを流れてくる風であり︑

九124 町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物
をふいている風である︒

九125 風の音よりも︑もっとおもしろいと思った
のは︑

九1210 ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

九273圏 すみきったボールの音や秋の風
九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの
木はバラバラと実を落しました︒
ザワザワ鳴り︑

九5411 そこは美しいこがね色の草地で︑草は風に

がら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

九5711 着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな

そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい
やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴

ちめんに波だち︑

九598
九731
りました︒

けれども︑流れは急流だし︑雨の日も風の
風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

日もある︒

二巴8
九欄6

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

月の光にちらりちらりと光りながら落ちて

くる夜つゆをみていると︑風がふいてきました︒

九衛9

風と思ったのは︑そうではなくて︑つばめ
風が︑かすかに耳もとをすぎる︒

がすいととんできたのでした︒

九価9
十52

まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑

風にゆれている︒

十211

風がふいて︑ガサガサ音がしたから︑なん

だろうと思って︑二階の窓からそとをみたら︑

十622

もう︑親祭と同じくらいに高くなって︑風
そちらからふいてくる風にあたっても︑

にゆれていました︒

十625
十667園

次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおい

風がどっきを運んできてはたいへんだか

たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十676囹
ら︑

十677園

で︑風を向こうへやってくれ︒

ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の

客の耳にきこえそうもない︒

十三281 夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か

はとにふえをむすびつけてとばすのであ

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒
十三3512

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

十三367 ふわふわとまるくなって︑風がふいてく

湯げは︑︿略﹀

つめたい風がふきこむた

ると︑ころころところがりだす︒
十四675

われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏

すこし高いところでは︑反対の風がふい

びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒
十四765
ています︒

十四7610
十四7610

空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の

夏季の南がかった風になるのです︒

季の南がかった風になるのです︒
十四848

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑
十四868

風にふかれたからであろうか︒

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑
十四885

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146図圏風くればばらはたちまち火となれり

十五147図魍好くればばらはたちまち火となれり

一わのやまわしが︑︿略V︑空中に風をま

ゆれにゆるるか照りそう風に

き起して︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

十五231

舞いたったかと思うと︑こんどは両羽を

あおりたて︑大きな風をまき起すようにして︑

十五306

﹁おまつさんか︑あなたがみえなかった

冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣

﹇風当﹈︵名︶1 風あたり

十三2711

かぜあたり

から︑かぜでもひいたかと思って︒﹂

五868囹

アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち かぜ ﹇風邪﹈︵名︶1 かぜ

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

十一308圏
十一485

しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

ごがでさかりだった︒

十一517

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

つぼめてしまった︒

十一533

﹇火星﹈︵名︶2

火星

場に︑子どもたちがたむろして︑
かせい

陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑

十三138 火星や金星・木星などのような星は︑太
十三1310 火星などと同じように︑太陽のまわりを
﹇風邪気味﹈︵名︶1

かぜぎみ

まわっている星の つだ︑ということも
かぜぎみ

かぞえる

数える

︽一

六餌7 弟は︑二三日まえから︑かぜぎみである︒
かせぐ ←でかせぎにん
がぞう εあるがぞう
﹇数﹈︵下 一 ︶ 2 0

エ・ーエル︾

かぞ・える

一107園 かごにはいったたまをかぞえましょ
う︒

ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物を

そえたかね︒

八381

1かぶのくきの数を数えてみますと︑大き

かぞえておいでになると︑

八塒9

﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑大またでぴょん

なかぶは30本もありました︒
九923

十一642

にわかに病期にかかって入院したので︑

家族の者が︑その旅に呈しい希望をかけ

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

十一721

少年は二こと三ことことばをはさんで︑

ていたことや︑

十﹁842

たぶん︑遠いところに家族があるので

家族のようすを話そうとしましたが︑

家族たち﹂

ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

十一869園
しょう︒

十五217

﹇家族達﹈︵名︶1

ものように散歩に出ました︒
かぞくたち

十五738 ちょうどそのころは眞夏であったので︑

かたOあいされかた・あさが

博士の家族たちは暑さをどこかにさけて︑

た・あなたがた・あみかた・あらわしかた・あるき

かた ﹇方﹈︵名︶23

かた︒あわてかた・いいあらわしかた・いいかた・

いましがた・うごきかた・うたいかた・うちかた・

うまかた・おまえさんがた・おりかた・かきあらわ

二581

みると︑

わたくしの

おじいさんに

そのかたは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑にこに

にたかたでした︒

このかたは︑さきほどおとおりになった

こなさいました︒

一一584

三477

﹁おりるかたがすんでから︑ごじゅんに

このかたがうらしまさんでございま

かたがたのおとうとさんです︒

す︒

四m2園
五88園

﹁でも︑あのかた︑わかったかしら︒﹂

お乗りください︒し

五384 そのかたは︑ほっかいどうで︑やはり先生

五275囹

よく

﹁お月さんのくにへおいでのかたは︑

こちらへおならびください︒﹂

一448囹

かた・やりかた・ゆうがた・よみかた︒わけかた

た・みかた︒みなさんがた・みやさまがた・むすび

のかきあらわしかた・のびかた・はりかた・ひえか

なりかた・にいさまがた・にぎりかた・にっぽんこ

た・つけかた・できかた・とまりかた・なきかた・

んせいがた・たたきかた・つかいかた・つくりか

た・しかた・じゅうねんこのかた・すべりかた・せ

かた・こたえかた・このかた・さきかた︒さしか

ききかた・きりかた・くらしかた・くれがた・こぎ

コ︑二︑三1﹂と数えながら舞台はし しかた・かわきかた・かわりかた︒かんがえかた・

ぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

うちに帰って︑十まいずつたばにして︑赤

まできてとまる︒

九929
十587

名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ

いひもでいわえて数えました︒

十三105

指おり数えると数十年の昔になるが︑

るいとかきめたり︑

十五5611園

ピオという名がつけられました︒

そこには︑二つの鳥の家族が︑
ぎの頭のことであらそっていた︒

八677

一つのうな

﹁こんどは︑あかいたまをかぞえま 八64 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑

﹇111園 さきに︑しろいたまをかぞえましょう︒かぞく ﹇家族﹈︵名︶8 家族5いちかぞく
しょう︒﹂

一115園

みました︒

二294囹 きしにあがってから︑かずをかぞえて

三445園ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
そえながら とんでいくから︑

三449 ｪ﹀︒﹂とかぞえながら︑わたってい
きました︒

が︑じゅうぶんだべることができます︒

二296園 ︼ばんはじめに︑ぶうちゃんがかぞえ 九3311国 三びきもとってくると︑うちの家族七人 二561 それは︑どんなかただったでしょう︒
ました︒

一一302園 ぶうちゃんはしんばいして︑もう一ど
かぞえてみました︒

二309そ
圏れでは︑ わたしがかぞえてみよう︒
二3010囹
とんちゃんがかぞえてみました︒

R12園こんどは︑ぼくがかぞえてみよう︒
R13園ころちゃんがかぞえてみました︒
一一

一一

七168園 はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

「〈

373
かせい一かた

かた一かたい

374

をしていらっしゃるのです︒

六898園まあ︑りっぱなかたが︑水にうつってい
るわ︒

六913圓門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ
しゃいます︒

六914園木の上に︑りっぱなかたが︒
なさい︒

六916園 では︑そのかたをこちらへこあんないし

こてんへいくようにと教えてくださいました︒

六931園年をとったかたがあらわれて︑私に海の

かたのつりばりをとっていったものはないか︒

六947園 みなのものにたずねるが︑だれか︑この
六965園 おまえは︑このかたのつりばりを知らな
いか︒

﹁きょうは︑このかたの畑をすこしほら

せてもらうことに し ま す ︒ ﹂

九787園

三402

ぼくらは

かたを

あるいてかえりました︒

くんで︑

だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま
へやにはいってくる人があると︑たちまち︑
ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒

かたにかけると重いから手に持つのだと︑

少年は包みを下におくと︑頭を病人のか

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十537

十一691

そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた

たのところへさげて︑

十一724

医者は︑手を少年のかたにかけました︒

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒
十一745

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

鳴いているからすの声も︑︿略﹀︑白雲を

うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑

﹇片足﹈︵名︶3 かた足

かた足をなげだして︑おしりでいざって

どうしたはずみか︑チルデン選手はかた

かたい

︽ーイ・ーク︾

八145

親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

﹁かたくて︑うまくわれないだろう︒﹂

ことにまえ足は︑︿略﹀︑たいへんかたく︑

虫は︑それにとりつくと︑まえ足のつめで

王女は︑かたいこがねになっていたのです︒

いままでぺしゃんこだったさきが︑ふくれ

﹁︿略V︒﹂とかたくとめられていたので

大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

ネットをはさんで︑両選手はかたいあく

手をかわしました︒

十二868

大きくてあつい︒

十二684

ある︒

十一606

てかたくなっていました︒

八梱2

八423

にかたくすがりついています︒

八257 あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ

かたくそれにしがみついて︑

八2110

じょうぶになります︒

八182

かたい皮にあなをあけて︑

六榴11園

つよいうでさきで︑

三512囲石よりかたいのみのさき︑のみより

かた・い ﹇堅﹈︵形︶16

足をふみすべらせてしまいました︒

十二854

歩くのです︒

十一一273

かた足でふんでしまったのです︒

八113

かたあし

かたにまとった小山をめぐって︑聞えてくる︒

十三75

かたに手をかげながら答えました︒

くさはら道を 十一756

みよこさんが︑左のかたからはなれて︑
なかなかおもかったのですが︑ぼくは︑

麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三422
五305囹
かたへのせて持っていきました︒

私は︑こういつて︑はるおのかたをそっと
ひわは︑かたのところにけがをして︑ころ

お．さえました︒

五574
五993
がっていました︒

学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ

手をつないで校門をでていく子ども︑か

に︑まつの枝をつけました︒

六7510

七71園

たを組んで話しながらでていく子ども︑

私は︑さぶろうのかたに手をかけて︑

﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒

七371

九鵬3

そのかたや︑頭や︑手にとまりました︒

九213

るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

八66

十一728園 このかた︑あなたのおとうさんですか︒ 八510 つかみだしては指さきへとまらせたり︑か
たへ乗せたり︑てのひらで遊ばせたり︑
十一742囹 このかたは︑この病人のむすごさんで
す︒

そ

十一864園 ﹁あなたと同じように︑いなかのかた
ですがね︒﹂

十二331 私を愛するためにきてくださった
のかたの両うでの中に強くだきあげられました︒

かた口▽りょうかた

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十四5410園明かるい地の上でくらしているかたに 十536 そのとき︑いままでかたにかけていたすい
は︑土の中のことはわからないでしょう︒
らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五616 そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

﹇肩﹈︵名︶2 1

かた ﹇形﹈δあとかた・たんざくがた・ゆみがた
かた

三396 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ
うくん︑左のかたにはみよこさん︒

三398 左のかたにはみよこさん︒

375
かたい一かたち

石ころなども︑ごろごろしています︒

十四5411園 そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑

かたがた

漢字から︑日本語を表わすのに便利なか

ばは︑たいてい西洋からきたことばと思っていい︒

十五394

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ

﹇片側﹈︵名︶1

らです︒

十一一843

かたがわ

かたずをのんで試合をみているうちに︑
かたすみ

早くも︑第一回は七−五で清水選手が勝ち︑
かたすみ ﹇片隅﹈︵名︶4
ふみお

十二3510

先生がかけらをいろりのかたすみにはき

いろりのかたすみに走りよってかけらを

よせておいでになっているようすを感じましたが

十二385

かたち

形

小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ

ひろいあげ︑それをつぎあわせようとしましたが

十三366

﹇形﹈︵名︶35

にたまる︒

この
列の

一まいの紙が︑いろいろなかたち
かたちを

かえても︑

ばらばらに

なってしまうことはありませんでした︒

四424

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒

三955

らべることにしました︒

四479

一列になってとんでいきましたが︑や

大きな雪︑小さな雪︑雪のかたちはき

がて︑まつばのようなかたちになりました︒

まっていない︒

四955

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

五376 大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

らはかたちも大きさもそれぞれちがってはいるが︑

六67園 いろいろな道具︑たくさんの時計︑それ

﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写
生しました︒

六683

ことに︑その足さきは︑しゃもじのような

たちのうまがついています︒

ちるなり丘の夕日に

九佃4飯井金色の小さき鳥のかたちしていちょう

九衛3 ふしくれた手︑とがった足︑うすきみのわ

とまりかたや︑動きかたや︑羽の色や︑形

るいかたち︑

などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278

十﹁156 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色

鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で

古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

十二欄3 形も︑かめや︑はちや︑いろいろのもの

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十二5210

作って︑のりでとめる︒

十二5012

ニー24 かたちのにたものをならべてみました︒
の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑
三196 手わけして︑そのかたちや色をよくし 十分ー511 だいたいの形をしっかりとっかんで︑

かたち

そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか

かたちだったのです︒

九563

のようなかたちをしていますが︑

八179虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ

まじりけのない宝石のようなものであります

七835雲斗のかたがわの草ばかりたべてあったか 七557 心にはっきりとえがかれた一つのかたちは︑

かたがわ

らがなとの三種類の文字をつかっており︑

十五424

分をとったのではなく︑

ひらがなはかたかなのように漢字の一部

かたかなは漢字の一部分をとって作った

たかなや︑ひらがなを作りだすようになった︒
もので︑

十五396

十四589園 この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた
いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒

﹇方方﹈︵名︶5

﹇難﹈δありがたい

十五397

十四978 女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ
しかのこっていなかった︒

その上帯をかたくにぎったのでした︒

十五254 女の子のからだが下へ落ちないように︑
十五672 学校のいきかえりにその門前を通っても︑
かたい

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒
かたがた

が大ぜいおとおりになって︑
その

三465 そのとき︑みなりのりっぱなかたがた かたず ﹇固唾﹈︵名︶1 かたず

かたがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

三468 いままでの ことを はなしますと︑

三478

ガタガタ

がかを立てて写生をはじめた︒

このかたは︑さきほどおとおりになった 十一一133 文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑ 九736

かたがたのおとうとさんです︒

十四斜7 あなたがたは︑これからの日本にとって
だいじなかたがたです︒

いう幸福﹄と︑﹃︿ 略 ﹀ と い う 幸 福 ﹄ で ね ︑

十五883園 このかたがたは︑﹃なんにもしないと
かたがた ︵副助︶1 かたがた

十五526 書きあげた論文を持って︑その出版の用
︵感︶一

事かたがた︑東部諸州へ見学の旅にのぼった︒
がたがた

かたかな

三361園︸ガタガタ︑トン︑トン︑トン︑ゴシゴシ
﹇片仮名﹈︵名︶6

ゴシ︑ススススス︑

かたかな

三973 ひらがなをかくことも︑かたかなをか
くこともできます︒
十四283園 その中で︑かたかなで書いてあること

かたつく一かたむける
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があります︒

たいへんよくまとまっています︒

十二伽10 それは︑もようもごくかんたんで︑形も
十二掴8 屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ
うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたが
十三1310 また︑地球もまるい形をしたもので︑

十四678 地面からなんメートルもある︑高い柱の
形になり︑
十四842 ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑

まことにきれいな形をしていること︑
十五355 これらの表わしかたとともに︑事物の形
を絵にうつすことも行われた︒

ケ︾むとりかたづける

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半

つくえのひきだしをかたづけていると︑

九701園

六993
でかたづけてくださいました︒
かた手

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

﹇片手﹈︵名︶6

十二377

かたて

かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの

いるふしぎな冷たいものの名であることを
十三2810

を持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑
かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑と

その間︑かた手に持ったさっきの手紙を

きどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよくしごく︒

十三2811

十三407
くり返して読む︒

かた手に小さなくつを持ち︑かた手に大

かたとき

︵下一︶

2

︽ーカ︾

かたづける ︽一

かたはし

かたまりδひとかたまり

よく根をはって育つように︑小石をひろい︑

﹇固﹈︵名︶1

せなかった︒

八985

かたまり

﹇固﹈︵五︶4 かたまる

︽ーッ︾

土のかたまりをくだいてこまかくしました︒

七631 小さな虫がかたまって︑顔のところでとん

かたま・る

だが︑根もとのところに三つ四つかた

でいるくれがた︒

十ニー45

すこしはにかんで︑みんな右手の前の方

みんな︑かたまって︑﹁︿略﹀︒﹂

まってしだれているところもいい︒
十四415

十五8211

かた身

に︑光をとりまいてかたまってしまいます︒

りっぱな機械をみて︑感心するとともに︑

コ眉身﹈︵名︶1

十354

かたみ

なんともいえないかた身のせまい思いがした︒

森の上へかかると︑飛行機は︑しぜんと

下の方へおしおろされるかたむきがあります︒

ひるすぎていよよにあかきばらの花

いよよに重くかたむきふかむ

十五155図魍

イ・ーカ・ ク・ーケ︾

かたむ・く﹇傾﹈︵四五︶4かたむく傾く︽一

大空にのびかたむける冬木かな

十一405圃南にかたむく日につれて︑光はまとも・

九286図團

人形がかたむかないように︑話すときは

にえんにさす︒

十二542

人形の顔を前後に動かす︒

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

わたくしは︑かたほうだらりとさがった 十二608 もうあとわずかというところで︑日はは

王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか

たむけました︒

八4710

それは︑かた方の足あとが︑一つおきに かたむ・ける ﹇傾﹈︵下一︶5 かたむける ︽ーケ︾

しろちゃんのみみをみてききました︒

一579
七838園

かたほうはどこへいったか︑つい見いだ

あさくなっていましたので︒

十四911

十四7512

かた手に大きなブラシをつかんで︑力の かたむき ﹇傾﹈︵名︶2 かたむき

きなブラシをつかんで︑

十五636
十五637

かぎりみがきをかけた︒
﹇片時﹈︵名︶1

ほかのことはわすれても︑この土のこ
とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒

十四598園

かたとき

十五3512 漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文
字から起り︑
十五361 これがだんだん変わって︑しだいに形の
きまったものとな り ︑

十五365 漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事
物の形をうつしたものから発達したものであるが︑
とができない︒

十五366 形のないものは︑この方法では表わすこ

かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも
﹇片端﹈︵名︶1

そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた
はしからしらべていって︑

五182

かたはし

のはみんなとりあげられてしまいました︒

﹇461

十五367 数という形のないものを表わすのに︑線 かたな ﹇刀﹈︵名︶1 かたなδこがたな
を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

であるが︑

十五372 木は︑もともと形をうつしてできたもの
十五415 それから︑そのギリシア文字がローマに
移って︑現在のような形になった︒

かたつく

十五839園 ほんの形だけでも︑廣間の方をさがし かたほう ﹇片方﹈︵名︶3 かたほう かた方
﹇片付﹈ ︵ 五 ︶ 1

てみょう︒

かたつ・︿

十三135 しかし︑この天動説では︑どうしてもか
﹇ 片 付﹈

たつかないようなことが︑目についてきたのです︒
かたつ・ける
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かため一かつ

十一788 しみじみとしたそのちょうしに︑じっと
耳をかたむけているようにみえたからです︒
十ニー94園 ピアノの先生が︑散歩にいらっして︑
あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑

十三285 遠くの方からひびいてくる︑いろいろな
もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

かた目

﹇語続﹈

︵下一︶

1

語り続ける

で︑︿略﹀消えていってしまうものもある︒

︽ーケ︾

かたりつづ・ける

なお語り続けようとする博士をさえぎっ

﹇語﹈︵五︶4

ありし昔を語ろうとした︒

そうしてつぎのように語った︒

︽ーッ・ーラ・ーロ︾0

十五556

語る

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

十五5812
かた・る

十五593

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五741

十四137国あなたを思うすべての心をかたむけて︑ ものがたる
﹇片目﹈︵名︶6

さようなら︒

かため

かた目なんですよ︒

七768園 そのらくだは︑かた目ではありませんか︒
七7611囹
知っていました︒

七815囹だいいち︑らくだがかた目であることを 十五755

でございます︒

かち

私が一言も発しないうちに先手をうって︑
﹇勝﹈︵名︶5

勝

かたわらにあったいすをすすめるのであった︒

十五549

るばちならび赤き花さく

かちかちかち ︵感︶一 カチ︑カチ︑カチ

︵副︶2

カチャカチャ

三869 カチ︑カチ︑カチ︒
かちゃかちゃ

かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ

くる男の子かな︒

七51囹かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って
七59

︵副︶一 ガチャンと

のかげにかくれた︒

カチン︑カチン

チャンとくだいてしまいました︒

勝つ ︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ︾

そういいながら︑カチン︑カチンとわって

かちんかちん ︵副︶一

いると︑

六伽5

うちかつ

か・つ ﹇勝﹈︵五︶24

もし自分が勝ったら︑このしかの角で︑う

六榴10囹勝ったものになにもないなんて話はない︒
六悩1

しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

さぎさんたちをつきあげるというのです︒

六掛9

しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒

などということはできません︒

六133團

﹁勝つ︑勝つ︒﹂とさわいだ︒

七492囹 ﹁勝つ︑︐勝つ︒﹂とさわいだ︒
七492園

これも勝った︒

かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒
七496

あぶなかったが︑わずかのちがいで勝った︒

﹁勝つ︑勝つ︒﹂とさけんだ︒

﹁勝つ︑勝つ︒﹂とさけんだ︒

七499
七519園

5えんりょがち・なりがち・びょうきがち

七519園

カチカチ

カチカチと氣ぜわしいのはおき時計で︑

だいだいは実をたれ時計はカチカチと

七527

十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒

と︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒

七526 どちらが勝ったかと思って︑心配している

︵副︶3

かいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかいそう

十五62圏

にカチカチと音をたてはじめた︒

六117

六59

十729 大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガ

がちゃんと

十五104芭蕉荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

七816囹 そのとおり︑私どものらくだは︑かた目 かたわら ﹇傍﹈︵名︶2 かたわら

ことは︑どうしてわかったのかね︒

七833園 それから︑そのらくだがかた目だという

︽ーメ︾呂は

思いがけなく︑ぼくたちの勝となった︒

かためる

ぼくたちの勝である︒

﹇固﹈︵ 下 一 ︶ 1

九561 その男はかた目でした︒

七522

かた・める

七546

第一回は七−五で清水選手が勝ち︑第二

九㎜2 もう一つなぐってやる︒﹂と︑げんこをか

語り傳える

第三霞めはチルデン選手の勝︑続いて第 七495 それで︑内野の人はいっしんになったので︑

回めもやはり清水選手の勝となりました︒

十二844

りかためる
ためて右手をふりあげる︒

かたり 畢イソップものがたり・げんじものがたり・

十二8411

1

チルデン選手の勝となりました︒

四回めもチルデン選手の勝となりました︒

たなばたものがたり・むかしものがたり・ものがた
り
語りだす

十二8412

﹇語出 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

︽⁝シ︾

かたりだ・す

︵下一︶

かちかち

十五451 すすめられたいすにかけて︑干しそうに がち
語りだした︒

﹇語伝﹈

十五474 店の主人は︑きかれるままに語りだした︒
かたりつた・える
︽ーエ︾

十一一559 人々のあいだで語り傳えられているだけ

カ｛っ一力、つぐ
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とのあいだに︑勝つことができた︒

﹂と数えな

七521一 ボールが︑よくあいてにあたって︑ちょっ

がら舞台はしまできてとまる︒

九928 勝った子が︑コ︑二︑三

よ︒

﹁きょうは︑きっと勝ってください︒﹂

十一116園 このあいだのレースで勝ったボートだ

といいました︒

十二785園
この二少年が︑遠い母國の選手のために︑

勝つことをいのってくれていることを知って︑

十一一812

十二815 世界的名手でありますが︑私もどうして
も勝たなければならないと思いました︒

じゆうにち・しがつにじゅうくにち・しがつにじゅ
うしちにち・しがつにじゅうはちにち・しちがつ・
しちがつここのか・しちがつじゅういちにち・しち

がっかりする ︽ーシ︾

う五つの文字をきざんだそのおくつき︒

がっかり・する ︵サ変︶4

がつじゅうににち・しちがつじゅうはちにち・しち

ましたが︑

十﹁6410

六911 ねじもがっかりした︒

らないのでがっかりした︒

六911 三人はさんざんさがしまわったが︑みつか

がつじゅうよっか・しちがつじゅうろくにち・しち

十︻836囹

がつじゅうごにち・しちがつじゅうさんにち・しち

がつなのか・しちがつにじゅうよっか・しちがつは

にち・じゅうがつ・じゅうがっついたち・じゅうが

﹇楽器﹈︵名︶1

樂器

フルートとか︑ほかの樂器を︑いっしょに

することにしました︒

学級δさいこのがっ

六562 私の学級では︑臓器から︑かべ新聞を発行

きゅうにっき

がっきゅう ﹇学級﹈︵名︶3

あわせてひいてみたらどうでしょう︒

九65

がっき

どんなにがっかりしていたかわからないよ︒

手紙がきたきり︑おまえがこないから︑

母親は︑その知らせをみるとがっかりし

つか・じゅういちがつ・じゅういちがつじゅういち
にち・じゅういちがつじゅうくにち・じゅういちが
つじゅうごにち・じゅういちがつじゅうさんにち・
じゅういちがっとおか・じゅういちがつにじゅうく
にち・じゅういちがつにじゅうごにち・じゅういち

職い︑とうとう五セットで勝つことができました︒

十二8111 二少年のことを思っては︑ふるいたって がつにじゅうににち・じゅういちがつにじゅうろく
つにじゅうごにち・じゅうがつにじゅうさんにち・

六573 こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

︹桑名︺2

学級日記から

﹁樂しい学級は︑かべ新聞から︒﹂

ることになりました︒
六582

ち・せんきゅうひやくしちねんしがっとおか・せん

学級日記から

学級日記から⁝⁝⁝七十七

がっきゅうにっきから

かえるが勝つでしょうか︒

五35 十

ち・せんきゅうひやくしちねんしがつじゅうろくに

か・せんきゅうひやくしちねんしがつじゅういちに

いたち・じゆうにがつふつか・じゆうにがつよっ

じゅうがつはっか・じゆうにがつ・じゆうにがつつ

十二824 もし︑この決勝職に勝つことができたら︑
かたずをのんで試合をみているうちに︑

早くも︑第一回は七−五で清水選手が勝ち︑

十一一844

十二梛4 さあ︑うさぎが勝つでしょうか︑かえる
が勝つでしょうか︒

きゅうひゃくにじゅうねんじゅうがつ・にがつ・は

十一一梛4

δいちがつ・くがつ・くがつじゅうくに

五776 十

﹇月﹈

ちがつ・はちがつじゅうはちにち・はちがつなの

ろくがつ・ろくがつじゅうごにち・ろくがつじゅう

がつ

か・はちがつにじゅうににち・はちがつふつか・は

さんにち・ろくがつにじゅうごにち・ろくがつに

おもいかっちゃんをかつぎながら空を

十三2910

くわをかついで田をみまわれば︑日は

せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑

これも︑いろいろな道具を入れた荷をか

てんびんぼうでかついでやって來る︒

十三2810

また照って水たっぷりと︑

十一361囲

とぶのは︑よういなことではありません︒

四521

かついでいこう︒﹂

四516園 ﹁おい︑こんどは︑ぼくがかわって︑

﹇担﹈︵五︶5 かつぐ ︽ーイ・iギ︾

ち・くがつじゅうしちにち・くがつじゅうよっか・

ちがつよっか・めいじごねんくがつじゅうににち・

よっか・くがつみつか・くがつむいか・くがつよっ

じゅうしちにち・ろくがつにじゅうはちにち

かつ・ぐ

ちにち・くがつにじゅうくにち・くがつにじゅう

くがっついたち・くがつなのか・くがつにじゅうい

か・けいおうさんねんくがつにじゅういちにち・ご

かつお

このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

﹇鰹﹈︵名︶1

十二985

かつお

がつ・ごがついつか・ごがっさんじゅういちにち・
ごがつじゅうごにち・ごがっついたち︒ごがつなの
か・ごがつにじゅういちにち・ごがつにじゅうくに

勝海舟

かっかいしゅう

勝海舟の筆になる﹁新島嚢之墓﹂とい

にいじまゆずるのはか

﹇勝海舟﹈︹人名︺1

かつおなどをたべました︒

かつかいしゅう

ち・ごがつにじゅうににち・ごがつにじゅうはちに
ち・ごがつはっか・ごがつふつか・ごがつむいか・

十五721

かっかいしゅう

さんがつ・さんがつみつか・しがつ・しがつさん

379
がっこ一がっこう

ついでいる︒

﹁ガッコ︑ガッコ︒﹂民ちゃんはうれ

がっこ ︵名︶2 ガッコ
十二2712園

﹁ガッコ︑ガッコ︒﹂

しそうにいって︑その包みをとりあげると︑
十一一2712囚囚

かっこう ﹇格好﹈︵名︶12 かっこうεぶかっこう

六336 風を受けるたびに雲のからだのかっこうが
かわる︒

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

かっこう

一405

︵感︶7かっこう
﹁かっこう︒﹂

一408
﹁かっこう︒﹂ほたる︒

﹁かっこう︒﹂

一406 ﹁かっこう︒﹂つつじからないてる︒
一409
﹁かっこう︑かっこう︒﹂

学校呂さっ

二402 ﹁かっこう︑かっこう︒﹂となきます︒
一一402

がっこう

二403 ﹁かっこう︒﹂となきます︒
学校⁝⁝⁝三十

︹課名︺2学校

三301五 学校

三26五

七213園 とまっているちょうちょが︑どんなかっ がっこう
八104 そのかっこうは︑さるそっくりです︒

﹇学校﹈︵名︶63

うがっこう・もうあがっこう

がっこう・ちゅうがっこう・にちようがっこう・の

ぼろのうがっこう・しょうがっこう・しょうぎょう

八109 小さな家で︑小さなかっこうをしていなが がっこう
ら︑毎日なにかかわったことをしでかしては︑

八217 せみは︑さっそく︑ぶさいくなかっこうを
して︑それにはいあがっていきました︒

四906

四782

学校へかよう子どもたちのことを思っ

け一けっせきしないで学校へ︒

今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで

て︑おもてのとおりをさっさとはく︒

星をみせますよ︒

五557園

五5511 私は︑︿略﹀︑ごろうさんをさそって︑はる

先生といっしょに︑学校のはたけのむこう

おといっしょに︑学校へいきました︒

を流れている小川のところにいきました︒

五7810

五829 先生のお友だちが︑学校をみにいらっしゃ
いました︒

した︒

五研8 そこへ︑さんちゃんが学校から帰ってきま

六585 雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる

道で︑はき物に雪がついてころびました︒

たのしい学校にしましよう︒

みんなの学校︒

六768

学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ

三385

七78園風になったら︑学校の中を︑ちょっとひ

六7510

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒

六692 この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

までつれてきました︒

はなれぼしにあるがっこうにはいつ 六589 そこを通りかかった人が︑おんぶして学校

一549圓

なんというかっこうだろう︒

きのう︑学校からかえるとき︑

八6711園

T園

て︑べんきょうしてくるのです︒

しなかっこうの男が︑ひざをまげて︑

﹁学校﹂というだいで︑作文をするこ

三387

学校では︑どんな音がするでしょう︒

きしもとくんが学校から帰ってくる︒

ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの

はっぱを︑とりかえてやるのが樂しみだ︒

七299園

七282

る︒

七165 学校の運動場に︑子どもたちが集まってい

学校からいなくなってしまった︒

七85 しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑

七84 学校のにおいがしてくる︒

とまわりするのだ︒

ごろうが学校で︑﹁︿略﹀︒﹂

に︑まつの枝をつけました︒

三894

いくときとかえる

わたくしは︑学校へ

学校にはいる子どもも︑いちいち知ら
ここはわたくしたちの学校です︒

きのう︑学校からかえるとき︑雨が
ふっていました︒

四316團

うすをひいていらっしゃった︒

四177学校からかえったら︑おかあさんが︑石

四112

せてくれます︒

四47

ときにここをとおります︒

三912

とになりました︒

三302

一一

九555 その草地のまん中に︑せいのひくい︑おか

なかっこうをして︑こちらにとんできます︒

九鵬7 そちらをみると︑こうもりは︑ひょうきん

かくようなかっこうをしました︒

十509 いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを
十6811 ふるえ声でいいながら︑いつでもにげだせ
るかっこうで︑こしをうしろにひき︑

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたが

十二梱8 屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

かっこう

二の人そのままのかっこうで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇郭公﹈︵名︶3

十四385
かっこう

一404 かっこうがないてる︒
二402 どこかで︑かっこうが︑﹁︿略﹀︒﹂となき
ます︒

二438 かっこうが︑とおくでしずかになきます︒

R7

がっこうがえり一かっちゃん

380

きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ

十322

この学校では︑かけがえのないひとりであ
﹁︿略﹀︒﹂といって︑学校から帰ると︑

ることを︑ほこるようになりたいものです︒

﹁民ちゃん︑これ持って学校へいきま

三427

合唱

合唱する ︽一

ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

﹇合唱﹈︵名︶1

どんどん走ってかえりました︒
がっしょう

シ︾

十三504

先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

いしい

かっそう Oくうちゅうかっそう

たっています︒

六185 そのうしろに合唱隊がならんで︑うたをう

学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ がっしょうたい ﹇合唱隊﹈︵名︶1 合唱隊

た校歌や︑石井先生の手品や︑

十五擢9

うれしいハ・ハ・ヒを︑合唱しましょう︒

がっしょう・する ﹇合唱﹈︵サ変︶2

十592

もう黄色なさなぎにかわっていた︒

三人つれで︑学校から帰るときのことで

母親がなつかしくなり︑会いたくなった

しょうね︒﹂

十二295

だんだんちえがっき︑もの心がついて︑

秋子は︑おと年︑この学校にうつってき

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

学校で︑そうじをしているとき︑

え︑いま学校から帰ったばかり⁝⁝
十四182

はじめてこの学校の門をくぐったときの

学校帰り

みんな元氣で︑この学校を愛してくれ︒
﹇学校帰﹈︵名︶1

学校じゅう

そのあと︑学校帰りの女の子ふたり︑通り
﹇学校中﹈︵名︶1
﹇学校道具﹈︵名︶1

学校どうぐ

学校じゅうは︑いちどに花がさいたようだ︒
がっこうどうぐ

七510

がっこうじゅう

すぎる︒

九921

がっこうがえり

十五伽8園

ことが︑はっきりうかんできた︒

十五㎜3

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

十五671

十三381園

たときのことを思いだす︒

十二953

学校にいくようになりました︒

十二4012

さわぎしていました︒

にしの

︵副︶一

カッタリカッタリ

︵名︶37 かっちゃん

﹁じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこ

かっちゃんがそういうなら︑十五ばん

たににさしかかったとき︑かっちゃんが︑

かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ

れたかと思うと︑

四492

﹁︿略﹀︒﹂と︑声をたてました︒

四486

めにして︑とぶことにしょうじゃないか︒

四473園

にならびたいというの︒﹂

四462園

ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四452園かっちゃんがおしまいにしてくれっ

た︒

四448 ﹁︿略﹀︒﹂といったのは︑かっちゃんでし

かっちゃん

時計である︒

六510 カッタリカッタリとおうようなのははしら

かったりかったり

ノ合そうなど︑

十五搬10 森田先生と西野先生のバノーオリンとピア

もりた

ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大 がっそう ﹇Aロ奏﹈︵名︶1 合そう

十二2710園

んの子もりをひき受けます︒

十二253

ので︑学校から家へもどってきました︒

十二84

あった︒

十一599

舞いのぼる︒

七4810はじめに︑ひがし村の学校とやった︒

学校の帰りじゃないかi

ぱにそのつとめをはたし︑

十3111 ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

けあっていきたいと思います︒

十315学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

九903囹

九874 ところ 学校の帰り道

しましよう︒

九868園 いずれ学校へ帰ってから︑もう一ど帰り

へいきました︒

九762 みんなで︑学校から四キロほどある貝つか

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

九481 はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

九468團 あの廣い学校の運動場で︑先生とみなさ

ら帰ってきたすえの女の子が︑

八1011 ある土曜の午後︑おなかをすかして学校か

七532 あいては︑町の︑いちばん強い学校だ︒

なった︒

七529 第二回めは︑にし村の学校とやることに

﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

七518 ひがし村の学校のセンターが︑喜んで︑

七505 ぼくの学校とひがし村の学校とが︑

が︑しあいをすることになった︒

七505 はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学校と

整列して︑式をあげた︒

七498さいごに︑町の学校とやることになった︒
七503どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に

た︒

十一4110圃学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に 六9710 魚たちが合唱をする︒

は エ0

七496第二回めには︑にし村の学校としあいをし

し

五
、

七
29

のところへあつまりました︒

四499 二十九わのがんは︑あわててかっちゃん

四583

へびの

くびに

がってん

めくらが︑ひとりびとりかってなこと

お話の題はべつにきめませんから︑かって

﹁どうぞ︑かってにおいでよ︒﹂そこで︑

養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

かつて︑パリーの貴珠商たちが︑幸吉の手

尋はやがってんする・ひとりがってん

になる養殖虞珠は︑まがいものであるといった︒

十459

かつて ﹇嘗﹈︵副︶1かつて

ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

十四577鼻血の外で聞いていると︑あなたたちは︑

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒

十四542圓

あひるの子はでかけていった︒

八833園

につぎを考えてください︒

六668

をいうので︑

二3610園

がかってにかんがえておどりました︒

かっちゃんは︑みんなのかおをみて︑に ぶんかつて・みがって
一222 それから︑このうたのゆうぎを︑みんな

こにこしました︒

いきなり

かっちゃんは︑もう一ど林のおくをさ
かっちゃんは︑

どうならぼうか︑

かっ

かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い

かみつきました︒

四627

がしにいきました︒

四622

四4910 かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ 四587 かっちゃんはたのしんでいました︒
四599 かっちゃんは︑どんどんでかけました︒
たということがわかりました︒
四502 力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん 四616 かっちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おいのりを
しました︒
のおちていくのを︑下からうけとめました︒
をだきかかえました︒

四504 ほかのがんは︑右や左からかっちゃん

﹁かっちゃん︑元氣をだせ︒﹂

四505囹 ﹁かっちゃん︑しっかりしろ︒﹂
四506囹

﹁きょうは︑

そいでとんでかえりました︒

四512 はなれてとべば安全なのですが︑いまは︑ 四632
かっちゃんをたすけなければなりません︒

こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ
﹁どうだい︑かっちゃん︒﹂

じゃあ︑かっちゃんは︑三ばんめにし

﹇活動﹈︵サ変︶1 活動する

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

︽ース

かっちゃんが︑わびるようにちょこんと かつどう ﹇活動﹈︵名︶1 活動
十三185 職いは敗れ︑國はけずられ︑臣民の意氣

四648囹

あたまをさげたので︑みんなもわらいました︒

四644

四641囹

るそうににこにこわらいました︒

四639

ちゃん︒﹂

四5110 かっちゃんは︑とぶ力がなくなってし 四638囹
まいました︒

四521 おもいかっちゃんをかつぎながら空を
とぶのは︑よういなことではありません︒

四528 ちょうど︑一まいのもうふのようになつ
て︑かっちゃんをささえながら︑

四548 かっちゃんは︑はねのっけねをうたれて
いました︒

ル︾

かつどう・する

かっちんかっちん石を切る︒

﹇家庭教師﹈︵名︶4

家庭教師

この時計ぜんたいが︑ふたたび活動するこ

かっちんかっちん石を切る︒

かていきょうし

とができたのだと思うと︑

三506圏

六119

三511鴎

のみよりつよいうでさきで︑かっちんカップ5デビスカップ
かっちん石を切る︒

三514圃

よう︒
四549 かっちゃんはねつがでてきたので︑
四559 つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつがかっちんかっちん ︵副︶5 かっちんかっちん

﹁ほんとによかったね︑かっちゃん︒﹂

﹁かっちゃん︒﹂

﹁かっちゃんが︑氣がついたよ︒﹂

ずっとさがって︑
四561園
四562園

四567園

した︒

かって

﹇勝手﹈︵形状︶6

かってεこかつて・じ

めずらしい草花をつみながら︑

四572 かっちゃんが︑立ちあがってはばたきを 三515囲 かっちんかっちん日がくれて︑火花 十五208 それに︑この子どもたちをせわする︑ひ
とりの女の家庭教師がついていました︒
がみえるのみのさき︒
したので︑みんなは大よろこびでした︒
四574 その日のばんは︑かっちゃんの全快い 三518圃 のみの手もとはくらくても︑かっちん 十五2010 このふたりの子どもたちは︑両親や家庭
教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒
かっちん石を切る︒
わいをしょうということになりました︒
十五218 ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑
四577 かっちゃんのすきなおだんごを作りま かって ︵名︶■おかって・おかってぐち

、

381
かっちんかっちん一かていきょうし

かど一かなしい

382

十五223 むれを追いでもするように︑とかく家庭
教師の手からはなれて行きそうにしていました︒
く・ひとかど・まちかど

かど ﹇角﹈︵名︶2 角←いわかど︒いわかどちか
九764 めいめい︑シャベルや移植こてなどを持つ
て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒

﹇下等﹈︵形状︶1

下等

力のこもった角︑まるみのある面︑

十二給1 日のあたるところ︑かげになったところ︑
かとう

十五8311園 あの人たちは下等でもあり︑たいてい
門出

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑
﹇門出﹈︵名︶1

十五悩2 新しい旅の門出︑希望をもって︒

かどで

かな

かな ︹題名︺2 かな

十五33
十五391 かな
﹁ちがったかなをならべたもの﹂ぐらいに

かな ﹇仮名﹈︵名︶5 かな﹇Vかたかな・ひらがな
六号1
思って︑

に大きな発明で︑

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

紙かいにゆく月夜かな

九M3図解

といって︑

十一191

十五64図三家を出て手をひかれたるまつりかな

︽ーテ︾

か

ながわけん

生まれたところは︑神奈川縣のかやま村

十四8211図閣世の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒
かなぐりす・てる ﹇捨﹈︵下一︶1 かなぐりすてる

おじさんは︑きちんと着ていた上着をか

なぐりすてて︑かた手に小さなくつを持ち︑

十五65図圃六つほどの子がおよぐゆえ水わかな
かなあみ

家内

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

みのひとつだになきぞ悲しき﹂

十二710図閣

かなあみにからだをつけるようにし かな・し ﹇悲﹈︵形︶1 悲し ︽ーシキ︾

﹇金網﹈︵名︶1

十五635

かなあみ

十五825

かぜに

ふしぎなくだものを︑水がめや︑ひつく

ながわけん

さめて︑

かなかなぜみ

かなかなぜみも目が

﹇蝉﹈︵名︶1

りかえったかなえなどの間で︑たべたり︑
かなかなぜみ

三503圃

か

うつくしくなると︑

かぐやひめの

天人は︑かなしそうなかおをして︑空を

私は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かな

﹁いや︑いや︑わたしは︑こんなかなし

そうして︑なんだかかなしい思いがこみあ

男は︑下を向いて︑かなしそうにいいまし

少年は︑かなしい思いにしずみながら︑

すると︑かなしくなってなきだしました︒

なつかしいことや︑擁しいことや︑とき

十一696

十五麗10園

おかあさんが︑もし︑かなしいお氣持

いつでもすこし悲しそうにしているの

になられたときには︑

十四151団

いをしなければなりません︒

十四96團あなたのルイは︑たいへんかなしい思

には悲しいことなどもあるでしょう︒

十二969

十一7110

た︒

九577

げてきた︒

八891

いことはありません︒﹂

八4211園

しくてなりませんでした︒

八131

みあげます︒

四梱6

ようすはいつそうかなしそうにみえました︒

三柵5 月が

イ・ーク︾

さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内 かなし・い ﹇悲﹈︵形︶15 かなしい 悲しい ︽−・

﹇家内﹈︵名︶1

て︑ねています︒

三376園
かない

十﹇345圃

家内じゅう

家内じゅうが歓声をあげているといって

﹇家内中﹈︵名︶1

そろって田植えする︒

十二236

かないじゅう

も︑いいすぎではありません︒

どうせ︑足の早いことにかけては︑しかさ

かな・う﹇適﹈︵五︶5かなう︽イ・ーウ・ーワ︾

汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

んにかないません︒

六悩6
九185

すから︑

人のいうことばのわけをよくききわけて︑

もし︑そのわけにかなわないことをすれ
ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

十二889

それによくかなうようにしなくてはならない︒

十二887

かないます︒

十五3911 かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう 十4012囹 世界のために︑きっと︑あなたの願いが

︿略﹀自由にうつすことができるようになった︒

十五401 このかなのおかげで︑日本のことばを︑

なによって書かれた作品である︒

十五403 あの有名な︿略﹀などは︑すべてこのか

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒

十五404かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文 かなえ ﹇鼎﹈︵名︶1 かなえ

大空にのびかたむける冬木かな

九284図魍 ほし草にかげおとしとぶとんぼかな

かな ︵終助︶8 かな
九286口蘭只見

ゆれゆれさきました︒

九293図圃うらがれにおろされ立てる子どもかな かながわけん ﹇神奈川県﹈︹地名︺1 神奈川縣

九291図魍 かい道をきちきちととぶばったかな

383
かなしがる一かねがね

﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

は︑だれもふり向いてくれないからです︒
十五鵬4園

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒
十五 12園 それに︑おかあさん元ちが悲しそうな
顔をしているときでも︑ほおずりをしてもらえば︑

十五槻4 うれしいような︑樂しいような︑悲しい
﹇悲﹈ ︵ 五 ︶ 2

かなしがる

︽ーッ︾

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

なしむ

かなし・む

かなしむ

︽ーム︾εおか

しかし︑それだからといって︑すこしも

﹇悲﹈︵五︶1

十四354
かなしむことはありません︒
かなた

つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた

﹇彼方﹈︵代名︶1

かなづち

かなづちで︑くぎをうっている人も

﹇金槌﹈︵名︶1

九171

かなた

です︒

かなづち

あります︒

三359囹

かなしが・る

んがかなしがっていらっしゃると思うことでした︒

十四69国 いちばんつらかったことは︑おかあさ

かなしげ

らっしゃるということです︒

だから︑人間がいるところには︑かな
﹁自然は︑このむずかしい問題を︑か

かなり

説明のことばなどによって︑かなり生き

生きと表現することができそうである︒

十四871

十五608 心をゆるした間がらのこととて︑両者の

︹題名︺一 カナリヤ

つきあいはかなりひんぱんであった︒

三561 カナリヤ

カナリヤ

カナリヤ

せどの

うたをわすれたカナリヤは︑うしろの

︵名︶4

三562團

カナリヤ

うたをわすれたカナリヤは︑

山にすてましょか︒

三565圏

うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの

こやぶにいけましょか︒

三571團

うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

むちでぶちましょか︒

三574圏

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

﹇蟹﹈︵名︶1 かに

﹇金﹈︵名︶2

金Oおかね・こがね・こがね

金もあり︑からだもりっぱで︑なんの不自

えません︒

十一2710

そんなわずかな金がないということはい

由もなくくらしているかと思うと︑

八468

いろ・はじめてのおかね・はりがね

かね

かにいてすぎの画しずか

九備6図圏

しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話 かに

しずくになるときには︑かならず︑なに
﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず書きそえてあったの

﹇可成﹈︵副︶7

汽車は︑かなり早く走っているので︑青年

一一214囹

しまいまでみていたいとおもいまし

近道というのは︑田のあぜ道で︑とちゆ かね ﹇鐘﹈︵名︶3 かねδつりがね・われがね

たどりついたげんかんには︑おもむきの

たが︑かねがなったので︑やめてきました︒
十五6712

﹁︿略﹀︒﹂とよんだつもりで︑私はかね

あるかねがつるしてあって︑

十五683

﹇予予﹈︵副︶1 かねがね

をカーンとたたいた︒
かねがね

台所の米入れの大きな入れ物もかなり重
絵は︑笹笛で見ただけでは︑明暗はか
すぐ上から大きなうずができて︑それが︑
かなり早くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四667

なりわかるが︑色がわからない︒

十三5711圏

いので︑二三日は困ることもありません︒

十二7410

うに︑かなり深い小川にかけ渡した一本橋がある︒

十一602

のからだはゆれていたが︑

七417

かなり

を見ても︑その愛されかたがわかろう︒

十五615

か︑そのしずくのしんになるものがあって︑

十四641

から組みたてられています︒

十一一一443

ならず解決してくれるにちがいない︒﹂

十三215園

らず詩もあれば︑絵もある︒

十二474園

十四88團 それは︑おかあさんがかなしがってい かならず ﹇必﹈︵副︶5 かならず 必ず
﹇悲﹈︵形状︶2

十四932 雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ

かなしげ
りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四935 美しく火のともった家々の前を︑そろそ
ろとかなしげに通って行きながら︑

かなしみ ﹇悲﹈︵名︶7 かなしみ 悲しみ

三描3 ふしのくすりと手紙は︑かえってかな
しみをますたねになるばかりでしたので︑
もいたみも︑あとなくぬぐわれます︒

十一1710 わきあふれるなぐさめの泉に︑かなしみ

じみとしたそのちょうしに︑

十一787 愛情とかなしみとのまじりあった︑しみ

に胸をさされました︒

十二388 生まれてはじめて︑くやむ心と悲しみと

十二476園喜びや︑悲しみや︑演説や︑歴史やを
美しく舞台にあらわそうとする望みもあるのだ︒
希望の帰ってくるとき︒

十三59 長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑

十四97国 かなしみのために︑おからだをおいた
めになるなんて︑

かねたいちろうさま一かぶばり

384

いってきている日本の学徒︑︿略﹀くんでしょう︒

十五547園きみは︑かねがねジョルダン博士から
かねたいちろうさま ︹人名︺ 1 かねたいちろうさ
．ま

九474團 かねたいちろうさま︒

少年が女の子を後にかばうようにして︑

で女の子をかばい︑

十五309

かばん

このかばんにはいるんだよ︒﹂

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

の花が︑三本かざつてありました︒

十一435

﹇株﹈︵名︶3

かぶ5きりかぶ・こかぶ・ひ

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

八鵬3 3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

いていました︒

八三2 1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ

なかぶは30本もありました︒

八価9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑置き

とかぶ・ひゃくごじつかぶ

その中で︑女の子を後にかばいながら︑ かぶ

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑
十五3112

﹁さあ︑

かばんをあけてなかをみせますと︑

﹇鞄﹈︵名︶10

少年は苦しい寒いを続けていました︒
かばん

一465

かねたいちろうどの ︹人名︺ 1 かねたいちろうど
五164囹

﹁︿略﹀︒﹂といって︑私たちをみんなかば

にわとりが︑かぶのはっぽをたべてい

こんな話で︑かばんの中はにぎやかです︒ かぶ ﹇蕪﹈︵名︶1 かぶ
る︒

かぶき

能は︑︿略﹀︑かぶきや︑ほかのしばいとも︑

いろいろちがうところがあります︒

十633

﹇歌舞伎﹈︵名︶1 かぶき

四142

五1610

ふくろの中からだされて︑ほっとしている

﹇花瓶﹈︵名︶3

かびん

かぶとむし

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

﹇被﹈︵下一︶3

かぶせる ︽ーセ・ーセ

正方形の一まいにのりをつけてつつにか

首のところだけのこして︑もんだ紙にの

首のほうからもかぶせてまるくしてから︑

こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

﹇兜虫﹈︵名︶1 かぶとむし

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

十二507

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十二506

ぶせる︒

十二502

ル︾

かぶ・せる

のようなものがひと皮かぶさっており︑

十四738

かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ かぶさ・る ﹇被﹈︵五︶1 かぶさる ︽ーッ︾
はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

そのほかの友だちが︑落ちているやまだの
やまだの顔をみると︑きゅうにまたつんと
カビヲチョウダイ
﹁カビヲチョウダイ︒﹂ときこえたので︑

一

なって︑だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

九964

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

九912

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

九481

のかげにかくれた︒

七59

くる男の子かな︒

七51園かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って

た︒

と︑こんどは︑また︑かばんの中にいれられまし

五1910

んにいれました︒

五165

といって︑私たちをみんなかばんにいれました︒

の

どのと書いて︑こちらを裁判所としますが︑

九708園 これからは︑はがきに︑かねたいちろう

ねもち

かねもち ﹇金持﹈︵名︶5 かねもち 金持与おか

三皿6 おじいさんのうちはだんだんかねもち
になりました︒

︽ーイ・ーウ・iッ︾

かびをちょうだい

五724囹 わたしは金持のおくさんもいやになった︑
女王になりたいつてたのんでおくれ︒

五735園 おばあさんは︑もう金持のおくさんはい
やだ︑女王になりたいといっています︒
いました︒

八373 あるところに︑金持の王さまがいらっしゃ
八467 金持だと思うとからだがよわかったり︑か
らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑

かばう

かねる・ときかねる・まちかねる・わかりかねる

かねる Oいただきかねる・ことわりかねる・たまり

﹇ ▽ お し め カ バー

かば ■しらかば
カバー
﹇ 庇 ﹈ ︵ 五 ︶6

かびん

︿略﹀︑みんなで大わらいをした︒

七355 私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう 六鵬3圓

かば・う

﹁︿略﹀︒ ﹂ と い っ て か ば っ た ︒

をかばうように両手をつっぱりました︒
八701

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

八1810

先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり かぶばり ﹇株張﹈︵名︶1 かぶばり

ありました︒

十419 うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑ 三344囹まつ白なかびんに︑赤い花がさして
幸吉をかばい︑苦しみにたえて︑

十五2911 少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手 五778

385
かぶり一かべしんぶんだいいちごう

十一363圏 日はまた照って水たっぷりと︑いねの

かぶり

かぶばりこのうえもなく︑

かぶり ←ねこかぶり
﹇頭﹈︵名︶1

十二2912 民ちゃんをだいてやろうとすると︑かぶ

かぶり

﹇被物﹈︵名︶1

かぶりもの

り を ふ っ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂というのでした︒

かぶりもの

﹇被﹈︵五︶10

かぶる

︽ーッ・ーラ・ーリ︾

いまのものとずいぶんちがっています︒

十二価4 この人たちの着物やかぶりものなども︑
かぶ・る

四837 赤いふくをきて︑三かくぼうしをかぶ
り︑まつ白なあごひげをつけた
びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

五714 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか
六283 ぼうしもかぶらず︑がいとうもきていませ
ん︒

七58園 きょうは︑ぼうしをかぶっているな︒
しを︑そばの人の手に渡した︒

かふん

おしべのかふんがめしべにっかないよう

うになって︑汽車でねむっていた︒

十三96
なくふうと︑

かふんがめしべにつくときはよくみのる
ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ

が︑つかないときはみのらないことを︑

十三98
十四5911園
ちしてあげなかったら︑
かべ

ところの

かべには︑

十四969 その火の光のさすところは︑かべがきぬ

のようにうすくなって︑

しかのこっていなかった︒

十四978 女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ

十五撹1園 かべをたたき落し︑屋根をもちあげる

かべいたもふきました︒

﹇壁板﹈︵名︶1 かべいた

ほどの喜びをこしらえているのですよ︒
かべいた

﹇壁際﹈︵名︶1 かべぎわ

五807
かべぎわ

とりついてぐんぐんおしていって︑かべ

ぎわにおしつけてしまったりします︒

十二2611

かべ新聞

かべ新聞⁝⁝⁝五十六

かべ新聞

﹇壁新聞﹈︵名︶4

私の学級では︑來週から︑かべ新聞を発行

こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まいは

﹁些しい学級は︑かべ新聞から︒﹂

ることになりました︒

六573

することにしました︒

六562

かべしんぶん

六561 六

六31 六

えが かべしんぶん ︹課名︺2 かべ新聞

できあがったものをうしろのかべには

ははあ︑ぞうはかべとおなじだ︒

﹇壁﹈︵名︶19

二353園

かべ

りました︒

三216

あがった

はってあります︒

三324園

やねも︑かべも︑はしらもかきました︒
まわりのかべに︑石炭がでています︒

四231団
五355

まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい
ろな時計がたくさんならんでいる︒

六56

﹁さあ︑その白いかべに︑プリズムでわ

六694

エ
カカ
り

﹇壁新聞係﹈︵名︶1

このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて

六571 かべ新聞

一号

︹題名︺

1

かべ新聞第

かべ新聞第一号は︑一組でつくることにな

﹇壁新聞第一号﹈︵名︶1

第一号

かべしんぶんだいいちごう

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六658

ゆコ

かべ新聞

六582
右がわのかべに︑電話がとりつけてある︒

看護婦が十字かぞうをかべからはずしま

ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑ かべしんぶんがかり
ランプはかべにおかけなさい︒

りあわせたものです︒

十三374

十四118團

日のあたっているかべや屋根をすかして

かべに耳あり︒

六564

かべ新聞第一号

かべしんぶんだいいちごう

かべや屋根が拝せられると︑

かべにこすりつけて︑火をつけた︒

十四816図
十四951

女の子は︑︿略﹀︑もう一本のマッチを
とってかべでこすった︒

十四966

十四7212

見ると︑

十四7211

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

十三604

した︒

十一904

けた光を写してみますよ︒﹂

七4311 そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう 十205園

ちが︑ならんでせんたくをしていました︒

十142 手ぬぐいのようなものをかぶった女の人た
十三377 三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん
で來て︑受話器をとる︒
けていました︒

十四4810 頭から大波をかぶっても︑平氣で歌を続

十五佃7園あすこに︑ずっと後の方に︑ベールを
かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒
﹇花粉﹈︵名︶5

十五稲8光いよいよベールをかぶって︑﹁︿略﹀︒﹂
かふん

五498圃 のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ
風のせてでる︒

七412 ちょうど︑かふんにまみれたみつばちのよ

かぼそい一がまんする

386

りました︒

﹇細﹈︵ 形 ︶ 1

かぼそい

︽ーイ︾

あんな

かぼちゃ

十一169 ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

かぼそ・い

カボチャ

も︑ききもらさない︑その耳︒
﹇南瓜﹈︵名︶23

三493圃 かぼちゃの 花が さきました︑

かぼちゃ

ところにさきました︒
ふたつさきました︒

三501圃 かぼちゃの花がさきました︑はかげに
六609圖 力ボチャノハナガー七 サキマシター
1五 アンナトコロニー七
とりどもはひなたぼこ︒

十一407圃 ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

は︑私のものだと思います︒

十四554園だから︑私は︑やっぱりそのかぼちゃ

まのほをしいて︑その上にねるがよい︒

三487園早く川の水でからだをあらって︑が

かま・う ﹇構⁝﹈︵五︶8

かまう

︽ーイ・ーッ・ーワ︾

十四565園私が運んであげなかったら︑りっぱな かまい ⑫おかまい・おかまいなし
かぼちゃの実にはなりません︒

八895園

﹁ええ︑かまいません︒﹂

しかし︑かまわない︒
九7011囹︺

だから︑私は︑そのかぼちゃは︑全部

そんなこと⁝⁝かまわないよ︒

﹁かまわない︑おれはたべてやる︒﹂

このランプは︑石油でもきはつ油でも︑

養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒

十四542園

どちらをおつかいになってもかまいません︒

十四117国

十三412園

十709園

私のものだと思います︒
いったい︑かぼちゃは熱帯地方のもの

十四572園

です︒

この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた

十四5711園

十四588囹

いようですが︑やっぱり︑この大部分は．水です︒

しかし︑土にはえていないかぼちゃな

んて見たことがない︒

十四595園

かまえる

かまくら
﹇鎌倉時代﹈︵名︶2 鎌倉時代

﹇Vまちかまえる

かまくらじだい

鎌

物をたべているときは︑だれにもか

まっていられません︒

十五935園

きおいで少年にとびかかって來ました︒

十四601園だから︑あのかぼちゃは︑みんなぼく 十五298 きずのいたみもかまわず︑おそろしいい
このかぼちゃは︑だれのものとも︑簡

のものだといってもいいのです︒

十四615園

かぼちゃの花

このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人 かまえ 5こころがまえ・みがまえ

軍にはいえませんね︒

十四618囹

︹題名︺1

間にあげてしまっても︑

かぼちゃのはな

十四2210 それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ
ボチャも︑外國語であったとお話しになったので︑
ルとカボチャはカンボジア語だといわれている︒

十四241園 タバコ︑カルタはポルトガル語︑キセ

晩のことでした︒

十四512 ある家の︑かぼちゃのとりいれまつりの

かぼちゃの花

﹇窯﹈8すみがま

がましい

むさしでがましい

して代表的なものです︒

かまくら

十二柵7 ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと

藝術の中で︑

倉時代

三492

ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ

十四515囹 このかぼちゃはだれのものか︒

かま

がふきでています︒

五349

十二研2 平安時代の終りから鎌倉時代にかけての

す︒

十四524園もちろん︑このかぼちゃは私のもので かま ﹇釜﹈︵名︶1 かま
十四526盤根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ
りませんが︑それだけでは実はつきません︒

九628

がま

三364囹大きなかまどがふたつもあります︒

シ︾

チルチルがまんができなくなって︑

がまん・する﹇我慢﹈︵サ変︶3がまんする︽一

又略﹀︒﹂

十五986

母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに がまん ﹇我慢﹈︵名︶1 がまん

大きなかまをとりだして︑ザックザックと

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九3811團

ひっかけるようにして︑

九386団長い竹ざおのさきにかまをくくりつけて︑かまど ﹇竃﹈︵名︶1 かまど

十四528園花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ かま ﹇鎌﹈︵名︶3 かま
て︑かぼちゃの実がつくのです︒

十四5210囹 こんな︑十キロもあるような大きなか
ぼちゃでも︑

まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒

十四5312囹 とちゅうから︑黄色くなって落ちてし

﹇蒲﹈︵名︶1

やまねこのまえのところの草をかりました︒
がま

十四543囹 だから︑このかぼちゃは︑全部私のも
のだと思います︒
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がまんつよい一かみころす

六伽7 かくれているうさぎさんたちは︑おかしい
﹁さぶろうさん︑もうすこし︑がまんし

の を が ま ん し な が ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

七364囹
ていらっしやい︒ ﹂

﹇我慢強﹈︵形︶1

がまん強い

︽一

十四86團 つらいのをがまんして生きていきます︒
イ︾

がまんつよ・い

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十三262 誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

つひとっことばをかきつけました︒
﹁ぴかぴかのかみかしら︒﹂

一まいの紙で︑いろいろなものをおる

三736園︺

三945
この

一まいの紙が︑いろいろなかたち

ことができます︒

三954

材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六柵5

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

ごでまにあわせました︒

そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

ときにつけたすじがたてについています︒

六佃11

六佃2

じっさいに紙の上でいろいろとまげぐあい

で上と下とまん中をはりつけました︒

をしらべ︑ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六佃5

紙が︑くるくるまいをしてとんでいる︒

九43 白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感

七572

首のところだけのこして︑もんだ紙にの

じになります︒

十一一504

舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十二5410

絵をかく人と︑それを木にほりつける人

を作っておく︒

十一一川11

正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

と︑紙にすりあげる人との共同作品なのです︒

十三356

紙をもてランプおおえばガラス戸の

春れんがはりつけられる︒

外のつくよの明らけく見ゆ

十五128衝重

いれたり︑

﹇噛切﹈

︵下一︶ 1

かみきれる

︽一

ためしに︑私は︑妹のいっていることばを︑

かみきれを

﹇紙切﹈︵名︶2 かみきれ 紙きれ

かみころ・す

﹇噛殺﹈︵五︶− かみころす

︽ース︾

れないで︑のこっている葉がありました︒

七841蔓草をくいとったあとをみますと︑かみき

レ︾

かみき・れる

紙きれに書きとめてみたのです︒

十489

いれたりする小さな子がいたら︑

三922 くさをちぎって

かみきれ

一まいの紙に︑字をかくこ

一まいの紙に︑えをかくことが

また︑この

この

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒

三957
できます︒

三966
とができます︒

三979心に思ったことは︑いつのまにかきえ

﹇上﹈畢かわかみ

かみ ﹇神﹈︵名︶8 神里うみのかみ

てしまいますが︑紙にかいたものは︑いつま

かみ

六879囹海の神のこてんです︒

紙にかいたおはなしは︑いつまでもの
一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ
紙にかいた字を︑どこへおくってあげ
どんなとおいところでも︑紙は︑字や
私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい
このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて
きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき

ときこえたので︑

六価2囹﹁紙をちょうだい︒﹂というのが︑﹁︿略﹀︒﹂

りきりとまいて︑動かないようにした︒

六梱7

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六658

にかいておこうと思いました︒

五594

えをはこんでくれます︒

三991

ましょう︒

三987

りましょう︒

三985

こります︒

三983

でものこります︒

えてくださるでしょう︒

六883囹 すると︑海の神は︑きっといいことを教

る︒

六908 正面に︑海の神がこしをかけていらっしゃ

人に︑﹁︿略V︒﹂

六959海の神は︑しばらくお考えになって︑女の

にさしあげる︒

六973 女の人はつりばりを水であらって︑海の神

しながら︑

六975 海の神は︑ほおりのみことのまえにさしだ
十五749 神の目から見れば世界の人類はすべてそ
の愛する子どもなのだから︑

十五775図神は︑みずから多くる者を蒼く︒
いのかみ・いうがみ・おてがみ・からかみ・ぎんが

かみ ﹇紙﹈︵名︶30 かみ 紙尋あつがみ・いちま
み・ちよがみ・てがみ

一164 かみもっかいます︒

六柵4

一4710 おとうさんのもっていた四かくなかみ 六伽3
﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいに
に︑まるいおおきなはんをおしてくれました︒
くいらしい︒
一一114 そこで︑みんなは︑小さなかみに︑ひと

かみさま一かめ
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九幽11 かくれていて︑ほかの虫がひっかかると︑
﹇神様﹈︵名︶13

かみさま

神さま

いきなりとびついてかみころすなんて︑
かみさま

﹁かみさま︑どうぞなかまをたすけて

ください︒﹂と︑おいのりをしました︒

四617園

六911園海の神さまに︑申しあげます︒
六982調革 だいじなだいじなつりばりが︑でてき
て神さまお喜び︒

六期9うさぎさんたちは︑いっしんになって︑神
さまにおいのりをしました︒

︽ーイ．一座．

ーキ・ーコ︾

かっちゃんは︑

かみつきました︒

四627

いきなり

へびの

くびに

すずとかけて︑なんととく︒かみなりと
﹁︿略﹀︒﹂という︑それこそかみなりのよ

かみの毛

かみふうせん ﹇紙風船﹈︵名︶1 紙ふうせん

かみやま

もおることができます︒

三952 きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど

あきた

お

が

かみやま

もとやま

秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

︽ーム・ーン︾

子がもが二百ぱ︑こ米が一びょう︑子が

﹇噛﹈︵五︶5 かむ

小さなありでも︑力まかせにかんだので︑

ほかのうさぎがかんだのです︒

︵五︶3 かむ ︽ーム︾

﹁はなをかむのかい︒﹂といったのであ

﹁はなをかむ︒﹂ということばを︑その

﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

いただいた

﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑し

︵感︶一 カムイン

かめ﹁うらしまさん︒﹂

かめ
四撹7

﹇亀﹈︹話手︺15

かも力強い声に︑

十五538囹

カムイン

六柵4

ようにいったことがあるのではない︒

六芸1園

る︒

六鵬8園

か・む

ちをおどしたりかんだりします︒

八104 おこったりすると︑赤い口をあけて︑私た

七942

かりうどもびっくりして︑

六1610

四688子がもこ米かむ︑かも米かむ︒

もこ米かむ︑かも米かむ︒

四687

か・む

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十一一578

ら九十九だんの石だんができている︒

十二575

二つの山がある︒

十二574

もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい かみやま ﹇神山﹈︹地名︺3 神山 神山
﹁あんまり大きすぎてみっともないから︑

あひるの子の首すじにかみついた︒

八682
八686園

かみて

﹁自分がみにくいので︑いぬもかみつこ

あひるにはかみつかれ︑にわとりにはこず

かみつきたくなるんだよ︒﹂

八717
きまわされ︑

八758園
うとしない︒﹂

とく︒

六型2

かみのけ

そうして︑ひょうが降ったり︑かみなり

うな声がひびきました︒

十四686

が鳴ったりします︒

﹇髪毛﹈︵名︶4

かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑

かめ﹁このあいだ︑

かめ﹁うらしまさん︒﹂

たすけて

四佃6

四麗9

かめ

黒いかみのけがふさふさして︑まるい目
十一6912

その子のきれいなかみの毛は︑両かたに
まつわりつき︑

十四931

が二つあって︒

五8611囹

三川2 あまりしんぱいしましたので︑かみのけ
が白くなり︑こしもまがってしまいました︒

かみのけ

かみて半分

ありはなんにもいわないで︑おもい足どり

﹇上手﹈︵名︶1

﹇上手半分﹈︵名︶1

かみて半分はありのいえの中︑しもて半分

はそとになっています︒

六261

かみてはんぶん

でかみてにさっていきます︒

六254

かみて

十一9010二神さまがきみをまもってくださるだろ
う︒

﹁なにかが︑神さまのところへ行くの

十二421園 どうぞ神さま︑おまもりください︒
十四994園
だ︒﹂と︑女の子は思った︒

十四996 星の落ちるときは︑なにかのたましいが
神さまのところへのぼっていくのだと︑

かみつく

四708

十四9912 そのマッチの火の中で︑もうとっくにわかみなり ﹇雷﹈︵名︶3 かみなり
かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒
ようにのぼって行った︒

十四皿1 上の方へと︑神さまのおそばへ行くかの

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

十四撹7 その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園

物を着てついています︒

十五鵬10囹 むかしの神さまのような︑金ぴかの着

﹇ 上 ﹈ 几 ﹀おかみさん

守っているのです︒

十五佃8園 みなさん︑私は神さまのおいいつけを
かみさん

四848 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん

かみしばい ﹇紙芝居﹈︵名︶1 紙しばい

﹇ 噛 付 ﹈︵五︶5

が︑おもしろい紙しばいをしました︒
かみつ・く

389
かめ一かや

かめでございます︒

四鵬10 かめ﹁おかげさまで︑このとおりじょう
ぶになりました︒

四悩9．かめ﹁お礼にりゅうぐうへ おつれしよう
と

四価5 かめ﹁さようでございます︒
四描2 かめ﹁ごあんないいたしましょう︒﹂
かめ﹁ごらんなさい︒

四鵬6 かめ﹁もうじきでございます︒﹂
四鵬9

四柳3 かめ﹁あれがりゅうぐうのこ門でござい
ます︒

けください O

四㎜8 かめ﹁ここがりゅうぐうでございます︒
四㎜4 かめ﹁さあ︑どうぞそのこしかけにおか

ます︒

四柵2 かめ﹁このかたがうらしまさんでござい
四川8 かめ﹁りゅうぐうは いつも こうなのです
よ︒

ましょう︒

四宙10 かめ﹁わたくしがまた︑おともをいたし

十一一㎜4 形も︑かめや︑はちや︑いろいろのもの

かめ ﹇瓶﹈︵名︶1 かめδみずがめ
があります︒
かめ

すずめめだかかめめじろ1

﹇亀﹈︵名︶22

ニー68

かめ

四965 四人の子どもが︑一びきのかめをとり
まいて︑あそんでいます
かめを

四967園 このかめをころがしてあそぼう︒
四972 かけ声を かげながら︑ みんなで
ころがします︒

るのです︒

四976囹 おもしろいから︑かめをころがしてい

四985園

そうだ︑わたしにこのかめをうって

うらしまは︑かめをだきおこして︑せな

このかめをうりましょう︒

くれないか︒

四㎜5

四994囹

かめは︑手でなみだをふきながら︑なん

かをさすって︑

四㎜8

うらしまは︑かめのうしろすがたをみお

いってしまいます︒

かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の

どもおじぎをします︒

四棚6
方へ

四棚9
くります︒

そこへかめがでてきます︒

四僅3でる人うらしまたろうかめ
四繊6

かめがよびかけても︑うらしまは︑︿略﹀

いって︑大きな

四㎜1

かめは︑すぐそばまで

ので︑氣がつきません︒

四書3

このあいだ︑たすけていただいたかめ

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

四m6囹

かめは︑うらしまの手をとって︑そこら

でございます︒

四三3

そこへ︑かめがうらしまをあんないして

をぐるぐるとあるきまわります︒

四柵6

四㎜7園 かめさん︑かめさん︒

四柵7囹 かめさん︑かめさん︒

四柵5園 おや︑だれかと思ったら︑かめさんか︒
﹇鴨﹈

︵名︶5

かも

こがも

四鵬8園 あのかめさんかい︒
かも

も

こ米かむ︑かも米かむ8

四687
子がもが二百ぽ︑こ米が一びょう︑子が

八724
そこにはかもが住んでいた︒

八726
朝がた︑かもがとびおきた︒

八728﹁︿略﹀︒﹂と︑かもがいった︒

︵終助︶1 かも

九421圏
かももきました︒
かも

﹇貨物自動車﹈︵名︶1

にばらがまっかにさいてけるかも

貨物自動

十五145図魍
目をあけてつくづく見ればばらの木

車

かもつじどうしゃ

貨物列車

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

﹇貨物列車﹈︵名︶1

これは貨物船です︒

﹇貨物船﹈︵名︶1 貨物船

五千ばのつばめをつんできました︒

九218

五331

かもつせん

かもつれっしゃ

やってきます︒

五326 おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

八568 波うちぎわのかもめが目について︑それに

んのりふじの山︒

四伽6圃 かもめすいすいとんでいく︒
四価3圃 かもめすいすいとんでいく︑空にほ

このあいだは︑うちのかめをおたすけ かもめ ﹇鴎﹈︵名︶3 かもめ

はいってきます︒
くださいまして︑ありがとうございました︒

四m6園

いきます︒

四川4 かめはそのそばにならびます︒
四備5 かめがたまてばこをもってきます︒
四冊3 かめが︑うらしまの手をとって︑でて

﹇権﹈︵名︶4 かや

氣をとられて︑

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九543 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

かや

かめさん︑かめさん︒

かめさん

かめさん︑かめさん︒

﹇亀﹈︵名︶6

四㎜4囹

かめさん

四㎜4園

空は一きれもみえず︑

九546 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青
九552 まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木
の森でかこまれていました︒
ランガランとひびき︑
かや

九634 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ
﹇蚊帳﹈︵名︶1

九262圃 かあさんがぼんやりみえるかやの中

かや

六糊1 うさぎさんたちがあまりガヤガヤ話をする

がやがや ︵副︶2 ガヤガヤ
ので︑目をさましてしまいました︒

十五322 そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤガヤ
という人声が聞えてきました︒
九656 もうみんなガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑

がやがやがやがや︵感︶3ガヤガヤ︑ガヤガヤ

かわからなくなりました︒

九669 ガヤガヤ︑ガヤガヤ︑また︑なにがなんだ

ヤ
﹇蚊帳越﹈︵名︶1

かやこし

やまねこがさけびました︒

十352

人々の間に︑友だちとして心のかよった

佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよった︒

十五802

お月さまが︑くもからでてくるとこ

二536 かあさんは︑さちこからりんごをもらい

二467園

﹇画用紙﹈︵名︶2

二553

ねどこにはいってから︑こんなことを

R囹 いちろうにいさんからもらったのです︒

ぼくは画用紙をとりだした︒

画用紙

六梱4

つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

おつきあいができるようになったのは︑

六川9

からδかいがら・なきがら．

三432

白うさぎが︑島からむこうのりくへ

もしろくあそんでから丘をおりてみ

︑デビッドはいすからおりて︑つまん

ぎ

三231
ひろがって︑どこからどこまでつづい
三313囹
でいます︒まどから光がさしこんで
三422 さんが︑左のかたからはなれて︑麦ば

三95圏
あまちゃの中からひょっこりと︑
三1310 ばは︑きたない心からうまれてくる
三142
ばは︑きれいな心からうまれてくる
三176 はんたかのからだから︑きれいな光が

﹇殻﹈︵名︶2

この土の上に白くみえているのは︑むか
ここで︑いままでの作文のからをぬぎさっ

三715

バラは︑だいどころからほうきをもって

三633
三72一

からOあさからよるまで・おりか

でました︒﹁まどからのぞいてごらん

た︒﹁これ︑どこからやってきたの︒

︵格助︶㎝

ら・がいこくからきたことば・かずおのてちょうか

三741園

から

三747園

三752園 の光はお日さまからやってきたのね
三996園 が大きくなってから︑それをみるの

ら・がっきゅうにっきから・それから・ひとつのこ

一385 こいぬが︑むこうからころげるように

うひとつのことばから︑おもいだした
一318

三湿4 そだてました︒それからというものは︑
一559 いって︑ぽけっとからうずらのたまご

三梱1

三柵10

り︑へいのすきまからのぞきこんだり

三佃8 そののち︑みかどからたびたびお手紙
三㎜1 る年の春のころから︑月のきれいな
三柵4囹 夜には︑月の國からむかえがきて︑
三備1 た︒そのうちに︑空から大ぜいの天人た
三階8 けむりが︑山の上からいつまでもいつ

一574
うだいです︒きしゃからかけおりて︑手

して︑かきねの上からのびあがってみ

一407 v﹁︿略﹀︒﹂つつじからないてる︒﹁︿略

とばから・みるから・やぶからぼう

て︑新しい世界にふみだしていこうと思います︒

十564

し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九796囹

ぬけがら・もみがら

から

とまいた︒

がようし

九677 頭のとがったのが一﹂ガヤガヤ︑ガヤガ
かやこし

ながわ

九294図魍 かやこしの電燈のたまみておりぬ
か

一614うちゃんはふくろからだいやもんどを

けん

︒おばさんのうちから︑大きなりんご

十一191 二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川

ニー31

一628わすと︑山のうえから︑おおきなお月

かゆい 3はがゆい

ニー76園そびました︒﹁口からたべて︑おなか

の知らせば︑ここからきます︒学校に

︽ーウ・ーッ︾

四46

たべて︑おなかからだすものはな
ニー96 りがいったことばから︑おもいついた

通う

U園

四906 学校へかよう子どもたちのことを思っ
て︑おもてのとおりをさっさとはく︒

二378魍圏 小さむ︒ 山から小ぞうがとんで

四127 ︒とおいとおい町からだいじなものが
四147 さしているところがら︑小鳥がとびた

たりします︒ここから︑とおいとおい

じゃさんです︒あさからばんまで︑トッ

の場所も書きました︒
帰ってきました︒

六709 そこへ︑中学校に通っているねえさんが︑

︒﹁きのう︑学校からかえるとき︑く
二375園

四124

﹇ 通 ﹈ ︵ 五 ︶5

一一

四95

かよ・う

T4

ています︒これからうんどうかいを
二248園

かよう

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒

かやまむら ﹇栢山村﹈︹地名︺1 かやま村

〉。

きしにあがってから︑かずをかぞえ
二293園

一一

六692 一ばん遠くから通っている子どもの名や家

P7

かや一から

390

391
から一から

五56

五51

うがして︑いわの上からとびおりて︑さか

大きくなる

に︑小さいながれ山から川のあかんぼが生

いつけました︒それから一週間もたったこ

いやりました︒それから三日ほどたって︑
五7411

五722

はしゃいで︑川は山からかけおりる︒川は

五862

五8510園 おまつさんはあとからきますよ︒﹂﹁︿略

五7910

五786 が自分のうちのにわから︑持ってきてくれ

五510

りるかたがすんでから︑ごじゅんにお乗

五892圏圓

川は山からかけおりる︒小石

五58
五88園

﹁︿略﹀︒﹂﹁むこうからきた汽車とすれち

五153

︑私たちをかたはしからしらべていって︑

紙です︒私も︑いまから旅にでかけます︒

五937

五934

ました︒むこうの山から︑大きな月がのぼ

もたちをみおくってから︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

五911 ︿略﹀︒﹂こういつてから︑りょうかんさん

五896圃圓

やんは︑十五ばんめからわきにそれたか

だよ︒

高い山からたにそこみれば︑

五㎜3園

五969園

﹁ひわさん︑これからぼくの子だよ︒い

りましたね︒かごからだして︑にがして

五9511 せんでした︒あたまからせなかにかけて︑

い︒ うらの山から海べをみれば︑

だったのに︑それからは︑みんなにごに

ちていくのを︑下からうけとめました︒

五2811園
ちゅう︑よその人からもらったんです︒

五288囹
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁先生からかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五 7 かくれました︒どこからか︑しじゅうから

五悩1 いが︑くらい木の中からきたので︑ひわが

んは︑電車をおりてから︑元氣にあるいて

のがんは︑右や左からかっちゃんをだ

五312園しいんです︒これからも︑いつもやりた
五314園の人は︑トランクからこの本をだして︑
五325ます︒おや︑むこうからも長い︑長い貨物
五338ます︒どのえんとつからも︑けむりが︑む

六1211

六1111 ちょっと耳にあててから︑ガラス戸だなの

そび﹂これは︑上からよんでも下から

上からよんでも下からよんでも︑おな

は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心からまんぞくした︒

︿略﹀︒﹂ありは︑心から木の葉におれいを

六187 らく音樂がつづいてから終ります︒しきし

六175 って︑大いそぎで木からとびたっていきま

六161

六75 どもがふたり︑おくからかけだしてきた︒

五㎜11 かましい音が︑あさからばんまでひびきま

︑さんちゃんが学校から帰ってきました︒

五3410にかけたかまやなべから︑ゆげがふきでて

いても︑おかってからはきはじめて︑

になると︑ひたいからゆげがたつ︒ほ

︒ぼくはねえさんから︑よくうたをおし

六304 あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ

五394託けれども︑中ほどから下は︑雪がありま 六263

︒﹂﹁生まれたときからせわはしてきたが

でもね︑そのたねからめがでなかったら

六38一

六376 ﹂の字のはねたさきから︑雨だれのような

六342園 にかくれて︑ここからはみえないよ︒﹂

ころ︒あり一まどからそとをみて︑﹁︿略

五435圏

六3210 が︑びっくりしてすからとびだし︑空をみ

︒そのとき︑しもてから︑ありが三びき︑

もくと︑えんとつからすすがとぶよう
っている雪を上からみると︑白くて︑

いく︒海のはてから白い雲︑白い

六216

ぶと︑そのうしろから︑おとひめさまが

五551

五519圏

五643園

五612園

ルデイングのあいだがら︑とびあがってく

た︑いわのうた︒山から川のあかんぼが生

まつの木のうしろから︑ひとりの女が

て︑食事をすませてから︑またちょっと︑

ていますと︑どこからか︑よいにおい

すと︑ぼくはまどからかおをだして

五研8

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂をつかう

まのがんが︑へびからぬけだそうとし

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂をつかう

五352 ︒あのガスは︑なにから作るのでしょう︒
五363のです︒ガスも石炭からとれるし︑そのほ
五364いろのくすりも石炭からとれます︒私たち
五383に︑先生のお友だちから手紙がきました︒

いてきました︒下からねらわれている
︒﹂みずうみのほうから︑風がふいてき

五爵7 むまねなどを︑つぎからつぎへときかせま

︒﹁︿略﹀︒﹂下の方から︑てっぽうの音

﹂そのとき︑下の方から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑う

五182

のあさ︑やっと汽車からおろされ︑自動車

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁川から水がわきあがって

五113園

四245團
がいなくなってから︑もう半年もた
四272團 くれたら︑かごからはなしてあげる
四296 な︒となりのうちから︑うさぎをもら
四316團
︒﹁きのう︑学校からかえるとき︑雨
五195

た︒﹁としおくんから手紙がきたよ︒﹂

ました︒ふくろの中からだされて︑ほっと

四177 がみえるの︒学校からかえったら︑お
四197いての人をきめてから︑文を書きまし
した︒あのまどから︑にいさんとよ
四232團
四235團
ど︑いつおふねからおかえりですか︒

五141囹略﹀︒﹂﹁とまってから︑おりるんだよ︒

なたがたは︑これから︑りっぱなこと
四403園
四436 した︒けさも早くから︑三十ぱのがん
五198

た︒よく木のかげからねらいうちをさ
五208囹

4129127110959492919079了了66666253515050494948

725143462957757143624

五3010園
じめてです︒まえからも︑やりたいと思

五279

五255囹

四4510ん
囹 ばんだよ︒あとからなにかおっかけ

五四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四

六398園 たのしごとはこれからよ︒わたしたちの
六412 ルデイングのあいだがら︑つむじ風のよう

六419囹かかしさん︑いまから帰るのよ︒﹂子つ
六522 ました︒月はいま雲からでて︑値いそぎで
六549囹 さまを枝のあいだがらみてごらん︒﹂ふ

六562 私の学級では︑來週から︑かべ新聞を発行
こ

くる朝︑おとうさんから︑﹁︿略﹀︒﹂ときか

六582 い学級は︑かべ新聞から︒﹂ 雪の朝

＿』

！、

！、

109

109

七396た︒それから︑つぎからつぎへ︑﹁︿略﹀︒﹂
七411 ︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑せ
七411を︑頭から︑首すじから︑せなかから︑腹
七411首すじから︑せなかから︑腹までふりまか

ウエオ︑カキクケコから︑じゅんじゅんに

七419持よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

ふしぎふしぎ︑はなからでる音は︑ナニヌ
おじさんからたこをいただきま

るまで︑みんなはなから声のでる音ではな
たこ

たろうさんが︑わきから︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

りました︒なが四角から︑ま四角に切る切

弟は︑二三日目えから︑かぜぎみである

いか︒それは︑ここから百メートルもはな
︑しょうじのあいだがら顔をだしている︒

のたまを持って︑目から遠くはなした︒す

七256園

七253園

七234園

七185園

七103園

七910園

がら︑兄﹁たまごから小さい虫になるの

をとってしらべてから︑なん日ほどたっ

いを早くすませてから︑お遊びなさい︒

い︒よくみのってから︑油をとるんだか

ると︑こっちの岸から向こうの岸へ︑船

が︑わたしのそばからさっていった︒﹂

七456 ︿略﹀︒﹂そういってから︑老人にぼうしを
七465 ︒私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそ
七598して︑まりが︑そとからとびこんできた︒
七663る人が二三人︒ふろからみてる十三夜さん
七762園す︒﹂乙﹁さきほどから︑さがしつづけて
七773から一﹂といってから︑ちょっと考える

﹁すると︑向こうから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑た
七8011囹

七832園のらくだはどこかからにげてきたのでは
七922じをしました︒小屋からだすとき︑みんな
七933 ︑いってみたら︑右から四ばんめのへやに
七938さぎの生まれた︑右から四ばんめのへやに

七9674ひきは︑生まれてから12日めのきょう︑
七972いて︑はじめて︑巣からはいだしてきまし

七976ぎが︑きょうは︑巣からでて歩いていまし
七985は︑7ひきとも︑巣からでて歩いていまし
七987子うさぎが生まれてから︑きようで20慰め

八46 ︑北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅ
八59えた小さなかごの中から︑一わずつつかみ
八64帰りました︒その晩から家族のひとりにな
八68 それどころか︑自分から指さきやくちびる
八76ず︑テーブルのはしからころげ落ちたりし

﹂といった︒いってから︑すこしふしぜん

はるおは︑さっきから︑おもてで遊んで

八1011
なかをすかして学校から帰ってきたすえの

八811うと︑それを知ってから︑よけいにピオが

たら︑ちょうど︑空からブルン︑ブルンと

た︒ぼくは︑学校から帰ると︑だいこん

るような音は︑はなから声がでない音のは

七284園

七282

七279園

ていますよ︒これから︑どうかわるでし
きしもとくんが学校から帰ってくる︒兄﹁

んという音が︑はなから声のでる音なのだ

うときに︑声がはなからでるかでないかと

それから︑いく日かたった

だ︒きのう︑学校から帰ってみると︑あ

︵四︶

けないから︑ここからだして︑庭のだい

か︒﹂

七2910囹

七267

七3211囹

七299囹

ちょを︑しいくびんからとりだす︒庭には

七257園

ると︑これらははなからでる音なのだろう

ゆれるたびに︑前後からおされて︑さぷろ

夜︑勉強をすましてから︑ひとりで︑なぜ

ると︑いかにもはなから声がでているよう

七336

音は︑もともとはなから声のでるような溜

まんで︑はなのあなから息がもれないよう

七352

八135いものでした︒それから十年︑いまも︑否
八169めます︒これは︑木からいうとめいわくし

八117われにも︑くちばしから血をだして︑目さ

みた︒苦しい︒はなから声がでる音である

っています︒それから十日すぎて︑から

vはくしゅが四方からおこった︒そこで

十

六 6
六皿7
六 9
六憎2
六価2
六備4
六冊6
六摺8

七4310

六佃11 です︒まず︑たて骨からはじめました︒紙

だしちやんが︑そばから︑﹁︿略﹀︒﹂といい

六692 かずや︑一ばん遠くから通っている子ども

だしちゃんは︑海外からひきあげてきた子

六749 ﹂こんなことをつぎからつぎへと考えまし
六751

七85 ちが︑さっと︑学校からいなくなってしま
七91黄色くみえる︒そこからラジオがきこえて

六伽4 した︒おにがあちらからくると︑こちらへ
六伽5 らへかくれ︑こちらからまわっていくと︑
六欄5園 つけたのだ︒そこから︑あとをつけてき
七510げにかくれた︒つぎからつぎへと︑子ども

六772﹁
囹︿略﹀︒﹂﹁きのうから︑それを考えてい
しゃいました︒そばからねえさんが︑﹁︿略
六786
六833園ないのだろう︒朝から一びきもつれない
六861園うなんて︒おまえからいいだしておいて
六966園たい﹁このあいだから︑つりばりをのど

99

一昌國

ノ、

109

にもなる︒あの日からきょうまで︑わた

七94﹇n国

！、

100

一L

一圃一

一」

一■一

の神﹁たいののどから︑つりばりをとつ
六9610園

ノ、

102
106

106

＿菖＿
一」
一」一
一L

！、

〉。

てみた︒これもはなから声がぬけているよ

79864210741011779810
！、

104

！、 ！、 ノ、

10了
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ノ、
！、
！、
！、
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■」一
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ノ、

108
108
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圃」
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八1611いご︑よういにそれからはなれません︒虫

︑
60 とですが︑せみの子からいえば︑母親のち
ノーー−

は︑大喜びでねどこからとびおきて︑まず

八193 ︑ほそいくだのさきから︑木の根のしるを
八206日をまつのです︒上からつたわってくるあ
八218ていきました︒地表から一メートルほどの
八224ました︒すると︑中から︑みずみずしい︑
八236からだはすっかり皮からはなれていました
八284こてんがあって︑中から︑はたをおる音が
八343年は︑光が出発してから︑一年かかってと
八346計算しますと︑太陽から発した光が︑地球
八351て︑空の星は︑地球からどのくらいのきょ
八398園
略﹀︒﹂﹁あすの朝から︑たしかにそのよ
つたときでした︒中から人の声がきこえて

とみえて︑台所の方からおむすびを一つに

した︒すこし歩いてからふり返ってみると

でいる︒飛行機の上からは︑もっともっと

vと︑どのたまごからも小さなひなの首

ってしまった︒それから二三日して︑とう

は︑あひるのなかまからわる口をいわれる

りでなく︑にわとりからもぶたれたり︑つ
︵二︶それからのちは︑わるくな

いばかりに︑みんなからしかりとばされる

思った︒

には︑自分の兄や姉からまで︑﹁︿略﹀︒﹂と

うもなかった︒それから二日間︑ここにそ

た︒どちらもたまごからはいだしてまもな

うってあしのあいだがらとびたった︒また
︑くらい木のあいだがら雲のようにたちの
っていた︒したはロからたれて︑目はみに
︒なん時間もたってから︑ようやくあたり
みつけたので︑そこから中へはいっていっ
︒朝になって︑よそからきたあひるの子は

園

けものだよ︒これからはあひるのたまご

きであった︒草むらから︑大きなりっぱな

九361團 く山は︑ぼくの家からは十五六分ほど登

九354團 ︒そうして︑近所からわけてもらったさ

九348国 足のように一かぶから七本も八本もでて

九334国 らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ

九321團 は︑こちらへきてから︑おとなといっし

を廣げ︑この寒い國からあたたかい國︑廣

九362團 っています︒ここからは美しいかこうが

九368團 れにはいって︑頭から水をあびるのが樂

九367囲 きぎをせおって山からおりるとき︑この

もみのもとのほうから︑はりのようにほ

九394国 がっかれます︒下からどんなに大きな声

九387圏 るようにして︑下から力をいれてひきお

九398團ぎの木で︑根もとからかれている高さ十

種もみひたしをしてから︑ちょうど10日め
20度

九408国 向こうの山のはしから︑美しい湖が半分

九407国 し氣がおちついてから︑ぼくはあたりを

日でした︒なわしろからとったなえをみん

九453團に︑子どものころから︑世の中のことに

くわをいれるあとから︑ぼくたちはむち

九465團手紙を数日もまえから︑喜んで書きだし

九4210團

九4011團︒道もないところがら︑木こりのすがた
1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑

どのなえからも︑すこしずつ新

度葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたく

九5010 があいていて︑そこから水がふえのように

九484 ︒ねどこにもぐってからも︑やまねこのに

28度

ているもとのところがら︑黄みどりのほが

いこをつかう︒ゆめからさめるときには︑

した︒いねを根もとからかりとりました︒

九6211 そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが

九628 へんあわてて︑こしから大きなかまをとり

九609園 じつは︑おとといからめんどうなあらそ

ドルフというところがら︑はじめて︑電話

のです︒南洋の島々から︑さらに海をこえ

九762 か

九753

九714園 んくですが︑これからは︑用事これある

九708園 ︒そうして︑これからは︑はがきに︑か

九703園 てください︒これからも︑はがきがいっ

いあらしの日で︑朝から晩まで︑こやみな

九776囹 うが︑きょうこれからいく貝つかですよ

九701園 した︒どうかこれから︑わたしの裁判所

せた飛行機は︑それから毎日のように︑ア

九793園 こが︑このあいだからよくお話していた

もしれません︒これからいこうとする遠い

わかりました︒日本からオーストラリアま

られません︒むかしから︑つばめは︑同じ

九801囹 です︒ひとっこれからほってみることに

みんなで︑学校から四キロほどある貝

っていました︒それからあと︑﹁やまねこ

す︒こちらへきてから︑もう四ヶ月にな

たです︒とうきょうから四千キロもあるフ

高さぐらいのところがらごみをふきとばさ

ら︑1つぶの種もみから︑やく1500つ九534 と︑りすは︑木の上からひたいに手をかざ

た︒田植えをした日から︑ちょうど60日め

晴

り植えました︒これから︑水がきれないよ

もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました
︒ひたさない種もみからも︑やっとめがで

晴

種もみから黄みどりのめがで

をあげて︑心のそこから喜ばしそうにさけ
︑なわしろにまいてから︑早くめがでると

ころが︑木のしげみから︑二三ばの美しい

いろいろな動物たちからのけものあつかい
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団
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十347

十347

十333

とである︒あくる年から︑豊田式人力織機

失敗であった︒世間からはますますわらわ

って︑右から左︑左から右へといききする

はおさによって︑右から左︑左から右へと

ある︒村じゅうの者から強ちがいあつかい

十一211

十一205

十一187

十一185

十一177

は︑子どものときから︑家の手つだいを

二宮金次郎

おかあさまのえ顔から生まれます︒

さま︑あなたの目から教えられました︒

さきち

ようが︑どんな盟・位からなりたっているか

だ

十2912

田佐吉は︑村の人々から︑こういつてあざ 十一1512 小鳥たちは︑そこから遠い空へにげてい

三

これから︑私の調べた二宮

があって︑どの家からも︑おとなの男の

十404

十384

らった︒まわりの者から︑どんなにあざけ

も︑核をさしいれてから︑眞珠になるまで

︒眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげ

十一276

十一2611

十一255

十一254

が︑そこへいってからは︑いよいよいっ

こをたたいて︑家から家へやってきます

と︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へ

た︒そのあくる日から︑金次郎は︑とり

もをよそへやってから︑夜になると︑た

十409

十﹁288

十一2310

︑﹁ようし︑ここからすべりたいものは

つかのま︑幸吉の心からの助力者であった

げましあった︒それから︑眞珠貝養殖の科

︑世界じゅうの人から愛される眞珠︑こ

もうまそうに飲んでから︑私にいった︒ズ

十424

一方のかけたところがら︑さらさらと流れ

十4211

次郎は︑親類の家からでて︑もとの自分

現われた︒八十五万から五つぶの眞珠が取 十一2811 となりのおばさんから一にぎりのあぶら

すくい︑多くの人からうやまわれるよう

十一303

十4611園

な読みあげられてから︑おめんじょうを

九日11 谷まになった︒そこからさらに︑すこしさ

十一318圃

えん

んぽにでました︒家から十二三分ばかり歩

十一445

ゆうべからの大あらしは︑け

ひばりは朝から購うかれ︒

よくわかります︒家からでてしばらくいく

︑

十477

つたパンを︑ふくろからとりだして︑いぬ

雨の中

三人つれで︑学校から帰るときのことで

十一624園

十一615園

十一6012

ものかと︑自分からさきになって渡っ

したのだ︒まえからあぶないといって

ると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑

る︒太郎は︑まえから父に︑﹁︿略﹀︒﹂と

丘があって︑そこからおきをながめると

次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす

十一604

十一5910

十一512

十501

﹁ごはんをたべてから︑すすきを取って

十679

十一651

十一639りの近くにある村からきたのでした︒少

た︒ごはんをたべてから︑山の方へいって

十一43

︑材木を遠くの山から運んでくるのもみ

の木では︑きょうからせみが鳴きはじめ

うが︑まつのかげから舞ってでる︒まつ

だろう︒さっきから︑きみはだまって

十一708園

十一6710

十一6512園

十一658囹

チチロがいなかからでてきたんですよ

おこして︑その後からついていきながら

っている︒そちらからふいてくる風にあ

十一49

十一125

十︻86囹

れみんな︑遠い國から旅してきた旅人の

のですが︑外画から帰ってきたのです

十一127

人ですか︑外國から帰ってきた一﹂

十一137

手紙をひと目みてから︑看護人を呼んで

十一76囹あぶないところがらぬけだして︑新し

十596

十594園

＞︒﹂といって︑学校から帰ると︑おかあさ

十5212

十512

九伽2 つけてみると︑右岸からさらさらと流れ落
九俗5 さかのぼると︑岩まからちょろちょろとわ
九鵬8 人と茶をたてて︑心から樂しんだというこ

十592

席にもどり︑そこからでなおして進みま

九紹11 ために︑高いところがらたたき落されたが
︑つばめのくちばしからころげ落ちること

十一453

九㍑3

十623と思って︑二階の窓からそとをみたら︑大 十一608 が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ

とをいいました︒門からもどってきて︑道

十55 てくるようだ︒どこからきこえるともない
十56 るともないが︑どこからかきこえてくる︒
十98 りは︑むじゃきな心からでた︑子どもらし
十149て︑あいさつをしてから︑﹁︿略﹀︒﹂とたず
十162 スのいなかの子どもから︑自分の國のこと
十185雨あし︒竹の葉さきからしたたるしずく︒
十188 3わら屋根ののきから︑たきのように落
十192小学校のかわら屋根から雨がしたたる︒だ
十213 っていく︒そのあとから︑小さな子どもが
十238車に乗っている︒窓からみえる村の家︑ま
十254とをすませて︑坑内から地上にでてくる︒

十667囹

十一2912

十4310

いつもその本を手からはなさず︑くり返

した石ころのあいだがら︑ブツブツと音を

十3710園

にのみやきんじろう

十3210

︑オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金

九826園 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ここからも︑でるかもしれ
九843園といって︑七つかからでる物では︑いち
九855園ろあります︒ここからでるのは︑このと
九868園
ずれ学校へ帰ってから︑もう一ど漁りし
十361

119

119

＋1010
高いプラタナスの枝からは︑黄色い葉が︑

たえたことに︑心から敬意をささげます

水も︑このまつ川からひいてあるのだ︒

111968
園
囹

120

十一152

九8910
なって︑友だちの手からぬけだそうともが

十372

108

九968 たかぎ舞台のすみからボタンをひろって
九鵬5 生は︑みんなのあとからこられた︒はじめ
九鵬2 ︑ずっとうしろの方から︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ
九佃2 い先生がうしろの方から追いたてるように

九九九九九
120

十一715 て︑目を父親の顔からはなさないで︑こ

十二348

いく週間もたってからのことでした︒あ
いっかおじさんからいただいた童話の

に文字を書くことから︑進んで︑手と手

十一一414

よりもっと古くからあったし︑おじさ

器と土器 貝つかからでたものをならべ
︑東京のやよい町から発見されたので︑

でも︑多くの人々からたっとばれている

とけさまは︑いまから千三百年ばかりま

って古代人のはかからほりだされたもの

て︑お金ができてからはどれほど便利に

うさぎが︑うしろから手をふり足をふつ
︒平安時代の終りか
かま
らく
鎌ら
倉時代にかけて

5

それからそれへと︑いろい

十一723 ことなど
十一一438囹

ないで︑上から上からかぶせる︒㈲首

をつけないで︑上から上からかぶせる︒

十一一461園
十二505

十一7412 はちょっと考えてから︑こういいました

十二505

十一742園 きょう︑いなかからきたのでございま

それからそれへと長々と話

十一766 さじなりをその手から取って︑看護婦に
十一783 となどを

る︒⑤首のほうからもかぶせてまるく
ぶせてまるくしてから︑細長く切った古

十一一508

十一一507

十一832 年にほおずりしてからいいました︒﹁︿略

十一805 すりを︑少年の手からでなければ飲まな

十一一514㈲よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔を
い︒子どものときからききなれた傳説が

顔は︑着物のすそからさかさにいれて︑

十一834園た︑おかあさんから︑﹃︿略﹀︒﹄って二

十一851 のたましいのそこから︑どっとことばが

ものもあるが︑昔からいい傳えられたと
さんやおばあさんからきいた話を思いだ
山のほうには︑昔から九十九だんの石だ
かいがいしく︑朝から集まってきた︒長

なかったら︑これからのちは︑けっして
者は︑高どのの上からこのありさまをな
が︑ふとしたことから︑この岩屋からぜ
とから︑この岩屋からぜんやわんなどの
とを知った︒それからというものは︑い
をやしない︑それからでた細い根が︑つ
ないうちに︑いどから水をくみあげたり

蕉のことをきいてから︑その弟子になり
とうとうくれがたから降ってきました︒

は︑はじまるまえからたいへんな見物人
り手ならしをしてから︑表けい場にもど
た︒私はスタンドから一心におうえんし

なりました︒それからまもなく試合がは
なたがたの家の昔からいままでのことが
い貝ですが︑いまから三四千年もまえの

ください︒貝つかからでる貝は︑三百種

2

8

12
11
8

てあります︒外國から書物が新しくはい

いんさつ機も外國から渡ってきていまし

品の一つで︑古くから外心人にもてはや

2

きた日本を︑これからどうもりたててい
︑やがて︑遠い國からここに帰って來て

たの代表が︑全國からここに集まって︑

明した本を︑いまから百八十年まえに︑

迷信

ぎのわたが︑どこからともなくたくさん

と︑はとぶえが天から鳴ってきて︑ボー

もわからないころから︑ただ美しいかざ

音をたてる︒どこからともなく︑女の人

えたり︑遠くの方からひびいてくる︑い

がわの土べいの上から︑えんじゅや︑や

げつた林は︑海岸からふき送る砂ぼこり

トランドのあれ地から建築用材を求める
︑植林が成功してから以後の農業は︑す

ありました︒職場から帰ったダルガスで

本國と︑三つの島からなっている︑小さ

どずつ︑自分で西から東へ一回送します

した︒わかいころからいろいろな発見や

で︑日や月が︑東から西へまわっている

す︒月も︑東の空から西の空に向かって

ると︑日は東の空からのぼり︑夕がたに

知識は︑人から教えられたり︑自

3

十一866園 ︒﹁やはり外國から帰ったばかりで︑

十一875園 わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ
十一8810 のまも︑目を病人からはなしませんでし

十一894 あかつきの光が窓から白くさしこんでき
十一904 十字かぞうをかべからはずしました︒﹁︿
十一912 の上のコップの中から取ってきました︒

十二610 たきますと︑おくからひとりの少女がで

十二78 かりでした︒それからのちになって︑道
十二84 なったので︑学校から家へもどってきま
十ニー43 つた︒高いところがらたれさがったのも
十重ー44 とした木の葉の中から大きくのぞいてい
皇帝ー65 トの上にチューブから絵のぐをだして︑
しはなれたところがらじっとみつめた︒

十ニー66 きだったおじさんからゆずってもらった
十ニー612

十二238 廣いし︑父がまえからそういうときのこ
十二253 と思います︒学校から帰ってくると︑わ
十二271 ころでも︑こっちからあっちへいくとな
十二295 た︒ある日︑学校から帰ってくると︑姉
十二297園 りでおかって口から地面におりて︑わ
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5

十二3310 はしゃぎで︑二階から母のところへかけ
十一一343 だけでした︒それからいく日かのあいだ

十二347 がおいでになってからいく週間もたって
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十四263

つたが︑このことから考えあわせてみる

十四2710

とばの中で︑西洋からきたことばをでき
︑たいてい西洋からきたことばと思っ

うすれば︑外國からきたことばが調べ

︒だれでも︑どこからでも︑自由に見ら

十四2712園

十四295

十四283囹

日本人は︑むかしから︑あまり星に親し

十四474

十四297

ばらくおき︑これからの人の心がまえは

十四4812

るいしずけさの中から︑とつぜん︑まつ

十四205 とばの中で外
︑國からはいってきたこと

十四523園のご指名で︑私から申します︒もちう

ようさんです︒頭から大波をかぶっても
を失って︑まるたから手をはなさないよ

十四5811園ているから︑根から実まで運んでいけ

十四521囹
﹁では︑花さんからおはじめなさい︒

十四5811園︒それから︑空から降る雨︑あれだっ

十四595園
がない︒さっきから問題になっている

第一に︑湯の表面からは︑白い湯げがた

くて七くせ︒二階から目ぐすり︒ぬかに

のつえ︒さるも木から落ちる︒親しきな

教えられて︑それからいい傳えられてい

なく︑よその民族から教えられて︑それ

なん百年という前からつくられて︑子に

うを上にして︑上からはものをうちこむ

と︑竹の先のほうから割ってみると︑も

きっと︑とちゅうから横の方へそれてし

とき︑もとのほうから割ろうとすると︑

には︑うらのほうから割るがいいという

には︑もとのほうから割るがいい︑竹を

へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒

もので︑暫間は海から陸へ︑夜は反対に

冬になって︑表面からひえていくときに
︒それで︑畑の上からとんできて︑森の

にはひえて︑そこからおります︒こんな

す︒そういう部分からは︑ひえた水が下

いには︑湯は表面からもひえます︒そう

へのぼって︑表面から外がわに向かって

の茶わんのまわりから︑熱がにげるため

らが︑原理のうえからは︑おたがいによ

つめたい空氣が下からふきこんできて︑

そこだけは︑地面から蒸発する水四三が

のになって︑地面からなんメートルもあ

やかきねのすきまから︑つめたい風がふ

があたって︑そこから白い湯げがたつこ

むりの出るところがらいくらかの高さま
︑茶わんのすぐ上から大きなうずができ

そうです︒茶わんからあがる湯げをよく

飛行機などで︑横からすかして見ると︑

684423511076441062121031055174261111910

十三381囹⁝え︑いま学校から帰ったばかり⁝⁝
から︑ふと︑古くから日本といちばん関

なたがたは︑これからの日本にとってだ

十四272

十四3010

かく観察したことから︑農業が進歩した

器をかけ︑電話口から︑つくえの方へ走
十三3911
たけだ

十四316

︒光が一方のはしから︑向こうのはしま

︑たいてい大陸からきたことばだ︒そ

十四325

せん︒大うちゅうから見たら︑たしかに

のふかかった大陸からは︑どんなことば

十四348

教えです︒むかしからすぐれた人たちは

十四273

十四352

十四276園

十四363

ちは︑星の光の中からふかい思想を読み

ちに︑もともとからの日本語のように

十四364

理の時間に︑先生から︑星をつかめとい

自由研究で︑外國からきたことばの中で

十四369

ですが︑その感動から研究を進めて︑つ

十四2710

十四371

︑しずんでいく船からほうりだされて︑

十四277園

てみて︑うまさからいうと︑ラファエ
＋三6012園

十三404園う︑マンシュウから來た竹田さん︑お
十三443ふたり以上の会話から組みたてられてい
十三449あとはマンシュウから帰って來た眞固く
十三532画像 もとの先生から︑一まいの絵はが
十三539團﹁これは︑いまから五百年ほど前に︑
十三552さったので︑．先生からいただいた絵はが
十三557 いの絵をひきだしからだして︑見せてく
十三569園で生まれ︑早くから絵のけいこをして
十三571園前後して︑そこからローマに出て︑へ
十三591て︑同じひきだしから︑一まいえらびだ

十四4511

十四455

十四237囹先生は︑﹁外國からはいってきたこと
十四238園なく︑ほかの國からも︑いろいろはい
十四244が︑いろいろな國からはいってきて︑日

十四5311囹ても︑とちゅうから︑黄色くなって落

十四46 な愛の肩持︑そこからさしてくるとうと
十四52私たちを心のそこから動かし︑私たち自
十四56 れ︑おさないころから︑人の世の苦しみ
十四68団 ︑おわかれしてから私がいちばんつら
十四79團んのために︑心からの思い出をまもる
十四93国私にしても︑心からおかあさんを愛し

かあさん︑これからたびたび手紙をあ
＋四1510團

十四 2国 ︒あなたのルイから パリー︑千九百
十四133團は︑コップの上からコーヒーこしをと

＋四2410 つた品物が︑外國から傳えられたときに

十四546園 ︑どうか根さんから︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

と同じように︑船からなげだされたもの

十四253 ︒私は︑このお話から︑さまざまなこと

十四548園の私が︑土の中から吸いとって︑送っ

十四4810

＋四2510てきたのは︑品物からだけではなく︑外

十四256た︒だから︑これからのちも︑新しいも

十四262 ︑はじめオランダからはいり︑そののち

十四261 このあいだ︑先生から︑日本にはいって
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十四836 ︒雪が降りだしてから︑だんだんつもる
十四844 かぎりなく︑天上から地上へ降ってくる
る︒﹁雪は︑空からのお手紙です︒﹂

十四8412 ものであった︒空から降ってきた雪の一
十四854園

十四857 れば︑たしかに空からの手紙にちがいな

十五412ば︑エジプト文字から出たものである︒
十五456 の手工業も︑外目から新しい方法を学ん
十五458リーが︑日本政府から頼まれて︑鉄ぼう
十五476られたのは︑いまから三百三十年ばかり
十五482が︑これははん主からゆるされた十六人

十五⁝⁝1園 乾たのは︑これから下へ帰ってから︑

㎜

カラ

十四9910 ︑そばのたばの中からひきだした︒その

一355園

一367園

δそれだから・だか

﹁たかい木にとまって︑うたをうた

きをつけてわたりましたから︑みんな

いたいからです︒﹂

三286園鳥のように早いふねだから︑はやとり

のにも大さわぎでした︒

こんな大きな木のことですから︑切る

のぞとにのこりました︒

三157しかたがありませんから︑はんたかは門

おまえが日ぎたなくいうからだよ︒

ぞうがとおりますから︒

むこうのきしにつきました︒

二291園

おへやを

﹁うみになって︑せかいじゅうのおふ

﹁きれいなはなになって︑

から

十五柵1囹 から下へ帰ってから︑どういうように
十五備1囹 上に住みついてからこのかた︑いつも
から ︵接助︶

ら・ですから

一362園

かざりたいからです︒﹂

がいない︒﹁空からのお手紙﹂とは︑

十五5011こめた︒そのときから︑プリンタリーは

十五489まず︑焼くしごとがらはじめた︒しかし
十五503園やめれば︑日本から美しいものが一つ
十五541あった︒学生時代からそん敬していたあ
十五547囹ジョルダン博士からいってきている日
十五552めのてはずを早くからすすめられていた
じまゆずる
十五585島嚢だよ︒﹂自分から話しだしたホラン

二3310囹

十四857園

十四861 をいろいろな角度からながめてみること

十四8511 降ってくる雪の中から︑一ひらの雪をと

十四棚10 ︑上の方へ︑地面から高くはなれて︑も

＋五6510んだ私は︑朝早くからそれをガラガラと

十五613た︒京都に帰ってから父に送った手紙の

ねをうかべたいからです︒﹂

まん

二424園

十四975 たまま︑テーブルからとびおりて︑ゆか

十五194 首府のベルンの町からながめると︑まつ

十五94圏 まよ人間のかさから耳をだして

＋五6512
家の書生が︑これから車のついたものは

十四983 ︑みどりの枝の間からかがやいて︑ちか

十五212 した︒朝ぎりの中から︑白い雲のわきた

三261

きょうと

十五223 かく家庭教師の手からはなれて行きそう

十五664くださった︒それからいく年たっても︑
十五665かった満ぼうの心から︑どうして新島の
十五678をあおいだ私の目からは︑たまのような

十五231一 へ︑がけの中ほどからとびついたものが

十五256 からだの重さで上からぎゅうぎゅうとお

十五742れた︒−親の目から見れば︑自分の子

は︑年とられてから目がわるくなって
十五2510 十五六の少年に上からおされるので︑そ 十五7011囹
十五264 少年はいつ鳥のせからふり落されないも

ぞえながらとんでいくから︑むこうのりくま

ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か

十五749願である︒神の目から見れば世界の人類

でならんでみたまえ︒

という名をつけよう︒

十五315 て望ました︒それからは︑必死にとびか

十五769して︑これが新島からならった日本語の

＋五7412いう理念が︑ここからわいてくるのだ一

になって︑

一つしかないから︑みんな

三631 みんなの心があいましたから︑いっしょ

三445園

十五322 き︑がけの中ほどから︑ガヤガヤという

十五2611 安全な着陸地を上からさがしているよう 十五745まれ︑他方があとから生まれたというだ

十五359 りとなった︒いまから五六千年ぐらいま

十五895囹す︒これでけさから十二どめです︒わ

十五3512 を表わした絵文字から起り︑これがだん 十五797た︑そうした風景から︑自分の國を愛す
十五365 形をうつしたものから発達したものであ

お日さまは

でかわりばんこにお目にかかるのです︒

三773園
しいのだ︒どこから出て來たのだろう
十五971囹
十五価4囹 不幸のほらあなからにげて來た﹃とて

三832園 ﹁ぼくはだいだい色にするからね︒﹂

日本では︑中國から傳わった漢字をつ

十五3711 した︒漢字が中國から日本に傳えられた 十五9611みどりの園のおくからかけだして來て︑

十五塀8園 くたちのなかまから︑いちばん美しい

四152園

十五392

十五柵9

もらうんだから︒

﹁みんな︑しずかに

よしきりがな

三801園雨にぼくのいどをいっぱいにして

十五397 たとえば︑﹁江﹂から﹁エ﹂︑﹁加﹂から

十五393 うちに︑その漢字から︑日本語を表わす

十五m8園白いな︒その中から光が流れだすよう

び﹄です︒﹂方々から急いでかけよって

十五3910 体をくずしたものから作りだしたもので

十五397 から﹁エ﹂︑﹁加﹂から﹁カ﹂などと書く

から一から
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くから︒﹂

四389園
す︒﹂

﹁おかあさんのことばがとめたからで

四453園 かっちゃんがおしまいにしてくれっ
ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四455囹 おしまいは氣がらくでいいからつて︑
いったじゃないか︒

四484 よく木のかげからねらいうちをされる
からです︒

四569園 ぼくたちのたびが︑あんまりおくれる
から︒

れません︒

五299園
しかし︑きみは小さいから︑まあいいよ︒

一つ持っていってあげ

ぼくにも持てそうですがら︒

ついでですから︑

五301園
冬がすぎて︑春がきたからです︒

ましょう︒

五302園

たねをまいたから︑こんなにさいたので

春になったばかりだから︑うまく鳴けない

五393団

五469
のだろう︒

すね︒

五608園

五699園家はちゃんとできていますから︒

四651囹 からだがじゅうぶんではないから︑あ 五703園 ひゃくしょうなんか︑もういやになった
とのものがじゅんじゅんにたすけていこう︒
から︑お金持のおくさんになりたいって︒

﹁おまつさんか︑あなたがみえなかった

五研2囹

ちっともこわいことはないから︑いっ

ほら︑羽がだめだから︒

とりかえておきました︒

六124園小さなねじが一本いたんでいましたから︑

しょにあそぼうよ︒

五四2園

から︑かぜでもひいたかと思って︒﹂

五868園

お金持のおくさんになりたいというのです︒

お話の題はべつにきめませんから︑かって
﹁口があるから︑お話もするかもしれま

﹁だいいち︑おまえが生きているんだか

ら︑わかりそうなものだがな︒﹂

六758園

六766 この手が動かないから︑やはり雪だるまは

﹁先生︑ぼくたちは動いたり息をしたり

命がないのかなと思いました︒

するから︑生きているんでしょう︒﹂

六769園

穴773囹ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑

﹁雪だるま︑雪だるまは生きものではな

生きているんでしょう︒

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

いからね︒﹂

六777園
六779

をしないから︑命がないんだと︑

六7710

ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと

新しく思いついたことをみんなに話して︑

切りかたは︑いっかおかあさんに教えてい

よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

﹁りすさんは︑くるみがだいすきだそう

先生︑きょうは風がありませんから︑

ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七1610囹

七78園 一どでいいから︑風になりたい︒

から︑どこかへいってくれたまえ︒

六㎜1圏 すぐぼくが︑きつねにみつかってしまう

だから︑あげようか︒﹂

六悩4囹

まげるのですから︑めんどうでした︒

六柵5

ただきましたから︑うまくできましたQ

六擢10

びっくりさせてやろうと考えたからである︒

六柵11

きにならったからよく知っているが︑

六麗11

いったから感心したのである︒

六鵬5 その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

六鵬4園なんでもいいから︑きてください︒

四976園 おもしろいから︑かめをころがしてい 五7010園 もうひゃくしょうはいやになったから︑ 六885園 おしてあげますから︒
るのです︒

四979園 かわいそうだから︑はなしておやり︒

四梱9囹 お氣のどくですから︑はごろもをお返
しいたしましよう︒
﹁きかんしの人が︑いっしょうけんめい

に走らせているか ら さ ︒ ﹂

五107囹

から︑まちがいはありません︒

五154 ゆくさきはむねのところに書いてあります

せんよ︒﹂

六715園

につぎを考えてください︒

六668

しなくてもいいのよ︒

さあ︑ おそくなるからでかけよう︒
五176園 ﹁わたしのはこんな小さな字だから︑な 六246囹
お心配ですよ︒﹂
六265囹ふぶきはいやだから︒
五1711圏 ゆくさきは知っているが︑うそ字だから︑ 六299園すこしでもいいから︑わけてください︒
とんでもないところにやられるかと思って︑
六402園すぐ帰ってきまずから︒
南へひきあげるついでだから︑えんりょ
六423園

五1811 こんなにだいじにしてくれますから︑おち

る心配はありません︒

五251囹 ぼくは︑もう大きいんですから︒
であの人にいったのよ︒

五274園 いうところがなかったものだから︑それ
五276園 いそがしいから︑わからなかったかもし
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しょう︒

七1710園 花がちって︑実がつきはじめたからで
七186園 よくみのってから︑油をとるんだからね︒
七192園 このまえきたときは︑風が強かったから︑
ちょうちょがでなかったんですね︒

七227囹 はるお︑あまり大きな声をだすから︑に
げちゃったよ︒

のせわをしよう︒

七239囹 もう︑おさらいがすんだから︑あおむし

一つ一つがはっきりとみえないのですから︑

こもやってこないから︑安全です︒

八336

あのたなぼたものがたりのはたおり星は︑

ずいぶん︑遠いことがそうそうされます︒

八355

王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

二九・五光年ですから︑

八425

だれでも幸福のほしくない人はありません

こがねよりもたいせつであったからです︒

から︑

八499

よ︒

ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま
みどりは目のためにいいから︑親あひるは

八738園

八814園

なにしろ︑水をこわがるのだから︑︿略﹀

いままでだいていたのだし︑あと四五日
わたしについておいで︑大きな世界の鳥
だれにもわるいことをしないのですから︒

すからね︒

八819園

世界じゆうで︑あの人ほどりこうな人は

みっともないものが︑おくめんもなく近

ありはしないから︒

八895園

1平方mに3・5田のげん米がとれるので

づいていくのだから︑ころされるかもしれない︒

すから︑これは平年作ということになります︒

八㎜7

九1111 それをたいこであらわすというのだからお
もしろい︒

けの心持をもっていないからであろう︒

九148 わからないのは︑その高さを受けいれるだ

九185 汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

﹁そんな高いところ︑あぶないから︑

すから︑︿略﹀︑けっしてふしぎではありません︒

早くおりておいで︒﹂

九403団圓

九417国山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ

うちのかきはしぶがきですから︑ほしが

かるからです︒

きにするために︑

九439團

九476国 あした︑めんどうな裁判をしますから︑

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ

おいでなさい︒

から︑そこんとこの草をかれ︒

﹁あんまり大きすぎてみっともないから︑ 九624囹

﹁じゃあ︑お願いだから口をださないで

おまえさんは︑することがないから︑そ
でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣持で

んなことを考えるのだよ︒

八811囹

ほしいね︒﹂

八7910囹

にあうかもしれないよ︒

きみはみっともないから︑いいしあわせ

九708園

あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

わたしの人格にかかわりますから︒

つるつるみがかれていないから︑ただの

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8510園

わり石のようにみえる物もあります︒

九856園

てとっておきなさい︒

九839園

いちばんえらいんだよ︒

八736園きみはじつにみにくいから︑氣にいった 九6411園 わたしがいちばん大きいから︑わたしが

かみつきたくなるんだよ︒﹂

八686園

八684囹

小屋へつれていってあげるからね︒

八673園

はすわることもできますから︒

八647園

はいるようにしてやることができなかった︒

八6310囹

みたいだけみさせてやった︒

八618

わるほうがすきであったからである︒

八613

七241囹ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水 八511 ﹁幸福﹂がきたとは知りませんから︑
をやるから︒

七254園 日記帳をみますから︒

七3211園死ぬといけないから︑ここからだして︑
庭のだいこんの葉に︑うつしてやりましょうね︒
七3510囹 それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど
でっくのですから ︒

七558 心にはっきりとえがかれた一つのかたちは︑
まじりけのない宝石のようなものでありますから︑
七705 もやが深いから︑遠いような︑近いような︑
月明かりだ︒

七836園道のかたがわの草ばかりたべてあったか
らです︒

七851囹道に︑麦がこぼれていたからです︒
から⁝⁝︒

八58 ほおじろだけしか費っていなかったのです
八123 もうどうすることもできませんから︑つめ
たくなったからだをわたにつつんで︑

八1511 そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑
からみあい︑かさなりあってはえています︒

八181 ことにまえ足は︑いつもトンネルをほるの
にっかいますから︑たいへんかたく︑

八188 そのかわり︑親たちの大できのすずめもね

から一から
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九909囹

﹁もうきみとは遊ばないからな︒﹂

九川8囹 ぼくがあんまりじまん話をするもんだか

九971囹首をひっかいたからさ︒
ら

九慨10 つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか
ら︑やめて帰ろうといった︒

九面9園 この二三日というものは︑ちっともかか
﹁わたし一どでいいから︑お月さんのと

らなかったから︑おなかがすいてしまった︒
九摺3囹
﹁ちょうちょさんは︑羽があるからいい

ころへいきたいと思います︒﹂

九柵7園
な︒﹂

十81 おとうさんは︑子どもと遊ぶことがすきで
すから︑

十92 あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし
たくりの実の落ちるころでしたから︒
色のよいところですから︑

十107 そのあたりは︑フランスの國道にそった景
十136 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ
んは︑きいて知っていましたから︒

十141 一つは︑そういうかわいらしい子どもがい
て︑なかよしになってくれたからです︒

十154 きれいなところもあり︑きたないところも
あり︑日本も︑やはりそのとおりですから︒

十168 外山ではどんなことばを話すかとたずねる
ものですから︑︿略﹀いってきかせました︒

十3312 人間の衣食住というものは︑みんなたいせ
つなものであるから︑

十3410 もっと早く織ることができるし︑ひとりで
に︑ぬのがずんずん織られていくからである︒
は︑なかったからである︒

十356 機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの

十389

年とともに大きくなって︑天然眞珠となる

⁝オモタイカラモッテイッテアゲ

それに話しかけたり︑そこで遊んだりした

ことがわかったからである︒

十484
からでした︒

十497園

かたにかけると重いから手に持つのだと︑

ルノヨー
十537

風がふいて︑ガサガサ音がしたから︑なん

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十622

そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと

だろうと思って︑二階の窓からそとをみたら︑

十671

べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

になってはつまらないから︑

十674

風がどっきを運んできてはたいへんだか

自分たちも︑そっといってみようと
十676囚回

それが︑死なないのだから︑﹃ぶす﹄で

ら︑︿略﹀あおいで︑風を向こうへやってくれ︒

はない︒

十698囹

十一759圏

が︑ほかになにといってすることもでき

きみがいれば︑きっとよくなるから︒

からね︒

十一762

しみじみとしたそのちょうしに︑じっと

ませんでしたから︑病人のふとんをなおしたり︑

耳をかたむけているようにみえたからです︒

十一788

十一8011園 もうすこしのあいだですから︒

手紙がきたきり︑おまえがこないから︑

どんなにがっかりしていたかわからないよ︒

十一836園

十一858園

あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

十一846園晩には家に着けるから︒

ら︑ゆるしてください︒

十一859囹ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか

うすこしここにいさせてください︒

十一876園

﹁だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていく

ら︑こづかいにしなさい︒

んですから︑しぼんでしまいます︒﹂

十一921園

らね︒

戸棚ー99園
すからね︒

ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

いそがしいものだから︑ついしつけが

それは︑先生が與えてくださった新しい

ど︑絵には絵のいいところがあるからね︒

写眞のほうがずっと便利なわけだけれ

目で︑すべてをみるようになったからです︒

十一一383

できなくて︒

十二261囹

うひとり遊びができますが︑

十二244おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も

まさお

いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

十二236

わたしはなん年もなん年も生きていま

なみたいていのどくではないから︑か 十ニー15園 もしけがでもしてはかわいそうですか
太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

えって︑うまそうにみえるのだよ︒

十707園
十7111

﹁もうおそいから︒﹂というのに︑

く︑わるちえがあったから︑
十﹁2410囹

すこしぐらいのことだからといって︑ご

﹁本道は遠いから︑近道をしょう︒﹂

﹁あんまり乗らないでください︑満員

まかさなかった弟よ︒

十一4511
十一5211囹

十一5911園

﹁あの橋はあぶないから︑けっして

ですから︒﹂

十一605園

先生が︑いまじきにおいでになります

ぼくは︑とめられているから渡らない︒ 十二481園

渡ってはいけない︒﹂

十一6111園

十一731園
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をいわないからね︒

十一一484園 それに︑人間みたいに不平やわがまま
十一一488園 こうえんでも教室でも︑どこでもやれ
るからね︒

のあいだにおりこまれているからである︒

十二556 子どものときからききなれた傳説が︑そ
十二587 なにしろ︑いっしょうけんめいであるか
ら︑みるみるうちに工事がはかどって︑

﹁友だちがないから︒﹂

ろいろお手心いをしてあげたい︒

十二707 なにかにつけて不自由であろうから︑い
十二7910園

十二8912 それは自分の生活を軽はくにし︑相手の
人をいやしめることにもなるからである︒

十二904 そのことばは︑すこしの力も発きしない
からねんぶつである︒

十二934 その場のようすが相手にみえないから︑
︿略﹀︑いっそう氣をつけなくてはならない︒

十二脳7 ︿略﹀いう名まえは︑屋根のかざりにほ
うおうがついているからだといわれていますが︑

十二㎜9 いんさつ機も外國から渡ってきていまし
たから︑こんなりっぱな本ができました︒

十三912 でんせん病がはやると︑ほうき星が出た
からだといったり ︑

十三101 あるいは︑きつねがっくとか︑からすの
鳴き声がわるいから不幸があるなどといった︒

十三232園 きっと︑小もみをいつまでも︑大もみ
のそばにならべておくからです︒

十三243 しげった木のない土地は︑熱しやすくさ
めやすいから︑

十三361 ふえには大小があるから︑︿略﹀︑ふえの
音がおのずから和音をふくみ︑

十三383園 げんかんがしまっていたから⁝⁝

十三411囹

それに︑うちはやけなかったから︑本

電話番号が書いてあったもんだから

せっかくの記念品だから︑とっておい

帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝

だってたくさんある︒

十三417圏
十三4111園

十三424園

だから︑この絵も︑本物をごらんになつ

すぐ帰って塗るんだから︑きみも來たま

すぐ帰って塗るんだから︑きみも來たま

たほうがいいよ⁝⁝

十三509
え︒

十三515
え︒

十三5410

ているだろうと︑思ったからです︒

十三583園色のあるのは︑その点はよいが︑すり
おさないころから︑人の世の苦しみをい

がうまくいかないから︑また困る︒

十四57

なにしろ︑私たちよりふかいものなん

ろいろとなめていたからのことでした︒

十四85團
ですから︒

十四812団私にしても︑とてもわすれることので
きないのは︑わかりきっているのですから︒

十四94團なぜかといえば︑妹にしても︑私にし
そうすれば︑おあいしに行く日のくる

ても︑心からおかあさんを愛しているからだと︑
十四1512團

外來語辞典というものもあるから︑そ

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四285囹

暑い日に照らされながら︑せっせと養

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十四5310囹

養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

分をこしらえて︑送ってあげたからですよ︒

十四542園

﹁ほかに︑だれもいませんから︑私が

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒
十四557囹

申します︒﹂

十四58エ囹それがこの日本でできるためには︑私

いまのお話の養分だって︑水にとけて

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

十四5810囹

しくみがずっと大きくて︑うずの高さも︑

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
十四689

夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

四キロとか八キロとかいうのですから︑

十四707
十四885

どこでもいいから︑安全な場所へおりな

風にふかれたからであろうか︒

よく見てごらんなさい︒

十五268

﹁だいじょうぶだ︑安心しておいで︑

ければならないと︑少年は思いました︒

ローマ字は世界的の文字であるから︑日

私がいますくってあげるから︒﹂

十五272園

十五42一

いままで見たこともないみごとな焼物で

本語が世界の人々に親しまれるようになる

あったからである︒

十五465

いろいろではずをしておいたから︑︿略﹀

ホランド博士をたずねるようにとおっしゃった︒

十五5210

﹁満ぼう︑いいところへっれて行って

うかわいがられたのですから︒

十五592事象は小さいとき︑その新島裏にたいそ

十五6111囹

ぼうやのくつはほこりだらけだから︑

あげるから︑さあ︑出かけよう︒﹂

人類はすべてその愛する子どもなのだか

行くのはいやだといっているのですよ︒

十五6212園
十五7410

ひとりの人間にとって眞実であるものは︑

ら︑人種的な区別など︑あるべきはずはない︒

他人にとっても眞実だからである︒

十五788

日本の子どもさんたちにも︑お目にか

かったことがあるからです︒

十五799

がら一からすさん
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十五8512園 あいそのいい人たちだからね︒

十五864園 でないと︑かんじんな用むきをわすれ
てしまうからね︒

十五899園 なにしろ︑おびただしい数ですからね︒

十五㎜7園
らね︒

うちにいると︑それが見えないが︑こ

私は︑もう年をとることはないのだか

十五柵10園
こでは︑なにもかも見えるのですからね︒

どういうように私を見なければならな
いつだつて︑同じおかあさんで︑いつ

十五6510

ガラガラガラ

喜んだ私は︑朝早くからそれをガラガラ

とひきまわすので︑

がらがらがら ︵感︶一

ガラガラガラ︑ガラ︑トン︒

﹇烏﹈︹話手︺2 からす

三857
からす

二651

からす﹁あたたかいかぜがふいてくる︒

二627 からす﹁かあかあ︑かあかあ︒﹂

﹇鳥﹈ ︵名︶ 10 からす εおかあさんがら

す・こがらす・こがらすいち・こがらすに・ゆうが

からす

ニー67

ぼうししかからすすずめめだか

らす

くじゃくのまねをするからす︒

りんごかきからすかぜゆき

四889圏

からすの子が︑びっくりしてすからとびだ

からすのかんたはさむかろう︒

からすがいそいでかえったよ︒

く

一一203
四778

呂あいだがら・ことがら

六3210

まあ︑だまっておいでよ︑いい子だか

ガラ

四887圏

がら

︵感︶一

からい

﹇▽しおからい

からかぜ

まわりの者から︑どんなにあざけられ︑か
﹇空風﹈︵名︶1

北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちばの︑
からかみ

さきに立った太郎かじゃが︑思いきって︑

﹇唐紙﹈︵名︶1

︵副︶2

からから

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

からから︑かけかけ︑どこへいく︒

︵副︶一

ガラガラ

七618

遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている

こんなに︑からすがいるのかしら︒

からすさん

あるいは︑きつねがっくとか︑からすの

まるい

ガラスは︑

どうして

ガラスδふたガラス・まどガラス

でんとうの

ガラスもきれいになって︑そとのけしきが

ポケットに手をいれましたが︑とりだし

﹇烏﹈︵名︶1 からすさん

てみせたものは︑ガラスのかけらばかりでした︒

十ニー010

よくみえました︒

五81一

こしらえたのでしょう︒

四惚5

ガラス ︵名︶3

鳴き声がわるいから不幸があるなどといった︒

十三101

からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十三73

もこっちでも鳴く︒

七616 ひとところで︑からすが鳴くと︑あっちで

し︑空をみあげる︒

がら

ら︒

十五佃12園

だって︑いちばん美しいおかあさんなのだからね︒

十五価9園

いか︑それを︑はっきりとさとるためだからね︒

十五柵3囹

ぼろの着物を着ていても︑わかるだろうね︒

十五M7園私に会ったのだから︑︿略﹀︑私がぼろ

なんにも見えないのだからね︒

十五9011囹というのは︑その鳥をあまり上等とは 十五麗6園 人間というものは︑目を閉じていると︑
思わないからです︒

十五927園 でないと︑いまに困ることになるから︒
ふたとおいとますることもできませんからね︒

十五938囹 おまねきをいただきながら︑そうあた

たくさん︑幸福はあるのだから︒

十五965園 この世の中には︑人が思うよりもっと

十五969囹私たちに用のあるものは︑どうせこつ
ちを通るのだから︒

しいものに見えるものだからね︒

十五985園地の上でも︑天の上でも︑いちばん美
十五989囹 もう時間がないのだからね︒
とは︑わかっているのだからねえ︒

十五9810囹あの子たちが青い鳥を持っていないこ 三857 ガラガラガラ︑ガラ︑トン︒

がらがら

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

十一332圃

六467團

からから

からかみをひきあけました︒

十683

からかみ

おちばの子どもたち︑

六463圃

からかぜ

らかわれても︑

十409

十五991園 なにしろ︑子どもの時代は︑ごく短い からか・う ︵五︶1 からかう ︽iワ︾
のだからね︒

十五麗11囹 いつでもすこし悲しそうにしているの
﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

は︑だれもふり向いてくれないからです︒
十五梱5囹
のですからね︒

﹃不幸﹄をなぐさめてやることがすき

のわらうのを見たことがありません︒

十五鵬2園 でもぼくは︑まだわかいから︑あの人
十五鵬7園
なのですから︒

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十五柵5囹 わるいなかまとっきあっていたものだ
十五研9園 ぼくたちのなかまから︑いちばん美し
いものがいなくなってしまうわけですからね︒
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ガラスど一からだ

一一626園

からす さ ん は ︒

ガラスど ︵名︶9 ガラス戸

十五112図島人の家にさえずるすずめガラス戸の
ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

外に來て鳴け病む人のために
十五116印q凶圏

ラス訂すきてたたみにうつりぬ

十五116図圏ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ
ラス卜すきてたたみにうつりぬ
十五121図圃 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の
とのもを見ればよきつくよなり
リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図圃ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

雲長くたなびける直ゆ

十五125図闘 ガラス戸の外は月あかし森の上に白

十五126図圃ガラス戸の外のつくよをながむれど
ランプの影のうつりて見えず
十五128図圃 紙をもてランプおおえばガラス戸の
外のつくよの明らけく見ゆ
十五133図闘 夜のとこにねながら見ゆるガラス戸
の外明らかに月ふけわたる
ガラスとだな ︵名︶2 ガラス戸だな
ろな時計がたくさんならんでいる︒

六57 まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい

三176

はんたかの

からだから︑きれいな光が

けを

つけるようにし

つかまえて︑からだの

かなあみにからだを

さしていました︒

三377園
沿うさぎを

て︑ねています︒
三461

みんなむしりとってしまいました︒

三486園早く川の水でからだをあらって︑が
まのほをしいて︑その上にねるがよい︒
三489 白うさぎがそのとおりにしますと︑か
らだはすぐもとのようになりました︒

おばあさんがだいていたかぐやひめの

どのがんもどのがんも︑夜つゆでから

もっとたいせつなからだをまもってく

からだは︑すうっとそとへでてしまいました︒

三佃4

れます︒

四73

四6010

まだ︑からだがじゅうぶんではないか

だがびっしょりぬれていました︒

四6410園

みんな︑からだに氣をつけてください︒

か一からだはいつもきれいに︒

ら︑

五822園

四762

風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

六251園小さなからだに大きな荷物︒
六335
かわる︒

七417

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ
私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ
なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑

汽車は︑かなり早く走っているので︑青年

からだがらくになったような氣がしました︒

七3611

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒

七351

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

七257囹

いろいろなつかいかたがあるのは︑

六1111 時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳 七158 私たちのからだの名まえに︑このような︑
にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒
ガラスのかけら

ガラスのかけら ︹題名︺一 ガラスのかけら
十一一910

からすむぎ ﹇鳥影﹈︵名︶1 からすむぎ
あった︒

八603 麦ばたけは黄色く︑からすむぎはみどりで
からだ ﹇体﹈︵名︶63 からだβおからだ・ひとつ
からだ

のからだはゆれていたが︑

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七724 うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

七968 みんな︑目があき︑からだには︑すっかり

目さえあけたりとじたりして︑からだをふ

毛がはえました︒

八118

つめたくなったからだをわたにつつんで︑

るわせてもう虫の息です︒

八124

すると︑中から︑みずみずしい︑やわらか

小ばこにいれて︑

い︑せみのからだがはみだしてきました︒

八226

八235 やがておきなおったかと思うと︑からだは

すっかり皮からはなれていました︒

もこくなっていきます︒

八239 みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色

八439 王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ

金持だと思うとからだがよわかったり︑

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒
八467

らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑

八467 金持だと思うとからだがよわかったり︑か

由もなくくらしているかと思うと︑

八468 金もあり︑からだもりっぱで︑なんの不自

みにくいものであった︒

八651 それは︑ひどく大きなからだで︑たいへん

八704 しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

たきぎをとりにいったりするので︑まえ

うにからだをふくらませて向かってきた︒

九323国

いちろうは︑からだをかがめて︑﹁︿略﹀︒﹂

より元氣で︑からだもしっかりしてきました︒
九5111

着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな

とききました︒

がら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

九5711

からだじゅう一かりっぱなし
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九975 やまだ︑みせまいとしてからだをねじって
かくす︒

九鵬7 だんだんのぼり坂になると︑からだがほ
てってあせがでる︒

九佃1 すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ
になって︑ビュウとうなる︒

九相7 たちまち先生のからだは︑ちゅうにうかん
だ︒

九三5 先生のからだは︑美しくちゅうをとんでい
く︒

九梱11 くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば
ちのからだをしばりつけようとしました︒

九麗3 そのうちにみつばちのからだも︑つなにま
かれそうになりました︒

九儒2 それより︑自分のからだがはれてくるし︑
いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒
のいたみもきえていきました︒

九悩5 いつのまにか︑いままで苦しかったからだ

横になりました︒

九欄7 くもはからだを小さくまるめて︑ころっと
九衛4 くもは︑自分ながら自分のからだが︑そら
おそろしく思われてきました︒

九帽11 みにくいと思っていた自分のからだも︑も
うみにくいとは思えなくなりました︒
のからだを手でいじりました︒

が︑からっぽになってしまいました︒

そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑

それからでた細い根が︑つなのようにか

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十二665

からみあい︑かさなりあってはえています︒

八1511

ーッ︾

なんとかして︑からだをじょうぶにして︑ からみあ・う ﹇絡合﹈︵五︶2 からみあう ︽ーイ．

けませんでした︒
十一201

金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ

身代をもとのようにしたいものだと︑
十一214
たし︑働きつけているので︑

おたがいがぬれたからだで︑おしたりお

されたりしなければならなかった︒

十一524

母にそのからだをみせるにはしのびない︒

九634

ガランガランとふりました︒

ガランガラン︑ガランガランとひびき︑

ランガランとひびき︑

九634 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ

九633

ン︑ガランガランとふりました︒

しばらくのあいだうつむいていましたが︑ がらんがらん ︵副︶4 ガランガラン
九633 ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ

やがてからだをまっすぐに立てました︒

十一903

そのうちにからだがだんだん長くのびて︑

十二636

芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に

おしまいにへびになってしまった︒

十二634

十二718

がらんと

︵副︶1

がらんと

七63 カラン︑カラン︑カラン︒

ラン

あの小さいからだが︑まほうつかいのよ からんからんからん ︵感︶一 カラン︑カラン︑カ

こたえましたが︑雪をみるのが訂しみでした︒

十二846

うになって︑

そのころまで︑人間のからだがどうなつ
ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

十二麗10

たとい︑からだはこちらにいても︑こ 十五739 眞夏であったので︑博士の家族たちは暑
さをどこかにさけて︑家の中はがらんとしていた︒

かりnVたかがり

ある日︑かりのおかえりに︑とつぜん

﹇狩﹈︵名︶1

かりいぬ

﹇狩犬﹈︵名︶1 かりいぬ

おたちよりになりました︒

三塀2

かり

鳥が大づめでつかんでいる女の子のから かり ﹇刈﹈5いねかり

のまこころを書いてお送りして︑

十四1512囲

十五252

からだの重さで上からぎゅうぎゅうとお

だが下へ落ちないように︑

十五255
しつけ︑

﹇体全体﹈︵名︶1

ると︑からだじゅうがあせです︒

からだぜんたい

﹇仮初﹈︵名︶1 かりそめ

いってきた︒

かりそめ

十二622

かりっぱなし

その中にわるい人がいて︑かりた家具を

﹇借放﹈︵名︶1 かりっぱなし

おどろきて見ればその花動く

からだ全体と右手を受け持つ人︑︿略﹀︑ 十五153図闘ただみればこれかりそめのばらの花

それぞれ手わけしているんだが︑

十二4412園

からっぽ

うまい︑うまいとなめているうちに︑つぼ

︹空﹈︵形状︶1

十716

からっぽ

からだ全体

九397團足もとの枝をおろして︑やっとおりてく 八747 かりいぬが︑ピシャ︑ピシャとぬま地へは

十569 そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう からだじゅう ﹇体中﹈︵名︶1 からだじゅう

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十674 だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる

ぱなからだになるだろう︒

十一511園ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ

十一199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働

十一81園ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒
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かりとる一かるた

﹇刈取﹈ ︵ 五 ︶ 2

かりとる

かりっぱなしにして返さなかった︒
かりと・る

︽ーリ︾

八鵬10 いねを根もとからかりとりました︒

十三207 これを生かすのは︑みぞをほって水をそ
﹇仮﹈︵副︶1

かりに

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑
かりに
﹇狩人﹈︵名︶7

かりうど

︽ーリ・ーリル︾

ク︾与てがる

いっしょにひくと︑かるく

﹁ああ︑かるいよ︒﹂とおっしゃった︒

といって︑かるくあたまをさげて︑そこを

母うさぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいの

そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか

かれは︑かるくドアをおしあけながら︑

カルタ5いろはがるた

それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ

﹇歌留多﹈︵名︶2

十四2312囹

タバコ︑カルタはポルトガル語︑キセ

ボチャも︑外國語であったとお話しになったので︑

十四2210

かるた

﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話しかけた︒

十五4310

十四7812 うらのほうをかるく四つに割って︑

めに︑どんどんとさかんにたちのぼります︒

十四652 まわりの書毛にくらべてずっとかるいた

のかかった枝のつけね︑ふわふわした軽い葉︑

十ニー62 力のこもった角︑まるみのある面︑重み

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒

十一724 そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八946 ういたもみがあったので︑手ですくってみ

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八917 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

かるく水の上をおよいでいた︒

︑
1はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑
ノ0
801

るくポンポンとたたきました︒

八309

で320g︑かるいので260gでした︒

七989

物︑一つは小さくてかるそうな物です︒

五296囹 一つは大きくて︑︿略﹀持てそうもない

でました︒

五267

四187囹

﹁ぼくが

その中にわるい人がいて︑かりた家具を かる・い ﹇軽﹈︵形︶14 かるい 軽い ︽1・ーイ・一

ガリレオ

︽ーッ・ーリ・ーレ︾

なるかしら︒﹂

家もせまいので︑自分は︑その近所に別 四185園

かりっぱなしにして返さなかった︒

十一一622

十二7010
に家をかりて住むことにしました︒

私は︑その少年の持っていたペンをかり
ガリレオ

て︑サインをしてやりました︒

十二782
︹人名︺6

そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ
ガリレオを呼びだし︑その説を人に教え
ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって
そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

ガリレオは︑年をとってもいたし︑めく
では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え
︹題名︺2

かる

ガリレオ

ガリレオ
﹇刈﹈︵五︶3

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ
から︑そこんとこの草をかれ︒

九625園

か・る

十三127

十三25

ガリレオ

をかえてしまったのかというと︑

十三165

らにもなりかけていたので︑

十三16一

されて︑

十三1512

研究を続けていましたが︑

十三159

てはならない︑といいました︒

十三158

サに生まれたガリレオという学者がありました︒

十三148

十四302 かりにそれがほんとうのことだとしても︑ ガリレオ
かりゅうど

四552 島にはかりうどはきませんが︑大きな
へびがやってくることがあります︒
六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど
が弓矢を持って通りました︒

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

ぼりました︒

六168 ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの

かりうどもびっくりして︑

六1610 小さなありでも︑力まかせにかんだので︑

六172 声をきいて︑はとが下の方をみますと︑か
りうどが矢をつがえているではありませんか︒
ていた︒
かりる

八744 かりうどは︑ぬまのまわりにまちぶせをし
﹇ 借 ﹈ ︵ 上 一︶8

九432團 ぼくたちのかりているやしきのまわりに

か・りる

も︑大きなかきの木が三本あります︒

遠い山へいって︑しばをかったり木を
■いやがる・おもしろがる・かなしがる・かわ
や・まちどおしがる

いがりあう・かわいがる・こわがる・さみしがり

がる

切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一255

やまねこのまえのところの草をかりました︒

十一2811 その油を自分でとりたいと思い︑となり 九6210 大きなかまをとりだして︑ザックザックと
のおばさんから︸にぎりのあぶらなの種をかりて︑

十二66 すると︑にわか雨が降りだしたので︑近
くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

十二71園 雨具をかりたいのですが︒
十二621 そのことが評判になって︑だれもかれも
かりにいくようになった︒

かるやか一かれる
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﹇軽﹈︵形状︶2

かるやか

ルとカボチャはカンボジア語だといわれている︒
かるやか

七418 かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持
よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

十三296 ﹁チャカチャン︑チャカチャン﹂と︑か
﹇ 枯 ﹈ ﹇ V う ら がれ

かれ

るやかな︑はずむような音をたてる︒
かれ

﹇彼﹈︵代名︶2 7

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれにせまりまし

かれがふと思いうかべたのは︑

誠意にみちていました︒

十三198
十三216
十三229

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話しかけた︒

落し︑足もとの枝をおろして︑

九395團上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき

落せませんでした︒

へやのすみに︑かれ木が立っていま

﹇枯木﹈︵名︶2

かれ木

九405国木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき
かれき

かれぎくをたいている︒

﹇動乱﹈︵名︶1 かれぎく

﹇枯草﹈︵名︶2 かれ草

地面には︑夏のころ︑草とりをしてつみ

重ねておいたかれ草が︑すっかりくちていた︒

十ニー49

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

八604 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと

かれくさ

十三486

かれぎく

けやきのこずえの方を︒

十三42 ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い

した︒

かれは︑もみの生長について︑大きな発 三339囹

見をしました︒

十三2211

かれが︑父を失った直後︑文学修業のた
かれは︑氣が氣ではありませんでした︒

めにパリーに出て︑

十四510
十四457

かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

七415 かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア

かれ

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

十四467

かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお

かしれませんが︑

九846 だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに
してほっています︒
よいで行きました︒

十3412 小学校をでただけのかれには︑手のとどき 十四485
そうもない空想になりがちであった︒
るとともに︑

十353 かれは︑そのりっぱな機械をみて︑感心す 十五4310 かれは︑かるくドアをおしあけながら︑

あった︒

つまり︑私はかれのギリシア語の先生

り︑いたずらをしたり︑

とか︑ささやきかわしているけはい︒

十三53 ことばのないかれらのことばで︑なにご

ろうのたいまつをたいて︑おしよせて來る︒

十三69 やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

かれる ︽ーレ・ーレル︾

根もとからかれている高さ十五メートル

かれないようにさ︒

﹇枯﹈︵下一︶10

七246園

十三211

実際に試験してみると︑もみの木ははえ

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十一404圏夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか

に近い木にのぼったことがありました︒

九398團

か・れる

となかよくテーブルについて︑

かれこそ︑のちに名をなした新島嚢 十五923 チルチルがふと見ると︑かれらはみんな

にいじまゆずる

十653

十363 かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜も書も 十五462 かれには︑みなめずらしいものばかりで かれら ﹇彼等﹈︵代名︶4 かれら
かれらは︑だんなのねこかぶりをあばいた
なく考えとおし︑

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十373 かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械 十五464 ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵
を作ることにとりかかった︒

十五584囹

で︑かれは私の日本語の先生というわけだが︑

十五583園

十416 かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな 十五582囹私はかれのギリシア語の先生で︑
おしにがかった︒

十417 かれを氣ちがいとよび︑やましとさえのの
しるようになった︒

だよ︒

かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

る高い木をみつけると︑

九391團枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい

下から力をいれてひきおろします︒

九385団高くて手のとどかないかれ枝は︑︿略﹀︑

おってよいことになっています︒

九382国

十441 かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの かれえだ ﹇枯枝﹈︵名︶5 かれ枝

十435 すると︑かれはきゅうにとびあがった︒
れいにささげて︑その成功をしらせた︒
十一8111 男はみまわして︑ひと目少年をみると︑
こんどはかれがさけびを発しました︒

十二621 そのことが評判になって︑だれもかれも
かりにいくようになった︒
十三1812 かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑

407
かわ一かわ

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒
十三2110 両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑
年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

十三226 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ

四壇1囹とおいとおい川の水で生まれたも
五47

小さいたにまに︑小さいながれ山から川の

山から川のあかんぼが生まれる︒

のです︒

五51

いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ

川は山からかけおりる︒

ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五510

五56

るのはふせがれましたが︑
あかんぼが生まれるQ
十四5610囹葉でも︑花でも︑なりかけている実で 五52 川のあかんぼ︑チョチ︑チョチ︑アワワ︒

も︑みんなかれて︑くさってしまいます︒
十四571囹 いっしょうけんめいそれをなおして︑
あなたがたがかれないようにしてあげたのです︒

︵名︶

46

川

←あさひがわ・あまのが

川は友だちとあくしゅして︑川はだんだん
水力電氣をおこし︑水道の水にもなり︑川

はだんだん大きくなる︒

五66

大きくなる︒

五62

大きくなる︒

十四587囹水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ 五61 川は友だちとあくしゅして︑川はだんだん
たり死んだりしてしまいます︒

十四591園あの雨のおかげで︑かれるのが助かっ
﹇川﹈

たことを考えてごらんなさい︒
かわ

わ・おおかわ・おがわ・さかわがわ・そうせいが
わ・たにがわ・でんりゅうがわ・はるのおがわ・ま

く︒

五67川は野原におりてくる︒
五73川は大きくなると︑ゆっくりとながれてい
五79川はだまってはたらく︒

一376 川がながれています︒

つかわ

一377 川が︑さらさらとながれています︒

います︒﹂

川から水がわきあがってくるようです︒

﹁川の中の石が︑のびたりちぢんだりして

そうして︑川をみて氣のついたことを書き

しい川のきしを走ったりしました︒

五203しげった竹やぶの小道をとおったり︑ すず
五791

とながれています︒

一378 ちいさな川が︑うちのまえをさらさら
一523 おおきな川がながれていました︒

ました︒

五7910

五798

﹁これはなんという川だろう︒﹂

二208よるゆめ山川さかなふねなみ

ニー41 にわに川ができました︒

﹁524囹

一一261囹 あるところに︑川がありました︒

川にいる魚と海にいる魚とをわけな

たりました︒

六156

ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう
﹁あっ︒﹂というまに︑川の中におちてし
波に流されて︑川の岸につきましたので︑

まいました︒

六138

としました︒

六136

二288囹十二ひきのぶたが︑そろって川をわ 五802 川の中の石と石とが︑おどっています︒

さい︒

三212

三486囹早く川の水でからだをあらって︑が
まのほをしいて︑その上にねるがよい︒

川が流れていました︒

ありは︑ぶじに岸にあがることができました︒

七191園川に落ちないように︒

六623

七694 たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑あふ

れている︑あふれている︒

にういていました︒

八282 川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか

八333天の川は︑︿略﹀︑ぼうっとした銀の川のよ

うな光をはなっているようにみえるのです︒

天RU− 下をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒
ノ51
くれた︒

九113 はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて

水は︑さらさらと走って︑やがて︑すぐ下

のすこし大きな川に流れこんでいた︒

九梱2

ビエンヌという川の岸には︑

という川が︑その下を流れていました︒

十103 ポンナフという石の橋があって︑イエンヌ
十142

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144 フランスのいなかによくみかける︑赤いか

十145 その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少

すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑

年にもあいました︒

十一6012

なつかしい山や︑おもむきのある川など

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十二554

があるためばかりではない︒

﹇皮﹈

︵名︶

12 かわ 皮

5けがわ・つりか

十二632 そこでまた川の水を飲んだ︒

せどのあおぎりの木の皮に生みつけられた︑

わ・ひとかわ

かわ

八143

口のさきで︑かたい皮にあなをあけて︑て

あぶらぜみのたまごがありました︒

いねいに生みつけておいてくれましたので︑

八割5

かわ一かわいそう
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五㎜9

五884園黒いころもに赤いおび一かわいいよ︒
おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八165 虫たちは︑︿略V︑手ごろな︑皮のうすい︑

六82園

自韓車のチューブのようにふわふわした︑

﹁まあ︑かわいいねじ︒﹂

んは︑ますますひわがかわいくなりました︒
七295囹

八191 わずか二三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎ
かえて地の上へでていきます︒

かわいいひとりの王女もあって︑なにひと

わたしには︑かわいいめいとおいにあた

﹁ああ︑かわいいひめです︒﹂

﹁おお︑かわいいひめや︒﹂

つ不足なことはありませんでしたが︑

八373

は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かなしくて

﹁みんなかわいいことりになって﹂

んなかわいい ことりになって︑

一232囲

あまりかわいい少年だったので︑よくみ

﹇可愛U︵五︶13 かわいがる

は︑いつでも天國にいるのですよ︒
かわいが・る

︽ ッ・

ですから︑このつくえやこしかけを︑

ーラ・ール・ーレ︾

かわいがってやりましょうね︒

二606園

小さな人をかわいがれ︒

三939 ﹁よごさずにかわいがってください︒﹂

だいて︑たいへんかわいがられました︒

五2210園 ﹁おじいさんが︑かわいがってくださっ

いつまでもかわいがってやるよ︒

たのでしょう︒﹂

八783 おばあさんは︑それを自分の子のようにか

五㎜3園

わいがつた︒

十五592囹私は小さいとき︑その新島嚢にたいそ

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

﹁︿略﹀︒﹂といって私をかわいがった︒

うかわいがられたのですから︒
十五613

ていますと︑

十五6910

すいすいととびまわるかわいい赤とんぼ

母親はだれだって︑子どもをかわいが

あの人は︑おまえたちふたりをかわい

かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五伽6 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五備8園

るときにはお金持なのですよ︒

十五皿7囹

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

を︑心の中にえがきだす︒
なんとかわいい汽車ではありませんか︒

十一一942
十二佃6

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい
い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒

十三499

まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる
まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十三534

ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子
で四つになるかわいい子どもたちでした︒

十五207

かわいそう ﹇可哀相﹈︵形状︶18 かわいそう

かわいそうだから︑はなしておやり︒

でもかわいそうだな︒

五9410囹 ﹂﹁かわいそうだもの︑ひろっていって︑

四9810囹

四978圏

たいへんかわいそうにお思いになりました︒

自分の子女は︑その性質がどんなにち 三486園 それはかわいそうだ︒
三川5 みかどがこのことをおききになって︑
かわいがりあ

おまえと私とが︑かわいがりあうとき

﹇可愛合﹈︵五︶1

かわいい弟たちよ︑妹たちよ︒

がっていようとも︑かわいいことはみな同じで

十五743
十五伽8園

︽ーウ︾

十五柵5園

う

﹁りょうかんさん︑このおにんぎょう︑ かわいがりあ・う

のところはこまりました︒
五8610囹

かわいいでしょう ︒ ﹂

五8611園 これはかわいいにんぎょうだ︒

五225 まつ白にこなのふいたほしがきなどをいた

八1211かわいいものをなくしたばかりでなく︑私 四751 ち

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑

八205 そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
まつのです︒
八214 皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく
はみえないらしい の で ︑

ます︒

八2210 ただ︑腹の下のほうだけが皮にかくれてい

八236 やがておきなおったかと思うと︑からだは
すっかり皮からはなれていました︒

﹇▽うしろがわ・うちがわ・えんがわ．か

︽ イ・ーク︾

o

九4311團 ほしがきにするために︑母がかわをむい
て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒
九556 せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑
ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

ように︑

十563 かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく
十五351 また︑木の皮や︑あさなわなどであんだ
﹇側﹈

ひももっかい︑
かわ

たがわ︒きたがわ・そとがわ・にしがわ・ひがしが

かわいい

わ・ひだりがわ︒みぎがわ・むこうがわ・りょうが
わ
﹇ 可 愛 ﹈ ︵形︶22

78ま2461
8す3園囹

一214圃 おててつないで︑のみちをいけば︑み 十五643囹 ﹁かわいいぼうやだな︒﹂

かわい・い

十 十八八
二り二4342

409
かわいらしい一かわす

かってみよう︒﹂

六302園 かわいそうだね︒

十1312

そういうかわいらしい子どもがいて︑なか

よしになってくれたからです︒

かわいらしい幸福たちがやって來た︒

﹁ボーン﹂と︑かわいらしい音をたてる︒

︽rシ︾

てくると︑のどがかわきました︒

六伽5園 でも︑のりがかわかないうちにあまりい

早くかわくといいな︒

じると︑すぐはがれますよ︒

六伽9囹

十五957園

十三301

六㎜9園 かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

かわかす

川上の方をながめると︑近くの町の工場

︽ーッ︾

上からつたわってくるあたたかさと︑かわ
かわききる

こがらしや子ぶたのはなもかわきけり

ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

小魚はしおからかったので︑のどがかわ

﹃のどのかわいていないときに物を飲

川口はいいところだ︒

川ロの子どもたち⁝⁝⁝四

川口の子どもた

川口の子どもたち

2

十一22 一

︹課名︺

十一41 一

ち

かわぐちのこどもたち

もうをとったり︑

十一52 川ロの子どもたちは︑いつも砂原で︑す

十一42

﹇川口﹈︵名︶2 川口

む幸福﹄と︑

十五879園

いてたまらない︒

十二631

いると︑のどがかわいてきた︒

十二629

九271図魍

かわきました︒

八鵬6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

んのところへ持っていってあげるんだ︒

まあ︑なんてかわいらしいのだ︒

六363囹 かわいそうに︒
うになりました︒

十一45

かわき

いくら飲んでものどのかわきがとまらな

﹇乾﹈︵名︶1

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒
かわき

十一一632
かった︒

八206

﹇乾切﹈︵五︶1

きかたとで︑︿略﹀ことなどを知ります︒

かわく

︽ーイ・ーカ・一

川しも

皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ

﹇川下﹈︵名︶1

ども湖に近い撫しもの方へとりにいきました︒

九337国黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

かわしも

ろげてあります︒

十一一塒7

十四5812園あのかわききった夏のさいちゅうに︑ かわざいく ﹇皮細工﹈︵名︶1 皮ざいく

︽一 かわきき・る

かわぐち

十五9710囹なんてかわいらしい服を着ているのだ

るのだろう︒

十五979園なんてかわいらしいほっぺたをしてい

十五971園

六伽6 うさぎさんたちは︑たぬきさんがかわいそ

八762 しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき

七367囹 かわいそうだ︒
あがる氣にもなれなかった︒

﹇乾﹈︵五︶2

そうっとかわかしておおきなさい︒

よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

いたり頭の毛をぬる︒

十二514

六伽6園

かわか・す

八8711 きびしい冬のあいだ︑どんなに苦しんだか︑ ろう︒
ここで話すにはあまりにもかわいそうである︒

八903 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも
のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

九201 ﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂
いさんになるとかわいそうね︒

十579 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ かわかみ ﹇川上﹈︵名︶1 川上

らね︒

十ニー14囹 もしけがでもしてはかわいそうですか

十二246 発育がたいへんおくれていて︑かわいそ
うです︒

かわいらしい

て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

十四9211 かわいそうに︑その子は︑おなかがすい かわきかた ﹇血忌﹈︵名︶1 かわきかた

﹇可 愛 ﹈ ︵ 形 ︶ 1 0

十四撹4園 かわいそうな子だ︒
かわいらし・い
イ︾

目です︒

︵四五︶

あつい日中の道を︑ものを運びながら鋭い

十二868

ネットをはさんで︑両選手はかたいあく

かわす・とりかわす

﹁ぬれたきものをきて︑かわくとぬ かわ・す ﹇交﹈︵五︶1 かわす ︽ーシ︾与ささやき

10

川岸にそって車を走らせていくと︑林の中
﹇乾﹈

六134

ぐものはなあに︒﹂

一一177園

キ・ーク︾

かわ・く

にごてんがあって︑

八283

三381園うさぎの目はもも色のかわいらしい かわぎし ﹇川岸﹈︵名︶1 川岸
九369国 まっかな︑かわいらしい山いちごの実が︑
こぼれたように雑草の中にありました︒

十109 プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑
三人のかわいらしい少女にもあいました︒
せんか︒

十1310 なんとかわいらしい子どもたちではありま

かわす一かわる

410

手をかわしました︒
﹇ 蝶 ﹈ ︵ 五︶2

かわす

︽ーシ・ース︾

十五302 ひらりと身をかわした少年は︑身をかわ

かわ・す

すと同時に︑右手の短刀で鳥のつばさに一たちあ
びせました︒

﹇蛙﹈︵名︶2

かわず

十五303 身をかわすと同時に︑
かわず

九⁝⁝6図魍 ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか

わずは鳴くも夏のあさ夜を
﹇川波﹈︵名︶1

川波

十五84図魍 かわずだまりて人の足大きくすぐる
かわなみ

かわら屋根

フランスのいなかによくみかける︑赤いか

﹇瓦屋根﹈︵名︶2

らへいって︑あき地にまいておきました︒

十144

かわらやね

小学校のかわら屋根から雨がしたたる︒

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒
十192
かわり﹇▽いれかわり

もえている火をもってあるくかわ

﹇代﹈︵名︶15

そのかわり︑にいさんは山へいらっ

﹁なんだ﹂というかわりに︑﹁ダンダ﹂と
﹁そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角

たいそうほねがおれて︑このうえなくふべ

黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑
みどり色のかわりに︑むらさきをぬったら︑

むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑ど

人形はものをいわないが︑そのかわり
説明がついている︒

十二454囹

くりはあんがい少なかったこと︑そのか
わりきのこがたくさんあったこと︑

十二923

十四121国

もしこわれたら︑そちらでわけなくか

かわりは

そのかわり日本語を教えてくれと︑そ

わりをお見つけになれるでしょう︒

十五581園

かわり5おかわり

の申し出でを承知して︑

はやさに

みたところ︑なんのかわりもない貝です

﹇西方﹈︵名︶1 かわりかた

お日さまは

一つしかないから︑みんな

﹁︿略﹀︒﹂ふたりは︑かわりばんこに指を

一台の長いすがおいてあったが︑見物

﹇変﹈︵四五︶29 かわる 変わる ︽ーッ・

わけているうちに︑そのわけかたが︑

︸だんあがるごとに︑あたりのよう

それでは︑なにかかわったことをし

て︑おなぐさめいたしましょう︒

四桝3囹

すがかわります︒

三321園

いろいろにかわっていきました︒

ニー18

んがえたり︑いろいろにかわります︒

﹇287 ひとつのかおが︑わらったり︑︿略﹀︑か

ーリ・ール・ーレ︾

かわ・る

の人が︑かわりばんこにやって來て︑

十三5912園

つっこみました︒

十715

でかわりばんこにお目にかかるのです︒

三773囹

かわりばんこ ﹇代番﹈︵名︶3 かわりばんこ

年めになった︒

十449 海水の温度に大きなかわりかたもなく︑四

かわりかた

が︑いまから三四千年もまえの貝です︒

十二975

十一7411圓﹁べつにかわりはございません︒﹂

で︑かわりのあるはずはない︒

十403 同じことをなんどもくり返してみたところ

ない︒

二668 けれども︑うこかす

かわり ﹇変﹈︵名︶4

そのかわりまた︑いつのまにかがんが
父親が病氣でねていましたので︑金次郎
が︑そのかわりにでることになりました︒

十一214

渡ってきました︒

九421團

うなるでしょう︒

九52

どうなるでしょう︒

九49

また︑ちがった感じがします︒

九47

もねこもやってこないから︑安全です︒

んですが︑そのかわり︑君たちの大できのすずめ

八187

を︑おってしまってもいい︒﹂

六悩3囹

いってみると︑

六柵5

しゃつて︒

六816園

りに︑わたくしをもってあるきます︒

四望7園

かわり

九113 川波がザワザワとたちさわぐところである︒
かわのあかんぼ ︹題名︺1 川のあかんぼ

五42 川のあかんぽ
かわのうた ︹課名︺2 川のうた

五22 一 川のうた⁝⁝⁝四
五41 一 川のうた

五55 川は大きくなる

かわはおおきくなる ︹題名︺1 川は大きくなる

川べり

かわははたらく ︹題名︺1 川はばたらく

五72 川はばたらく
﹇川縁﹈︵名︶2

九櫛5 はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

かわべり

べりに道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

十二725 そのあたりにいるのは︑川べりにある船
かわら

一ねんに

﹁かわらのすなは︑みんなちいさな 十一229囹 どうかそのかわりにはいてください︒

﹇河原﹈︵名︶3

大工の子どもや︑︿略﹀りょうしの子どもたちで︑
かわら

一529囹

ほしみたいですね ︒ ﹂

一543園 この お月さんの くにでは︑

一どたまひろいにこのかわらにきます︒
十一2811 一にぎりのあぶらなの種をかりて︑かわ

411
かわる一がん

かわる︒

六336 風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

七258園 それから十日すぎて︑からだが黒つぼ
かったのが︑青くかわってきたんですよ︒
七2610園 あおむしが︑へんな色にかわっている︒
七279園 これから︑どうかわるでしょうね︒

七295園黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ
んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

七2911園 きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ
八109 毎日なにかかわったことをしでかしては︑
みんなをおどろかせたり感心させたりします︒
八401 いすはたちまちこがねにかわりました︒
八411 まずコーヒーをおのみになろうとすると︑
コーヒーはこがねにかわりました︒

かりかわりました︒

一見︑なんのかわったところもないよう

な︑このホートンではあるが︑

十三277

それはそうとして︑ラファエルのかい

ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

わるがわるジャンプをしている︒

九⁝⁝1一 ジャンプ台では︑じょうずな人たちが︑か

十二47

﹇官﹈δさいばんかん・さいばんかんどの

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑
かん

﹇間﹈δいちびょうかん・いっしゅうかんご

はまかん・ふつかかん・みつかかん

と・いっぶんかん・しちねんかん・とうきょうよこ

かん

そういう︑いろいろなかわったことがお かん ﹇巻﹈δじゆうにかん

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒

十三5810囹
十四6810
こるのです︒

日かげで見ては︑べつにかわったようす

はなにもありませんが︑

十四699

﹁おい︑こんどは︑ぼくがかわって︑

弟が卒業するので︑私が︑母にかわって

かわるがわる

え︑おとうさんが︑そう⁝⁝じゃあ︑
﹇代代﹈︵副︶5

みんながかわるがわる︑つめたい水で︑
ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望

﹇館﹈臭えいがかん・カーネギーはくぶっか

︹題名︺1

ん・ろくめいかん
がん

﹇岩﹈呂かこうがん

﹇岸﹈δほっかいがんとくゆう

三541 がん
がん

がん

三544團

三543圃

おびになって︑ひもになって︑がんが

たすきにならんで︑がんがかえる︒

がんがかえる︑がんがかえる︒

がんがかえる︑がんがかえる︒

がんがかえる︑がんがかえる︑がんが

がん

﹇雁﹈︵名︶39

三546圏

おたがいに

いましめあって︑

けさも早くから︑三十ぱのがんは目を

さましました︒

四437

ぎょうぎよく空をとびました︒

四433 がんは︑

へむかってたびをつづけていました︒

四412三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北

かえる︒

三555圏

かえる︒

三542圏

がん

がん

つかん・びじゅつかん・メトロポリタンはくぶっか

ん・かいがかん・きかいかん・としょかん・はくぶ

かん

十五135図魍照る月の位置かわりけん鳥かごの屋 かん ﹇感﹈呂りったいかん
漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

根にうつりし影なくなりぬ

十五361

字から起り︑これがだんだん変わって︑

それからお天氣が変わると︑これが︑

﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけています︒

十五鵬11園

でました︒

十一434

かついでいこう︒﹂

四516囹

わる・おかわる

九748 光がうすくなって︑まもなく馬車がとまつ かわ・る ﹇代﹈︵五︶4 かわる ︽ーッ︾呂うまれか
たときは︑茶色のどんぐりにかわっていました︒

九四5 これらのことを一つ一つ思いだしているう
ちに︑心持が︑しだいにかわってきました︒
十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑
海水が茶色にかわるほどになるのである︒

4

帰りは︑みんなかわるがわるリヤカーをお
して歩きました︒

九869

遠鏡をのぞいて樂しんだ︒

六

あたまをひやしてやりました︒

四5410

かわるがわる

かわってください︒

十三3810園

看護婦にかわってそれを飲ませたりしました︒

十一6911 こうもかわればかわるものか一これが 十一766 コップなりさじなりをその手から取って︑
父親であろうとは︑とても思われませんでした︒
十一6911 こうもかわればかわるものか
とすこしもかわりませんでした︒

十一881 その熱心とそのしんぼう強さとは︑まえ

十二883 ことばは︑︿略﹀や︑音声や身ぶりに
よって︑いろいろにその意味がかわる︒

と︑ただとおり一ぺんのあいさっとしていうとき

十二897 ほんとうに感謝の心持をこめていうとき
とでは︑いいかたもかわってくるであろう︒

十三247 植林が成功してから以後の農業は︑すっ

かんか一かんがえ

412

四442 とうばんのがんは︑大きな声でさけび
ました︒

四476 あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ
にあたりました︒

四478 三十ぽのがんは︑ 一列になってとんで
いきましたが︑

四489 ほかのがんは︑また︑みんなをだまして

四602園

﹁ふくろうさん︑がんのなかまをみな

しかたがないので︑二十九わのがんは︑

かったかい︒﹂

四609

どのがんもどのがんも︑夜つゆでから

テーブルのまわりにあつまりました︒

四6010
どのがんもどのがんも︑

だがびっしょりぬれていました︒

四6010

みると︑なかまのがんが︑へびからぬけ

そのひまになかまのがんは︑するりと
三十ぱのがんは︑みずうみの島をとび
がんの列は︑そのきれいな雲の中に︑

がんのむれが︑そろってあしのあいだがら

感化

そのかわりまた︑いつのまにかがんが
﹇感化﹈︵名︶1

考えδおかん

第一︑ユートランドの氣候が︑そのよい
かんがえ

三619園

﹁そりゃあうまいかんがえだね︒﹂

﹁こりやあうまいかんがえだ︒﹂

ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠

ああ︑いい考えがある︒

三667園
六401園

けれども︑これという考えはでませんでし

いきょりは︑おしはかることはできません︒

八337

た︒

八455

八795

そればかりでなく︑ねこやにわとりとは

かしこいものたちがものをいっていると

まったくちがった考えをもっていた︒

きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒

八805園

りません︒

十321 無責任な︑ひきょうな考えをもちたくはあ

佐吉の考えは︑しだいに高まっていったが︑

十3311 佐吉の考えはこうである︒

村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

十3411
十408

金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑

そのゆめのような考えをわらった︒

母親にすすめました︒

十一245

これをいくどもくり返してたしかめ︑す

今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え

十四314

十四98国

そういうちっぽけな考えでは︑とても世

どうあっても考えのたりないことです︒

をかえてしまったのかというと︑

十三165

でもない︒

この考えのまったくあてはまらぬことは︑いうま

十三1011

ている︒

十三103

でに知ったことを材料として︑考えをおし進め︑

そうして二わのがんは︑ぬまの中に死んで 十三91

すると︑そこへ二わのがんがやってきた︒

渡り鳥になる考えはないかね︒

いんそつがかりのがんが︑口をひらいて︑ 八737園どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑
二十九わのがんが︑食事をすませると︑

四612
四619

﹁︿略﹀︒﹂と︑出発がかりのがんが︑みん

びっくりさせるのだろうと思って︑

四498 二十九わのがんは︑あわててかっちゃん
のところへあつまりました︒
四621

がえ

﹇考﹈︵名︶27

感化を受けました︒

十三242

かんか

渡ってきました︒

九421團

とびたった︒

八741

落ちた︒

八7311

八732

みえなくなっていきました︒

四656

たちました︒

四653

ぬけだしました︒

四629

だそうとして︑もがいているところです︒

四625

なを元氣づけました︒

﹁︿略﹀︒﹂

四502 力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん
のおちていくのを︑下からうけとめました︒

四503 ほかのがんは︑右や左からかっちゃん
をだきかかえました︒

四523 おんぶしているがんもおちそうになり
ます︒

るどころではありません︒

四526 二十九わのがんは︑列をきれいに つく
四532 がんのなかまは︑︿略﹀みずうみのとこ
ろへ いこうと話しあいました︒

した︒

四541 がんのなかまは︑この林の中におりま

四543一わのがんが︑みずうみのきれいな水
をくむと︑

四546 ほうたいをもっていたがんが︑手早く
くるくるとまきつけました︒

四553 そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ
ちでみはりばんをしました︒
四592 二十九わのがんは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびま
した︒

かったかい︒﹂

かんがえ
四5910﹇n国 ﹁りすさん︑がんのなかまをみかけな

413
かんがえあわせる一かんがえる

界の中にはたっていけません︒

もわるくもなるのです︒

十四318 あなたがたの考えひとつで︑日本はよく
十五343 私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ
とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五349 その結びかたや︑なわの色や︑なわの太
﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

さなどによって︑いろいろな考えを表わした︒

十五369
には︑

十五373 ﹁すえ﹂とかいう考えを表わすことにし
た︒

十四886
かんがえこむ

考

考えごと

六781

︽ース︾

その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え

考えとおす

︽一

金次郎はいいことを考えつきました︒

ついたことを話しました︒

十一2111

﹇二才﹈︵五︶1

かんがえどおり

かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜も書も

かんがえとお・す

十363

シ︾

なく考えとおし︑

﹇考通﹈︵名︶2

﹁では︑めいめいのかんがえどおりに︑

かんがえどおり
一一12園

そうして︑ひとりびとりのかんがえどお

わけてごらんなさい︒﹂

ニー15

りにわけてみました︒
十3511

考えぶかい

かんがえもの

少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑

﹇考物﹈︵名︶1 かんがえもの

﹇考﹈︵下一︶㎜ かんがえる

考える

ニー75 かんがえものをしてあそびました︒
かんが・える

それから︑このうたのゆうぎを︑みんな

︽ーエ・ーエル・ーエレ︾δおかんがえる

がかってにかんがえておどりました︒

一286 ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

﹁お友だちのなをかんがえて︑ごらん

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

なさい︒﹂

二58囹

二65囹よくかんがえてごらんなさい︒
二501

けれども︑それをやめて︑しばらくかん

二98 みんなは︑いろいろかんがえました︒

ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こんな

がえます︒

ことをかんがえました︒

二553

こんなことをかんがえているうちに︑

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

二563

ねこのわたくしは︑どのねずみをつ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ふたりはいろいろかんが

一一613 みんなでかんがえて︑やりましょう︒
日用1

えました︒

かまえようかと考えました︒

四215團

ねているうちに︑いいこと考えたん

四365 みんなは︑しばらく考えていました︒
だ︒

四586園

さあ︑考えてごらん︒

どと考えているうちに︑

六64 これはどんなところにおかれるのだろうな

五6411園

佐吉は︑一けんの小屋に閉じこもって︑ 四732 ﹁いろはがるた﹂を考えました︒

﹇考深﹈︵形︶1

いっしんに考えぬき︑

︽一︾

考えぶかそうな目をしていました︒

それとも︑心の中で考えごとをしていて︑ 十一637
﹇考込﹈︵五︶2

思わず方向がちがったものであろうか︒

かんがえこ・む

空をながめてはためいきをつき︑じつ

︽ーム・ーン︾

三㎜3

えこむ

考えだす

上からよんでも下からよんでも︑おな

﹇考出﹈︵五︶1

﹁ごろう︑なにを考えこんでいるんだね︒ 一223

とかんがえこむようになりました︒
六7211囹
﹂

かんがえだ・す

四671

じになることばを考えだすあそびです︒
iキ︾

︽一

風や︑︿略﹀は︑動いていても息をしない

十五781 きみたちの考えが︑たとい世間の考えと かんがえづ・く ﹇考付﹈︵五︶3 考えつく ︽ーイ・
ちがっていても︑その発表をためらってはならな

六7711

考えおよぶ

から︑命がないんだと︑ごろうは考えつきました︒

い︒

十五781 たとい世間の考えとちがっていても︑
十五悩6園 ﹃むじゃ氣な考えの幸福﹄です︒

︽ーセ︾

かんがえあわ・せる ﹇考合﹈︵下一︶1 考えあわせ
る

﹇考及﹈︵五︶1

十四263 このことから考えあわせてみると︑
かんがえおよ・ぶ

考えかた

六64 ︿略﹀などと考えているうちに︑ふと︑自

ン︾

﹇考方﹈︵名︶3

分のことに考えおよんだ︒
かんがえかた

十三131 こういううぶな考えかたがもとになって︑
十五454 それまでのものの考えかたや商費では︑
ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒

﹇考事﹈︵名︶2

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五7312 老博士は︑きように乗じて︑アメリカの かんがえぬ・く ﹇考抜﹈︵五︶1 考えぬく ︽ーキ︾
かんがえごと

な査の空︒

六504圃考えごともできそうな︑ああ︑おおらか かんがえぶか・い

かんがえる一かんがえる

414

六595 うたううたは︑なぜうたいやすいかと考え
ました︒

考えました︒

六596 どうして︑ふだんの話がうたえないのかと
六668 お話の題はべつにきめませんから︑かって
につぎを考えてください︒

がです︒

六687 一組の人がみんなで考えてこしらえたまん
六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは
こんなことを考えました︒

六743園 それを考えたらわかるじゃありませんか︒

七602

考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒

それか

そうして︑左の足が一本短くて
それで︑歯が二三本ぬけているにちがい

﹂といってから︑ちょっと考える︒

七773
ら

七843園

死ぬことなど考えられないほどにぎやかに

ないと︑考えました︒

八253

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

鳴きたてたせみも︑

八302

王子も︑なんとかして父の奇手をなおした

ようと考えて︑

八472

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

さQ

九柵10

おまえさんは︑することがないから︑そ
そうすれば︑そんなことは考えなくなつ
そのむかし︑いじめられたり︑あざけられ

十311 そうして︑うちじゅうの人たちに︑めいわ

自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

くをかけないようにしたいと考えます︒

たいと考えます︒

十326

ほかのことを考えないで︑みっちりしご

とをやってくれ︒

十334圓

である︒

十415 これは︑まったく考えてもみなかったこと

十553 ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

思ったり︑感じたり︑考えたりしているこ

ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

ととは︑ちがったものになります︒

十556

十7311園

いつもそのうえを考えていて︑いいこ

命をすてておわびをしょうと考え︑

とをはっきりきめる︒

十﹁91囹

看護人は︑しばらく考えていましたが︑

十一718 ﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は考えました︒

十一664

すると︑医者はちょっと考えてから︑こ

土人のひとりが︑書物というものはなに

文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も

十二227

父がまえからそういうときのことを考え

文雄はこう考えた︒

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十一一4710囹 便利とか不便だけで物事を考えないと

て︑

十二239

ともっとよくしたいと考えることができます︒

十ニー910園 すんだことをかえりみて︑翌年はもつ

とをかこうと決心した︒

十ニー46

かすばらしい力をもっているものだと考えました︒

十一一121

ういいました︒

十一7412

水の音をたいこであらわすことなどは︑ 十一723 それからそれへと︑いろいろ考えました︒
そのめんどうだという裁判のようすなどを

どうしてそのものがこうなったかというこ
なぜ︑このようなあみかたをしなければな
どうしてそんなことになったか︑そのわけ
をよく考えていってみようと思います︒

十303

らなかったのか︑よく考えてみたいと思います︒

十295

とを︑考えてしらべたいと思っています︒

十292

また︑あみをかけようと考えました︒

くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑

九棚11囹︺なんだか︑いま考えるとはずかしい氣持

考えて︑おそくまでねむれませんでした︒

九487

ちょっと考えられないが︑

九111

たりしたときのことを考えた︒

八934

てしまうよ︒

八813園

んなことを考えるのだよ︒

八811園

六7410 こんなことをつぎからつぎへと考えました︒ 八8010囹 おまえさん︑なにを考えているの︒

六772園きのうから︑それを考えているんです︒
六783園 よく考えた︒
はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑

六佃1 なぜはながつまるといえなくなることばと︑
と考えてみた︒

六畑11 ものをいうときに︑声がはなからでるかで
ないかということを︑考えたことがなかった︒
六備2 それ以上ふかく考えてみたことはなかった︒

六備3 それがいま︑一つ一つの音の性質を考えた
うえで作ったものであることがわかって︑
氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒

六佃8 ぼくは︑こう考えると︑︿略Vなどという
六佃11 新しく思いついたことをみんなに話して︑
びっくりさせてやろうと考えたからである︒

六柵3 うちへ帰って︑そのたこをみて︑作りかた
﹁︿略﹀︒﹂と︑いろいろ考えましたが︑た

を考えてみました︒
六書11

だしちゃんのわらい顔をかくことにしました︒
七602 考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒

七82 かしの木は︑きょうもそんなことを考えた︒

415
かんかん一かんけい

るのだ︒

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

十二755 そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

を選び︑

十二935 前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば

たか︑考えることができますか︒

十二鵬9 お金ができてからはどれほど便利になつ

ういうしずかな午前にあって考える︑

十三77 ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三84 知識は︑︿略﹀︑自分で本を読んだり︑考

調べたり︑︿略﹀たり︑実験したりする︒

十三88 深い︑正しい知識を得るには︑考えたり︑

運命をたどるとは︑考えられない︒

十三111 これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ

と結果との関係を調べきわめている︒

十三119 それは︑学者がいろいろに考えて︑原因

をもととして考えなければならない︒

る力が大きくなっていけば︑

あなたがたは︑自分のことしか考えな
そういうことを考えてみたことがあり

いようですが︑

十四578園

ますか︒

十四583囹

たことを考えてごらんなさい︒

八㎜2 のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

︵感︶一

ガン︑ガン︑ガン︑ガ

んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒

ガン︑ガン︑ガン︑ガン︒

がんがんがんがん
三885

ン

てっぺんのぬけたかんかんぼうしがふきと

﹇寒気﹈︵名︶1 寒駅

のせわをすることを︑新聞に廣位しました︒

九199 すぐに︑平虫のために苦しんでいるつばめ

かんき

ばされる︒

六325

十四591園あの雨のおかげで︑かれるのが助かっ かんかんぼうし ﹇帽子﹈︵名︶1 かんかんぼうし
あなたがたは︑どうして地面にはえた
花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え

のか︑考えたことがありますか︒

十四607圏

ていました︒

十四6010

﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

考えてみると︑世界のどこに︑こんなに
私たちは︑この問題をもっとよく考えて

今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう
﹃考えることの喜び﹄のとなりにいま

いいかえれば︑ものごとの原因と結果と

たとえば︑花のおしべとめしべとの関係

一つの

それは︑学者がいろいろに考えて︑原因

ないようなことがらが︑

十四694 ちょっと見ただけでは︑まったく関係の

ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十四329 星と人間とは︑たいして関係がなさそう

らは︑どんなことばがはいってきたのだろうかと

十四272 日本といちばん関係のふかかった大陸か

と結果との関係を調べきわめている︒

十三1110

の知識によって知られ︑

十三116 原因・結果の関係の簡軍なものは︑普通

ことは他のことの原因であると︑信ずるのである︒

十三114 原因と結果との関係もないのに︑

についていうと︑

十三96

の関係や︑その間に行われる法則を知って︑

十三93

きまった法則を知る︒

十三92 種々のことがらの関係を明らかにして︑

鳥だろうと︑

八810 なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい

あのような︑短くて調子のいい︑氣のき かんけい ﹇関係﹈︵名︶15 かんけい 関係

いたものになったものとも考えられます︒

十四809

いますこしふかく考えれば︑さらにおも

しろい場面が発見されるように思われる︒

十四867

その小さなマッチ分りのむすめは︑自分
その小さなマッチ責りのむすめの考えた

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった︒

十四934

す︒

十五榊㎜10園

かして残したいと考え︑

十五488

みよう︒

十五4210

︿略﹀文字をつかっている國があろうか︒

十五427

と考えてみただけでも︑

十五3810

ことはそれであった︒

十三1112 まっすぐなことや曲がったことは︑知識 十四936

てのことばを考えて︑

十三455 ですから︑文字にあらわれていないあい

けるんだね︒

十三616囹 こんなことを考えて︑きみも勉強を続

十四67團 たって以來︑一分間も︑おかあさんの
ことを考えないではいられませんでした︒

十四229園 つかっているうちに︑すっかりなれて
しまって︑日本語になったと考えていいだろう︒

十四258 ことばも︑それにつれて︑新しく生まれ
るものであることが︑考えられる︒

日のかんかんてるところで長くあそばない
ことなどを︑話しあいました︒

五826

十四311 なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別 かんかん︵副︶2かんかん
の國ででもあるかのように考えて︑

十四3110 あなたがたのものを見る目︑ものを考え

かんけいする一かんさっする

416

か関係があることだけはたしかでしょう︒

十四7312 しかし︑それも︑前の温度のむらとなに

十四848 空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の

十一659

﹁年よりのでかせぎ人ですか︑外國から
看護人は︑しばらく考えていましたが︑

帰ってきた一﹂と︑看護人がききました︒
十一664
看護人は︑少年をながめて︑

ふと思いだしたように︑

十一6610

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返しなが

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑

十五379 ﹁木﹂に関係のあることを表わし︑
十一677

︵サ変︶

1

関係する ︽一

その大きなへやのはしまでいくと︑看護
さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人
目を開いたときに︑その小さな看護人を

とがついていました︒

十一735

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

十一687

ら︑中へはいりました︒

十五568園 そんなわけで︑私と日本とはふかい関
係があるのだが︑

﹇ 関 係﹈

の顔を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑

十五596 が︑ことばみじかにその関係を物語る私
かんけい・する
シ︾

十一778

﹁︿略﹀︒﹂と︑また︑看護人が小声でい

﹁︿略V︒﹂と︑看護人が答えました︒

看護婦や︑看護人や︑助手がかけよって

十一865

いました︒

十一895
かんごふ

﹇看護婦﹈︵名︶17

てきました︒

看護婦

医者が︑看護婦と看護人をつれてはいつ

十一874

きました︒

さがすようにみえました︒

十四748 どんな流れがおこるかというようなこと
十一828

﹇看護﹈︵名︶1

にも関係してきます︒
看護

かんご
漢語

十一8711 で︑チチロはまた看護をはじめました︒
﹇漢語﹈︵名︶2

﹃︿略﹀︒﹄などというときの漢語は︑

十四275囹 漢語をつかう︒

かんご

十四275囹

﹇ 刊 行 ﹈ ︵名︶﹇▽うんぶんかんこう

たいてい大陸からきたことばだ︒
かんこう

かんこうぶつ ﹇刊行物﹈︵名︶1 刊行物
物として自分の論文を出版してもらうことで︑

十一749
ました︒

そうして︑二こと三こと看護婦にたずね

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

十一7412 ﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦は答えました︒

コップなりさじなりをその手から取って︑

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一765
十一766

一日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑

看護婦にかわってそれを飲ませたりしました︒

ひとりの男が︑看護婦に送られながら︑

すこしばかりのパンとチーズも︑

十一7812
十一818

医者が︑看護婦と看護人をつれてはいつ

看護婦や︑看護人や︑助手がかけよって

そのへやにはいってきました︒

きました︒

十一828
十一895

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑

看護婦が十字かぞうをかべからはずしま

てきました︒

した︒

十一903

十一9012

看護婦さん

看護婦さんありがとう︒

﹁さようなら︑看護婦さん︒﹂

﹇看護婦﹈︵名︶2

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒
十一815園

かんごふさん
十一925園

十273 ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ かんさつ ﹇観察﹈︵名︶1 観察
それは看護婦でした︒

て︑へやを歩きまわっていました︒

十一685

十五5412 用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行 十216 看護婦がもうふをほしている︒
︽ーシ︾

さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人
﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦がいいました︒

十三145

観察すればするほど︑自然のおもしろさも

いっしんに観察したり研究したりして︑

実験したりする︒

十三89 また︑種々の器械をつかって観察したり︑

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十287

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十一725

看護する

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦はやさしくいいま かんさつ・する﹇観察﹈︵サ変︶7観察する︽一

﹇看護 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

十一813 ちょうど︑少年がそういうはかない希望

十一729

かんご・する

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒
看護人

看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに

シ・ースレ︾

﹇看護人﹈︵名︶14

十一744

とがついていました︒

十一735

いってしまいました︒

十一732

した︒

かんごにん

十︻651 看護人を呼んで︑少年をその父親のとこ
﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人がききました︒

ろへっれていくようにといいました︒
十一654

ませんでした︒

十一656 しかし看護人は︑そういう名を思いだせ
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かんさつにっき一かんしゃ

︿略﹀︑ということ を 発 見 し ま し た ︒

十三1410 自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体
を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑

十四325 けれども︑星をこまかく観察したことか
ら︑農業が進歩したのです︒

きな人には︑なかなかおもしろい見ものです︒

十四628 自然の現象を観察し︑研究することのす
十四851 空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ
て︑それをくわしく観察してみると︑

かんさつにっき ﹇観察日記﹈︵名︶1 観察日記
おこう︒

感じ

おたがいにとけあって︑一つの感じをつく

りあげると同じように︑

九83

かん字

漢字

漢字が謬説から日本に傳えられたのは︑

﹁うみ﹂などとっかって︑その漢字の意
このように︑日本では一つの漢字をふた
中國の発音にもとづいた漢字の読みかた
それで︑たいていの漢字には︑この音と
中黒から傳わった漢字をつかっているう

その漢字から︑日本語を表わすのに便利

なかだかなや︑ひらがなを作りだすようになった︒

十五393

かたかなは漢字の一部分をとって作った

﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

分をとったのではなく︑

十五398 ひらがなはかたかなのように漢字の一部
十五399

しかし︑いまでは漢字の長所をいかして︑

体をくずしたものから作りだしたものである︒

十五404

十五404かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒

十五424

﹇元日﹈︵名︶2 元日

らがなとの三種類の文字をつかっており︑
がんじつ

元日の朝︑人々が︑マッチ責りのむすめ

その子がどんなに幸福に︑神さまの三園

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

十四皿7

ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと

﹇感始﹈︵下一︶1

かんしゃ

感じはじめる

感謝

ですぎたことかもしれませんが︑このか

﹇感謝﹈︵名︶4

十二896

十一544幽

感謝の心持をこめていうときと︑ただと

﹁え顔の入口︑感謝の出口︒﹂

んしゃの氣持を︑あらわしたいとぞんじます︒

七438囹

かんしゃ

もって動いているように感じはじめました︒

十二381私の手にふれるあらゆるものが︑生命を

︽ーメ︾

かんじはじ・める

もちつづけたいものである︒

十63 その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

る心を︑われわれは失っている︒

十510

漢字は︑︿略﹀︑はじめ︑事物の形をうつ かんじと・る ﹇感取﹈︵五︶2 感じとる ︽ール︾

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑ 十四齪2

かん字をかくこともできます︒

もので︑

自分の生まれたところは︑なんともいえ 十五396

ホートンは一本のトンネルのようになつ

ない暖かい感じのするものである︒

十一一553

十三276

その絵は︑たいへん感じがちがいます

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三596園
ね︑おじさん︒

キリストのおかあさんという感じが︑

よく出ているんじゃないでしょうか︒

十三598囹

ね︒

ちに︑

十五392

訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五387

を﹁立日﹂といい︑

十五385

とおりに読んできたが︑

十五384

味にあった日本語をあてて読むこともした︒

十五382

千七百年ほどまえであるが︑

十五3711

したものから発達したものであるが︑

十五364

字から起り︑

十五3512

この考えのまったくあてはまらぬことは︑

十三1010

三975

かんじ

﹇漢字﹈︵名︶17

七2711園観察日記に︑さっそく︑これを写生して 十三599園 きちんとした︑おごそかな感じがする

漢字

かんじ ︹題名︺2 漢字

十五32
﹇感﹈︵名︶1 4

十五363 漢字
かんじ

八362 夜になって天の川をみると︑なんともいえ
ない大きなふかい感じにうたれます︒

九43 白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感
じになります︒

九48 黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑
また︑ちがった感じがします︒

九54 二色のときよりも︑もっとちがった感じが
するにちがいありません︒
はまたふかくなるでしょう︒

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ
九59 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑
その音には︑ある感じがこもっているものです︒
みると︑まえとはちがつた感じがします︒

九61 この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

わすのと同じように︑

九69色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら

かんしゃかい一かんたん
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おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑

十五摺7 読んでいるうちに先生がたに対する感謝
の念があふれてきた︒

十五擢7 きょうの感謝会はわすれることはできま

かんしゃかい ﹇感謝会﹈︵名︶1 感謝会
せん

かんしゃく ﹇痛癩﹈︵名︶1 かんしゃく
人形を手にとって︑ゆかにたたきつけました︒

十一一357 とうとうかんしゃくをおこして︑新しい

感謝する

︽ース

十二404 氣持があらあらしくなり︑かんしゃくも

かんしゃくもち ﹇痴話持﹈︵名︶1 かんしゃくもち

﹇感 謝 ﹈ ︵ サ 変 ︶ −

ちになったのもむりはありません︒
かんしゃ・する

感情

感じる

︽ージ・iジル︾

一首

そうして私は︑くだけた人形のかけらを

足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒

十二359
十二3511

ほんとうに感心な子だ︒

﹇感心﹈

︵下︼︶

1

感心させる

﹇感心﹈

︵サ変︶

9

感心する

︽一

ひわは︑感心したように︑いつまでもその

﹁︿略﹀︒﹂と︑みちこも感心しました︒

声をきいていました︒
六554

﹁︿略﹀︒﹂といって感心しました︒

じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑

十354

りっぱな機械をみて︑感心するとともに︑

はるお感心したように︑﹁︿略﹀︒﹂

かんたん

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑た

﹇歓声﹈︵名︶1 歓声

家内じゅうが歓声をあげているといって

かんぞう

︹人名︺3うちむらかんぞう

﹇肝臓﹈︵名︶1

小ひつじの足に︑小うしのかんぞうも

かんた

からすのかんたはさむかろう︒

︵名︶1

﹁キリキリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

﹇髪型﹈︵名︶2 がんたち

がんたちには︑この風がなんともいえ

簡軍

すっかり用意ができると︑みはりばんの

﹇簡単﹈︵形状︶12 かんたん

がんたちもあつめました︒

四5710

ないいい氣もちでした︒

四538

がんたち

かん高いひびきをたてる︒

十三334

でないと︑かんじんな用むきをわすれ かんだか・い ﹇甲高﹈︵形︶1 かん高い ︽ーイ︾

四889圃

けれども︑かんじんの歩くことはまだで かんた

ある︒

十五847園

かんぞう

うちのむすめは︑こうしてはたらきつづ かんぞう

も︑いいすぎではありません︒

十二236

かんせい

いへん感心していましたよ︒

十ニー94圏

なんともいえないかた身のせまい思いがした︒

七247

思わず手をたたきます︒

七117

六価1

いったから感心したのである︒

六鵬5 その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

心した︒

先生がかけらをいろりのかたすみにはき 六櫛1 そうして︑にいさんのまねのうまいのに感

めばえてこようとする心のはたらきと

よせておいでになっているようすを感じましたが︑

十二376

人間などは︑バクテリアよりも︑もっと

これをみて︑どんなことを感じるでしょ

いったようなあるふしぎなものを感じました︒

十二972
う︒

十四351

美しい歌は︑いまも︑われわれの耳にひ

もっと小さなものに感じられるかもしれません︒
十四5010

少年は︑あぶないことが近づいたと感じ

びいてくるように感じられるではありませんか︒

十五286
たので︑

﹁小鳥でも感心なものだ︑新しいことを

十﹇9010園

けているのは感心なことだ︒

八2811園

どんどんおぼえていく︒﹂

五㎜6囹

十一773 感謝するような色が︑そのひとみに︑ かんしん ﹇感心﹈︵形状︶3 感心

ル︾

﹇感情﹈︵名︶1

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒
かんじょう

﹇ 感 ﹈ ︵ 上一︶13

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

十四864 ごくささいな感情をひろいあげて︑
かん・じる

︽ーセ︾

八1010

五価1

シ・ースル︾

かんしん・する

みんなをおどろかせたり感心させたりします︒

毎日なにかかわったことをしでかしては︑

かんしんさ・せる

てしまうからね︒

十五863囹

きません︒

十二2612

九45 そばに黄色をぬりますと︑赤い色だけでは かんじん ﹇肝心﹈︵形状︶2 かんじん
感じられなかった明かるさがあらわれます︒

九槻1 それで茶をたててみると︑いままで味わっ
たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

九慨4 すると︑いい味は︑もっと遠いところで感
じられる︒

九桝1 ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい
味がはっきりと感じられるようになった︒

十556 ほんとうに思ったり︑感じたり︑考えたり
していることとは︑ちがったものになります︒

十二325 私は︑近づいてくる足音を感じましたの
で︑それが母だとばかり思いこんで︑

419
かんだんけい一き

六備5 かんたんにはわからないが︑
かんどう

﹇感動﹈︵名︶2

感動

びょう

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の
十一761

そうして︑朝になると︑また看病をはじ

そこで︑少年は看病にかかりました︒
めました︒

十一771

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

星をつかめといわれ︑そのことばにふか 十一6412
その感動から研究を進めて︑ついにラジ
かんな

少年は看病にいっしょうけんめいになつ

それは﹁大学﹂といって︑かん文で書い

﹇漢文﹈︵名︶1 かん文

カンボジアご

︵名︶一

カンボジア語

たむずかしい本でした︒

十一261

かんぶん

十一909園︺きみの看病はすんだ︒

ていました︒

かんなをつかっている人もあります︒ 十一7811

﹇鉋﹈︵名︶1

三357園

かんな

ウムを発見したのです︒

十四371

い感動を受けたということです︒

十一643 家族の者にかんたんな手紙を書いて︑ 十四3610
帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし
た︒

﹁︿略﹀︒﹂という簡軍なことばでも︑

十二4810園 二軍な人形の作りかたを教えてあげよ
う︒
十一一885

つにしても︑

がんのなかま

がんのなかま⁝⁝⁝四十一

︹豊野︺2

かんにんするかい︒

五

四411五がんのなかま

四26

がんのなかま

九梱3園

︽ースル︾

十二895 ごく簡軍な﹁ありがとう﹂というあいさ かんにん・する ﹇堪忍﹈ ︵サ変︶ 1 かんにんする
十二㎜10 それは︑もようもごくかんたんで︑形も
たいへんよくまとまっています︒

十三116 原因・結果の関係の二軍なものは︑普通
の知識によって知られ︑

八886

カンバス

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

︽ーッ︾

カンバスの上にぬりつけてみると︑思い

︵名︶一

十一一169

カンバス

がんばる

もよらない色になってしまう︒

﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはがん

﹇頑張﹈︵五︶1

かんばん

おもしろいかんばんも︑かれには︑みな

﹇看板﹈︵名︶1

ばっておりませんでした︒
かんばん

十五462

﹇甲板﹈︵名︶2

かんぱん

めずらしいものばかりであった︒
かんぱん

かんぱんのクレーンが︑あがったりさがっ

︵名︶

5

看病

εちちのかん

ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと
﹇看病﹈

き

げに歌ったり︑

き

﹇木﹈︵名︶燭

木息うえき・かれき・くさ

一173

まどのきのはがうこいてる︒

﹁たかい木にとまって︑うたをうた

くさもきもねむりました︒

一424

木もはえていますよ︒

いたいからです︒﹂

一366園

一267

一64間なのはな︑なのはな︑まつのき︒

とまりぎ・なみき・ねむのき・ふゆき・まつなみき

き・くされぎめ・くすのき・こうもんのかしのき・

き

八271 星のかんむりをつけたむすめたちが︑噛し

十四615囹 このかぼちゃは︑だれのものとも︑簡 かんのん nVゆめどののかんのん
十
四241囹 タバコ︑カルタはポルトガル語︑キセ
軍にはいえませんね︒
かんばし・い ﹇芳﹈︵形︶1 かんばしい ︽ーク︾
ルとカボチャはカンボジア語だといわれている︒
たくさんの木がかんばしくにおい︑その長 かんむり ﹇冠﹈︵名︶1 かんむり←はなかんむり

﹁︿略﹀﹂という簡約なことを︑知ってい

十四776 この簡軍なことわざは︑
十四7910

るのといないのでは︑たいへんちがいます︒
も簡軍に書き表わす方法がないものであろうか︒

十五429 日本のことばをもっとも正しく︑もっと
十五4810

館長

九404国

しかし︑そのしごとも簡軍にできあがるがんば．る

ものではなく︑

かんだんけい ﹇寒暖計﹈︵名︶2 寒暖計

六617 寒暖計
十四654 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ
﹇館長﹈︵名︶1

いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒
かんちょう

士をたずねるようにとおっしゃった︒

かんぴょう

ふたりで立っていた︒

十一475

たりして︑荷物をつみこんでいます︒

十五5210 ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博 五331

十五536 博物館に自動車を乗りつけ︑守衛にみち

かんちょうしつ ﹇館長室﹈︵名︶1 館長室
びかれておくまった館長室の前に立った私は︑

き一き

420

S園ぞうは︑木のみきとおなじじゃない

二枢2 木のはをならべてみました︒
一一

四482

その山のふもとには︑大きな木がし

まつの木の枝を立てて︑色紙でおった

かさかさという木のはの音がしまし

よく木のかげからねらいうちをされる

げっているので︑そこをよけてとびました︒
からです︒

四483

四557

四862

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど

つるや︑ふうせんをさげました︒

たが︑

三226 くすのきは︑いままでみたこともきい
たこともないほど︑大きな木になりました︒

あちらの村でもこちらの村でも︑こう

四826

三253園
三255園

﹁ねえ︑大きな木のところまで の
﹁この丘の上の大きな木のとこ︒﹂

まわりには︑さくらの木がたくさんう

えてあります︒

四87

ころまでのぼりました︒

三632 いっしょになって︑丘の大きな木のと

よ︒

れからさっさとかけおりてみずうみへいこう

三616囹丘の木のところまでのぼってさ︑そ

三606園

ぼってみよう︒﹂

三591囹

三586 おりればみずうみへでられますし︑のぼ
れば大きな木のあるところへでられます︒

といいました︒

三526為りすはしらかばの木にはねて︑﹁︿略﹀︒﹂

といいました︒

三524間うぐいすはうめの木にとまり︑﹁︿略﹀︒﹂

三265 こんどは︑切りたおした木を︑どうする
かということになりました︒

のにも大さわぎでした︒

三261 こんな大きな木のことですから︑切る

のでしょうか︒﹂

ちのまつの木におりてきました︒

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

の上へにげていきましたが︑

五皿9旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木
六148

木の葉は船のようになって︑ありのそばを

そばにおとしてやりました︒

ありはそういって︑すぐ木の葉の船につか

流れました︒

六1411

六153

木の葉の船は波に流されて︑

まりました︒

六156

みなれない木や︑草や︑動物がみえますね︒ 六161

そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

ありは︑心から木の葉におれいをいいまし

たら︑どうなっていたかしれない︒

六159囹 もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

五369

六165

た︒

このような木が︑たおれて土にうずまり︑

山南1

した︒

五爵6

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき
さんちゃんのおうちのまつの木にとまった
おひるすぎには︑かえでの木につるしてお

かえでの木につるしておくと︑いろいろな
みそさざいが︑くらい木の中からきたので︑

ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう

﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれま

ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒

五悩1

鳥がやってきます︒

五鵬1

きます︒

五平10

り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

五977

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五854

五397国茶色の木のめもみえます︒

がこくなってみえます︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで木からと

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか
六321

木の葉がとぶ︒

木が大ゆれにゆれる︒

六441

木の枝にとまっている二わの子がらす︒

おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒

六548

ふたりは木のそばへ走っていきました︒

木の下へいきました︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

いに光っていました︒

六512 屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ

六366

六362園すぎの木のおばさん︑助けて︒

六321

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

六196園

びたっていきました︒

六175

た︒

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒
五395團山の木のめがではじめました︒
五396団ふもとになるにしたがって︑木のみどり 六166 木の上には︑一わのはとがとまっていまし

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五372

でてきます︒

雪につもられて︑だまっている︒
この木を切ることにしよう︒
﹁こんな大きな木を︑切っていいも 四棚2 まつの木のうしろから︑ひとりの女が

いって︑この大きな木をみあげました︒

三251

三233 まいあさ日がでると︑この木の西がわ
のなん十という村々が︑日かげになります︒

か︒

R6

421
き一き

六558 ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑
にわの木の下へいってみました︒
木をずっとはずれてしまっていました︒

かしの木は︑きょうもそんなことを考えた︒

いうかべる︒

七82

かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ
あさがおのつるがまきつくように立ててあ

る︑竹や木のことをいうのです︒

七127

くなった葉をふるわせ︑

六5510 月は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑ 七108
六681 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にするすると
のぼっていってしまいました︒
もっているのだよ︒

七622

まよったせみが︑かきの木につきあたって︑
さくらの木が︑ぬれてゆれている︒

バタバタやって︑にげていった︒

七614

六784囹 たとえ動かない木でも︑草でも︑命を 七142 ゆく手に︑まつの木が立っています︒
六8710園 そのこてんの門のそばにいどがあって︑
そのそばには︑大きな木が立っています︒

うじどころか︑庭の木にとまらせても長く
庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば
せどのあおぎりの木の皮に生みつけられた︑

きの木の根もとにうめてやりました︒

八127

はいません︒

八93

七756囹木一本もみえない︒

六8711囹 あなたは︑その大きな木にのぼって︑ 七709 なんの木の花だろう︒
まっていらっしやい︒

六882園木にのぼるのですか︒
六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ
ている︒

六888 ほおりのみことは︑木をみあげて︑
六889園 ははあ︑この木だな︒

八143

八193

大小の木の根が︑からみあい︑

あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木
だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで
なんで知るのか︑手ごろな︑皮のうすい︑

その口のさきを根の中につきさして︑木の
これは︑木からいうとめいわくしごくなこ
ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ

とですが︑

八169

しるをすいはじめます︒

八168

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八165

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八163

の根ものびています︒

八162

八1511

からみあい︑かさなりあってはえています︒

六891 木にのぼって︑下をみる︒
あぶらぜみのたまごがありました︒
六8911 女の人は木をみあげながら︑おじぎをする︒ 八1510 そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑
しゃいます︒

六913囹 門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ
六914園木の上に︑りっぱなかたが︒

六餌3囹森の木のきれいなこと︒
ました︒

六槻9 うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び

ずいて︑すってんころりところげました︒

六鵬6 こんどはたおれた木のみきにトンとけつま
六慨1 そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような
ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

七47 校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか
にしんこきゅうをした︒

七410 かしの木は︑子どもたちのことを︑まず思

せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

ずかずつすっているせみの子たちは︑

八1911

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

みが﹁︿略﹀︒﹂と鳴きはじめました︒

八245 れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜ

八408 こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

にして歩きだした︒

八567 そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて

八召5 あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ
ていた︒

八746 青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の
八838

たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

森の木の葉がこがね色や茶色になった︒

ようにたちのぼった︒

八886

ところが︑木のしげみから︑二三ばの美し

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

いはくちょうがあらわれてきた︒

八889

にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの

まえに枝をたれた︒

八936

おってよいことになっています︒

九382団 かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

役をひきうけました︒

九392團高い木をみつけると︑兄かぼくがのぼる

をおろすのは氣がつかれます︒

九393国八九メートルもある木の上で︑なたで枝

る高さ十五メートルに近い木にのぼったことがあ

九398国 一ど︑すぎの木で︑根もとからかれてい
りました︒

九399團高さ十五メートルに近い木に

のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず

木にしがみついたりしました︒

九3910国

き一き

422

九404国木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき
落せませんでした︒

九406團なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大
きくゆれました︒

九431団 こちらはかきの木の多いところで︑どこ
の家にも︑二本や三本はあります︒

九434團 ぼくたちのかりているやしきのまわりに
も︑大きなかきの木が三本あります︒

九445團 はだかになった木の上に︑まっかにじゅ
くした実がすずなりになっているのをみると︑

いちろうはくりの木をみあげて︑﹁︿略﹀︒﹂

木はバラバラと実を落しました︒

九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの
九496

たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑

舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒

ました︒

九983

九878

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

そっとやまだに近づく︒

九価1図魍

ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ

ひそかに枝葉の中をみあぐる
九桝5
九桝6

つゆが木の葉にたまりました︒

木と木のあいだに︑巣をかけました︒

いだに︑巣をかけました︒

九網1

ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色

高い木が大きく枝をはって︑

十911

十47
くなるころで︑

﹁なのはな︑なのはな︑まつのき︒﹂

庭の木に小鳥がくれば︑

十234圏
十277

算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう

とききました︒

九497囹 くりの木︑くりの木︒
十583

まつの木では︑きょうからせみが鳴きは
ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

一つ一つかおる︒

そこには一本のざくろの木があって︑夏

めやぎのおちぢ︑

十一一135

まだ青々とした木の葉の中から大きくの

じゅう美しい花をつけていたが︑
十ニー43

ぞいているのもいい︒

文雄さんがりっぱな絵かきになるころ
舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二214園
十二5410

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

を作っておく︒

しげっていく︒

十二6610

いにいったりしました︒

十二713 また︑まきが少ないと︑近所へ木をひろ

と︑紙にすりあげる人との共同作品なのです︒

十二棚10 絵をかく人と︑それを木にほりつける人

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三49 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

した︒

十三201 その第一は水で︑その第二は木でありま

十三208 もっともむずかしいのは︑あれ地に木を

このあれ地に育つ木があるかないか︑ま

植えることです︒

ず︑このことについて研究を重ねました︒

十三209

そこで思いついたのは︑ノルウェー産の

もみの木でありました︒

十三2011

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

十三211 実際に試験してみると︑もみの木ははえ

あれ地は︑もはや︑この強い木をやしな

うにたる地力さえ︑のこしていませんでした︒

十三212

いΣ

︑

︑

︑

十四793

・カしし

十四776

その木のかげで︑きれいな鳥がわらって

﹁木もと竹うら﹂ということわざを教え

木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

木を割るときには︑もとのほうから割る

てくれました︒

十四774

なにかこしらえようとしていると︑

十四773 私が︑木を割ったり︑竹を割ったりして︑

いる︒

十三502

めやすいから︑

遠い山へいって︑しばをかったり木を 十三242 しげった木のない土地は︑熱しやすくさ
切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一255

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十一243囹

じめた︒

十一127

の木にのぼって︑

九497園 くりの木︑くりの木︒

九498 くりの木は︑ちょっとしずかになって︑
﹁︿略﹀︒﹂と答えま し た ︒

九502囹 くりの木︑ありがとう︒
九504 くりの木は︑だまってまた実をパラパラと
落しました︒

九518 一本のぶなの木の下に︑たくさんの白いき
のこが︑︿略﹀︑へんな樂隊をやっていました︒

ぴょんぴょんととんでいました︒

九5211 一本のくるみの木のこずえを︑りすが︑ 十一5610圃 べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑
九534 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を
かざして︑いちろうをみながら答えました︒

九543 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木
の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九552 まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木
の森でかこまれていました︒
九7311 木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ
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き一き

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

きがついてみると︑さっきの人たちも︑

あんまりいうがにているので︑ぼく︑
きをつけてわたりましたから︑みんな
﹁ほら︑どうなるか︑きをつけてみて

すると︑

みつちゃんが

そばに

また︑わるいびょうきがはやらないよう
お話を

きよしさんは︑じぶんをあいてに書く
﹁かずこさんの書いた文で︑なにか

﹁先生は︑かずこさんのおとうさんの

けれども︑べつに氣がつきません︒

四359囹

さくらの枝をおろうとしたとき︑お

先生は︑そこに氣がついたのです︒

おしまいは氣がらくでいいからつて︑
四457園

ほかのがんは︑︿略﹀と思って︑べつに

氣がらくにはらくさ︒

いったじゃないか︒

四455園

じさんのことばに氣がついてやめました︒

四399園

ことばに︑氣がつきました︒﹂

四347園

四346

氣のついたことはありませんか︒﹂

四342園

ことに︑氣がつきました︒

四285

くるような氣がします︒

四255国

に︑氣をつけてくれます︒

四79

いなさい︒﹂

三753園

むこうのきしにつきました︒

二291園

はじめはきがっきませんでした︒

二246囹

一505園やっときがついたの︒

しゃしょうさんたちも︑ぼ一いさんたちも︑

一498

を上にして︑
十五桝4 校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒
十四795 ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ き ﹇気﹈︵名︶97 き 氣

十四7910 ﹁木もと竹うら﹂という簡軍なことを︑
知っているのといないのでは︑
十四818 さるも木から落ちる︒
十四869 風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑
木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑
十四9712 そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の
クリスマスの木の下にすわっていた︒
られていた︒

十四9712 いかにも大きな木で︑それが美しくかざ

十五54図圏遠くそののちかしの木に︑矢はま
だおれでとどまりぬ︒

十五102魍月が出る山の家にうしをつないだ木
十五106図團 いけがきのすぎの木ひくみとなり家
の庭の植え木の青めふく見ゆ
小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五108図魍ばらの木の赤きめをふくかきの上に
十五144図圏 目をあけてつくづく見ればばらの木
にばらがまっかにさいてけるかも
もとまろうものなら︑それこそたいへんです︒

十五263 舞いおりるとちゅうで︑高い木の上へで

ひももっかい︑

十五351 また︑木の皮や︑あさなわなどであんだ

であるが︑

十五372 木は︑もともと形をうつしてできたもの
﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

て﹁森﹂が作られた︒

十五376

四4810
四561園

る

るすいはしっかり氣をつけて︒

﹁かっちゃんが︑氣がついたよ︒﹂

氣にもかけないでとびつづけました︒

などと︑﹁木﹂に関係のあることを表わし︑

四757

十五378 左側に﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂
十五379 ﹁木﹂に関係のあることを表わし︑

四鵬2

かめがよびかけても︑うらしまは︑いっ

しんにつりをしているので︑氣がつきません︒
四価4園 でも︑うちのことも氣にかかります

ので︑かえらせていただきます︒

そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣

五117園駅の人たちは︑いつも氣をつけているよ︒
がついて︑

五248園

五403團あたりが美しくなると︑私は︑なんだか︑

おばあさん︑氣でもちがったかね︒

ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五727囹

みんな︑からだに氣をつけてください︒

五792 そうして︑川をみて氣のついたことを書き
ました︒

五822園

六222

ありたちははじめて氣がついて︑

よばれても︑ありたちは氣がつきません︒

ないのに氣がついた︒

六810 しごと台の上をみて︑だしておいたねじの

六224

木の下へいきました︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

ました︒

六593 私は︑きのう︑おもしろいことに氣がつき

いことに氣がついた︒

六研5 しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもしろ

六芸8 発音できることばと︑できないことばとが

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

ある︑ということに氣がついたのである︒

六鵬7

なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑

いかにもはなから声がでているような氣がする︒
七371

ぼくは氣が氣ではない︒

ぼくは氣が氣ではない︒

からだがらくになったような氣がしました︒
七5110

ピオのほうでも︑その氣になったらしく︑

七5110

八9一

き一き
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そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ
くもが氣がついてみると︑あたりにいいに

おいがします︒

九悩2

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒

九搦2

いかと氣がついた︒

八102 こわいもの知らずで︑なにか氣にいらな 九擢2 茶人は︑この上流にいい泉があるのではな
かったりおこったりすると︑

ました︒

八531 それから︑かってあるにわとりに氣をつけ

わきみをしたあたりが横にそれている︒

八569 かもめが目について︑それに氣をとられて︑

八674囹人にふまれないように︑それからねこに 九柵9 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
けれども︑なんだか氣がすすみません︒

また︑あみをかけようと考えました︒

九即11

べつにいそぐこともありませんでしたので︑

氣をつけてね︒

八725 つかれて︑氣がしずんでいた︒
十485

私は︑自分が呼ばれたような氣がしまし

顔の上に︑きわめてかすかなほおえみが

父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ
そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに
文雄はそれが氣になってしかたがなかっ

とこのまの人形が︑動きだしそうな氣
人間のしばいとちがって︑みていると
話をするときには︑その場のようすによ
ことばづかいやいいあらわしかたには︑

ほうおうという鳥の美しいすがたがあら

いっそう氣をつけなくてはならない︒

われていることに氣がつくことでしょう︒

十二樹11

十二網2 そうして︑遠いところも近くなり︑世界

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて

はだんだん小さくなるような氣がします︒

十三346

三郎︑それに氣がついて︑

て家にもどって行ったりする︒

十三436

十四174團私には︑おかあさんのおすがたが︑目

﹁ことばのおたんじょう﹂などというお

に見えるような氣がします︒

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

十四259

十四457

氣が氣ではありませんでした︒

かれは︑氣が氣ではありませんでした︒

寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

そういうときに︑よく氣をつけて見てい

線が︑不規則なもようのようになって︑

そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど

短くて調子のいい︑氣のきいたものに

ふと氣がついてみると︑いままで先生の

おどろいて氣でも失ったのか︑すこしも

さわがず︑あばれもせず︑じっとしています︒

十五274

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五234

なったものとも考えられます︒

十四809

のやっているところを見ると︑

十四788

ゆるやかに動いているのに氣がつくでしょう︒

十四702

てごらんなさい︒

十四673

いろいろのこまかいことが目につき︑

十四625

さないように︑こうして元氣をつけていたのです︒

十四4812

十四457

太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな 十四3512 大空の星をながめていると︑はてしのな
い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

まだ︑いぬが氣にかかるのか︑

十二935

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

十二894

別世界にいったような醒しい氣がするよ︒

十二459園

がするんだけど

十二435園

た︒

十一一149

ぎりしめたような氣がしました︒

十﹇8910

とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑

十一793

うかんだのをみたような氣がしました︒

十︻7712

十一758園氣をつけておあげなさい︒

た︒

十一449

く︑わるちえがあったから︑

十7111

十538

妹の氣のすむようにして︑つれていきました︒

八736園 きみはじつにみにくいから︑氣にいった
よ︒

八763 しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき
あがる氣にもなれなかった︒

八816園 おまえさん︑氣がくるったのだよ︒

八996 これから︑水がきれないように氣をつけま
しょう︒

九128 いかにも雪がしんしんと降りしきっている
ような氣がした︒

九394国 八九メートルもある木の上で︑なたで枝
をおろすのは氣がつかれます︒

氣をつけてね︒

九401国圓 足もとをよくみて︑氣をつけてね︒
九401︹田園

九407国 すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた
りをみまわしますと︑

九9311 両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら
ないふりをしている︒
九944 しばらくして持っているすみに氣がつき︑
ち ょ っ と た め ら っ たのち︑﹁︿略﹀︒﹂

九伽8 あまいような︑すずしいような︑氣の晴れ
晴れするような味だった︒
たけれども︑どうも氣にいらなかった︒

九梱9 うまそうな水や名高いいど水をためしてみ

き
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きいろい

四792

十五276 もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと き 一 き
がまた︑少年の氣にかかってきました︒

三864

ぎいちらこ

き一きしゃときせん︒

13

きいろ

黄色

与

オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色
ギイチラコ

ギイチラコ︑ギイチラコ︒

︵感︶2

︵名︶

ギイチラコ︑ギイチラコ︒

﹇黄色﹈

三864
きいろ

まっきいろ

き色

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

十一152

十五3110 ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち キイ ︵名︶一 キイ
ばしでつき殺されます︒

十五3212 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お
おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

十五625園 なにが氣にさわったのかなあ︒
ば さ ん に い っ て ご らん︒﹂︑

十五628囹 ﹁満ぼう︑なにが氣にさわったの︑お
十五梱4 けれども︑思うことがすこしも書けてい

船価8

どのいねのほも︑すっかり黄色になってお

そばに黄色をぬりますと︑赤い色だけでは

じぎをしています︒

九44

感じられなかった明かるさがあらわれます︒

黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑
また︑ちがった感じがします︒

九47

口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの
さえあります︒

九162

きいろ

﹇黄色﹈︵形状︶4 黄色

きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

七2911園

やまねこが︑黄色なじんばおりのような物

てくれました︒

八548 黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ

を着て︑

九5911

黄色い

︽ーイ・ーク︾

白いカーテンが黄色くみえる︒

﹇黄色﹈︵形︶13

枝をおってきて︑それをしずかにさしだしました︒

十二73 庭さきにさいていだ黄色なやまぶきの一
きいろ・い

氣どつたようすで︑しゅすの着物のえりを
開いて︑黄色のじんばおりをちょっとだして︑

九6811

一どにみえなくなって︑

やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
も︑きのこの馬重・も︑

九749

畑にさい

黄色と黒のしまもようのついた大きなくも
でした︒

九枷2

野山をかざると︑もも赤く

て︑れんぎょうは︑かきねを黄色にそめていく︒

十一316圃

黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ
られ︑にぎやかな話が続く︒

十三298

黄色いちょうがとまっています︒

いねは︑だんだん黄色くなっていきます︒

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

十五4811

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄

夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか

この実のかげは黄色くぼけているで

とちゅうから︑黄色くなって落ちてし

白く僥けるはずのものが黒くなったり︑

まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒

十四5312囹

しょう︒

十一一205園

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十一404圏

亡く色づいて︑

十一392圏

さんの実がつきました︒

十一2812

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

十1010

くなるころで︑

十911 ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色

八価2

あった︒

八603 麦ばたけは黄色く︑からすむぎはみどりで

七586

まっています︒

七586 黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと
﹁き色でもいいじゃないか︒﹂

1あか一あお一きいろ一まる1 七810

︽シ︾←ありし

黄色になつちゃった︒

一334

き

七271園

三829園

ないことに氣がついた︒

黄

き ﹇来﹈5いききする・ゆきき・ゆききする

﹇着﹈疑うわぎ

とりどもはひなたぼこ︒

十一407圏 ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

﹇黄﹈︵名︶1

四研6園赤やき色できれいだね︒

き

き﹇記﹈与さいゆうき

き

き﹇器﹈与かくせいき・じゅわき・せんめんき

︵助動︶7

ちくおんき・はつどうき・ひこうき・ひこうきのり

き﹇機﹈几vいんさっき・さくがんき・だっこくき・
き

とたおれそのままなくも

九265図圓麦ふむやみだれし麦の夕日かげ
九272図圏月の夜をわが家のありしあたりまで
九285図閣持ちかえしせんこう花火のゆれている
九描3図圃 着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

いずこに落ちにけん︒

十五43図圏空にはなちしわがそ矢は︑あわれ

ずこに落ちにけん︒

十五47図圏空にとなえしわが歌は︑あわれい

根にうつりし影なくなりぬ

十五135図圏 照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

きいろがかる一きかせる
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黄色くなったりして︑失敗に失敗を重ねていった︒

︽ーッ︾

きいろがか・る ﹇黄色掛﹈︵五︶1 き色がかる

キイン

美しい鳥になりました︒
︵感︶一

︵下一︶

1

消えうせる ︽⁝

五961 あたまからせなかにかけて︑き色がかった
きいん

﹇ 消 失﹈

三887 キイン︒

セ︾

きえう・せる

消える

︽

エ・

十五666 満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ
きえる

んのすがたが消えうせよう︒
﹇消﹈︵下 一 ︶ 2 0

あっても︑中ほどでは︑いい味はたえなかった︒

いつのまにか︑いままで苦しかったからだ

のいたみもきえていきました︒

九悩5

そういう人たちのなくなるにつれて︑

ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒

十二5510

十一135

ところが︑そのあくる朝ながめると︑高

順々に消えていってしまうものもある︒

十二612

しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水

どのは消えてしまってあとかたもなく︑

十三253

十五347

んでしょう︒

います︒

五356 さかんに︑きかいで石炭をくずしてとって

きかいを動かすのです︒

五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の

六114 やがて︑ピンセットでねじをはさんで︑き

きかいがないのでくふうしました︒

かいのあなにさしこみ︑

十348 これを人の手によらず︑機械の力で動かす

八㎜7

ようにしたがった︒

十348機械で動かせば︑もっと早く織ることがで

器械

これは︑記おくのためにも必要な方法で
﹇器械﹈︵名︶1

ある︒

きかい

正しい知識を得るには︑︿略﹀︑種々の器
械をつかって観察したり︑実験したりする︒

十三89

十五748

すべて同じ教育をほどこし︑同じ機会を
與えて︑社会に巣だたせたいのが念願である︒

この工場のきかいを動かしている力は︑な

がつた︒

りっぱな機械をみて︑感心するとともに︑

小屋に閉じこもって︑いっしんに考えぬき︑

9 きかせる 聞かせる

佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよった︒

﹇機械館﹈︵名︶1 機械館

﹇聞﹈ ︵下一︶

さんちゃんは︑ひわによくいってきかせま

ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ

むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

五伽7

した︒

五㎜5

︽ーセ︾

きか・せる

十352

きかいかん

ふしぎな機械に目をみはりながら︑

十367

村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑

十365 そこでやっと︑思いどおりの機械ができあ

これならという一台の機械を作りあげた︒

十3512

は︑なかったからである︒

十355 機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの

なんともいえないかた身のせまい思いがした︒

十353

ののように動いていた︒

きるし︑

はちの羽音が︑チューリップの花に消え

十352 銀色に光った︑たくさんの機械は︑生きも

と思うと︑そのとき︑ほのおは消えてし

空中にうかんでいた雲が消えてしまった

の害がのぞかれたので︑

十三473
る︒

十四647

き・える
ーエル︾

十四963

この焼物をやめれば︑日本から美しい
ものが一つ消えてしまうことになります︒

十五503園

まい︑ろはなくなってしまった︒

あとには︑

三842 だんだんにじもきえていきます︒
三979 心に思ったことは︑いつのまにかきえ
てしまいますが︑
なくなりますが︑

三982 口ではなしたことは︑そのままきえて

し一

六368 高くふきあげられて︑空にきえていくかか きおく ﹇記憶﹈︵名︶1 記おく

樂しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

六409 森や︑小川や︑いな田などの︑きれいな︑

そかな夜の空︒

六508圏 きたないこともきえそうな︑ああ︑おご

えて︑うすべに色の空にきえた︒

七56 こんどは︑思いきり高くとんで︑屋根をこ きかい ﹇機会﹈︵名︶1 機会
七107 しゅくちょく室のひがきえた︒

五342

きかい・どうりょくきかい

九542 いちろうがすこしいきましたら︑谷川に きかい ﹇機械﹈︵名︶14 きかい 機械δいねこき
そった道は︑もうほそくなってきえてしまいまし

五344

つな品物を作っています︒

ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ

た︒

九槻4 左岸では︑その味がきえてしまうことが

上塗7 雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒

427
きかんし一きく

ほんとうにありがたく思います︒

それは︑鳴きかたのちがいではなく︑きき
﹇聞付﹈︵下一︶2

﹇聞慣﹈

︵下一︶

1

2

ききつける

聞きとれる

ききなれる

聞き

︽一

︽一

子どものときからききなれた奇智が︑そ

︵下一︶

1

聞きほれる

︽一

﹁︿略﹀︒﹂その声は︑毎日ききなれてい

﹇聞惚﹈

みんな︑きき耳をたてる︒
ききもらす

ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

﹇聞漏﹈︵五︶1

木ぎれ

︵下一︶

2

ききわける

︽1

十二886

ケ︾

簡軍なことばでも︑相手の人のいうこと

話をきくときには︑相手の人のいってい

ばのわけをよくききわけて︑

ることばをよくききわけ︑

十二8812

きく

︽iイ・ーカ・ーク︾

十一月はきくの花︒

﹇利﹈︵五︶4

みんな赤いズボンをはいたどんぐりで︑そ

短くて調子のいい︑氣のきいたものに

もう︑むだ口をきく人は︑ひとりもありま

﹇聞﹈

したか︒﹂

三273

ねこは︑ひとことも口をきかず︑これも︑

︵五︶

皿 きく 聞く

︽ーイ・ーカ・一

どこかで︑

﹁きのう︑そのみみでなにをききま

ききますと︑

わたくしは︑かたほうだらりとさがった

おとうさんがききました︒

おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ

いままでみたこともきいたこともな

たこともないほど︑大きな木になりました︒

三226 くすのきは︑いままでみたこともきい

と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

二601

しろちゃんのみみをみてききました︒

一5710

一548

﹁︿略﹀︒﹂というこえがしました︒

一442

﹁︿略﹀︒﹂ と

一289園

キ・tク・ーコ︾5おききする・おきく

き・︿

右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑

十五8212

なったものとも考えられます︒

十四809

せんでした︒

九861

の数といったら︑三百でもきかないほどでした︒

九6110

き・く

四価5

ばたけととく︒こころは︑きくばかり︒

四706 ラジオとかけてなんととく︒あきの花

いちばんはじめに︑それをおかあさんがき きく ﹇菊﹈︵名︶2 きく←かれぎく

︽ーケ︾

五985

つける

ききつ・ける

かたのちがいだろうと思う人もありましょうが︑

八87

七436園樂しい音樂をきかせてくださる心持を︑ ききかた ﹇聞方﹈︵名︶1 ききかた
九113 はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて
くれた︒

きかせてくれた︒

九117 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを

︵下一︶

黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

﹇聞取﹈

これを聞きつけて︑子どもが大ぜい集ま

きつけました︒

十三313
る︒

十一171

ききもら・す

﹇木切﹈︵名︶1

も︑ききもらさない︑その耳︒
きぎれ

十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョ
﹇聞分﹈

ンチョンとたたいて︑みごとに割っていました︒

十四791

︽ーサ︾

マッケンナは︑しばらくしんみりした氣
持で︑この歌に聞きほれていました︒

十四467

レ︾

ききほ・れる

る曾良の声です︒

十二758

のあいだにおりこまれているからである︒

十二555

レ︾

ききな・れる

ようなのが︑聞きとれないさけび声をたてて︑

十五脳10

レ︾

ききと・れる

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがいってきかせ

きかせてくれました︒

十139 テーブルをかこんで︑いなかの歌を歌って

ました︒

十1610

十四998 おばあさんが︑︿略﹀と︑話してきかせ
たことがあった︒

れたまえ︒

﹇機関士﹈︵名︶1

きかんし

十五棚4園 でも︑きみたちの名まえを聞かせてく
きかんし

五107囹 ﹁きかんしの人が︑いっしょうけんめい
に走らせているか ら さ ︒ ﹂

きかんしゃ ﹇機関車﹈︵名︶1 きかん車
五1010園 いちばんさきのきかん車の中でさ︒
きかんぼう ﹇利坊﹈︵名︶1 きかんぼう
きかんぼうでした ︒

﹇木木﹈︵名︶1

木々

八910 どうして︑一方では︑とてもむてっぽうな
きぎ

︽ーッ︾

一一687

十一311圃 ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の ききみみ ﹇聞耳﹈︵名︶1 きき耳
聞きいる

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒
﹇聞入﹈ ︵ 五 ︶ 1

十五553 用事をきりだすと︑話に聞きいっていた

ききい・る

おききかえす
ききかた

ホランド博士は︑︿略Vについてくわしく話し︑
ききかえす

﹇利方﹈︵名︶1

ききわ・ける

五728囹女王さまのようなあるきかたも︑口のき

ききかた

きかたも知らないで一

きく一きく

428

と︑

デビッドが

ききますと︑

﹁どっちへ いったらいいか︑風にき

わにざめはそれをきくと︑たいそうお

い︑大きなふねでした︒

三458
こりました︒

三665園
﹁︿略﹀︒﹂

いてみようよ︒﹂
三782

ひびきを︑かき

﹁︿略﹀︒﹂と︑マイクルがききました︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ジュデーがいいます︒

三839

三891 じぶんの耳できいた
とってみましょう︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑かぐやひめはやつ

ばりききませんでした︒

三型10

﹁︿略﹀︒﹂ときいたら︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

じいさんもおばあさんもびっくりしました︒

三㎜7 この思いがけないことばをきいて︑お

しやった︒

四186

四298 じぶんでじぶんにきいてみても︑なか
なかはっきりした返事をしてくれない︒

四302 ﹁くみの人みんな﹂にきいてもらいた
いといって︑文を書きました︒

四321團 どこかの中学校の女の生徒さんがき
て︑ないているわけをききました︒

四772 らーラジオのお話ききましょう︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と き き ま し た ︒

五309園駅につくと︑その人は﹃︿略﹀︒﹄ときい
たので︑
五681

五693 おじいさんが金のさかなをよびますと︑お
よいできてききました︒

な っ て き ま し た ︒﹂

五804 ﹁水の音をさいていだら︑せなかがあつく

音をたてて流れているのをきいて︑

五撹5 水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑

五価2

ひわは︑感心したように︑いつまでもその

声をきいていました︒

おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ
﹁︿略﹀︒﹂ねじはこれをきいて︑とびあが

んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

五㎜8
六94
るほどうれしかった︒

その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑
こんなことばをみんな喜んできいています︒

かりうどが矢をつがえているではありませんか︒

六172
六214

ふみおは︑両方のいうことをきいていいま
よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

六532
した︒

六543

﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑ねえさんはわら

いあつているのをききながら︑
六714

﹁︿略﹀︒﹂ときかれて︑ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂

いました︒
六753

﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

と答えました︒
六764

六7611囹﹁なんだい︑ごろうくんは︒きゅうにそ
ごろうは︑息をすることも自分の力ではな

んなことをきいたりして︒﹂

六7811

﹁これで︑いっか︑おとうさんのお話に

いことをきいて︑なるほどと思いました︒
六欄11囹

﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑

きいた望遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂

六㎜11

七421

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき

﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑みんなは︑また

た私には︑しみじみときかれた︒

いいえ︑みたのでも︑きいたのでもあり

あさがおの花が︑ラジオの音樂をきいてい

はくしゅをした︒

七462

七583
ます︒

ません︒

七789園

七844暴きいてみれば︑いちいち︑もっともなこ

﹁︿略﹀︒﹂としかったり︑それでもきかな

とばかり︒

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ

﹁︿略﹀︒﹂と︑きいてみたりするのです︒

ければ︑指で追ったりしました︒

八74

八82

八138

これをきいて︑ちえのある人たちは︑︿略﹀

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒
八453

これをきいて︑王さまはたいへんお喜びに

かと︑相談をはじめました︒

なりました︒

八4511

それから︑うちのおばあさんにきいてご

ねこにきいてごらん︒

わずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

八504 だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だとい
八816園

らん︒

八818園

九58 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑
九102

大だいこの音は︑ほんとうにうちよせる波

じっさいにきいてみると︑たしかに水の音

﹁劇場音樂の話﹂をきいた︒

その音には︑ある感じがこもっているものです︒
﹁︿略V︒﹂とききました︒

まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒
六描8

九111

九121

よくきいていると︑たしかに風の音になる︒

の音をきいているようであった︒

九118

である︒

おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん

あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

たちは︑うまくにげました︒

六伽3

七95囹

﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒
七374

429
きぐつ一きけん

九147 いい音樂をきいても︑それがわからないの
は︑︿略﹀からで あ ろ う ︒

九149 もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

十一7512

少年は︑もっとなにかききたかったが︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とききました︒

十一一112

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

少年のいたわるような声のひびきをきく

いえませんでした︒

十一773
と︑

九498
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とききました︒

十ニー811園

十二53

九522
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とききました︒

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九583

とたずねた︒

のむら

十四1810 これを聞いていた野村さんが︑﹁︿略﹀︒﹂

十四243 先生のお話を聞いているうちに︑

かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

十四367 聞くところによると︑

十四468

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

いま︑戸の外で聞いていると︑

かしれませんが︑

十四576園

十四894

このヨーロッパの高い山の中の生活は︑

も聞こうとしたりする︒

ただわずかに外國人がこれに目をとめて

おい︑みんな︑聞いたろう︒

まえのことが思い出されてきた︒

十五伽2 校長先生のお話を聞いていると︑ずっと

十五棚10囹 みんな聞いたかい︒

十五㎜2圓

しい︒

十五891園あの男のことは︑きかないほうがよろ

買うことがあるということを聞いて︑

十五4911

十五474店の主人は︑きかれるままに語りだした︒

見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑

民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて 十五2012

ケラーは︑︿略﹀︑大病にかかって︑みる

みることもできず︑きくこともできず︑
さあ︑人形にきいてごらん︒

しんしゅう

おじいさんやおばあさんからきいた話を

十二8011囹

﹁なぜ︑そんなことをきくのか︒﹂と

話をきくときには︑相手の人のいってい

いう色があらわれていました︒
十二8812

遠いところを通るその声を聞くのは︑

ることばをよくききわけ︑
十三322

あいてのいうことを聞いて︑それから三
郎くんのことばをいい︑

十三457

くだき︑うちへっれて帰った︒

﹇木沓師﹈︵名︶1 木ぐつし

十四56 フィリップ自身︑中部フランスの小さな

きぐつし

﹇利﹈︵下一︶1

きける ︽ーケ︾

町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑
き・ける

ここへっれてきたときには︑もう

︿略﹀︑口もきけなかったのですよ︒

十一868囹

こんなきけんのせまった中で︑なんとい

うおちついたく略﹀ほがらかな人だろう︒

十四479

きけん ﹇危険﹈︵名︶1 きけん
はるかな谷川を聞いているその耳もとに︒

ゆうべ︑にいさんに聞いたよ︒

ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

十三4710
十三603
十四184園

八863 あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

このようにして芭蕉につかえながら︑は きぐつ ﹇木沓﹈︵名︶1 禦ぐつ

とをきいてから︑その弟子になりました︒

十二704曾良は︑信州の人で︑︿略﹀︑芭蕉のこ

思いだして︑

十二561

十二443園

話すこともできないので︑

十二403

はたらき︑きくはたらきを失いました︒

十一一402

いますが︑ちょっときいてもわかりません︒

十一一2412

るし︑へたなのもある︒

よくきいてみると︑じょうずなのもあ

﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

九615 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ
しおのはねるような音をききました︒
のばして︑とりすがろうとしました︒

九襯6 おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと
九幽3 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき
くこともできた︒

んは︑きいて知っていましたから︒

十135 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ

のことをきかれたときは︑

十162 フランスのいなかの子どもから︑自分の國
十2511 その声をきいて︑にっこりとわらう顔︒

十631 おじいさんやおとうさんがおうたいになる
うたいを︑きいたことがあるでしょう︒

﹂と︑看護人がききました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は心配そうにききま

い句の話をきくのでした︒

十一1310 丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥 十二714
の鳴く声をきいていよう︒

十一539 そのことばをきいて︑そこらの乗客は思
﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人がききました︒

わずほおえんだ︒
十一654

十一655 少年は︑もしやわるい知らせをききはし
まいかと︑︿略﹀ながら︑その名をいいました︒

帰ってきた

十一659 ﹁年よりのでかせぎ人ですか︑外國から
十一669
した︒

十一727 又略﹀︒﹂と︑少年は口早にききました︒

きけん一きこえる
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きけん

﹇危険﹈︵形状︶3

きけん

四525園 きけんなところを早くはなれよう︒
ましたが︑

氣候

天略﹀︒﹂というようにきこえた︒

音がきこえます︒
五466
﹁アドデエ﹂ときこえる︒
﹁︿略﹀︒﹂ときこえたので︑

ちょうど︑空からブルン︑ブルンというば

七174 ｪ﹀︒﹂の唱歌が︑きこえてくる︒
七561 一年生の唱歌がきこえてきます︒
七621めじろの声がきこえている︒
七652波の音がきこえている︒
七652子どもの声がきこえている︒
八478中から人の声がきこえてきます︒

七83渡りろうかをとおる足音がきこえる︒
七91そこからラジオがきこえてくる︒

くおんがきこえてきた︒

六型8

六鵬4

四5210 きけんなところは︑どうやらとおりすぎ 六脳10
十四761 これがあまりはげしくなると︑きけんに
﹇機嫌﹈呂ごきげん

なるのです︒

きげん

きけんせんばん ﹇危険千万﹈︵形状︶1 きけんせん
ばん

﹇気候﹈︵名︶4

四459園 それに︑きけんせんばんだよ︒
きこう

九193 九月の中ごろ︑きゅうに十二月の氣候と同

九192 その年は氣候がわるくて︑
じ寒さになり︑雨が降りつづきました︒

あたえられました︒
﹇聞﹈︵ 下 一 ︶ 5 3

エ・ーエル︾

きこ・える

聞える

︽一

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九68音をうまくあわせると︑とけあった美しい

ても︑きこえないときがあります︒

その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき
スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき

こえましたので︑

九588
九鵬9
九伽2

あかちゃんのなき声も︑子もり歌もきこえ

子もり歌もきこえてきます︒

こえる︒

九三5

きこ え る ︑ き こ え る ︒

一︻685園

九柵5

ガンにまじってきこえてきます︒

しずかにしていると︑また︑パタパタとい
う羽音がきこえてきました︒

こえてくるようだ︒

にわかにパラパラパラ︑ポトポトポ 十54 耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき

きこえてくる︒

四624 しずかなやぶの ところで︑はばたきの 十56 どこからかきこえてくる︒

るでしょう︒

三893 ていしゃばでは︑どんなひびきがきこえ 十55 どこからきこえるともないが︑どこからか

トというおとがきこえました︒

三796

ませんでした︒

二692囹︺たしかに春の声がきこえる︒
三383園 しょうかをうたっている声が︑オル

二685園きこえる︑きこえる︒

﹁454 ﹁︿略﹀︒﹂こんなこえがきこえます︒

一262 こもりうたがきこえます︒

きこえる

てくる︒

十193

﹁ことばの愛﹂を読んでいる声が︑きこえ

ゆるやかにうつ波の声は︑われわれの心

それでもきこえなければ︑また︑どな

声がきこえる︒

十196 ﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる

十一71園
る︒

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

をあらうようにきこえる︒

十一133
十﹁533

半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき

客の耳にきこえそうもない︒

﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえました︒

ドアのぞとに足音がきこえて︑

こえました︒

十一733

十一815

十一814

て︑ゆめのように︑︿略﹀︑聞えてくる︒

十三75 からすの声も︑ほんとうにのんびりとし

﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ﹂というよう

ところが︑この四人の声は︑見ている人

見てもらいたいなどというと︑どこかに

十四384囹

夜明けの音樂が聞える︒

ああ︑聞える︑夜明けの誤記が聞える︒

十五6912

﹁聞える︑わたしにも聞える︒﹂

助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞

そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤガヤ

こうしておじさんを見あげているのに︑

という人声が聞えてきました︒

十五322

えなくなりました︒

十四458

十四385園

十四385囹︺ ﹁聞える︑わたしにも聞える︒﹂

十四384園

が︑

しまってあるもののように聞えるかもしれません

十四293

には聞えません︒

十三4412

に聞える︒

十三2411 木材があたえられたうえに︑いい氣候が 九395團下からどんなに大きな声で話しかけられ 十三312

感化を受けました︒

十三241 第一︑ユートランドの先学が︑そのよい

「〈
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きこり一きしゃ

おじさんの声は聞えないのだ︒

十五929園來いというのに聞えないのかい︒
十五935園 なにも聞えませんよ︒

十五麗4園 ぼくたちがなにをしていても︑あなた
﹇樵﹈︵名︶3

きこり

木こり

には︑︿略﹀︑なん に も 聞 え な い ん だ な あ ︒

きこり
りはじめました︒

三262 なん十人︑なん百人というきこりが︑切

おいらせ

．九4011国道もないところがら︑木こりのすがたが
あらわれます︒

きざし

十二627 十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木
こりがいた︒

﹇兆﹈︵名︶1

きざむ

︽ーマ・ーン︾

十三611 ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

きざし

﹇ 刻 ﹈ ︵ 五 ︶3

にあらわれて︑
きざ・む

十三353 その文字の意味がわかってくると︑いっ
そうその美しさが胸にきざまれる︒

十五199 氷河が無言の流れをきざんでいる深い深
い谷の上を︑

﹁新島裏之墓﹂という五つの文字をき

にいじまゆずるのはか

十五721
ざんだそのおくつき︒

きし ﹇岸﹈︵名︶26 きし 岸5かわぎし・むこう
ぎし

二292園 きをつけてわたりましたから︑みんな
むこうのきしにつきました︒
一一293園 きしにあがってから︑かずをかぞえて
みました︒

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

四438 ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい

しい川のきしを走ったりしました︒

五203 しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず

た︒

のたりのたりとわたし船︑なの花ざかり

五415国子うしは︑小川の岸をとことこ走りまし
五495圃
の岸をでる︒

のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ

五496圃子うしが水のむ岸をでる︒
五503團

たちが︑ならんでせんたくをしていました︒

十145 その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少
十一325圃

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

岸のやなぎのほわたがとんで︑

年にもあいました︒

十二6210

札幌の創成川の岸にあった家につれられ

そうせい

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

て行っても︑

十五617

十二脳3

議事堂

ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう ぎじどう ︹題名︺1 議事堂

かげをちらして岸をでる︒

ゆれ岸をでる︒

五504圃

六136

︽ーミ︾

湖の岸べをとびました︒

﹇岸辺﹈︵名︶1 岸べ

きしもと

きしもと

きしもとくん︒﹂きしもと﹁だいこんばたけ

︹話手︺2

かん古同いひびきをたてる︒

十三334 ﹁キリキリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

きし・む ﹇軋﹈︵五︶− きしむ

九㍑5

きしべ

んじょうしました︒

十一一胴10 こんどの新しい憲法は︑この議事堂でた

木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき ぎじどう ﹇議事堂﹈︵名︶1 議事堂

としました︒

六156

ありは︑ぶじに岸にあがることができまし

ましたので︑

六157
た︒

七103園渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑

天帝は︑︿略V︑天の川の西の岸を通ってい

こっちの岸から向こうの岸へ︑

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒
七103囹
八293

らっしゃいました︒

に二十本うえたんです︒

七205 きしもと﹁私のうちでは︑だいこんを︑庭

です︒﹂先生﹁そうだ︒

天帝は︑︿略﹀︑はたおりひめを天の川の東 七203
の岸のこてんにもどしてしまい︑

八322

天帝は︑︿略﹀︑けんぎゅうを西の岸に帰し
ておしまいになりました︒

八323

︵三︶

きしもとくんの家︒

いえをたてる人︑さかなをとる人︑き

﹇汽車﹈︵名︶41 きしゃ 汽車

一255

きしゃ

七282 きしもとくんが学校から帰ってくる︒

りで︑本をよんでいる︒

七218 きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた

七218

けです︒﹂先生﹁そうだ︒

七202園 きしもとくん︒﹂きしもと﹁だいこんばた

みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ きしもとくん ︹人名︺4 きしもとくん
ろに︑一わのあひるがすわっていた︒

八608

近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の
ほとりを流れていた︒

九桝4

茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそっ
岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

て上流に向かって歩きながら︑

九悩1
十104

ビエンヌという川の岸には︑︿略﹀女の人

うお寺の高いとうもみえました︒

十142

きしゃけむり一きず
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しゃをはしらせる人︒
しょう︒

一395 おとうさんときしゃにのって︑お月さん 五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の
六749園

汽車の中は︑人でいっぱいでした︒

﹁汽車は︒﹂﹁自動車は︒﹂

きかいを動かすのです︒

七343

のところへいったゆめをみました︒
一483 きしゃがきました︒

汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

七351

一485園 きしゃはすいています︒
一495 きしゃはすぐはっしゃしました︒
一506園 お月さんのくにのきしゃだもの︒
うになって︑汽車でねむっていた︒

ちょうど︑汽車もとまった︒

二十六日汽車で五万ば

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑
うえの

汽車けむり

十五137図魍月照らす上野の森を見つつあれば家

︹題名︺1

汽車第一号

さい晩や火のこ豊かの汽車けむり

﹇汽車煙﹈︵名︶1

ゆるがして汽車ゆきかえる
きしゃけむり

十五75図圏

十二佃5汽車第一号

きしゃだいいちごう

一号

あります︒

よこはま

汽車の中

﹇寄宿舎﹈︵名︶1 寄宿舎

四汽車の中

今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

﹇技術﹈︵名︶2 技術

どんなにお金に困っても︑どんなに苦

﹇軋﹈Oはぎしり

﹇傷﹈︵名︶3 きず

大わしはすぐにとび起きて︑きずのいた

きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

思いなしかやわらいで見え︑

十五692

かかって來ました︒

みもかまわず︑おそろしいいきおいで少年にとび

十五298

いっしょうけんめいそれをなおして︑

十四5611囹大きなきずができていますが︑私は︑

きず

きしり

しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒

十五509園

かして残したいと考え︑

十五488

ぎじゅつ

ろ︑寄宿舎で二間続きの室をつかっていた︒

＋五5612園
アマスト大学の助手をつとめていたこ

きしゅくしゃ

七341

七210四
汽車の中⁝⁝⁝三十四

きしゃのなか

︹課名︺2

二日︑はじめて日本で東京横浜間を走ったもので

十一一佃7

これは︑汽車第一号で︑明治五年九月十

一511園 きしゃは︑まもなくくものとんねるに 七413 ちょうど︑かふんにまみれたみつばちのよ きしゃだいいちごう ﹇汽車第一号﹈︵名︶1 汽車第
はいります︒

汽車はトンネルにはいった︒

一567 おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと 七417 汽車は︑かなり早く走っているので︑
七422

七468

すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

﹁わあっ︒﹂と︑汽車によびかけた︒

けむりをはいて走ってくる︒

八585

をながめた︒

一574 きしゃからかけおりて︑手をとりあいま 七465 私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと

すると︑きしゃはもうついていました︒
した︒

ニー72 ちくおんききしゃしゃしんややさいい
きしゃときせん︒

なごごままつつくえ
八586

四792 き
五83園 にいさん︑汽車のきっぷかったの︒

九184

それでも運びきれなくて︑︿略﹀︑ヴェニス

汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

九229

汽車第一号

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

なんとかわいい汽車ではあ

ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に

十四869

日に日に進歩しています︒

十一一柵9

りませんか︒

十二佃6

乗っている︒

十237

ぎのとおりです︒

九226

一つつけて送ったほどでした︒

いきの汽車に︑とくべつにあたたかくした貨車を

九224

すから︑

五86囹 にいさん︑汽車がはいってきたよ︒

五113園むこうからきた汽車とすれちがったのさ︒
たりするのだ︒

五121園 あれをみて︑汽車が︑とまったりとおっ
五156 これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑お
なじことです︒

だんがちがいますが︑

五157 汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね
五192 私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南
へはこばれました︒

五194 二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑
自動車につみこまれて︑

﹂汽車が走っています︒

五323 ﹁シュッシュッ︑ポッポ︑シュッシュッ︑
ポッポ

五329 この汽車は︑なにをたいて走っているので
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きずきあ・げる
︽ーゲル︾

﹇築上 ﹈

︵下一︶

1

きずきあげる

きずきだす

︽ーシ︾

︽ーク︾

十四2210

タバコ︑キセル︑カルタ︑カボチャも︑

外國語であったとお話しになったので︑

︽tセ︾←おきせ

天人がはごろもをきせようとすると︑

﹇着﹈︵下一︶3

いわれている︒

き・せる

三桝7

する

かぐやひめは︑

天人は︑いそいでかぐやひめにはごろも
おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が

しなければならないので︑
﹇気忙﹈︵形︶1

︽ーイ︾

カチカチと氣ぜわしいのはおき時計で︑

きぜわし・い

六59

氣ぜわしい

かかり︑着物をきせたり︑おこづかいをやったり

十6510

をきせました︒

三色6

きせる

十二5711 それは︑おにが一夜のうちに百だんの石 十四241囹キセルとカボチャはカンボジア語だと
﹇築出﹈ ︵ 五 ︶ 1

だんをきずきあげることで︑
きずきだ・す

んをきずきだした︒
﹇ 築 ﹈ ︵ 五 ︶1

きずく

十一一585 おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ

きず・︿

きず口

十二網8 平和な國日本を作るために︑また︑文化
﹇傷口﹈︵名︶2

國家をきずくために︒
きずぐち

四545 これをうけとった 一わが︑きず口をて
いねいにあらってやりました︒
ぎせい

四564 きずロもだんだんよくなり︑
﹇犠牲﹈︵名︶1

きそく

﹇煙管﹈︵名︶2

キセル

きしゃときせん︒
汽船や荷船がとおる︒

く植えました︒

﹇北﹈︵名︶7 きた

北

一324 きた一みなみ一にし

きた

みんな﹁北の友だち︒﹂

ひがし一

三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北

みちこさんのかいたことば︒

四413

三810園

へむかってたびをつづけていました︒

べていって︑北の方へいく友だちと︑︿略﹀を︑

五183 きょくの人が︑私たちをかたはしからしら

それぞれひとかたまりにわけて

八46 北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの

やそのさきの島々まで︑

が︑

九18一

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248 日本に春がくると思うと︑もう矢もたても

すると︑そのきたいな男は︑﹁︿略V︒﹂

﹇奇体﹈︵形状︶1 きたい
九573

きたい

﹇北側﹈︵名︶1 北側

おちばの子どもたち︑
きたがわ

九月二十一日︑マサチュセッツ州アマ

スト大学に入学︑北側の第八号室に入る︒

十五588図

﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と戦って

﹇北国﹈︵名︶1 北國

十四834

きたぐに

いるようすを︑映画にしたものである︒

一一4110園

ひとことと

いうのは︑きたない

そんなきたないことばをつかうもの

イ︾■くちぎたない

この大きなうちゅうは︑だいたいきそく正 きたな・い ﹇汚﹈︵形︶9 キタナイ きたない ︽一

︽ーイ・ーク︾

八363

このきそく正しいちつじょは︑いったいど

しく運行しているということです︒

八365

ではないよ︒

あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し 三133園その

うしてたもたれているのでしょう︒

八993

六463團北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちばの︑

この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の きたかぜ ﹇北風﹈︵名︶1 北風

大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ
ローマン号という小さな汽船が︑十ばい
■ふきそく

もある定期船につきあたって︑

十四441一

をひいて通っていくのがみえるし︑

十一44

きかいを動かすのです︒

五362

四792き

季節

らないつとめのためには︑なにかしらぎせいにす
﹇季節﹈︵名︶4

五75

きせる

ン︶で︑

間におこると︑それがいわゆる季節風︵モンスー

十四769 これが︑︿略﹀︑アジア大陸と太平洋との

きせつふう ﹇季節風﹈︵名︶1 季節風

ういうしずかな午前にあって考える︑

十三76 ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ きそくただし・い ﹇規則正﹈︵形︶3 きそく正しい

くかかげる季節︒

十三61 春は︑また︑憎しい船出のほぬのを︑高

らと︑季節の命はわきあがって︑

十三46 細い小枝のあみ目の先にも︑はやふっく

い季節でした︒

十912 いなかの子どもにとっては︑もっとも通し

きせつ

る心がなければならないものだよ︒

十五868園 人というものは︑自分のしなければな きせん ﹇汽船﹈︵名︶5 きせん 汽船

ぎせい

きずきあげる一きたない

きたまう一きっと
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ことばをつかわないということだよ︒

︽ーエ︾

きちがいあつかい

﹇気違扱﹈︵名︶1

きちんと

氣ちがいあっ

かい道をきちきちととぶばったかな

︵副︶8

夜は︑はらまきをきちんとして︑ねびえ

てとんだり︑

五823園

きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき

をふせぐこと︑

楽聖7

じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

りきりとまいて︑動かないようにした︒

八研1

たるようにきちんとかけました︒

ね︒

十五634

なぐりすてて︑

みなさんの三ついたことは︑なんでも︑か
かりのものにお知らせください︒

だんだんあとずさりして︑うしろに且つか

切手

ず︑テーブルのはしからころげ落ちたりしました︒

八75

﹇切手﹈︵名︶1
きっと

切手をはってもらうのです︒
︵副︶23

黷V710囹 あしたの あさも︑ お日さまは きっと

かえってきてくれるの︒

六723園雪だるま︑きっと喜びますよ︒

すると︑海の神は︑きっといいことを教

きっともとどおりになるでしょう︒

きっと︑とびだすよ︒

えてくださるでしょう︒

六883園

八438囹

七334園

ちらりとつばめのすがたをみた人は︑きっ

これが︑きっと実になるのでしょう︒

﹁きっと︑泉はこの近くにある︒﹂茶人

きっと成功します︒

くもは︑きっとなってその方をみつめまし
十4011園

世界のために︑きっと︑あなたの願いが

ひき返そうとしたりするときには︑

きみがいれば︑きっとよくなるから︒

きっと先生も︑そんなお岡持で︑この

星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

すると︑︿略﹀︑きっと︑とちゅうから横の方へそ

十四781

てくれるにちがいありません︒

十四379

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

十三617囹

ばにならべておくからです︒

のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ

十三231園大もみがある大きさ以上に生長しない

十一一785園 きょうは︑きっと勝ってください︒

十一758園

十一98園きっと遠くへいくんだろう︒

きっとコックスが大声でいうだろう︒

十一610囹

かないます︒

十4011園

た︒

九伽4

はつれの人にいった︒

九戸2囹

と︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

九255

八餌4

はきものがきちんとそろって︑わたく 八635園 きっとしちめんちょうのたまごだよ︒

こんざつする町かどでは︑きちんとせい

りしてくれます︒

四81

したちのかえるのをまっています︒

三332園

きちんと

九291発起

三139きたないことばは︑きたない心からう かい
まれてくるものだということが
十333 村じゅうの者から氣ちがいあつかいにされ
三1310 きたないことばは︑きたない心からう るのをみて︑
まれてくるものだということが
きちきち ︵感︶1 きちきち
ながして︑海のとおくにすてにいく︒

五77 下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を
六508圃 きたないこともきえそうな︑ああ︑おご
そかな夜の空︒

きたないところもあり︑

十153 フランスだって︑きれいなところもあり︑

來たまう

﹁キタナイ ワンワンチャン﹂といった

アンヨナメテルワ

十4811園クロイワンワンーキタナイワンワン 四415ものさしできちんとそろえたようになつ
チャン
十504園
﹇来給﹈ ︵ 五 ︶ 2

のは︑そのためです︒
きたま・う

十三509 きみも來たまえ︒
十三515 きみも來たまえ︒

︽⁝ル︾

おじさんは︑きちんと着ていた上着をか

十三249 こむぎ・さとうだいこんなど︑北ヨー 十三599園 きちんとした︑おごそかな感じがする

きたヨーロッパさん ︵名︶1 北ヨーロッパ産

きたる

ロッパ産の農作物で︑できないものはないまでに
なりました︒
﹇ 来 ﹈ ︵ 四 ︶1

氣ちがい

六5710

十一一394 私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新 きつ・く ﹇気付﹈︵五︶2 氣つく ︽ーイ・ーカ︾

きた・る

﹇気違﹈︵名︶3

しい日を待つことを知りました︒
きちがい
かれを氣ちがいとよび︑

十417 町の人のかげ口は︑いっそうはげしくなり︑

きっと

五156

きって

十439 幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑ きってδアメリカきって
死貝をどんどんみていった︒
ようにはねまわります︒

十五悩12 いそがしく足でけったりして氣ちがいの

一一
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きつね一きのこ

れてしまって︑

十四929 まだ一銭ももうけてはいないので︑父親
が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

きつね

︽ーッ︾

船がいく︒

はるこさんは︑きっぷを改札の女の人にわ

だんがちがいますが︑

五264

きぬ

きぬ

なんという氣主なことでしょう︒

﹇絹﹈︵名︶2

その火の光のさすところは︑かべがきぬ

のようにうすくなって︑

十四969

記念

きぬなの︑銀なの︑それとも眞稀なの︒
﹇記念﹈︵名︶4

十五柵12園
きねん

そのお友だちが︑記念に写眞を写したいと
おっしゃいました︒

五831

これを病院の記念に持っていらっしゃ

んでおきたいのです︒

十121囹旅の記念として︑本のあいだへでもはさ

い︒

十一916圓

ていきます︒

記念写眞

記念品

きのう︑学校からかえるとき︑

四228國きのうえをかきました︒

二375園

四246團きのうのゆうがた︑︿略﹀︑あのいけの

きのう︑学校からかえるとき︑雨が

そばまでさんぽしてきました︒

わたくしが︑きのう︑となりのうちに

ふっていました︒

四316團
四369園

きょうも︑きのうとおなじじゅんばん

おつかいにいきました︒

にならんでとぶことにしよう︒

四443園

四4410園ぼくは︑きのうは一ばんおしまいだっ
たもの︒

五432團 きのう︑はじめてほたるをみかけました︒
ました︒

六593 私は︑きのう︑おもしろいことに氣がつき

きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ

六772碧きのうから︑それを考えているんです︒
七2910園

おくやみになっていらっしゃると︑きのう

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

八428

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

の︑み知らぬ人があらわれました︒

九651囹

私は︑きのう︑︿略﹀二年三ヶ月になる妹

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

十475

きのう︑風がふいて︑ガサガサ音がしたか

をつれて︑さんぽにでました︒

十622

きのうの畑は水田となって︑晩にはか

ら︑︿略﹀︑二階の窓からそとをみたら︑

十一346圏

そのあくる朝ながめると︑︿略﹀︑きのう

えるが歌いだす︒

植えたなん千アールのあの美しい田さえなく︑

十二613

九519

たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ

きのう︑そのみみでなにをききまし きのこ ﹇茸﹈︵名︶8 きのこ

きのう

せっかくの記念品だから︑とっておい

﹇記念品﹈︵名︶1

七五三の記念写眞も︑思いでにはなるで

﹇記念写真﹈︵名︶1

十一924園ぼく︑記念に︑この死んだ人にのこし

たか︒

一289園

﹇昨且︵名︶18

たほうがいいよ⁝⁝

十三424囹

きねんひん

しょうが︑

十551

きねんしゃしん

なぜ︑そのとき︑﹃︿略﹀︒﹄と︑きっぱ

船がいく

たしながら︑﹁ありがとうございました︒

氣どる

きてきも鳴らさず

﹇気取﹈︵五︶1

やまねこは︑︿略﹀︑いかにも氣どつたよう

すで︑しゅすの着物のえりを開いて︑

九689

きど・る

五516圃

十五861囹 きっと︑おまえさんたちを︑ごちそう きてき ﹇汽笛﹈︵名︶1 きてき
によぼうというのだろう︒
﹇狐﹈︵名︶7

十五佃10園 でも︑いまにきっと來るでしょう︒
きつね

二448園七かげえ︿略﹀﹁こんどはきつね︒

すぐぼくが︑ きつねにみつかってしまうから︑

八199

三951 きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど きなが ﹇気長﹈︵形状︶1 氣長

よ︒

もおる ことができます︒
穴伽8園 いま︑きつねに追いかけられているんだ︒
六旧8園 きつねがおこって︑追いかけてくるんだ

は︑

六㎜1園 きみたちが︑ここでわいわいやっていて

いんだ︒

六矧2園 ぼくはきつねに追われてなんかいやしな

鳴き声がわるいから不幸があるなどといった︒

十三91あ
2るいは︑きつねがっくとか︑からすの

十一6112園

きっぱり ︵副︶2 きっぱり
りことわらなかったのか︒

わりなさい︒

﹇切符﹈︵名︶7

きっぷ

十五869園 ていねいに︑しかしきっぱりと︑こと
きっぷ

五83囹 にいさん︑汽車のきっぷかったの︒

五132園どうして︑きっぷをみるの︒

五128囹 きっぷをはいけんさせてもらいます︒
五146囹 きっぷを改札口でおだし︒
なじことです︒

五156 これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑お きのう
五157 汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね

きのどく一きまる
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コと︑へんな正立をやっていました︒

きば

十四116團

このランプは︑石油でもきはつ油でも︑

どちらをおつかいになってもかまいません︒

が︑きはつ油をおつかいになったほう

がいいのです︒

十四117団

きびしい

︽ーイ・ーク︾

きぼう

希望

家族の者が︑その旅に心しい希望をかけ

﹇希望﹈︵名︶12

十一721

ていたことや︑

心を休めるような希望と︑胸をこおらせ
それが︑ときにはいかにもはっきりとし

るような失望とのあいだで︑

十一794
十一808

ましたので︑少年は希望に力づけられながら︑

ちょうど︑少年がそういうはかない希望
この生きた一ことが︑︿略﹀︑光と希望と

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒

十︻813
十二379

喜びとを與えることになったのです︒

長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑
希望の帰ってくるとき︒

十三510

十三1811

このとき︑希望をいだいてたちあがった

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希

ひとりの軍人がありました︒

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三2112

敗戦のために意氣のおとろえた國民は︑

新しい旅の門出︑希望をもって︒

﹇決﹈︵副︶1 きまって

﹇決﹈︵名︶2 きまり 氣まり

こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ

なんだか氣まりがわるくて︑そういえ

子どもたちは︑

どう

きまるか

﹇決﹈︵五︶8 きまる ︽ーッ・ール︾

おとうさんはえんがわにこしをおろし

大きな雪︑小さな雪︑雪のかたちはき

新しいおにがきまって︑またはじめようと

十四929

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

に一回︑太陽のまわりをまわります︒

十三154

きまった法則を知る︒

十三92 種々のことがらの関係を明らかにして︑

したとき︑

六伽2

まっていない︒

四955

て︑どうきまるかおまちになりました︒

三613

まっています︒

三601 ほかの

きま・る

なかったのです︒

十一6211囹

るそうににこにこわらいました︒

四639

きまり

まって︑その少女たちも遊びにきています︒

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑き

十113 おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

きまって

十五悩3

十四3911囹 希望の光︒

希望をとり返し︑

十三262

きはつ油のさしかたは︑ご自分でな 十三2112 デンマルクの希望であるこの植林は︑

さってごらんなさい︒

十四118團
﹇黍﹈■とうきび
﹇厳﹈︵形︶4

あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん
﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑それから︑きびし

その夜︑また父にきびしくただされて︑

並ぶくる

︽ーレ︾

太郎は︑やっと︿略﹀ありのままにうちあけた︒

十一618

い声でいいました︒

十665

なに苦しんだか︑

八878

きびし・い

きび

すると︑きのこは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

九521囹 おい︑きのこ︒
九522

九528園 きのこ︑ありがとう︒

九529 きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ
ドッテコと︑へんな樂隊をつづけていました︒
九735 白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑
ひっぱりだされました︒

九7410 やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
も︑きのこの馬車も︑一どにみえなくなって︑
わりきのこがたくさんあったこと︑

十一一923 くりはあんがい少なかったこと︑そのか

きのどく ﹇気毒﹈︵形状︶4 氣のどくOおきのど

﹇着膨﹈︵下二︶1

とたおれそのままなくも

九価3図魍着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

きぶく・る

六2410園 こんな遇しさも知らないで︑氣のどくな 十五653 暑さのきびしい夏の日に︑

く

いちろうは氣のどくになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

ありさんたちだよ︒
九578
いいました︒

て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

十二233 せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ きぶん ﹇Vしょうがつきぶん

そんな︑だって︑いまどこの家でも

十三414囹 いっしょにっかえばいいよ⁝⁝うん︑

氣のどく

二けんぶんも︑三げんぶんもの人が︑寝とまりし
木のぼり

さるの木のぼり︒

﹇木登﹈︵名︶1

ているんだよ
きのぼり

四791 さ

﹇牙﹈︵名︶1

きばに

九303図圃 ひたいそぐいぬにあいけり木のめ重

きのめみち ﹇木芽道﹈︵名︶1 木のめ道
きば

二354囹 二ばんめの めくらは︑ぞうの
さわって︑こういいました︒
きはつゆ ﹇揮発油﹈︵名︶3 きはつ油
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きみ一きみ

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

十五361 絵文字から起り︑これがだんだん変わっ
て︑しだいに形のきまったものとなり︑

きみ ﹇気味﹈︵名︶3 きみδうすきみ・かぜぎみ
九376国 じめじめした足もとがきみがわるく︑
九564 いちろうは︑きみがわるかったのですが︑
なるべくおちついてたずねました︒

十四4510 そのきみのわるいしずけさの中から︑と
﹇黄身﹈︵名︶1

きみ

つぜん︑︿略﹀︑きれいな歌が流れてきました︒

きみ

﹇君﹈︵代名︶6 6

きみ

五954 たまごのきみですりえをこしらえて︑
きみ

二274囹 きみ︑どいてくれたまえ︒
なかまと︑

二278園 きみこそどいてくれたまえ︒
どっちが多いか︑

三436囹 きみの なかまと ぼくの

う︒

三443囹きみの なかまはずいぶん多いな︒
四269團きみは よくなくね︒
四269團きみの だいすきなきゅうりをあげよ

か︒

四427園きみ︑列をはなれちゃだめじゃない

で

いっちゃあ こまるよ︒

四4210囹
きみ︑きみ︑じぶんがってに早くとん
四4210囹
きみ︑きみ︑

五166囹 ﹁きみは︑どこへいくの︒﹂
五172園ねえ︑きみ︒
五301園しかし︑きみは小さいから︑まあいいよ︒
五308園きみは︑ときどき︑こういうことをやる
のかね︒

とが書いてありますよ︒

五316園これには︑きみのようないい子どものこ

こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手

さっきから︑きみはだまっているけれ

ぼくもきみに賛成だ︒

そのボタンをつけてもらわない︒

十一510園

五387国
紙を書いてもらって︑きみの受持の子どもたちに︑

きみは︑いちろうさんだな︒

さっきから︑きみはだまっているけれ
十一88園

きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい

ほんとうにきみのいうとおりだ︒

ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな

十一689園

きみの看病はすんだ︒

きみがいれば︑きっとよくなるから︒

これが︑きみのおとうさんですよ︒

神さまがきみをまもってくださるだろ

十一758園

う︒

きみ火をたけよきものみせん雪まろ

おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを

見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ

きみも來たまえ︒

おみやげより︑早くきみの顔が見たい
十三509

こんなことを考えて︑きみも勉強を続

きみも來たまえ︒

十五85図闘きみわれ口そそぐ朝のそこごこの小

けるんだね︒

十三616囹

十三515

よ︒

十三429園

れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三422園

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

十三4110囹

げ

十二7611図魍

十二488園

きみもひとつ︑作ってみるといいよ︒

十一9010園

十一909園

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

十一92園ぼくらは︑きみについていきさえすれ

ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒

十一811囹

る︒

十一89園

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒

十一87園

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒

十一86園

きみも︑いっしょにむこうへとんでいこ

それを送ってあげよう︒

五鵬8園
きみ︑きみ︒

うよ︒

五㎜1園
きみ︑きみ︒
きみ︑どこにいたの︒

五鵬1圓
六393園

六4110園子つばめ﹁みんなできみをおんぶするん
だ︒﹂かかし﹁みなさんで︒﹂

六稲7園 ﹁きみ︑作れるかい︒﹂とききました︒
八734園 ﹁おい︑きみ︒﹂と︑その一わがいった︒
八736園きみはじつにみにくいから︑氣にいった
よ︒

﹁だめだよ︑きみ︒﹂

にあうかもしれないよ︒

八738園きみはみっともないから︑いいしあわせ
九5610園

けんかをとめ

九882園

﹁もうきみとは遊ばないからな︒﹂

る声がつづく︒

九909囹
か

九9010囹
いいとも︑だれがきみなんかと遊ぶもん

九946園 ﹁これ︑きみのだろう︒﹂
九954園 ﹁きみはなにをなくしたんだ︒﹂
九961園 ﹁きみの名まえが書いてある︒﹂
九968囹これきみが落したボタンだろう︒
九9610園
きみがむしりとったんじゃないか︒

ねえ︑ きみ︑うちによって︑

ねえさんに

九991園でも︑きみはひどいよ︒
九998園でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ
をなぐった︒

九槻3園

九梱2園きみ︑ もうよそうよ︒

きみがかる一きもち
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ろもて︒

十五594園

きみたちのそのやわらかきたなごこ

きみたちが知っているはずがない︒

十五183図圏

十五781

流れ

十五547囹 きみは︑かねがねジョルダン博士から
おおしま
いってきている日本の学徒︑大島くんでしょう︒

︽ーッ︾

はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ
けれども︑きみたちは︑ほどなく︑みか

てもらえないかもしれない︒

十五783

ちがっていても︑

きみたちの考えが︑たとい世間の考えと

十五558園 それはそれとして︑きょうはきみがま
だ生まれないころの日本の話をさせてもらおう︒
室を二つももっているようだが︑

十五572園 せんぽいの教授がやって出て︑きみは

黄みがかる

でも︑きみたちの名まえを聞かせてく
黄みどり

黄みどりの新しいなえが︑だんだん育って

種もみから黄みどりのめがでました︒

﹇黄緑﹈︵名︶3

八979

︵下一︶

15

きめる

︽ーメ・ーメル︾

葉のついているもとのところがら︑黄みど
﹇決﹈

みんなはそれぞれあいての人をきめて

九811園

九655囹

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

おしあいしてきめるんだよ︒

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

十546 ﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道の

わかっているだけではなしに︑いつも

わきで︑たき火をしていました︒

十一92園

そういう男には︑ぼくがなることにき

そのうえを考えていて︑いいことをはっきりきめ
る︒

そうして︑はい句を勉強することに心を

めているのさ︒

十一109園
十二705

名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ

きめました︒

生まれた年によって︑その人の性質や運

るいとかきめたり︑

十三105
十三106

﹇胆﹈︵名︶1 きも

命をきめたりしている︒

﹇気持﹈︵名︶53

きもち

氣もち

高持←

八748 あわれなあひるの子はきもをつぶした︒

きも

きもち

二713 いきおいよく走るきもち︒

おきもち

四467囹

な︒

四283団

おとといは︑そんな氣もちだつたけれ

ふわふわとして︑氣もちがいいだろう

をみると︑すぐなおりました︒

はらのたっときでも︑このかぐやひめのかお

まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ 三柵2 おじいさんは︑きもちのわるいときでも︑
みんなはそうきめました︒
それから︑二組︑三組と︑じゅんじゅんに
お話の題はべつにきめませんから︑かって

あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ

ど︑きょうはちがうんだよ︒

がんたちには︑この風がなんともいえ

ないいい氣もちでした︒

四539

にあたりました︒

五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で 四476
はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに
しるしをつけました︒

八963

じゃんけんをして︑おにをきめましたQ

六174

につぎを考えてください︒

六668

へんしゅうをすることにきめました︒

六566

四好5

ん﹂にきめて︑

四201

から︑文を書きました︒

四197

むおきめる

き・める

りのほがでました︒

八醜4

いきます︒

八969

きみどり

れたまえ︒

十五川4園

たができるだろう︒

十五5910園 裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ 十五785
に見せなければならないものがたくさんある︒

十五761囹 きみの論文を︑カーネギーで出版する
ことは︑ひきうけたよ︒

﹇ 黄﹈︵五︶1

十五939園さあ︑きみを待っているのだ︒
十五998 ︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒
十五999園きみ︑ぼくを知らないの︒
十五価9園 きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒
きみがか・る

い道︑ そ こ を 自 轄 車 に 乗 っ て 走 る 中 学 生 ︑

七465黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ
き み た ち ﹇君達﹈︵ 代 名 ︶ 1 4 き み た ち

三444園ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
ぞえながらとんでいくから︑むこうのりくま
でならんでみたまえ︒
三453園 きみたちはうまくだまされたな︒
六227園 きみたち︑どこへいくの︒
きみたちが︑ここでわいわいやっていて

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑

六伽11幽囚

﹁きみたちは日本人ですか︒﹂

九906園 さあ︑きみたち︑やまだくんをつれてい
けよ︒

十二7810園

十二792園 きみたちは︑日本語を知っているの︒

て︒

十五179図魍 きみたちのそのまともなるひとみも
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きもとたけうら一きもの

四丁7園 いいお天歩で氣もちがいいな︒
五491 いい氣持がして︑たのしくなった︒
六192囹 ほんとうにいい氣持だ︒

六榴9 みんなをわらわせてやろうなどという氣持
は︑どこかへふっとんでしまった︒

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419 かるやかなしらべは︑朝の光のように雪持
七438囹 ですぎたことかもしれませんが︑このか
んしゃの氣持を︑あらわしたいとぞんじます︒

た︒

七528 うれしいような︑すまないような氣持がし

八814園でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣持で
すからね︒

がいい氣持かどうか︒

八817園水の上をおよいだり︑もぐったりするの
八845 あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持
になった︒

ちがった氣持がします︒

九63 三音︑四音と組みあわせてみると︑さらに
九611 音の組みあわせも︑いろいろな解官をあら
わします︒

九237 この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに
受けとりにくい氣持でいるが︑

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑
九9411

九㎜11圏 でも︑いやだな︑けんかしたあとの氣
持って︒

さ︒

九梱11園 なんだか︑いま考えるとはずかしい氣持
九鵬9 スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき
こえる︒

九術10 こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく
な氣持になりました︒

十313

ぼくがいるので︑みんな黒しい氣持になる
ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

ようにできないものでしょうか︒

十一137

村の人たちが困って頼みにくると︑四丁

てきた旅人のような氣持のする日だ︒

十一沿6

ひどくとげとげした心でおしあっていた

よく︑物をわけてやったり︑

十一5311

でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

ゆずられたときの氣持でゆずりましょ

人たちも︑きゅうになごやかな氣持になった︒

十一547圃
う︒

十二2111囹

はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ

氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二259

この日の午後︑私はなんとなくものを待

ごれていないほうが氣持がいいので︑

十一一317

きくこともできず︑話すこともできない

つ氣持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

十二403

ので︑氣持があらあらしくなり︑

十二474囹心にあることを︑なにか美しいもので
そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑

あらわそうとする召命がある︒

十二7111

太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま

同じ氣持でした︒
十一一9010

これをみても︑平和を愛した古代の人た

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十二繊2

冬の日には︑いかにもさむざむとした氣

十三546

その氣持を︑だれかに話してみたくてた

それは︑フィリップの作品の中にみな

まらなくなりました︒

十四46

ぎっている大きな愛の氣持︑そこからさしてくる

私は︑なにか大きな湿しみをもったよう

とうとい光のためなのです︒

小さな島國に住んでいたために︑氣島民

な氣持になって︑家に帰ってきた︒

十四287
十四307

マッケンナは︑しばらくしんみりした氣

みんな儲蓄よく︑のびのびと深呼吸をす

でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

る︒

十四397
十四467

いい夕山になって︑自分が水の中にひ

持で︑この歌に聞きほれていました︒

そこには︑氣持のいい︑小さなホテルが

すっかり︑よみがえったような下智にな

たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒

十四4610
十四471
りました︒

飛行機乗りが︑安全な着陸地を上からさ

ここかしこに立っています︒

十五202
十五2611

それはなんともいえない︑せつない氣持

おまえの氣持をくじいてしまうよ︒

がしているような氣持で︑

十五捌9

十五866園

うれしいような︑険しいような︑悲しい

であった︒

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

十五槻4

八

木もと竹うら

木もと竹うら⁝⁝⁝七十七

しろいきものをきたおんなの人たちが︑

﹇着物﹈︵名︶32 きもの 着物

ニー77圓ぬれたきものをきて︑かわくとぬぐ

一459

きもの

十四771

十四34 八

夏の日には︑この音がすずしい心持をお きもとたけうら ︹玉名︺2 木もと狂うら

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒

十三336
こさせ︑

十三337

小さな子どもは︑︿略﹀︑ただ美しいかざ

持をおこさせる︒
十三3412

りのような氣持で︑れんをながめている︒

きやあ一きゆ一
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T園 一しゅうかんに 一ど︑赤いきものを

ものはなあに︒
一一

あがる︒

いまのものとずいぶんちがっています︒

十一一価4

この人たちの着物やかぶりものなども︑

十三562

いっそう生き生きとして︑その着物や．は

女の子は︑︿略﹀両足をそろえて︑ぼろ

だの色の美しいのにおどろかされました︒

十四948

十三289

客のこしかける赤いいすや︑︿略﹀赤い

そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた

はこを︑てんびんぼうでかついでやって掌る︒

十三475
赤いへや︒

その反対に︑茶わんのまん中の方では︑

﹇逆﹈︵名︶1 ぎゃく

來客を前にして︑客間で歌っているのと︑

﹇客間﹈︵名︶2 客間

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

︵感︶− きゃっ

キャッキャッ

きゃっ︑

﹁きゃっ︒﹂といってしゃがみます︒

︵感︶3

﹁きゃっ︑きゃっ︒﹂といって︑木の上

﹁キャッキャッ﹂とさわいだり︑歌を

キャベツ

﹃キャッキャッ﹄といっている︒

︵名︶2

ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑

キャベツ︑バス︑トラック︑オートバイ︑

十四213

ぼうっとあらわれる︒

七42 中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑

キャベツ

十五857囹

歌ったり︑︿略﹀︑ねむりこけたりしています︒

十五825

にするするとのぼっていってしまいました︒

六6710園

きやつ

きゃっきゃっ

四2110

きゃっ

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑

十五721一

ちっともちがわないような歌いかたです︒

十四463

きゃくま

ぎゃくに上の方へのぼって︑

十四713

﹃両親を愛する幸福﹄で︑ねずみ色の ぎゃく

ぼろの着物の下で重ねて︑
十五倣10囹

着物を着て︑いつでもすこし悲しそうにしている
﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の

のは︑だれもふり向いてくれないからです︒
十五麗12園

﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモンド色

﹃森の幸福﹄で︑みどりの着物を着て

着物を着ていますし︑

十五鵬1園
います︒

十五鵬4園

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑︿略﹀︑

の着物を着ていますし︑
十五佃10圓

天使のようなすがたをした者が︑きらき

金ぴかの着物を着てついています︒

十五価6

ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

おまえたちがほおずりをするたびに︑

なんでこしらえたの︒

十五川9園

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五麗4裁量は︑いつだつてこの着物を着ている
のよ︒

十五桝8園あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ
の着物を着ていても︑わかるだろうね︒

客呂おきゃく・おきゃくさ

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

首のところを持って︑かごの中へいれたら︑

︵感︶一 キュー

キューと︑高く鳴きました︒

七931

きゆ一

家々みなまくらなり

九描2図圏

﹁キャア︒﹂といってとびあがったので︑ き・ゆ ﹇消﹈︵下二︶1 きゆ ︽ーエ︾
みんなわらいました︒

五8010

﹇客﹈︵名︶3

客がきているときなど︑あまりテーブルの
上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

八71

ん

十二536 ㈲ 顔と手をつけた着物を裏返すとでき きゃく

十二532 首を着物にぬいつける︒

て︑首を着物にぬいつける︒

十二531 ㈲顔は︑着物のすそからさかさにいれ きやあ ︵感︶一 キャア

十二527 着物の作りかたと手のつけかた︒

包みを小わきにかかえました︒

十一931 そういって︑少年は︑その小さな着物の

の包みをかかえながら︑

十﹁635 ひとりの少年が︑︿略﹀︑わきの下に着物

しなければならないので︑

かかり︑着物をきせたり︑おこづかいをやったり

十6510 おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が 十五柵11園 それに︑このきれいな着物は︑まあ︑

のえりを開いて︑

九6810いかにも氣どつたようすで︑しゅすの着物

がら︑

着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな
九5711

八403着物もこがねになりました︒

六318きもののすそが風にあおられる︒
八403着物を着ようとなさいました︒

ざいます︒

四伽6園 もし︑それは︑わたくしのきものでご

うとします︒

四伽9りょうしは︑そのきものをもっていこ

がない︒

四伽4囹 こんなきれいなきものは︑みたこと

四協3囹 きものだな︒

きるものはなあに︒

P8
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きゅう

﹇級﹈︵名︶1

級

きゅう

急

十五慨2園 これがこの級の最後のことばだ︒
﹇急﹈︵形状 ︶ 3 2

九547

道はたいへんきゅうな坂になりました︒

しつけ︑

﹇窮屈﹈︵形状︶4

きゅうくつ

二265園きゅうくつきゅうくつ︒

﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑男は︑きゅう きゅうくつ

にまじめになって︑

九595

二265囹︺きゅうくつきゅうくつ︒

﹁きゅうくつ︑きゅうくつ︒﹂

﹁きゅうくつ︑きゅうくつ︒﹂といいま

六626囹

そのとき︑︿略﹀︑ぎょしゃはきゅうにてい

ねいなおじぎをしました︒

六626囹

した︒

九599

いっしょに歩いているうちに︑きゅうに

すると︑かれはきゅうにとびあがった︒

蒔けい場にもどってくると︑中國人らし

3 きゅうしゅう

きゅうしゅう

デンマルクは︑︿略V︑わが九州ほどの

本望と︑三つの島からなっている︑小さな︑しず

十三174

やそのさきの島々まで︑

八46 北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

九州

きゅうしゅう

きゅうしゅう ﹇九州﹈ ︹地名︺

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

十二778

あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑やまだの顔を きゅうけいじょう ﹇休憩場﹈︵名︶1 休けい場
きゅうな坂にかかると︑

みんなは喜んで︑きゅうに元氣をだした︒
﹁おかあさん︒﹂といわれて︑きゅうにな

十435

おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑

きゅうしゅう ありた

九センチ

いたぎれを︑はば三宅ンチ︑長さ九セン

︵名︶1

﹁どこで作りますか︒﹂﹁九州の有田

かな國であります︒

です︒

十五471園
きゅうセンチ

すると︑太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔
いままでおいおいないていたくせに︑きゆ

十一512園

﹇急停止﹈︵名︶1

急停止

﹇急停止﹈︵サ変︶1

急停止す

九佃10 みんなが急停止をすると︑雪けむりが一ど

きゅうていし

にあがった︒

︽ースル︾

きゅうていし・する

九柵3 ふもとへきて︑急停止すると︑ぱっと雪げ

る

むりが立ち︑

おかみさんは手をたたいておこった︒

八867 たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー ぎゅうにゅう ﹇牛乳﹈︵名︶1 牛乳
からだの重さで上からぎゅうぎゅうとお

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑

十五256

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

ひどくとげとげした心でおしあっていた 十一一522
はげしくたたいておいて︑てのひらで︑

﹁ます﹂小屋のランプが︑きゅうに暗く
急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女
の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245

なりました︒

十三484

きゅうにどらをおさえるので︑

十三311

人たちも︑きゅうになごやかな氣持になった︒

十一5310

うに︑にっこりわらい顔になって︑

十742

をおおい︑おいおい大声をあげてなきだしました︒

十7212

︿略﹀︑自分も指をつっこみました︒

十712

つかしくなりました︒

九宙11

九皿6

九価10

みると︑きゅうにまたつんとなって︑

九963

つかみあいをはじめるんだもの︒

九917園

二483 それから︑となりのへやへ いこうとし

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑きゅうにしず

きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑

九192 その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

ことがあります︒

九191 約十万ばのつばめが︑きゅうに落ちてきた ぎゅうぎゅう ︵副︶2 ぎゅうぎゅう

ので︑にわとりに思わずその話をした︒

八808 あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった

なって︑そろそろと歩きだしました︒

八247 このわかいあぶらぜみは︑きゅうに元暦に

きゅうにおかしくなった︒

六柵1 ﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑

六7611園きゅうにそんなことをきいたりして︒

て︑かげがみえなくなりました︒

六515 そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五402團きゅうにあたりが美しくなると︑︿略﹀︑

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

四備4 うらしまは︑父や母のことを思いだし

みえなくなりました︒

三研10 すると︑かぐやひめのすがたがきゅうに

かにいう︒

一一667

二516 そうして︑きゅうに走ってたちさります︒

ります︒

二514 きゅうにおどりをやめて︑しずかにな

て︑きゅうにたちどまります︒

一626 きゅうにあたりがあかるくなりました︒

きゅう

きゅう一ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅうなべ一きょう
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ぎゅうにゅうなべ ﹇牛乳鍋﹈︵名︶1 牛乳なべ
牛乳なべの中へとびこんだ︒

八866 あひるの子は︿略﹀︑おそろしさのあまり︑
ぎゅうば ﹇牛馬﹈︵名︶1 牛馬

十五76図閣 影絵めく牛馬朝日を織るあきつ

﹇胡瓜﹈︵名︶11

きゅうり

きゅっと

︵副︶1
のびる

きゅっと

ゴムのように
清い

ことも

︽ーイ︾

きょう
﹇教﹈与キリストきょう

﹇峡﹈εでんりゅうきょう

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五7312

あるし︑

夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

﹇清﹈︵形︶2

きゅっとちぢむこともありました︒

四422
きよ・い

十﹇367圃

﹃清い空氣の幸福﹄で︑ほとんどすき

こちと︑こよい細しいぼんおどり︒

きょう

とおっています︒

十二468囹牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて 十五慨8園

ぎゅうひ ﹇牛皮﹈︵名︶1 牛皮
ある︒

きゅうり

二263囹 きゅうりがながれてきました︒

四271團 きみのだいすきなきゅうりをあげよ

二264囹きゅうりが︑くつの中にはいりました︒ きょう ﹇興﹈︵名︶1 きょう
うQ

キューリー夫人は︑︿略﹀︑物理の時間に︑

﹇今日﹈︵名︶76

きょう

ん︒

四638園

きょうは︑どうならぼうか︑かっちゃ

世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑

四813間きょうはたのしいクリスマス︒
四821圃

きょうは︑お礼にあがりました︒

エスさまおよろこび︒
四掴4園

しかし︑きょうのうれしさは︑それだけで

心心3圓 きょうばいいお天意だ︒
．五225
五229囹

ぼく︑きょう︑とてもうれしいんです︒

きょう︑ぼく︑とてもうれしかった︒

はありません︒

五285園
五7810

きょう︑先生といっしょに︑学校のはたけ

五6610園わしは︑きょう︑金のさかなをとったよ︒

どうして︑きょうはこんなに休んだので

きょうは五人も休みました︒

きょうは大そうじをしました︒

のむこうを流れている小川のところにいきました︒
五806

︻174

きょうは︑どんなえがかかれるでしょう︒ 五814
しょう︒

五821園

きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑

ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは 五887園 きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか

かかし﹁ふきとばされたんです︒きょう

たをしてみせてあげよう︒

の大風に︒﹂

六392園

﹁さあ︑きょう︑いちばんはじめにくる

かしの木は︑きょうもそんなことを考えた︒

先生︑きょうは風がありませんから︑

ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七1610囹

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七94園あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

七82

七57囹 きょうは︑ぼうしをかぶっているな︒

のは︑だれかな︒﹂

七49園

さいませんか︒

にしださんは︑きょうもびょうきで休 六813園 きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ
きょうも︑きのうとおなじじゅんばん
じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに
おとといは︑そんな氣もちだつたけれ
さあ︑きょうは︑どのへんにならびた
いというんだね︒

四469園

ど︑きょうはちがうんだよ︒

四467圓

ならびたいというの︒

四462園

にならんでとぶことにしよう︒

四443園

んでいます︒

四305團

声でうたいながらあるきました︒

三404きょうならったばかりのしょうかを︑大

あなたの花まつり︒

三108圏

︿略﹀︑この五人のばんです︒

二253

きょう

五626 あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ きょう ﹇鏡﹈﹇▽けんびきょう・ぼうえんきょう
たきゅうりをたべました︒

五628囹 きれいなきゅうりね︒

五629囹 このきゅうりだって︑あさがおとおなじ
ですよ︒

花もおなじだよ︒

五636園 あやこも︑このきゅうりも︑あさがおの
五6311園 あさがおやきゅうりは︑自分ひとりで︑
大きくなったのでしょうが︑

六624 そこへきゅうりが流れてきました︒
六625 きゅうりがくつの中にはいりました︒
じです︒

七128 ﹁きゅうりの手﹂や﹁豆の手﹂なども︑同

十四367

キューリーふじん ︹人名︺一 キューリー夫人
先生から︑星をつかめといわれ︑

きゅうりゅう ︹急流﹈︵名︶1 急流
日もある︒

九槻8 けれども︑流れは急流だし︑雨の日も風の

443
ぎょう一きょうかい

七1810園きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒
七237囹 あなたは︑きょう︑しいくびんのなっぱ
を︑とりかえましたか︒

七287囹 きょうね︑國語の時間に︑先生にほめら
れたの︒

きょうは︑このかたの畑をすこしほらせ

れからいく貝つかですよ︒

九787園

父にきびしくただされて︑太郎は︑やつ

きょうはうれしい豊年まつり︒

まつの木では︑きょうからせみが鳴きは

きょうも︑みんなは話に花をさかせてい

てもらうことにします︒

十一54
る︒

七305園 きょう︑先生にほめられたんですって︒
じめた︒

十一127

十一618

十一383圏

七435囹 きょうは︑聾しい旅行をしております︒
ました︒

七872 きょうは︑れんげそうとなたねの葉をやり

十二599

す︒

きょうは長者の家の田植えだというので︑

きょうは︑もうこれでしごとはやめだ︒

日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ

十五5910園

十五757

きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
十五773

十五㎜12圏私︑きょう︑ここにいて︑それはさび
十五伽2

きょうの感謝会はわすれることはできま

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

きょうは修業式があった︒

しかったよ︒

十五襯7

十五槻7

せん一

カキクケコでも︑サシスセソでも︑︿略﹀︑

一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょうとは

六欄6

ぎょういちぎょう・にぎょう

十一742囹きょう︑いなかからきたのでございま ぎょう ﹇行﹈︵名︶1 ぎょう←いちぎょう・いち

七968 ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日め ときようのことを︑ありのままにうちあけた︒
のきょう︑みんな︑目があき︑

でて歩いていました︒

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から

です︒

﹇教育﹈︵名︶3

教育εもうあきょう

ちがった性質をもっているにちがいない︒

発音のこまかなところまで書き表わすこ

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ

親としてみれば︑自分の子女にはすべて

協会5どうぶつほこ

つばめのせわをす

協会では︑喜んでつばめのせわをする返事

協会ではすぐに︑︿略﹀

協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ

て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

九203

ることを︑新聞に廣呈しました︒

九199

をしました︒

九198

﹇協会﹈︵名︶4

同じ教育をほどこし︑

十五748

え︑ローマ字の教育にも努力している︒

らがなとの三種類の文字をつかっており︑そのう

十五426

とができて︑標準語の教育に役だつ︒

十五4112

いく

日本とメキシコの國旗が美しくひるが きょういく

じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑

たけだ
きょう︑マンシュウから來た竹田さん︑
きょう︑うちに來たんだって⁝⁝うん︑

きょうは︑はるばるたずねてみえたあ

きょうかい

きょうはとまるだろう⁝⁝うん︑宣し きょうかい

うん⁝⁝でもよかったよ︒

十三409園

おいででしょうか︒

十三404園

どちらをおうえんするの︒

十一一7911園

十一一785園きょうは︑きっと勝ってください︒

えって︑きょうの戦いを物語っています︒

十一一775

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

七987 子うさぎが生まれてから︑きようで20日め 十一一602 長者は︑なんと思ったか︑なん千アール
き．ようは︑種もみひたしをしました︒

八961 きょうは︑お天氣がいいので︑もみまきを

八943

しました︒

八989 いよいよきょうは田植えでしたので︑みん
なうれしそうでした︒

八鵬7 きょうは雨降りでした︒
八佃7 きょうはもみすりをしました︒
九256園 きょう︑はじめてつばめをみたよ︒
九608園 きょうはよくきてくださいました︒

きょうはこれでお話をやめます︒

みにしているよ⁝⁝

十三429園
十四177團

きょうはきみがまだ生まれないころの

から︑そこんとこの草をかれ︒

九623園 きょうは︑そこが日あたりがいいようだ
九6310囹 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

十五558囹

げよう︒

なたへのごちそうに︑︿略﹀について話をしてあ

十五568囹

日本の話をさせてもらおう︒

九662園 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
九674囹 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
九722囹 そこできょうのお礼ですが︑あなたは︑
︿ 略 ﹀ ︑ ど ち ら が おすきですか︒

九776囹 その貝がらをすてたところが︑きょうこ

きょうかい一きょうと
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九209 協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ
たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

きょうかい ﹇教会﹈︵名︶2 教会呂さっぽろどく
りっきょうかい

十三157 しかし︑そのころの教会のぼうさんたち
は︑天動説を信じていましたので︑

十五673 新島家のとなりにあった教会の日曜学校
の生徒であった私は︑

きょうかしょ εえいごきょうかしょ
ぎょうぎ ﹇行儀﹈︵名︶4 ぎょうぎ

十310
狂言﹁ぶす﹂

狂言﹁ぶす﹂
教師呂かていきょうし

当時︑母校札幌農学校の教師をしながら︑

﹇教師﹈︵名︶1

十658
きょうし
十五605
教室

︿略﹀札幌独立教会をつかさどっていた私の父
きょうしつ

とロつ

ろヒつ

きょうじゅ

﹇教授﹈︵名︶2

教授
授がやって來て︑︿略﹀話をもちだした︒

﹇競争﹈︵名︶1

きょうそう

で︑たいそうにぎやかです︒

兄弟

九338團村の子どもがきょうそうでとりにいくの

きょうだい

休けい場にもどってくると︑中國人らし

﹃もののわかる喜び﹄が立っています

﹇兄弟姉妹﹈︵名︶1

兄弟姉妹

だって︑ぼく︑その兄弟にあったよ︒

兄弟ぶん

四海の民すべて兄弟姉妹である︒

﹇兄弟分﹈︵名︶1

﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

六

傳説︿略﹀その中には︑世界に共通

きょうと

ぎょうてん 5びっくりぎょうてん

なものさえある︒

十二565

﹇共通﹈︵形状︶1 共通

のですからね︒

十五悩4園

きょうだいぶん

十五7411

きょうだいしまい

十五観2園

からない幸福﹄をさがしているのです︒

が︑あれは︑いつでも︑兄弟の﹃なにももののわ

十五鵬12囹

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

十二779

七337 母は︑ふたりの兄弟をながめている︒

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ

も︑みんなよろこんで︑

一598 おじいさんも︑おばあさんも︑きょうだい

わたくしのうちにいたきょうだいです︒

一573 しろちゃん︑はねちゃん︑︿略﹀︑みんな

きょうだい ﹇兄弟﹈︵名︶7

右がわはきょうしつで︑左がわにはま

﹇教室﹈︵名︶14

三312園

きょうしつ

どがならんでいます︒

五年生のきょうしつでは︑花のしゃせ

いをしていました︒

三343囹

こうどうをのぞいてみたり︑みんなが勉

教室の高いところの窓ガラスが︑

一まいきょうつう

教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒

強する教室にはいって︑こしかけてみたり

七711園

た︒

七45教室のまどは︑まだねむりがふかい︒
七61あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ

私たちの教室にもおいでになりました︒
五8210

三331囹でいり口には︑げたばこがたくさんあ 三386みんなのきょうしつ︒
三388きれいなきょうしつにしましょう︒
ります︒ぎょうぎよくむかいあっています︒
五787これで教室が明かるくなりました︒

四434 がんは︑ おたがいに いましめあって︑

ぎょうぎよく空をとびました︒
八71 客がきているときなど︑あまりテーブルの
上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

十五9212園ぎょうぎのいいことばをつかってもら
いたいものですね︒

きょうげん ﹇狂言﹈︵名︶6 狂言3のうときょう

七86

十一1510

十647 能といっしょに︑狂言というものが演じら 十197 もうあ学校の教室である︒

げんについて
れます︒

こわれていて︑

るからね︒
さ

十649 狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ 十一一487園 こうえんでも教室でも︑どこでもやれ

十647 狂言はめんをつけません︒
ぬきや︑︿略﹀で︑できているといってもよく︑

うではありません︒

十五613

れにも︑

と

京都に帰ってから父に送った手紙のど

きょうと

くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

十五661 そこで︑たまりかねた家の書生が︑︿略﹀︑

とおばさんは京都へひきあげられたが︑

十五657

秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん

きよヒつ

十6412 ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそ 十五捌11 受持の佐藤先生と︑教室でお別れをした︒ きょうと ﹇京都﹈︹地名︺6 京都 京都

じ

十651 つぎの﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なもの 十五572園 ところがある日のこと︑せんぽいの教
です︒

きょうそう

教授の申し出でをさっそく承知して︑

十652 狂言には︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃ 十五575囹 ものずきな私は︑それはおもしろいと︑
が︑現われます︒
きょうげんぶす ︹題名︺2 狂言﹁ぶす﹂
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きょうどうさくひん一きょねん

十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五㏄8 父は︑同志社を守り育てるために︑北海
十五6611

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五699 新島のおじさんは︑私を京都までもつれ
共同作品

て來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒
きょうどうさくひん ﹇共同作品﹈︵名︶1
それを木にほりつける人と︑紙にすりあげる人と

十二川11 この浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑
の共同作品なのです︒

きょうとじだい ﹇京都時代﹈︵名︶1 京都時代

﹇興味﹈︵名︶1

きょうみ

京都時代のもの︑なつかしい数々の写眞があった︒

十五733 手には︑古ぼけたアマスト時代のもの︑
きょうみ
もきょうみを有し︑
教養

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき
それでは︑お礼にわたしのいちばんとく

た私には︑しみじみときかれた︒

七4111
七4511囹

きょくn▽ゆうびんきょく

曲は終った︒

そこを自輻車に乗って走る中学生︑たがや

いな曲を︑一曲ひきましょう︒

七468
﹇局﹈︵名︶1

している父と子︑きりの花
きょく

清し

︽ーキ・ーミ︾

きょくの人が︑私たちをかたはしからしら

﹇清﹈︵形︶2

べていって︑

五182
きよ・し

あさき夜の月影清み森をなすすぎの

こぬれの高きひくき見ゆ

十五131図圏

きゅうにていねいなおじぎをしました︒

﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑大いそぎでぎょ
しゃにいいつけました︒

九626

したので︑どんぐりどもはやっとしずまりました︒

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らし︑

九672 ぎょしゃが︑むちをヒュウパチッと鳴らし
．ました︒

どんぐりはみんなしずまりました︒

九679

九698 ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒

九726 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

九729 ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい

れて︑はかってさけびました︒

のますを馬車の中にいれました︒

九739 ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

デンマルクは︑みどりの牧場と︑︿略﹀︑

﹇漁場﹈︵名︶1 漁場
十三173

きょじょう

﹇漁船﹈︵名︶1

漁船

近海の漁場のほかには︑鉱山があるのでもなく︑
ぎょせん

島︒

十2311 長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑

ぎょっと・する ︵サ変︶1 ぎょっとする ︽ーシ︾

さがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

九5611 いちろうはぎょっとして︑ひと誓うしろに

その下で︑きょとんとしているあまがえる︒

中正のむかしものがたりをやるつもり

きょ年

去年

少年の父親というのは︑去年︑しごとを

﹇去年﹈︵名︶3

十一7112

去年︑みおくっていって︑最後に船の上

さがしにフランスへいったのですが︑

十一6310

きょねん

めてしまったり︑

なのだが︑さるは︑とちゅうできよとんとしてや

十三316

ちゆうごく

十186

ぎょしゃもたいへんあわてて︑︿略﹀やま きょとんと ︵副︶2 きょとんと
ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ

ねこのまえのところの草をかりました︒

九627
九633

ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二

ン︑ガランガランとふりました︒

九638

三べん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしま
した︒

も︑きのこの馬車も︑一どにみえなくなって︑

十五175図魍花そだてつつあきないて︑つづれ着 九7410 やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
るとも︑失うな︑やさしく清きなが心︒

きよしさんは︑じぶんをあいてに書く
ことに︑氣がつきました︒

四284

十五589図 室友ホランド先生︑自然科学にもっと きよしさん ︹人名︺1 きよしさん
﹇教養﹈︵名︶1

きょえい

わしはやまねこさまのぎょしゃだよ︒

九237 小鳥たちにしめしたもっとも人間らしいあ ぎょしゃ ﹇御者﹈︵名︶14 ぎょしゃ

きょうよう

九596囹

﹇虚栄﹈︵名︶2

風がどうとふいてきて︑︿略﹀︑ぎょしゃは

たたかい氣持は︑この國の人々が︑どんなに高い
設置

九599

﹇協力﹈︵名︶1

教養をもっているかを世界じゆうに知らせた

十三263 誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

きょうりょく

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑
きょえい

ぎょうれつ 5はなよめぎょうれつ

﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆっくり

十五877園 これが﹃みたされたきょえいの幸福﹄
で︑

十五878
とうなずく︒

きょく ﹇曲﹈︵名︶4 曲■いっきょく
コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七416 かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア 九6510 ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま

きよめる一きりきり
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でわかれを告げたことや︑

きよめる

︽ーメル︾

ぎょるいがくしゃ

きらい

みんななかよくきらきらと︑しずかな空

小川の水︑きらきら光る︒

で光ろうよ︒

これは︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら光
天使のようなすがたをした者が︑きらき

ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

十五価6

る青いたまの色をしています︒

十五鵬5囹

十232

きょろきょろする

5せかいてきぎょるいがくしゃ
︵サ変︶2

ねずみたちは︑わの中できょろきょろ

おさるさんは︑きょろきょろしながら︑ま

﹇嫌﹈︵形状︶1

うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

きらいなのでしょう︒

七898

きらい

つかさを受けとりました︒

六田7

しています︒

四216團

︽ーシ︾

十二9411 正男は︑きょ年のいまごろのことをふと きょろきょろ・する
﹇清﹈︵ 下 一 ︶ 1

思いだす︒
きよ・める

五492 あさの光に︑身をきよめるのはうれしい︒
きよらか ﹇清﹈︵形状︶4 きよらか 清らか

六197園 みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか
な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒
も眞珠が︑きよらかにかがやいているではないか︒

十4412 第二︑第三と母貝を開いていくと︑どれに

きょり

五461圃

十一165 天と地にかがやくものの中で︑いちばん きらきら ︵副︶4 きらきら
清らかな︑すみきったたま︑それはおかあさまの
愛です︒

十五944 舞台は清らかな︑ごうごうしい︑ばら色
﹇距離﹈︵名︶8

の美しい光に照らされます︒
きょり

八337 ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠
いきょりは︑おしはかることはできません︒

きり
﹇切﹈几vおもいきり・ふみきりばん

七467

︽ーシ︾

そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが
きらきらする

きらっと

きり

朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと

︵副︶1

﹁きらきらした水かしら︒﹂

︵サ変︶1

ぎらぎら光ってとびだして︑

九631

八339 ふだん︑私たちは︑メートルという軍位を ぎらぎら ︵副︶1 ぎらぎら
用いてきょりを計りますが︑

六632

きらっと

三734園

きらきら・する

八3310 星のきょりになりますと︑これでは︑もう
まにあいません︒

八344 一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ
てとどくきょりをさしていいます︒

八349 光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

きり

きり

︹題名︺2

光った︒

十三35

﹁光年﹂を軍位として計算しなければなら きり

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒
八3411

ないほど︑遠いきょりであります︒
きょりにあるのでしょう︒

八351 さて︑空の星は︑地球からどのくらいの 十三481

とうにゆかいであった︒

そこを自導車に乗って走る中学生︑たがや

九備10 林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん きり ﹇桐﹈︵名︶1 きり﹇▽あおぎり

きり

している父と子︑きりの花−曲は終った︒

きりや︑ねじまわしや︑ピンセットや︑

﹇錐﹈︵名︶1 きり

︿略﹀も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六52

山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ

﹇霧﹈︵名︶5 きりn▽あさぎり

五43

きり

十四632

しんになるものがあって︑そのまわりに︑

雲やきりと同じようなものです︒

がおりる︒

十四643

蒸氣がこってくっつくので︑もし︑そういうしん

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

がなかったら︑きりは︑たやすくできない

きり

みんてききりの中豊のひびきのかじ屋

のようなものがひと皮かぶさっており︑

十四738

十五73圃

︵副助︶2

の火

十515 いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン

きり

﹃チチロをやりました︒﹄ って手紙が

をたべようとしません︒
十一835園

︵副助︶1

ぎり

きたきり︑おまえがこないから︑

ぎり

どんな子だって︑おかさんはひとりぎ

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

﹇切方﹈︵名︶1 切りかた

りです︒

十五備7園

六師9

きりかた

﹇切株﹈︵名︶1 切りかぶ

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑
きりかぶ

︵副︶1

きりきり

ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

六衙1 そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような
きりきり

りきりとまいて︑動かないようにした︒

六捌7 きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき
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きりぎりす一きりとる

す・うたをうたうきりぎりす・オルガンのきりぎり

きりぎりす ︵名︶9 きりぎりす■ありときりぎり
六306

六2911

﹁︿略﹀︒﹂

捲瀕藩りす﹁どうかたのみます︒﹂

きりぎりす一︑

きりぎりすさんじゃないか︒

きりぎりすさん︑こんにちは︒

﹁キリキリ︑リリリリ﹂がひびく︒

あなの両わきを切りこんで︑手さきをま
ギリシア

読みたいといいだした︒

︵名︶2

ギリシア文字

十五583囹私はかれのギリシア語の先生で︑

てギリシア文字となり︑

十五415 それから︑そのギリシア文字がローマに

︹人名︺3

キリスト

移って︑現在のような形になった︒

十三543 ぼくは︑その絵を見ると︑そのあかちゃ

キリスト

んがキリストで︑そのおかあさんがマリアだとい

せいの高いマリアがキリストをだいて

うことは︑すぐにわかりました︒

キリストのおかあさんという感じが︑

立っていると︑

十三594
十三597囹

キリスト教

イソップ物語はイソップという人が書い

︵名︶一

よく出ているんじゃないでしょうか︒

十一一佃6

キリストきょう

たお話ですが︑これをキリスト教の宣教師が日本

長いあいだかかって︑やっと切りたお

﹇切倒﹈︵五︶2 切りたおす ︽ーシ・

に傳えたのは︑三百五十年ほどまえのことです︒
ース︾

きりたお・す

三263

こんどは︑切りたおした木を︑どうする

すことができました︒

かということになりました︒

三265

︵下一︶ 1

きりつめる

︽一

あいさつを終って︑用事をきりだすと︑

﹇切詰﹈

あとのやりかたは︑文章をきりつめていく

のと同じです︒

七684

メ︾

きりつ・める

十五553

能は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッパ きりだ・す ﹇切出﹈︵五︶1 きりだす ︽ース︾

︹地名︺2

るめ︑指の線をほる︒

ギリシア

十6312

の大むかしにさかえた︑ギリシアの︑同じめんの

そのフェニキア文字がギリシアに傳わっ

藝術とくらべて︑研究されています︒

十五414

てギリシア文字となり︑

ギリシア語

ある日のこと︑せい書をギリシア語で きりと・る ﹇切取﹈ ︵五︶ 3 切りとる 切り取る

︵名︶2
十五5712園

ギリシアご

十五414 そのフェニキア文字がギリシアに傳わっ

捲瀕望りす﹁ありがとうございます︒﹂なんど ギリシアもじ

﹇一二﹈︵名︶1

きりぎりすさん

六226園

あ︑だれかと思ったら︑きりぎりすさん

︵名︶3

戸をあけて︑きりぎりす一︑一︻がはいって

きりぎりすいちに

もお礼をいってたちさります︒

す・しきしゃのきりぎりす・シロフォンのきりぎり

す・たいこのきりぎりす・チェロのきりぎりす・
二

ハーモニカのきりぎりす・バイオリンのきりぎり
す・ふえのきりぎりす
六293

六225園

きりぎりすさん

きます︒

四267 ﹁きりぎりす﹂をあいてに書きました︒
まって︑音樂会をしています︒

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ
六181 あるきりぎりすはバイオリンをひいていま

六294園

でしたか︒

六182 あるきりぎりすはチェロをひいています︒

す︒

六182 あるきりぎりすはふえをふいています︒

きりぎりす二﹁ふたりでたのめば︑なんと

キリキリ︑リリリリ

一輪車が︑﹁キリキリ︑リリリリ﹂とき

︵感︶2

きりぎりす一一﹁なにかめぐんでください︒﹂

十三335

しみながら︑かん高いひびきをたてる︒

十三333

きりきりりりりり

六298

かなるだろう︒﹂

六286

六213園 美しいぶどうに︑かがやくりんご︑樂し きりぎりすに ﹇二﹈︹話手︺2 きりぎりす二

いわれらきりぎりすの生活−
きたずねてきます︒

六281 このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ
六305 それをきりぎりすにわたします︒
十三497 牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑
きりぎりすが︑樂しい景色の中でわらう︒
きりぎりすいち n一﹈︹話手︺3 きりぎりす一

織匠躍りす

十二524

六285 きりぎりす一﹁まあ︑おねがいしてみよ きりこ・む ﹇切込﹈︵五︶1 切りこむ ︽ーン︾
う︒﹂

りすっかりよわって ︒ ﹂

六297 きりぎりす一﹁お元氣どころか︑このとお
六299 きりぎりす一﹁すこしでもいいから︑わけ
てください︒﹂

＝二﹈︹話手︺3

六288 きりぎりす一が︑戸をトントンとたたきま

きりぎりすいち ﹇＝︵名︶1 きりぎりす一
す︒

きりぎりすいちに

六295 遺瀕遷りすていねいにおじぎをしながら︑

きりぬく一きる
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︽

ッ・！ル︾

十445 ほかの母貝のがいとうまくを切り取ってき

六684 それを切りとって新聞にはりつけました︒
て︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

十三203 しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ
﹇切抜﹈︵ 五 ︶ 1

切りぬく

︽ーイ︾

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑
きりぬ・︿

﹇切抜﹈

︵下一︶

1

切りぬける ︽一

十二468囹 牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて
ある︒

ケ︾

きりぬ・ける

︵下一︶

1

切りはじめる

十一235 父親の生きているあいだは︑︿略﹀︑どう
﹇切 通 ﹈

にかこうにか切りぬけてきましたが︑

︽ーメ︾

きりはじ・める

切りはらう

︽

ッ︾

三263 なん十人︑なん百人というきこりが︑切
﹇切払 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

りはじめました︒
きりはら・う

十三233囹 もしある時期になって︑小もみを切り

きり開く

︽

イ︾

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ
﹇切開 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

して︑生長するにちがいありません︒
きりひら・く

﹇気流﹈︵名︶2

為重

十二榴3 新しい学問をきり開いていくときは︑
きりゅう

﹁かげろう﹂がたつのは︑かべや屋根が

冠せられると︑それに接した空蝉がふくれてのぼ

十四733

る︑そのときできる氣流のむらが︑光をおり曲げ

︵五︶

32

きる

切る

︽ーッ・ーリ・一

ば︑きりょうのわるいおかあさんもないし︑
﹇切﹈

ル︾■いいきる・うらぎる・おもいきる・かわきき

き・る

六柵2

紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ︑

そのすじにあわせてひごを切り︑

ときにつけたすじがたてについています︒

六掴7

ここで︑ちょっとことばを切った︒

七451

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

きる・たちきる・つかれきる・なりきる・のりき

る・くいきる・くぎる・くれきる・しめきる・すみ

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

遠い山へいって︑しばをかったり木を

古新聞を二まい．とも八つに切って︑その

細長く切った古新聞にのりをつけてとめ

日本紙を細長く切って︑

いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

まっすぐに長く切るのこぎりは︑廣いは

そのやいた鳥は︑肉を切るナイフとホー

着る ︽キ・キル︾

クとをせなかに立てたまま︑

﹇着﹈︵上一︶26 きる

ぬれたきものをきて︑かわくとぬぐ

しろいきものをきたおんなの人たちが︑
ニー77囹

﹇459

きる

十四974

ばをもっている︒

十二688

は︑小さくてうすい︒

十二685

大きくてあつい︒

十二684

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十二5210

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

十一一522

十二512

る︒

十二509

うち一まいだけを正方形にする︒

十二499

切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一255

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十一243囹

八761

いる︒

七672 炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

る・はりきる・ひえきる・まんぞくしきる・よこぎ

日のあたるようにするには切るより

この木を切ることにしよう︒
こんな大きな木を︑切っていいもの

る・よわりきる・わかりきる

三253園
三255園
でしょうか︒

三257園

そこで︑切ることになりました︒

ほかにしかたがあるまい︒
三2510

こんな大きな木のことですから︑切る

のにも大さわぎでした︒

かっちんかっちん石を切

三261

る︒

三506圃石やさん

三507圃 めがねをかけて石を切る︑目もとを
すえて石を切る︑あせをながして石を切る︒

かっちんかっちん石を切る︒

三508圃目もとをすえて石を切る︑
三509間あせをながして石を切る︒
三511圃

のみよりつよいうでさきで︑かっちん
のみの手もとはくらくても︑かっちん

かっちん石を切る︒

三514圃
三518圏

その竹を切ってみますと︑小さな︑き

かっちん石を切る︒

三皿2

はじめに半紙をま四角に切りました︒

れいなおひめさまがすわっていました︒
六帽8

るためなのです︒

十四762 同じような氣流のじゅんかんが︑もっと

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

六柵1

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

六白9
きりょう

大じかけに︑陸地と海との間に行われております︒
﹇器量﹈︵名︶1

十五麗9園 もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ

きりょう
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きれい
きれ

ものはなあに︒
ニー85園 一しゅうかんに 一ど︑赤い

きるものはなあに︒

きものを

﹁︿略﹀︒﹂といって︑きていたうわぎを

ぬいで︑おばあさんにわたしました︒

三餌3

り︑

四837赤いふくをきて︑三かくぼうしをかぶ

五713 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

四鵬2 天人は︑それをきて︑しずかにまいます︒
びか光るずきんをかぶり︑

六283 ぼうしもかぶらず︑がいとうもきていませ
ん︒

七298園ぼくは︑あおむしは︑かくれみのをきて
いるようなものだと思った︒

八403 着物を着ようとなさいました︒
の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八458囹 ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人

を着て︑

これは︑﹃森の幸福﹄で︑みどりの着

物を着ています︒

十五鵬2園
これは︑﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤ

モンド色の着物を着ていますし︑

十五鵬4園

きれnVいたぎれ・かみきれ・

ねえさんが︑赤いきれでなにかこしら
きれい

﹁まあ︑きれいなりんご︒﹂

三142

きれいなことばは︑きれいな心からう

きれいなことばは︑きれいな心からう

まれてくることもわかりました︒

まれてくることもわかりました︒

三142

はんたかのからだから︑きれいな光が
三317園

わたくしも︑早く大きくなって︑あん

きれいにそうじがしてあります︒

三388

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

きれいなきょうしつにしましょう︒

その竹を切ってみますと︑小さな︑き

どうかして︑あんなにきれいな人が

﹁それほどきれいなのなら︑こてんに

家にはいってごらんになると︑光の申

ここは︑水のきれいないけです︒

りんごさんは︑どこへいってもきれい

つく

ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい

二十九わのがんは︑列をきれいに

るどころではありません︒

四526

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

四439

四281團白い雲さん︑光ってきれいだな︒

ね︒

四265国

四85

にきれいなおひめさまがすわっています︒
三柵1 月のきれいなばんになると︑

三研4

よびたい︒﹂とお思いになりました︒

三宝3囹

およめにもらいたいものだ︒

三脳3園

れいなおひめさまがすわっていました︒

三棚2

なの心をたのしませてくれます︒

三924

なきれいな花をかきたいとおもいました︒

三348園

さしていました︒

三176

がいない︒﹂とさとりましたQ

十五旧10園 ﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑︿略﹀︑ 三144囹 ﹁おしゃかさまのおしえてくださった
ことは︑きれいな心になれということにち

黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

金ぴかの着物を着てついています︒

十五脳10

天使のようなすがたをした者が︑きらき

ようなのが︑聞きとれないさけび声をたてて︑

十五価6

ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

十五搬4黒棚は︑いつだつてこの着物を着ている
のよ︒

十五嗣8園あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ
﹇切﹈︵名︶1

の着物を着ていても︑わかるだろうね︒

きれ

四835

きぎれ・ひときれ・ふるぎれ・ぼうきれ
えはじめました︒
﹇奇麗﹈︵形状︶鵬

あさのこくばんきれいだな︒

きれいなはなになって︑おへやをか
へやには︑きれいなはながかざつてあ
つぎのとしのたまひろいで︑きれいな
おまえがきれいなことばでいえば︑

たなびいている︑きれいなかすみ︒

あちらだって︑きれいにいうさ︒

二662園

二507園

二426園

あちらだって︑きれいにいうさ︒

二425園

たまがひろえたら︑

一552囹

りました︒

一49一

ざりたいからです︒

一354囹

一172

一51諄きれいなことば︑みんないいこ︒

きれい

九5911 やまねこが︑黄色なじんばおりのような物

んぐりどものまえにすわっていました︒

九637 やまねこは︑︿略﹀しゅすの服を着て︑ど

少女たちよ︑︿略﹀︑つづれ着るとも︑

十四828 ぼろを着ても心はにしき︒
十五173図圃

失うな︑やさしく清きなが心︒

十五635 おじさんは︑きちんと着ていた上着をか
なぐりすてて︑

十五9710園 なんてかわいらしい服を着ているのだ
ろう︒

ずみ色の着物を着て︑

十五撹10囹 これは︑﹃両親を愛する幸福﹄で︑ね
十五欄1園 これは︑﹃青空の幸福﹄で︑もちろん
青い色の着物を着ていますし︑

きれい一きれい
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一わのがんが︑みずうみのきれいな水

をくむと︑

四543

みえなくなって．いきました︒

四657 がんの列は︑そのきれいな雲の中に︑

四745 は1花のようにきれいな心︒
四747 ほ1星のきれいな夜空︒
四762 か一からだはいつもきれいに︒

四814雄気のきれいなこのよるを︑みんなで
なかよくあそびましょう︒

きれいな

四鵬7園 りゅうぐうは︑ほんとうにきれいなと
ころでございます︒

四皿6園 赤やき色できれいだね︒
こしかけが二つおいてあります︒

四㎜5 ところ りゅうぐう まん中に

ものが︑かかっています︒

四桝7 みると︑むこうのまつの枝に︑きれいな

がない︒

四旧4園 こんなきれいなきものは︑みたこと
五101囹 きれいな海だこと︑お船もみえますね︒
五105囹 あ︑あそこにきれいなさくら︒

五205 なしの花のきれいにさいている家に︑はい
りました︒

五397囲 このきれいなけしきを︑みなさんにおみ
せしたいと思います︒

います︒

五423團 ひろびうとした︑きれいなところだと思

五452圏きれいな花だ︒
五454圃世界のそのにさきにおう︑きれいな花の
その一つ︒

五479 すみれがさいていたり︑名まえは知らない
が︑きれいな花がさいていたり︒

六893園

おかあさん︑花よりきれいね︒

ほんとうにきれいね︒

あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで

きれいな水だな︒

六脳3園森の木のきれいなこと︒

う︒

五568園まん中にまるいきれいなたまがみえる︒

七3111囹

いな花を︒

きれいだこと︒
五5610園

七329園

よくみればきれいな子なのだ︒

﹁新しいのが︑いちばんきれいだ︒﹂

きれいなお米がでてきました︒

だ︒﹂といってひろい集めては︑

九441国國妹は︑かきの葉を﹁きれいだ︑きれい

八㎜9

八927園

みちあふれていた︒

八888 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが

八671園

が走ってきます︒

八263 たまでかざった︑きれいな四頭びきの馬車

七329園

そうね︒

五585囹ほんとうにきれいだな︒
五587園ほんとうに︑夜の星ってきれいなものね︒
五602園ほんとうに︑きれいにさきましたね︒
五628園きれいなきゅうりね︒
五781園やあ︑きれいですね︒
五80ゆ
6かをきれいにふきました︒
五81ガ
2ラスもきれいになって︑そとのけしきが
子どもたちがくるまでに︑そこらをきれ

よくみえました︒

五852囹

このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび

いにそうじしておこう︒

五878囹

きれいな音だろう︒

九欄3

星はだんだんきれいに光ってきました︒

ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

九492 まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

たいへんきれいなもんくをいいましたね︒ 九441国昭国 きれいだ︑きれいだ︒

﹁ああ︑きれいなお月さま︒﹂

をしめている︒

五938囹

六237園

六1910囹

森や︑小川や︑いな田などの︑きれいな︑

﹁日本とフランスとは︑どちらがきれい

フランスだって︑きれいなところもあり︑

﹁あ︑きれいなにじ︒﹂

﹁おかあさん︑雨がはれてきれいね︒﹂

そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい

きれいにたがやされた畑︒

にさいていました︒

十5312

十229

十218園

十1912囹

きたないところもあり︑

十152

ですか︒﹂とたずねました︒

どこかでだれかがめくってる︑大き 十1410園

楽しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

六408

六485圃海

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ
いに光っていました︒

六513

﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写

そとをみると︑空はいつのまにか︑雲一つ
ノ
なく︑きれいにはれわたっていました︒

六557

六683

生しました︒

きれいにさきました︒

十575

そんなに大きくはありませんが︑これを
じょうずにくぎって︑きれいに︑むだのないよう

六696

十578 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ

いさんになるとかわいそうね︒

にへんしゅうするのは︑むずかしいことでした︒

五482 おや︑こんな花が一またみつけた︑きれ 六876園 まもなく︑きれいなごてんにつくでしょ

451
きれいずき一きん

糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ

ていくかかし︒

六328

るけなかったのです︒

四323国男の子は︑げたのはなおが坊れてあ

十601 まんまるくてぎれいだ︒
←おもいきれる・かききれる・かみきれる・ちぎれ
十二728 りょうしの子どもたちで︑どれも身なり る・とぎれる・はこびきれる・はちきれる
はきれいではないのですが︑
いる︒

十三502 その木のかげで︑きれいな鳥がわらって
十四402囹 きれいな︑きれいな雲ではないか︒

たくさんの人の中には︑わらじの切れて
もし︑つるの私がとちゅうで切れたり

いる人もあります︒

十一223

しょう︒

十四402園 きれいな︑きれいな雲ではないか︒
六8310 糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒
十四4511 しずけさの中から︑とつぜん︑まったく 八996 これから︑水がきれないように氣をつけま
思いがけなく︑きれいな歌が流れてきました︒

十四786 竹の先のほうから割ってみると︑もとま
で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒

十四842 ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑ 十四568囹
まことにきれいな形をしていること︑

5いちまんキロあまり・しせんキロ・じつキ

金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

すると︑金のさかながかかってきました︒

﹇金﹈︵名︶28 團 金

私がはじめてだろう︒

五661

きん

五662

五679 おじいさんが金のさかなをよびますと︑す

五6610囹わしは︑＾きょう︑金のさかなをとったよ︒

もう一ど金のさかなのところへいって︑

ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

家をもらっておいで︒

五6810園

五692 おじいさんが金のさかなをよびますと︑お

よいできてききました︒

おくれ︒

五702囹金のさかなのところへいって︑たのんで

五708 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金

したら︑

十四931 その子のきれいなかみの毛は︑両かたに キロ

■いちキログラム・よんキログラム

﹇極﹈︵副︶1

きわだつ

きわめて

︽ーッ︾

顔の上に︑きわめてかすかなほおえみが
﹇窮﹈︵下一︶1

きわめる

︽ーメ︾εし

そのころ日本をたずねた外人の中で︑
ばんだい

十五561園
じ

富士山や磐梯山のいただきをきわめたのは︑︿略﹀

ふ

金のさかなに︑︿略﹀︑女王になりたいつ

おじいさんが金のさかなをよびますと︑

五762

五761

金のさかなは︑なにもいわないで︑︿略﹀︑

金のさかなは︑でてきていいました︒

おじいさんは金のさかなをよびました︒

金

先生のお友だちが︑学校

をみにいらっしゃいました︒

五828 七月十五日

海の中へおよいでいってしまいました︒

五769

してやりたい︒

五755園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

五752園金のさかなにたのんでおいで︒

のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

五732 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金

五731

てたのんでおくれ︒

五724園

びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

五714 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

金のさかながおよいできました︒

のさかながおよいできました︒

五708

十五842園 なんてきれいなおかしでしょう︒

︽ーレ︾

記ろく

ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

﹇記録﹈︵名︶1

キログラム

ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒

十552

きろく

まつわりつき︑
ロ・じゆうにキロ・なんびゃっキロ・はちキロ・や
十五6311園 おじさんのようにきれいになったろう︒ くよんキロ・よんキロ・よんじつキロあまり

十五949囹 やあ︑なんてきれいなところだろう︒
たいせつなものです︒

十五倣6園 ぼくは︑きれいではないが︑いちばん

切れる

このごろは︑きわだって美しいつやつや

﹇際立﹈︵五︶1

Oかべぎわ・なみうちぎわ・ひときわ・まどぎ

きわ・める

うかんだのをみたような氣がしました︒

十一7711

きわめて

したしゅの色がさしてきた︒

十一一1310

きわだ・つ

わ

十五柵6囹 みんな︑いつでもあんなにきれいなの︒ きわ
十五悩1囹 ﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた
めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒
にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五㎜5園 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに
十五㎜11園 それに︑このきれいな着物は︑まあ︑
なんでこしらえたの︒

十五榴5囹 でも︑ずっときれいだなあ︒
きれいずき ︹奇麗好﹈︵形状︶1 きれいずき

きれる

一605園 ぴょんちゃんも︑きれいずきないいこ らべきわめる
﹇切﹈︵下一︶6

になりました︒
き．れる

ぎん一きんじろう
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七9217月20日

﹇銀﹈︵名︶7

雨のちくもり

晴

くもり

晴

雨

くもり
晴

ぎん

銀

宝石だのを︑頭にいっぱいつけています︒

﹁ぎんのリボンかしら︒﹂

﹇金色﹈︵名︶3

金色

ぎんいろ

銀色

川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか

﹇銀色﹈︵名︶2

八282
銀色に光った︑たくさんの機械は︑生きも

にういていました︒

十352
︹人名︺1

ぎんえもん

ののように動いていた︒

ぎんが系

こんなことをいって通る︒

きんぎょ費り

夏は︑きんぎょ早りがやって直る︒

﹇金魚売﹈︵名︶1

十三325園大きなきんぎょに小さなきんぎょ︒
十三324

きんぎょうり

﹇銀座﹈︹地名︺1 ぎんざ

八52 秋のはじめのある晩︑一家そろって︑ぎん

ぎんざ

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

きんじょ

近所

近所の人たちは︑まいにち︑こまった︑こ

きんじょの人たちもこのポストにいれ

﹇近所﹈︵名︶7

んして︑

そうして︑近所からわけてもらったさつ

近所のねこやのらねこが通りかかっても︑

十二239

家もせまいので︑自分は︑その近所に別

近所の荒れ地を三十アールばかりかいこ

まいものなえを︑手わけして植えていきました︒

九354国

八911

まったといっていました︒

五柵11

ます︒

三919

きんじょ

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

十五433

ざの大通りを歩いていましたら︑
この村に︑ぎんえもんという人がいまし
ぎんざ
ぎんざどおり ﹇銀座通﹈︹地名︺1 銀座通り
ぎんざ
近海

デンマルクは︑みどりの牧場と︑︿略﹀︑

﹇近海﹈︵名︶1

十一193

ぎんえもん
た︒

きんかい
十三173

﹇銀河系﹈︵名︶3

近海の漁場のほかには︑鉱山があるのでもなく︑
ぎんがけい

このぎんが系というのは︑︿略﹀天の川

大きな集まりの一期分にしかすぎないのです︒

十四336

ぎんが

あのぎんが系に負けないほど大きな星の

の内がわにあるたくさんの星のむれなのです︒

十四341

世界が︑なおいくつかあるのです︒
﹇銀河系全体﹈︵名︶1

ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑
きんぎょ

金次郎5にのみ

また︑まきが少ないと︑近所へ木をひろ

やきんじろう

きんじろう ﹇金次郎﹈︹人名︺28

いにいったりしました︒

十二713

に家をかりて住むことにしました︒

このぎんが系全体が︑星の世界の全部か 十二7010

ぎんがけいぜんたい

系全体
十四3310

というと︑なかなかそうではありません︒

四828

﹇金魚﹈︵名︶5

十字かもさげました︒
きんぎょ

十一2012

そういうときに︑金次郎が生まれてきた

だから︑金次郎は︑子どものときから︑

金次郎が十二のころです︒

家の手つだいをしてよく働きました︒

十一203

のです︒

十一203

いけには︑きんぎょが三びきおよいで 十一198 この人が金次郎の父親でした︒
きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた

三352園
います︒

十542

かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒
ちるなり丘の夕日に
十一155 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色 十三324園 さあさあ︑きんぎょをお買いなさい︒
十三325囹 大きなきんぎょに小さなきんぎょ︒﹂
の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

九⁝⁝4図圃金色の小さき鳥のかたちしていちょう

ねが︑いちめんにつづいている︒

六458 かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

きんいろ

十五柵12囹 きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠なの︒

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二柵11 黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって ぎんがみ ﹇銀紙﹈︵名︶1 ぎん紙

に︑金や銀のこなをまいて︑

十二柵9 まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

うな光をはなっているようにみえるのです︒

りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ

八333 天の川は︑なん千なん万という星がかさな

六633 アルコールは銀の水︒

三7210囹

わすれたうたを思いだす︒

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

三575圃 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの 十四334 この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の

ぎん

十五828 にしきにくるまり︑金だの︑玄室だの︑

に︑金や銀のこなをまいて︑

十一一柵9 まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

八9424月27日
八9836月15日
八梱4 7月13日
八柵6 9月7日
八鵬8 9月14日
八悩5 9月21日

㈹㈹㈲㈹㈲
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きんせい一きんもくせい

が︑そのかわりにでることになりました︒

十一213 父親が病院でねていましたので︑金次郎
十一214 金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ
たし︑働きつけているので︑

十一217 金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

りませんでした︒

十一2712

﹇近代的工業﹈︵名︶1

日曜学校の生徒であった私は︑そのクリ

スマスに得意の銀てきをふいたが︑

十五674

ハナガ

サイテルーキントットガー

﹇金魚﹈︵名︶2 キントット

十498園

きんとつと

﹁キントットガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂

アドコヘイッタノ
十543園

﹇近年﹈︵名︶1 近年

は︑そのことをいいあらわしています︒
きんねん

金のさかな

九243 近年になって︑いろいろな方法でこのこと

︹家名︺2

をしらべてみますと︑

きんのさかな

金のさかなさん

﹁金のさかなさん︑早くお帰り︒﹂

﹇金魚﹈︵名︶3

五34九金のさかな⁝⁝⁝六十五
五651九金のさかな

きんぴか

金のさかなさん︑おばあさんは︑︿略﹀︑

﹇金﹈︵形状︶1 金ぴか

女王になりたいといっています︒

五735園

おけがほしいといっています︒

五682壷金のさかなさん︑おばあさんが︑新しい

五667園

きんのさかなさん

みなさんは︑地球や金星などのわく星が︑

キンゼi
メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

キンゼー選手はセントルイス生まれだ

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑︿略﹀︑

金ぴかの着物を着てついています︒

十五鵬10園

かきねににおうきんもくせい︑しとし

とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑

十一387圃

一面の銀世界となった謡い野原を︑第一 きんもくせい ﹇金木犀﹈︵名︶1一きんもくせい
の人が歩いて行く︒

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる
した小さな金ぞくのいたがついていました︒

近

日本の手工業も︑︿略﹀︑つぎつぎと近代

きんだいてきこうぎょう

金次郎のうちは︑こんなにもびんぼうで 代的工業
このとき︑金次郎はたった十六でした︒

した︒

金次郎は親類のまんべえさんのところに︑ぎんてき ﹇銀笛﹈︵名︶1 銀てき

よ︒

的工業の道をたどっていくようになった︒

十一283

十五456

十一285

いままででも︑なまけたことのない金次

あずけられることになりました︒

十一287

金次郎は︑︿略﹀いねのなえをひろって︑

郎でしたが︑

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみました︒

十一293
十一2912

金星

火星や金星・木星などのような星は︑太

﹇金星﹈︵名︶2

もとの自分の家に帰り︑

す︒

十二773

キンゼー

︹人名︺一

太陽を中心として回画していることを知っていま

十四3212

ることがわかり︑

陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑まわってい

十三138

きんせい

十一2110 しごとがじゅうぶんできないので︑金次
郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒

金次郎はわらじをさしだしていいました︒

十一2111 そこで︑金次郎はいいことを考えつきま
した︒

母親は︑金次郎が︑﹁もうおそいから︒﹂

くと︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

十一269 金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒

十一278 金次郎のうちでは︑その十二文さえもあ

九174

十一273 村の人たちは︑こう︑うわさをしました きんぞく ﹇金属﹈︵名︶1 金ぞく

いっしんに勉強がしたくなりました︒

十四876

く︑
十二814 キンゼー選手は世界的名手でありますが︑
十一2512 金次郎は︑︸さつの本をみつけました︒ ぎんせかい ﹇銀世界﹈︵名︶1 銀世界

十一2510 金次郎は︑すこしもつかれたようすもな

十二801囹

れてきました︒
いよいよ試合をする日のことでした︒
十一254 そのあくる日から︑金次郎は︑とりが鳴 キンゼーせんしゅ ︹人名︺2 キンゼー選手

というのに︑その晩のうちにいって︑子どもをつ

十一249

母親にすすめました︒

十一245 金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑

うぶん働けますよ︒

十一239園 ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑じゅ

もを親類にもらってもらいました︒

母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど

72

金次郎の下にふたりの弟がありました︒

金次郎が十四のとき︑父親がなくなりま

。24

十十 十十
一一 ｵ一一
2323た2322

く

十一631

十二35
十二771

十四37

たまいれ⁝⁝⁝九

ゆうやけこやけ⁝⁝⁝十八

ゆうやけこやけ

春をむかえに⁝⁝⁝六十一

春をむかえに

1

2

3

4

5

6

六3289かかしが風にまきあげられる︒
∩乙

︷⊥

六64図
1

−

2

4

5

6

7

7

た︒

協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

﹇食切﹈︵五︶1 くい切る

︽ーッ︾

みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい

ぐいぐい

ぐいぐいひくそ︒

︵副︶2
六835園

力まかせに︑長いオールをぐいぐいと

くいつく ︽ーキ︾

そうして︑力いっぱいくいっきました︒

﹇食付﹈︵五︶1

﹇食止﹈ ︵下一︶ 1 くいとめる ︽一

しげった林は︑︿略﹀︑北海岸特有の砂丘

を︑海岸近くでくいとめました︒

十三252

メ︾

くいと・める

六169

くいつ・く

こいでみたいな︒

十一59囹

ぐいぐい

切って︑にげていってしまいました︒

九齪10

くいき・る

くなにかをほりあてたらいいが︑
8 よ9

九809園 もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九2010

るので︑安心しました︒

997
8 七9
10よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい

九922園﹁七︑八︑九︑十︒﹂と数えながら︑大

句

1

9暗室︒
り乙
−⊥

3

またでぴょんぴょんかけてきて︑

十204
1⊥
1⊥

そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

﹇句﹈︵名︶3

0
1

十一56図
く

十二754

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒

苦

十二765園句か︑まだできない︒
﹇苦﹈︵名︶1

コロンブスは︑コツンとたまごのはしを

テーブルにうちつけて︑なんの苦もなく立てて

十二51一

青ざさをいれやりたればいけのふなは

く﹇来﹈︵力変︶4く來︽キ・ク・クレ︾与あゆ
みく

く

わか草のはっかにもゆる庭に來てす
急くればばらはたちまち火となれり

ぐあいδつづきぐあい．

く一くじゃくのまねをするからす︒

ゆれにゆるるか照りそう風に
一⊥

四778

﹇具合﹈︵名︶4

与あまぐ

六126囹 ぐあいのわるかったのは︑そのためでし
！0

まげぐあい

ぐあい

ぐ

く

十五146図魍

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114團

外に來て鳴け病む人のために

﹇食﹈︵四五︶5 くう ︽ーエ・ーワ︾5すく

﹁おまえなんかは︑ねこにくわれてしま

十747m凶圃囹

十745図魍園

ひとくちくえども死にもせず︑ふた

みくち︑よくち︑ぶすはくえども︑

ふたくちくえども死にもせず︑

はくえども︑死なれもせず︒

くちくえども死にもせず︑みくち︑よくち︑ぶす

十744図韻囹

えばいい︒﹂といわれた︒

八714囹

う

く・う

れないで︑のこっている葉がありました︒

七841園草をくいとったあとをみますと︑かみき

十五112︹囚無人の家にさえずるすずめガラス戸の くいと・る ﹇食台﹈︵五︶1 くいとる ︽ーッ︾

や青き葉のかげにきておる

金のさかな

ぼくの発見

九帯2三戸凶魍

金のさかな⁝⁝⁝六十五

く

十二764囹

雪⁝⁝⁝八十六

五人の子ども

五人の子ども⁝⁝⁝五十八

9

花まつり⁝⁝⁝九

8

ぼくの発見⁝⁝⁝九十九

7

山のスキー場⁝⁝⁝百四

山のスキー場
父の看病⁝⁝⁝六十三
父の看病
テニス⁝⁝⁝七十七
テ ニス

6

雪の映画⁝⁝⁝八十三

5

49

雪の映画

9御

3九

十四831
︹題名︺

イ⊥

︵名︶6

一577︵九︶
﹇九﹈

四70図

雪

九

く

1蓼赫1蕎確欝鰐鰐勇言藤炉亨塗

十一37

く

く

九

r赫塾塑諮替岬22
・九九九九九九九九

く一くう

454

455
くうかん一くがつなのか

死なれもせず︒

十二582 もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑
空間

おにに人間をくわせてやるというのであった︒
﹇空間﹈︵名︶1

十一682 大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間

くうかん

﹇空気﹈︵名︶ 1 7

空氣

をみつめている者もありました︒
︿うき

七324園空字にふれて︑すこしずつのびるのね︒
きた︒

八807 そこへ︑さわやかな空氣と日の光が流れて

た︒

八884 まえより強く空氣をうち︑とぶことができ

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

谷の中を︑大わしは︑少年をせにのせ︑

十五319

これは︑﹃清い空山の幸福﹄で︑ほと

空咳または日光のごとく平ぼんなれよ︒

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

十五撹8園

十五817

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑

たてて︑空中に風をまき起して︑

十五231 一わのやまわしが︑サアッという羽音を

る舞いをして︑︿略﹀落ちて行きました︒

十五329 大わしは︑空中をころぶように︑くるく

まるで︑空中かっそうをしているようだ︒

くうちゅうかっそう ﹇空中滑走﹈︵名︶1 空中かっ
そう

空薫中

﹇空気中﹈︵名︶1

﹇九月﹈︵名︶4 九月

九佃2

四価3秋九月はお月み︒

くがつ

空里中には︑それが︑しぜんにたくさん

んどすきとおっています︒

くうきちゅう

十四646

ぐうぐう

空想家

空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の

九日

九月十

その年は調革がわるくて︑九月の中ごろ︑

﹇九月十九日﹈︵名︶2

かねたいちろうさま︒

九月

九月十九日︒

﹇九月十七日﹈︵名︶1

くもり

9月7日

25嘆

9月1日

26寒

9月14

たくさんのつばめがはじめて運ばれてきた

くもり

﹇九月十四日﹈︵名︶1

㈹

出

﹇九月一日﹈︵名︶1

9月1日

﹇九月七日﹈︵名︶1

八旧69月7日㈹雨26度

くがつなのか

八倣6

くがっついたち

八鵬8 9月14日

日

くがつじゅうよっか

のは︑九月十七日でした︒

九215

十七日

くがつじゅうしちにち

九474団

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

九223

それでも運びきれなくて︑九月十九日の晩

くがつじゅうくにち

十四1012国 じきに九月になります︒

きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑

九192

は︑そろそろ日本をさっていき︑

よにんはもたれあって︑ぐうぐうとねて 九169 やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

︵副︶1

ういているのです︒

ぐうぐう

一517
しまいました︒

︑41

ウ

十三494 空氣までが︑わたしたちのゆかいなじょ ぐうぐうぐうぐう ︵感︶一 グウ︑グウ︑グウ︑グ
うだんでわらい︑

十四563園 葉さんが︑︿略﹀︑空氣をお吸いになつ
て︑養分におこしらえになったものでも︑

ノ﹃01 ﹁グウ︑グウ︑グウ︑グウ︒﹂と︑うさぎ
は︑高いびきをかいて︑

小学校をでただけのかれには︑手のとどき
新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑
﹇空想家﹈︵名︶1

ダルガスは︑とおりいっぺんの空想家で
空中

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

﹇空中﹈︵名︶6

それは︑らい雨のときに︑空中におこつ

空中にうかんでいた雲が消えてしまった

の人となられた︒

九麗10

くうちゅう

はありません︒

十三197

くうそうか

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三511

そうもない空想になりがちであった︒

十3412

十四652 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま くうそう ﹇空想﹈︵名︶2 空想
わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑

によってもちがいますが︑

十四656 もちろん︑これは︑まわりの空馬の温度
十四683 そういう地方のまわりに︑わりあいにつ
めたい空乱におおわれた地方があると︑

十四684 あたたかい空氣がのぼっていくあとへ︑

十四685 入れかわりに︑そのつめたい空氣が下か
らふきこんできて︑大きなうずができます︒
十四732 かべや屋根が熱せられると︑それに接し
た空氣がふくれてのぼる︑

十四848

ている大きなうずです︒

十四6711

あとには︑

十四7412 地面の空氣が︑日光のためにあたためら 十四647
れてできるときのむらは︑
十四758 畑では空氣がのぼり︑森ではくだつてい
ます︒
十五278 朝の冷たい空氣の中を︑アルプスの深い

くがつにじゅういちにち一くさ

456

六695

そんなに大きくはありませんが︑これを

じょうずにくぎって︑きれいに︑むだのないよう

くがつにじゅういちにち ﹇九月二十一日﹈︵名︶1

9月21日
にへんしゅうするのは︑むずかしいことでした︒

25度

㈹

晴

29点
十五枷4

︵下一︶

1

くくりつける

﹁二二が四﹂という算数の九九と︑にた

﹇括付﹈

長い森をくぐりました︒

はじめてこの学校の門をくぐったときの

九283図圃親のまたくぐる子うしや草の花

六梛10

ル︾

︿ぐ・る﹇潜﹈︵四五︶3くぐる︽ーッ・ーリ・一

うにして︑下から力をいれてひきおろします︒

ざおのさきにかまをくくりつけて︑ひっかけるよ

九386團高くて手のとどかないかれ枝は︑長い竹

︽ーケ︾

＜くりつ・ける

ようなものだと思いました︒

十四7912

9 くく ﹇九九﹈︵名︶1 九九

八餌5 9月21日 ㈹ 晴 27度

くもり

九

23開

くがつにじゅうくにち ﹇九月二十九日﹈︵名︶1
月29日

八価3 9月29日 出 くもりのち雨
月二十四日

くがつにじゅうよっか ﹇九月二十四日﹈︵名︶1

九227 九月二十四日飛行機で二千ば
㈲

くがつみつか ﹇九月三日﹈︵名︶1 9月3日

七941 9月3日
くがつむいか ﹇九月六書︵名︶1 9月6日
七944 9月6日 ㈱ くもりのち晴 29窪

八鵬1 9月4日
くき

くがつよっか ﹇九月四日﹈︵名︶1 9月4日
﹇茎﹈︵名︶3

﹇草﹈︵名︶32

三922

くさ

草n▽かれくさ・つみく

くさのなと︑とりのなと︑そのほか

︿さもきもねむりました︒

︿さを

ちぎって

いれたり︑

かみきれを

のものとに︑わけたらいいとおもいます︒

ニー05園

一267

さ・ぺんぺんぐさ・ほしくさ・わかくさ

くさ

八994 1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植 ことが︑はっきりうかんできた︒

くき

えたのと二とおりにして︑くきの数のふえるよう
すをみることにしました︒
なかぶは30本もありました︒

八価9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑大き
十二644 葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび
えているが︑根はちっともみえない︒

うた︑いわのうた︒

いれたりする小さな子がいたら︑
くぎ ﹇釘﹈︵名︶4 くぎ
かなづちで︑くぎをうっている人も 五45 水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の
あります︒

七835園

のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ

たとえ動かない木でも︑草でも︑命を
道のかたがわの草ばかりたべてあったか

もっているのだよ︒

六784園

るいていました︒

五413團

らです︒

草をくいとったあとをみますと︑かみき

れないで︑のこっている葉がありました︒

七841園

うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ

七868 草をやったら︑3びきとも︑せっせとたべ
ました︒

七871

まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

新しい草をいれてやると︑そればかりたべ

るか︑しらべてみることにしました︒

七888
て︑

七889

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ

だけで︑ちっともたべません︒

七914

草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑

れた草はやらないように注意しています︒
七973
七973

子うさぎは巣の中でねていて︑親うさぎだ

草はたべませんでした︒

草はたべませんでした︒

七984

うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

けが︑草をたべていました︒

く草をたべはじめました︒

八3011

九283図圃親のまたくぐる子うしや草の花

そこは美しいこがね色の草地で︑草は風に

九3410團 ちょまはふえる力の強い草なので︑

ザワザワ鳴り︑

九5411

そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい

ちめんに波だち︑

九598

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ

大きなかまをとりだして︑ザックザックと

やまねこのまえのところの草をかりました︒

九6210

から︑そこんとこの草をかれ︒

九624囹

のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

﹁このえんの下のくぎ︑ひきぬきにく 五369 みなれない木や︑草や︑動物がみえますね︒ 九616 草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色

三361園

四689
い︒﹂

くぎる

︽ーッ︾

十四102團 ランプについては︑︿略﹀︒くぎへかけ
るようにしたほうがいいとか︑

﹇ 区 切 ﹈ ︵ 五︶1

十四827 ぬかにくぎ︒
くぎ・る

457
くさき一くしゃみ

ぎらぎら光ってとびだして︑
めずらしい草花をつみながら︑

九6211 そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが 十五219 ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

草木

草地

草花

した︒

くさはら道

家から十二一二分ばかり歩いたところに︑廣
n草原道﹈︵名︶2

草むら

かたをくんで︑

草屋

すずなり︑夕がらす︒

六475圃 やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは

についている葉でも︑花でも︑なりかけている実

でも︑みんなかれて︑︿さってしまいます︒

﹁このくされ木めが︒﹂ぷんぷんおこり

﹇腐木奴﹈︵名︶1 くされ木め

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十五研6園 わるいなかまとっきあっていたものだ

六伽8園

くされぎめ

かがみ一く

ながら︑︿略﹀︑てっぺんにたどりつきました︒

お日さま一おかあさん

﹇櫛﹈︵名︶1 くし

︽ーケ︾

おまえの氣持をくじいてしまうよ︒

﹇挫﹈︵下一︶1 くじける

︵名︶1

九十センチ

しかし︑幸吉は︑くじけはしなかった︒

こっちからあっちへいくとなると︑

十一一271 たった九十センチぐらいのところでも︑

︿じつセンチ

十434

くじ・ける

十五866園

れることなく︑︿略﹀︑熱心に研究を続けました︒

十三214 ダルガスの誠実は︑これがためにくじか

くじ・く﹇挫﹈︵五︶2くじく︽ーイ・ーカ︾

し一手ぬぐい一ふきん

一328

くし

くさはら道を くし ﹇串﹈与たけぐし

ぼくらはくさはら道をあるいてかえり
ぼくらは

﹇草叢﹈︵名︶8

しげった草むらの中に︑かくれているの
すると︑草むらにいた小鳥がおそれてとび
草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが

おりよく戸があいていたので︑あひるの子
ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑

おとなりの草むらでも︑遠くの草むら
﹇草屋﹈︵名︶1

く一くじゃくのまねをするからす︒

︵サ変︶− くしゃくしゃする

もし︑くしゃくしゃするようなことが

そのとき︑いぬは︑くしゃみのようなこと

﹇喧﹈︵名︶1 くしゃみ

十5010

くしゃみ

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

十四378

︽ースル︾

くしゃくしゃ・する

四778

ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二 くじゃく ﹇孔雀﹈︵名︶1 くじゃく

十ニー89園

︿さや

でも︑ピッピッという音がする︒

十ニー89囹

でも︑ピッピッという音がする︒

おとなりの草むらでも︑遠くの草むら

運べん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしま

九638

ぬまの草むらの中で横になっていた︒

八882

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八874

やってきた︒

八8310

たった︒

八7110

さ︒

七197園

︿さむら

あるいてかえりました︒

三402

ました︒

三393

くさはらみち

い草原があるので︑

十477

九275図魍草原に一本あかしはじもみじ

ぎっていってしまいました︒

八281

十一139 丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥
く
さ
は
ら
﹇
草
原﹈︵名︶3 草原
くさ・る﹇腐﹈︵五︶2くさる︽ーッ︾
馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ 十四5610園私がとちゅうで切れたりしたら︑それ
の鳴く声をきいていよう︒

十一311團 ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

そのくちた草をとりのけようとすると︑

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒
十島ー412
十一一6610
しげっていく︒

十五233 みんな草の上へひれふすように︑思わず
たおれてしまいました︒

十五243 草のしげっている場所を見つけて︑そこ
﹇草木﹈︵名︶1

へひつじをつれておりて來ていますと︑
くさき

﹇草地﹈︵名︶3

光ったこがねになっていきました︒

八409 庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと
くさち
ザワザワ鳴り︑

九5411 そこは美しいこがね色の草地で︑草は風に

九554 その草地のまん中に︑︿略﹀おかしなかっ
こうの男が︑︿略﹀こっちをみていたのです︒
草とり

馬車は草地をはなれました︒

﹇草取﹈︵名︶1

九7311
くさとり

十ニー48 地面には︑夏のころ︑草とりをしてつみ

くさの

重ねておいたかれ草が︑すっかりくちていた︒
くさの
﹇草野﹈︹人名︺1 草野

くさの

﹇草花﹈︵名︶3

十五悩6 母校よ︑ばんざい︒1草野
くさばな

八268 馬車は︑︿略﹀そり橋を音もなく渡って︑
草花のさきみちている野原へおりてきました︒
十四862 野原の中で︑一本の草花を見いだして︑
それをたんねんに写生するのも︑

くじゅう一くせ
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をして︑﹁フッ﹂と息をはきました︒

くじゅう ︹課名︺2 九十

三35 十一 みんなのもの⁝⁝⁝九十
十四38 十 マッチ罵りのむすめ⁝⁝⁝九十

六34九ぼくの発見⁝⁝⁝九十九

くじゅうく ︹連名︺1 九十九
くじゅうく ﹇九十九﹈︵名︶1 九十九
九の石だんができあがった︒

十二588 みるみるうちに工事がはかどって︑九十

ら九十九だんの石だんができている︒

ぐずぐず

﹇愚図愚図﹈︵サ変︶2

ぐずぐずす

ぐずぐずしていると︑そのままたべられる

︽ーシ︾

おまえさん︑ぐずぐずいわずに海へいっ

﹇愚図愚図﹈︵副︶1

■いとくず

ぐずぐず

くず

ておいで︒

五7210園

る

ぐずぐず・する

九重4

ぐずぐずしているうちに︑どっきにあた

ので︑みつばちはだいじな針をだして︑

十6911園

きかいで石炭をくずしてとっています︒

くすのき

いろのくすりも石炭からとれます︒

五364 ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ

りしますと︑やっと生き返りました︒

五994 水をふきかけたり︑くすりをつけてやった

みんなあわてて︑口々によんで︑元氣づけ

るやら︑︿すりをのませるやら︑

八1110

一つ一つしみる︒

はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

にがい︑にがいくすり︑

十一576圃

十一684

病人は︑︿略﹀︑飲み物やくすりを︑少年

しいくすりのにおいがただよっていました︒

の手からでなければ飲まないようになりました︒

十一805

青色やちゃ色のくすりびんが︑たくさ

んならんでいました︒

三337囹

﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全 くすりびん ﹇薬瓶﹈︵名︶2 くすりびん

﹇樟﹈︵名︶3

て︑へやを歩きまわっていました︒

むかし︑あるところに︑一本のくすのき 十︻685 看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ

大きなるなにごともなきばらの花ふ

とのはずみにくずれたりけり

﹇崩﹈︵下一︶2 くずれる ︽ーレ・！レ

くずれくだける石炭︑シャベルですくう石

空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく

﹇癖﹈︵名︶4

くせ←ななくせ

男のくせに︒﹂豊田佐吉は︑村の人々か

あかんぼのくせに︑ひげなんか︒

だったり︑そのくせ︑でかけようといいだしたり

十523 ﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね

ら︑こういつてあざけられた︒

とよだ さきち

十329園

七328園

くせ

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一352圃

炭︒

十2410

ル︾5わらいくずれる

つ くず・れる

その山の上で︑ふしのくすりと手紙

ひびのくすり︒

ふしのくすりをやいたけむりが︑

十五157図圏

なん年かたつうちに︑このくすのきは︑ くず・る ﹇崩﹈︵下二︶1 くずる ︽ーレ︾

くったふねだもの︑

みかどへおわかれの手紙とふしのくす

﹇薬﹈︵名︶11

三柵4

ふしのくすりと手紙は︑かえってかな

りをのこしました︒

四729

三柵7

をやきすてよ︒

三主4囹

しみをますたねになるばかりでしたので︑

三期3

くすり5おくすり・めぐす

三285囹あのいきおいのいいくすのきで

大きな木になりました︒

いままでみたこともきいたこともないほど︑

三225

がはえました︒

三222

くすのき

体をくずしたものから作りだしたものである︒

十五399

五357

るにちがいない︒
くじゅうくだん ﹇九十九段﹈︵名︶1 九十九だん
十二576 ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か くず・す ﹇崩﹈︵五︶2 くずす ︽ーシ︾

くじゅうくのいしだん ︹題名︺1 九十九の石だん

十二573 九十九の石だん
くじゅうし ︹課名︺3 九十四

三36 十二 一まいの紙⁝⁝⁝九十四
五37 十二 ひわの子⁝⁝⁝九十四
八310 七 いねを育てて⁝⁝⁝九十四
くじゅうろく ︹書名︺2 九十六

四34 十 うらしまたろう⁝⁝⁝九十六
くじょう

︽ーシ︾

り

そこで︑たまりかねた家の書生が︑︿略﹀ くすり

﹇苦情﹈︵名︶1

十二37 十一 ある写眞帳⁝⁝⁝九十六
くじょう
十五6512

と︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

くしん ﹇苦心﹈︵名︶2 苦心8ごくしん

心をしたことでしょう︒

四梱3 これができあがるまでには︑どれほど苦

苦心する

十458 名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が
﹇苦心 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

ひそんでいる︒
くしん・する

十二稲2 この本を日本語になおすのには︑どれほ
ど苦心したかわかりません︒
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くだ一くださる

十741 いままでおいおいないていたくせに︑きゆ
くだ

うに︑にっこりわらい顔になって︑
﹇管﹈︵名︶1

八193 ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ

くだ

くだく

︽ーイ・ーキ・ーコ︾

ずかずつすっているせみの子たちは︑
﹇ 砕 ﹈ ︵ 五 ︶5

ださい︒

四川6囹

さいませ︒

る・おかえしくださる・おかけくださる・おしらせ

五104園

ラ・ール︾与おいでくださる・おうけとりくださ

ならびくださる・おのりくださる・おまちくださ

ちょっとそこをどいてください︒
おじさん︑こんやもまた︑かげえをし

五149園

ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって

さあ︑こえんりょなくめしあがってく

みません︒

おじいさんが︑かわいがってくださった

おばさん︑わざわざきてくださって︑す

のでしょう︒

五2210囹

五246園男の人は立ってください︒

みんな︑からだに氣をつけてください︒

おじいさん︑わたしを海へはなしてくだ

﹁︿略﹀︒﹂と︑さそってくださいました︒

五663園

五559

さい︒

五822園

なにかめぐんでください︒

五918園水をください︒
六298園
六616

みなさん︑ためしてみてください︒

くださった 六299園 すこしでもいいから︑わけてください︒

はやく︑せんどうさんをみせてくださ

おしえて

くださったトンネルですよ︒

くださる・おたすけくださる・おとりくださる・お
る・おまもりくださる・おやすみくださる・ごめん
ください・ごめんくださる

一583圏あのとき︑たろうさんがくろいぬを

くだ・く

←うちくだく

どうぞおかあさんのおみやげにして

おってくださらなかったら︑
ください︒

二237園

ことは︑

おかあさんがおしえてくださいました︒

三144園おしゃかさまの

い︒

二453園

て︑みせてください︒

二444園

二3310園

みてください︒

一617園

八863 あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを
くだき︑うちへっれて帰った︒

八986 小石をひろい︑土のかたまりをくだいてこ
まかくしました︒

十729 大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガ
チャンとくだいてしまいました︒

十三183 いかにして︑國運をもとどおりにするか︑
これが︑デンマルクの愛冠者たちの心をくだいた︑
もっとも大きな問題でありました︒

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

三748

六659 このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒
くたくた ︵形状︶1 くたくた

︽ーイ・ーッ・1

まもって ︿ださることになりました︒

三川6 それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑

のことを 思いだしてください︒

三餌1園 せめて月夜には月をみて︑わたくし
ぶどうをください︒
四375園

四617園﹁かみさま︑どうぞなかまをたすけて
ください︒﹂ と︑おいのりをしました︒

四相1園 どうぞゆっくりあそんでいってくだ

第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ

六862園

すると︑海の神は︑きっといいことを教

にいさん︑ゆるしてください︒

そのいどの水を一ぽいください︒

こてんへいくようにと教えてくださいました︒

六932囹年をとったかたがあらわれて︑私に海の

六902園

えてくださるでしょう︒

六884囹

さいませんか︒

六814園きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ

につぎを考えてください︒

きを書いてください︒

六663

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六668 お話の題はべつにきめませんから︑かって

くださる

を くださいましたので︑かぐやひめも︑

花をおらないでください︒
十一259 ふつうの子どもだったら︑くたくたに 三926
どうぞおらないでください︒
三932
なってたおれるところを︑
よごさずにかわいがってください︒
三939
くだ・ける ﹇砕﹈︵下一︶4 くだける ︽ーケ・ーケ
三㎜8 そののち︑みかどからたびたびお手紙
八柵4 どんどんすっていたら︑こんどはすぐには

ル︾

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

九116 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを
きかせてくれた︒

十2410 くずれくだける石炭︑シャベルですくう石
炭︒

十一一358 そうして私は︑くだけた人形のかけらを

﹇ 下 ﹈ ︵ 五︶槻

足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒
くださ・る

くださる一くださる
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六椥3

﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめてくださいました︒

六鵬4園 なんでもいいから︑きてください︒

サリバン先生は︑︿略﹀︑私をおへやに呼

の中に強くだきあげられました︒
十二333

﹁先生︑もうすべらしてください︒﹂

九摺−o園

九707園いいえ︑お礼はどうかとってください︒

十一一361

そんなにおさないでください︒

十二372

それは︑先生が與えてくださった新しい

﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

四年生のとき習った貝つかのことを思い

おばさんだって︑このごろちっとも來

だから︑ほんとうにつれて行ってくだ

え︑おとうさんが︑そう⁝⁝じゃあ︑

十三552

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ 一まいの絵をひき

喜んでむかえてくださったので︑

早く帰ってくださいね⁝⁝
十三558

十三397園

かわってください︒

十三3810囹

さいよ⁝⁝

十三387園

てくださらないじゃないですか︒

十三384囹

だしてください︒

十二978

十二785囹きょうは︑きっと勝ってください︒

目で︑すべてをみるようになったからです︒

十二382

てくださったので︑

しばらくして︑先生がぼうしを持ってき

んで︑一つの人形をくださいました︒

九鵬2囹 ちょっと待ってください︒
九柵9囹 くもさん︑今夜は助けてください︒
九鵬−o黒

ゆるしてくれるみこみもありません︒

六糊5 助けてくださいと︑お願いしたところで︑
七254園 ちょっとまってください︒

黒511母がこしらえてくださったパンを︑ ふくろ
先生が︑
はしごでいちょうの木にのぼって︑
おじさん︑これをはいてください︒
﹁あんまり乗らないでください︑満員

十一536園

よくみてください︒
﹁いまに︑お医者さんがみにきてくだ

あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

だしからだして︑見せてくださいました︒

きっと先生も︑そんなお氣持で︑この

一まいえらびだして︑見せてくださいました︒

十四912團

さって︑

十四99團

自分はたしかにひとりぼっちではない

子どもたちのことを思って︑安らかに

おかあさんが︑ちゃんとしていてくだ

のだと︑お考えになってください︒

十四75團

ださい︒

十四71團子どもたちのことをお考えになってく

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

十三619囹

ら︑

十一8510囹ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も 十三591 おじさんはそういって︑同じひきだしか

ら︑ゆるしてください︒

十一858園

十一853囹待ってください︒

さるだろう︒﹂と︑少年は考えました︒

十一717園

十一7010園なんとかひとこといってください︒

十一709園

ですから︒﹂と︑声をかけた︒

十一5211圏

十一2210園どうかそのかわりにはいてください︒

十一226囹

いちょうの葉をたくさん落してくださいました︒

十584

からとりだして︑ いぬにやりながら︑

それまで︑命を助けておいてください︒

七273囹 先生は︑あおむしがさなぎになるって︑
教えてくださらなかったの︒

七297年冬それは︑すずめたちにたべられないため
だと︑おかあさんが教えてくださった︒

七361園 ﹁もうすこし︑中へいれてくださいませ
んか︒﹂

七432園 みなさん︑たいへんさしでがましいこと
ですが︑わたしにちょっと話をさせてください︒
七436園 樂しい音樂をきかせてくださる心持を︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑はげましてくださった︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑元気づけてくださった︒

ほんとうにありがたく思います︒
七5010

七535

七785園 どこにいるか︑早く教えてください︒
でください︒

八1310 たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない

﹁小公子﹂をみなさんにお話してあげて

八683園 ほっておいてください︒
九464国

どうか︑ここにいさせてください︒

うすこしここにいさせてください︒

十一8511園

ください︒

九4610国 聾しく元氣で勉強してください︒

十一9010黒風さまがきみをまもってくださるだろ
う︒

十二314

私の心の目をあらゆるものに向けて開い
いいえ︑それよりもなによりも︑私を愛

するためにきてくださった一そのかたの両うで

十二3212

てくださるため︑

十二3211

てくださった日であります︒

いちばん大きな日は︑サリバン先生がき

九477国 とび道具を持たないでください︒
九609園 きょうはよくきてくださいました︒

九701園 これほどのひどい裁判を︑まるで一分半
でかたづけてくださいました︒

九702囹 どうかこれから︑わたしの裁判所のめい
よ判事になってください︒
きてくださいませんか︒

九703園 これからも︑はがきがいったら︑どうか
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生きていてくださるのだと︑思いたいのです︒

十四153團力をとりなおしてくださるようにとい
のっています︒

十四159團 が︑おかあさんのおすきなようにな
さってください︒

十四165国 いつもこう思っていてください︒
もおかあさんのことを思っていると︒

十四165国 あなたが私を思ってくださるとき︑．私
十四1612團 なにかそういったものがご入用のとき
は︑こえんりょなくおっしゃってください︒
ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四206 外國からはいってきたことばが︑いろい
十四374 心を大きくもってください︒
ながめわたす大きな目をもってください︒

十四376 人類全体を︑そうして︑うちゅう全体を

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

十四379 もし︑くしゃくしゃするようなことが

十五6512

これから車のついたものは送ってくださ

るなと︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

ご両人の男まえ入りの大きな予言を二ま

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五663

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五6910

ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ
私は︑停車場まで送ってくださった博士

うを守っていてくださったのだ︒

十五763
十五765

のこう意をふかく謝して︑

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

︵下一︶

1

くたびれる

︽一

わたしは︑もうほんとうにくたびれた︒

﹇草臥﹈

先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

私にも書かせてください︒

十五搬7

十五槻9

た校歌や︑
︿たび・れる

八626囹

レ︾

しました︒

ります︒

十二価9

︿だものをならべたやお屋らしいのもあ

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒

六201一

テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ

帰りは︑村までくだりの坂道だ︒

十四759

口5いとぐち・いりぐ

畑では空氣がのぼり︑森ではくだつてい
くち

ち・おかってぐち・かいさつぐち・かげぐち・かわ

ぐち・きずぐち・じょうしゃぐち︒でいりぐち・で

ぐち・でんわぐち・はやくち・はやくちあそび・ひ

とくち・ひとくちばなし・ふたくち・みくち・むだ

一153

﹁うたをうたえば﹂では︑くちに

てを

じをよむときには︑くちをつかいます︒

ぐち・ゆうびんなげいれぐち・よくち︒わるくち

一235

﹁ロからたべて︑おなかからだすも

ロはひとつ︑はなもひとつ︒

あてて︑らっぱのようにしました︒

一274

口ではなしたことは︑そのままきえて

のはなあに︒﹂

ニー76園

三982

そのとき︑わたくしの口をおさえた

なくなりますが︑

ものがありました︒

四377囹

﹁︿略﹀︒﹂

四612 いんそつがかりのがんが︑口をひらいて︑

ロをもぐもぐさせている

声がでない

﹁ロがあるから︑お話もするかもしれま

目もはなも口もつけました︒

﹁口をだすな︒﹂

でも︑こんな口じゃ︑だめだわ︒
七156

草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑

草はたべませんでした︒

七973

六716園

せんよ︒﹂

六715囹

六704

六378 ロが動く︒

のである︒

六3410

六323 口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒

とき︑足がつるりとすべって︑

六137 もうすこしでロが水にとどきそうになった

五728囹女王さまのようなあるきかたも︑口のき
十四562園しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく くだもの ﹇果物﹈︵名︶4 くだもの
きかたも知らないで−
四578 くだものをあつめたり︑花をかざったり
ださった地の中の水や養分でも︑
十四㎜8園 いっしょにつれて行ってください︒

十四㎜9園 ねえ︑いっしょにつれて行ってくださ
い︒

十五502囹 せっかくうけついできたこのしごとは︑
ぜひ続けてください︒

︿略﹀︑たべたり︑飲んだり︑

十五506園どうか︑私のことばを今右衛門さんに 十五824 けだものの肉や︑ふしぎなくだものを︑
傳えてください︒

九偽9

十五527 要心こめて教えてくださった世界的魚類 くだり ﹇下﹈︵名︶1 くだり
学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑
ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑

十五529 博士は︑別れに際して︑各地の大学者た くだ・る ﹇下﹈︵五︶1 くだる ︽ーッ︾
おたる

﹇口﹈︵名︶39

ます︒

みごとなおもちゃを私に送ってくださった︒

くち

十五659 小樽で目についたといって︑車のついた

〈ちかず一くちばや
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八103 おこったりすると︑赤い口をあけて︑私た
ちをおどしたりかんだりします︒

八145 親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑
かたい皮にあなをあけて︑

八167 虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
ほそいとがった口をもっています︒

八167 そのロのさきを根の中につきさして︑木の
しるをすいはじめます︒

八7410 したは口からたれて︑目はみにくく光って
いた︒

十二452園

まゆ毛も︑目も︑ロも動くし︑

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい

いロをまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒

十三499

十五85図青きみわれ口そそぐ朝のそこごこの小

ここにいるのは︑﹃はちきれそうなわ

ねこは︑ひとことも口をきかず︑

流れ

十五887園

十五8212

五757

おまえさんはロかずが多すぎる︒

口々

口ごたえする

おじいさんは︑ロこたえもできず︑力のな
︵サ変︶1

い足どりで︑海へやってきました︒
﹇口答﹈

﹁口ごたえする︒﹂︿略﹀私たちのからだの

︿ちこたえ・する
︽ースル︾

七156

名まえに︑このような︑いろいろなつかいかたが

﹇口先﹈︵名︶3 口さき

あるのは︑おもしろいではありませんか︒
くちさき

八510 かたへ乗せたり︑てのひらで遊ばせだり︑

頭の上にも乗り︑口さきのめしつぶもつつ

ロさきにふくんだえさをとらせたり一

つくようになりました◎

八67

そうでなかったら︑ただ口さきでいうだ

︿ちばしから血をだして︑︿略﹀︑からだを

くちばしをごらん︒

﹇階﹈︵名︶10 くちばし 口ばし

けのことになる︒

十二8910

7

くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑

くもは︑力いっぱいもがけば︑あるいは︑

このわしが大きなくちばしで女の子の頭

その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

﹇口早﹈︵形状︶2 口早

九726 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

くちばや

ばしでつき殺されます︒

十五3110

たく大きなあくまです︒

十五307

でもつつけば︑

十五266

かもしれません︒

つばめのくちばしからころげ落ちることができた

九帽2

空をとんでいきました︒

九術1

さえあります︒

九162 口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの

こくありません︒

九161 まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほど

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八916 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

ふるわせてもう虫の息です︒

八

二452園

︿ちばし

パンロにいっぱい物を入れながら︑

らい﹄で︑口は耳までさけているし︑

十五9212
﹁︿略﹀︒﹂

八827圓

八7910園 じゃあ︑お願いだから口をださないでほ くちかず ﹇口数﹈︵名︶1 口かず
しいね︒

ク︾

﹇口口﹈︵名︶5

二424園
くちぐち

おまえが口ぎたなくいうからだよ︒

九3611團手にとってロへいれると︑つめたくてあくちぎたな・い ﹇口汚﹈ ︵形︶ 1 口ぎたない ︽一
まい味がしました︒

を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

九567 その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑ロ

やまねこがく略﹀むりにいばっていいます
すると︑また︑どんぐりどもが口々にいい
口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑みんな
はロ々に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

十四234

にもおいれにならないで︑

九8111

ました︒

九664

と︑どんぐりどもは︑口々にさけびました︒

九642

るやら︑くすりをのませるやら︑

九5811 すると︑男は︑また喜んで︑顔じゅうロの 八1110 みんなあわてて︑義々によんで︑元氣づけ
ようにして︑にたにたわらっていいました︒

九佃6図圃 ほおずきをロにふくみて鳴らすごとか
わずは鳴くも夏のあさ夜を

九悩11 大きなロをあいてたべようとしたとき︑
ち ょ う ち ょ は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒

︿略﹀︒また︑口にしたこともありませんでした︒

九御9 くもは︑このおかあさんということばを︑
十7011 太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑
すぐそれを︑口に持っていきました︒
もきけなかったのですよ︒

十一868園 ここへっれてきたときには︑︿略V︑口くちごたえ ﹇口答﹈︵名︶1 口ごたえ
十一9211 五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜ
んとロにのぼってきました︒

先生は私の手をといのロの下へやりました︒

十二3611 だれかが水をくみあげていましたので︑
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くちびる一くっつく

たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒

くちびる

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はロ早にききました︒

﹇唇﹈︵名︶9

十一727

くちびる

八68 自分から指さきやくちびるへとびあがり︑
とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

十一6910 病人はしげしげと少年をみつめて︑いく
らかわかったようでしたが︑くちびるは動きませ
んでした︒

十一775 そうして︑なにかいおうとでもするよう
に︑すこしくちびるを動かしました︒

十一807 いくどもいくども︑むりにくちびるを動
かそうとしました︒

十五693

その口もとがほころんで声さわやかに

﹇朽﹈︵上一︶2

くちる

︽ーチ︾

与めちゃくちゃ・もみくちゃ

﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであった︒

くちゃ
く・ちる

夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい

くつ与うわぐつ・きぐつ・き

十五637

おじさんは︑︿略﹀︑かた手に小さなくつ

つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう

だされたくつを見て︑にこにことわらっ

を持ち︑かた手に大きなブラシをつかんで︑

十五641
た私は︑

時代の私の写眞がかざられてあるではないか︒

十五697

︵感︶ークック︑クック

﹁クック︑クック︒﹂といって︑うまくに
げました︒

六伽8

そのくちた草をとりのけようとすると︑ くっくくっく

たかれ草が︑すっかりくちていた︒

十ニー49
十一一1412

﹇靴﹈︵名︶16

ことりになって︑うたをうた

くつがながれてきました︒
おばあさんは︑︿略﹀︑金のうでわをはめ︑

きゅうりがくつの中にはいりました︒

くつが流れてきました︒

くつをはいている子どもはひとりもい

ぼうやのくつはほこりだらけだから︑

︵副︶2

ぐっしょり

七712 にわか雨は︑ぐっしょりとぬらした︒うま

ある朝︑いなかの人らしいひとりの少年

もうまかたも︑同じように︒

十一634

︵副︶2

ぐっすり

が︑どうまみれにぐっしょりとぬれて︑
ぐっすり

﹇屈﹈︵サ変︶1 くっする ︽ーセ︾

九搦6 ぐっすりねむってしまったのでしょう︒
くっ・する

つか︑

ぐったり

く略﹀︑ながの縣にはいった︒

九榴6 茶人はすこしもくっせず︑求め求めて︑い

︵副︶1

タッチケル ︽ーケル︾

くっつく ︽ーイ・ーク︾

だが︑わたしのそばにくっついてね︒

︵五︶2

八673園

くっつ・く

﹁くっつけるよ︒﹂というのです︒

おじさんのくつは光っているのに︑ぼ 十509園

十491園キタナイワンワンチャン アンヨナ
メテルワークッチケルヨー
﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに

くっち・ける ︵下一︶2

すすりなきしました︒

少年は︑いすにぐったりと身を落して︑
十一7911

だれかのかさのしずくが︑私のくつの上 ぐったり

六625

ません︒

十五622

十五6211園

だといっているのですよ︒

うやのくつはほこりだらけだから︑行くのはいや

十五6211園

つをちらと見た私は︑

ふみ石の上にそろえてある大小二つのく

初診ー13園

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十一526

六624

赤いくつをはいていました︒

五715

一一264園きゅうりが︑くつの中にはいりました︒ 八481囹 あとはぐっすりねるばかりだ︒

二262圓

ぐっしょり

おててつないで︑のみちをいけば︑みくつした ﹇靴下﹈︵名︶1 くつした
一一205 あめかさまんとこむぐつくつした

ぐつし・ゴムぐつ

くつ

一217圏
んなかわいい

﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

﹁くつがなる﹂では︑あしぶみをしま

えば︑くつがなる︒

一237圃
した︒

十一8811 病人は︿略﹀︑ときどきむりにくちびる
を動かして︑なにかものをいいたげにしました︒

一239圏

口ぶり

口まね

てをうえにさしあげました︒

十四432圏 くちびるに歌をもて︑ほがらかな調子
で︒

十四436圃 日々の苦労に︑よし心配がたえなくと
も︑くちびるに歌をもて︒

十四494圏心に太陽をもて︑くちびるに歌をもて︒

十四445團 くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒
くちびるにうたをもて ︹題名︺ 2 くちびるに歌を
もて

十四31 くちびるに歌をもて
﹇口振﹈︵名︶1

十四449 くちびるに歌をもて
くちぶり

﹇口真似﹈︵名︶1

﹁作ってあげようか ︒ ﹂ と い い ま す と ︑

六価11 ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑
くちまね

口もと

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑

十二902 どんなたっといことばでも︑ただロまね
﹇口元﹈︵名︶2

十一7710 コップを病人のロもとにつけたときに︑

くちもと

くっつける一くに
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2

くっつける

︽

ケ・

ケ

十四642 しずくのしんになるものがあって︑その
︵下一︶

まわりに︑単位がこってくっつくので︑
くっつ・ける
ル︾

七973 草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑
草はたべませんでした︒

十509園 ﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに
﹁くっつけるよ︒ ﹂ と い う の で す ︒

ぐっと ︵副︶3ぐっと
六905ほおりのみことは︑ぐっとおのみになって︑
編論駒の﹁ああ︑おいしい水︒

七463 青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ
ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

八231 虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし
ろにさげました︒

︿に ﹇国﹈︵名︶54 くに 國5おくに・おつきさ
んのくに︒きたぐに・じぶんのくにのことば・しま
ぐに・はるのくに・はるのくにさん・ふゆのくに・

一437囹 さあ︑お月さんのくにへいくんだよ︒

ゆきぐに

一448圏 お月さんのくにへ おいでのかたは︑
こちらへおならびください︒

一ねんに

一506園 お月さんのくにのきしゃだもの︒
一542園 このお月さんの くにでは︑

一どたまひろいにこのかわらにきます︒

三769囹
をするの︒

三771圓
のですよ︒

三775園

じゃあ︑お日さまはよその國でなに
よその國の子どもたちに光をあげる
あなたたちがねているあいだ︑お日

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

この十五夜には︑月の國からむかえ

光をあげにいくのです︒

三柵4園

わたしの病氣をなおしてくれたものには︑

國のたからにいたします︒

がきて︑かえらなければなりません︒

四個2園

はくちょうはみごとな羽を廣げ︑この寒い

國の半分をわけてやる︒

八451

八843

はくちょうはく略﹀あたたかい國︑救いみ

國からあたたかい國︑廣いみずうみへと︑とんで
いった︒

八844

これからいこうとする遠い國のことを︑話

ずうみへと︑とんでいった︒

九167

この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに

しあつているのかもしれません︒

九235

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑

この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ
つばめは︑けっして自分の國をわすれませ

ているかを世界じゆうに知らせた

九237
九247
ん︒

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

十179囹

外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分

自分たちの國が持っているこのよい藝術を

の國のことばのありがたみを知りました︒

十645

味わうことを︑

ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

工場でも︑また︑日本の國全体だって︑同じこと

十一1012囹船ばかりではなく︑あの町でも︑あの
だ

十一137

人形しばいって︑いろんな國にいろん

てきた旅人のような氣持のする日だ︒

試合を見物しようと︑方々の國の人々が︑

日本という國をみたこともなく︑

なものがあるんですね︒

十一一471園
十二811

そのコートを目がけて集まりましたQ

十二8211

十二M6 平和な國日本を作るために︑また︑文化

歩調がそろったときに︑はじめて︑日本

國家をきずくために︒

が正しい︑美しい國となることができましょう︒

十一一備9

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

ここに帰って來て︑

十三62 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から
十三1010

知識を下め︑学問を研究して︑迷信を

この考えのまったくあてはまらぬことは︑

十三125

まったくとり去ってしまうようになれば︑日本の

國は︑今日よりまだまだ進むことであろう︒

十三177

おとぎばなしを︑世界の子どもたちにお

からなっている︑小さな︑しずかな國であります︒

一545園 そうして︑たまがひろえたら︑お月さ 十1212圓 あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑ 十三175 デンマルクは︑︿略﹀本心と︑三つの島
んのくにのなかまにいれてもらえます︒

そういう遠い國へいくと︑

十三178

もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

世界の樂園といわれるこの國も︑

くった︑アンデルセンの生まれた國であります︒
十176囹

十三181

のもっともよい土地を失いました︒

そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ
とばがこいしくなります︒

十176園

のことをきかれたときは︑

一554囹そうして︑つぎのとしのたまひろいで︑ 十162 フランスのいなかの子どもから︑自分の國

いくんで

きれいなたまがひろえたら︑またお月さんの
くにへいれてもらえます︒
すよ︒

三768囚四 丘をこえてね︑よその國へ

465
くにおさん一くび

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

二322

きょうは︑︿略﹀と︑くにおさんと︑たけ

くにおさんのしたおはなし︒

こさんと︑この五人のばんです︒

一一254

十三185 戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣 くにおさん ︹人名︺2 くにおさん

さだまり︑

十三187 國のおこるかほろびるかは︑このときに

國民だけが︑國の建てなおしという大事業をなし

ほおじろ自身︑国々のなまりのようなこと
この二十六字のローマ字を利用して︑
それ以前は︑おたがいに他の國々のこと

一一375囹学校からかえるとき︑
﹇国中﹈︵名︶1

國じゅう

女王さまのようなあるきかたも︑口のき

﹇櫟葉﹈︵名︶1

なるよ︒

くぬぎば

夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか
くねくね

﹇配﹈︵五︶2

くばる

︽ーラ・ール︾

私のなかまは︑一けん一けんにくばられは

いきなり

へびの

くびに

遠いもの︑大きなものに心をくばること
がたりなかったのは︑

十四305

じめました︒

五201

くば・る

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒

その一すじの道をながめると︑一直線で

︵副︶1

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十一404圃
くねくね

くぬぎ葉

きかたも知らないで1國じゅうのものわらいに

五728園

くにじゅう

山に︑ゆきがふっているのをみつけました︒

くにざかいの

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

十五804

︿略﹀多くの華々のことばが書き表わされている︒

十五419

ばをもっているのだそうです︒

八89

十三189 この苦しいときにうちかっことのできる くにぐに ﹇国国﹈︵名︶3 國々
とげて︑さかえるのであります︒

十三353 文字の國といわれるのも︑いわれのない
ことではない︒

十四42 名高い文学者で︑その名のわが國に知ら
れている人は︑けっして少なくはありません︒
どこの國のことばだったのだろう︒

十四232囹 それでは︑これらのことばは︑もとは くにざかい ﹇国境﹈︵名︶1 くにざかい
十四238囹 外車からはいってきたことばは︑英語
だけではなく︑ほかの國からも︑いろいろはいつ
てきている︒

十四244 どうしてこんなにたくさんのことばが︑

いろいろな國からはいってきて︑日本語になった
のだろうかと︑ふしぎになってきた︒
十四299 日本は景色のよい國で︑

十四311 なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別
の國ででもあるかのように考えて︑

る力が大きくなっていけば︑日本は︑見ちがえる

十四3112 あなたがたのものを見る目︑ものを考え 十四882
ほどりっぱな國になっていくのです︒
ひもじさも︑なみだもない國へ︑

十四棚12 地面から高くはなれて︑もう︑寒さも︑

十五428 世界のどこに︑こんなに三種類も四種類
もの文字をつかっている國があろうか︒

かっちゃんは︑
かみつきました︒

四627

十五798 そうした風景から︑自分の國を愛すると くび ﹇首﹈︵名︶26 くび 首εてくび
いうことを学んでいる日本の子どもさんたちにも︑
十五801 いろいろな國の人々の間に︑

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす

ずなり︑タ明かり︒

六478圏

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

いっしょに首をふりながら︑

六備8

そうじをしょうと思って︑首のところを

さんたちの方をのぞきました︒

六㎜3 とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ

七9210

そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか

持って︑かごの中へいれたら︑

るくポンポンとたたきました︒

八309

八615 どのたまごからも小さなひなの首がでた︒

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

首をもっていた︒

八842

るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑

八847 あひるの子は︑水の上を車のようにくるく

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八939 わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

九937

首をひっかいたからさ︒

首がいたいらしく︑手でさすっている︒

九526 いちろうは︑首をひねりました︒
九971囹

九977 たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん

首︑いたいのか︒

やり立っている︒

九981園

九993園ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑

﹂たかぎ﹁なかなおりしたら︑

ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑

首をさする︒

首は

首をさする︒

九993
九醜9囹

やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁でも︑

よくなった︒﹂

﹁なんだって︑お月さん一﹂くもは︑首

みてあげよう︒﹂

九齪11

九儒9

をねじって上の方をみあげました︒

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十一一503 首のところだけのこして︑もんだ紙にの
首のほうからもかぶせてまるくしてから︑

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

十一一507

首を着物にぬいつける︒

十二532 顔は︑着物のすそからさかさにいれて︑

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十一一539 ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

ていました︒

三㎜10園どうかして︑かぐやひめを月の世界の

区別

くまざさやいろいろな名も知らない雑草

がいちめんにはえていて︑なにかでてきそうです︒

九377團

雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ

﹇組﹈︵名︶4

組皿Vいちくみ・さんく

﹁︿みの息みんな﹂にきいてもらいた

この人は︑私たちの組のまつもとさんです︒

﹇汲上﹈

︵下一︶

2 くみあげる ︽一

芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく

みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

十二712

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十一一3611 だれかが水をくみあげていましたので︑

ゲ︾

くみあ・げる

けあっていきたいと思います︒

十315 学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒

七549 式をすませてもどってくると︑たかやま先

六5810

いといって︑文を書きました︒

四301

み・にくみ・ほねぐみ・よんくみ

くみ

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四932

そこでさらに︑七年聞のくふうがつづけら くまど・る ﹇隈取﹈︵五︶1 くまどる ︽ーッ︾

人にわたさないくふうはあるまいか︒
十374
おれに︑うまいくふうがある︒

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒
十721園

﹇区別﹈︵名︶2

くみ

おしべのかふんがめしべにっかないよう くみ ﹇汲﹈←みずくみ

なくふうと︑いま一つ︑よくっくようなくふうを

十三97

いま一つ︑よくっくようなくふうをして︑

して︑その実験を重ね︑

十三97

まがっているのでめんどうでしたが︑いろ

ひとりがってんでなく︑読み手によくわ

きかいがないのでくふうしました︒

三郎くんのことばだけで︑すっかりよう
すがわかるように︑くふうします︒

十三459

かるようにくふうすることがたいせつである︒

十二937

八佃7

いろにくふうして︑うまくはりつけました︒

六佃8

サ・ーシ・ースル︾

十四609 花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え くふう・する ﹇工夫﹈ ︵サ変︶ 5 くふうする ︽一

とのもを見ればよきつくよなり

十五121園圃 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の
九ひき

一びき︑二ひき︑︿略﹀︑九ひき︑十びき︑

﹇九匹﹈︵名︶3

一一299園

くひき

一びき︑二ひき︑︿略﹀︑九ひき︑十びき︑

十一びき一おや︑十一びきしかいない︒
二305園
十一びき︒

くべつ

わせて表わすこともくふうされた︒

七894 白うさぎが9ひきと︑番うさぎを一びきも 十五376 また︑それまでに作られた文字を組みあ
らいました︒

くびすじ ﹇首筋﹈︵名︶2 首すじ

くふう

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

δほりくぼめる

あるべきはずはない︒

﹇九本﹈︵名︶1

くぼめる
くほん

3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま

﹇隈笹﹈︵名︶1

εこぐま
くまざさ

くま

くまざさ

したが︑いちばん多いので15本になりました︒

八棚7

9本

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

十五7410

んでした︒

組みあわせ

組みあわせ・⁝⁝・・四

組みあわせ

音のことも︑心にうかべてみたいのです︒

一

一

﹇組合﹈︵名︶9 組みあわせ

これは二つの色の組みあわせですが︑三色

九53 三色の組みあわせにしたら︑

とちがつた感じがするにちがいありません︒

の組みあわせにしたら︑二色のときよりも︑もつ

九53

くみあわせ

九41

九22

くみあわせ ︹課名︺2

音

十297 和音を耳にしたときは︑組みあわされた一

七411 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから十
︑二354 私は︑いつまでたっても区別ができませ ︿みあわ・す ﹇組合﹈︵五︶1 組みあわす ︽⁝サ︾
せなかから︑腹までふりまかれて︑

あひるの子の首すじにかみついた︒

びよう

九百九十

八682 もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

ぱ

くひゃくくじつぱ ﹇九百九十羽﹈︵名︶1

九2212 二日同じく九百九十ば
くひゃくねん ﹇九百年﹈︵名︶1 九百年
どういん

十二悩2 これは︑九百年ほどまえに作られた平
﹇工夫﹈︵名︶5

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

くふう

匹

くひき一くみあわせ

466

467
くみあわせる一くも

︵下一︶

4

組みあわせる

組みたてる ︽一

小さなひしゃくでおちゃくんで︑か

くむ・のりくむ
くんで︑

くさはら道を

ら運んでくるのもみえる︒

四つに組んだ大ずもう︒

εなみだぐむ

十二鵬3
ぐむ

雲﹁おや︑かかしくんじゃないか︒﹂かかし

雲のおじさん︒﹂

わたしのたんぼはどこでしょう︒﹂雲﹁山の

雲﹁だいじょうぶかい︒﹂かかし﹁なんてら

おじさん︑大風ってこわいな︒﹂雲﹁ないだ

﹇雲﹈︵名︶60

一324

lくも

くも

雲←うすぐも・したぐ

きしゃは︑まもなくくものとんねるに

三787園 雲さえ

んでいます︒

でて

いなかったら︑まいあさ

白い雲がとんでいました︒
三682 雲は︑もりの方へしずかにしずかにと

三681 青々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑

三677園︺じゃあ︑雲をみてごらん︒

三353園白いくもが水にうつっています︒

とどくようになりました︒

三228 とうとう︑そのてっぺんは︑空のくもに

三75面白いくものながれ︒

でてくるところです︒

二466園 いいえ︑これは︑お月さまが︑くもから

はいります︒

一511園

かぜ一あめ一ゆき一

一67圏なのはな︑なのはな︑しろいくも︒
お日さま一おつきさま
おほしさまl

ナぐも

も・しらくも・つきとくも・はいいろぐも・ゆうや

くも

りあれたり︑海みたいなものさ︒

六354

んぼうな風なんだろう︒

六351

かげにかくれて︑ここからはみえないよ︒﹂

六341

﹁助けて

六337

おかあさんが︑月にてらされて︑水をくくも ﹇雲﹈︹話手︺4 雲

そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも
女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに
ところが︑でんりゅう川の中流の水をくん

そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ
茶人は︑︿略﹀︑泉をくんでつれの茶人と茶
曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

水をくんだり運んだりするときにもつ
かったことでしょう︒

十一一9911

持っていくだろう︒

こういわれたら︑手おけに水をいっぱいくんで

十二881

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

十一一747

をたてて︑心から角しんだということである︒

九伽7

れもないうまい水であった︒

九㎜3

で︑それで茶をたててみると︑

六甲10

さしあげる︒

六904

うとする︒

六896

をくむと︑

四544一わのがんが︑みずうみのきれいな水

む︒

四165

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

三103圃

九69 色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら くむ ﹇汲﹈︵五︶11 くむ ︽ーム・ーモ・ーン︾
わすのと同じように︑

九610 音の組みあわせも︑いろいろな氣持をあら
わします︒

九82 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お
たがいにとけあって︑一つの感じをつくりあげる
と同じように︑

九82色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑
新しい思いをおこさせます︒

九85 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった
九92 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑
すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

︵下一︶

3

十四8612 ばんそうの音響や︑場面の組みあわせと
﹇組合 ﹈

説明のことばなどによって︑
くみあわ・せる
︽ーセ︾

九62 三音︑四音と組みあわせてみると︑さらに
ちがった氣持がします︒

九91 ﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい
ろなことばを組みあわせてみましょう︒

﹇組立﹈

わせて表わすこともくふうされた︒

十五375 また︑それまでに作られた文字を組みあ
くみた・てる
テ︾

設計図をひいては組みたて︑組みたてては動かし

かたを

十359 佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑ くむ ﹇組﹈︵五︶5 くむ 組む ︽ーミ・ーン︾δし
てみた︒

ぼくらは

三402

長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か

ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒

十一48

九鵬3

たを組んで話しながらでていく子ども︑

十359 組みたてては動かしてみた︒
あるいてかえりました︒
十三1410 自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体 七71園 手をつないで校門をでていく子ども︑か
を観察し︑

十三443 しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話
から組みたてられています︒

くも一くも

468

そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす

あえますよ︒

三812
すんでいきました︒

ちかい家も︑かくことができます︒

三942 あのまつ白な雲もみんなのもの︒
三962 にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

雲に

のっておりてきました︒

三佃1 そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑

いました︒

四278 ﹁雲﹂に話をするつもりで書きました︒
四655うすむらさきの雲が︑おだやかにたなび
いて

四657がんの列は︑そのきれいな雲の中に︑
みえなく なっていきました︒

四877すみがまの上に︑雲がでています︒
四881あの白い雲に︑だれかが︑ちぢまって
いるようです︒

六522

月はいま雲からでて︑大いそぎではなれて

いきます︒

そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

いきます︒

六524
じっと月をみつめていると︑月は動かない

で︑雲が払いそぎでとんでいくようにもみえます︒

六528
雲が走っているのよ︒
六5210園

六534園みちこさんは雲が走っているっていうの︒
六535囹雲が大いそぎでとんでいくでしょう︒
六537囹でもね︑雲をじっとみていてごらん︒
六539囹お月さまをみていると雲が動いていくし︑
雲をみているとお月さまが動いていく︒

雲をみているとお月さまが動いていく︒

きれいな︑きれいな雲ではないか︒

ひまわりの花︑︿略﹀︑書の休みもあせがでる︒

十四402園

十四425圃天には雲︑地にはあらそいがたえなか

空中にうかんでいた雲が消えてしまった

ちょうど雲やきりと同じようなものです︒

ろうが︑心に太陽をもて︒

十四647

朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう

十四632
あとには︑

十五212

雲のまくがあがると︑園の前の方に︑

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五822

金色の雲の中に︑つま先で立って︑

︿略﹀大廣問のようなものがあらわれます︒

十五佃1園

くも5いっぴきのくも

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒

先生︑大きなくもがすをかけていま

﹇蜘蛛﹈︵名︶51

黄色と黒のしまもようのついた大きなくも

一びきのくもがいました︒

くれていく巣をはるくものあお向きに
九衙2

九301圃

した︒

二212園

よしおとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁雲が走 くも

六5310囹
六542囹

る︒﹂といいあつているのをききながら︑

すると︑月は枝のあいだにじっとしていま
﹁やっぱり雲が走っているんだね︒﹂

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

六5411
六552園

乱切3

五5110酒量のはてから白い雲︑白い雲︒
五5111圏海のはてから白い雲︑白い雲︒

空はいつのまにか︑雲一つなく︑きれいに

ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ

でした︒

六556

九枷5

くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光

いだに︑巣をかけました︒

くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ

くもは︑きっとなってその方をみつめまし

る星をみあげていました︒

九㎜2
九㎜4
九囲7

た︒

雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ

九伽10

﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑足をふんばって身

がまえをしました︒

九⁝⁝1

やぶれたところをつくろいかけました︒

ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

ぶは︑︿略﹀︑すいとにげていきました︒

黒い雲が流れてくる︒

八838
十182

光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

十一352夜空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく

ざくらの花︒

ていた︒

十225

ようにたちのぼった︒

七663雲一つうかんでいる︒
八746青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の

に︒

七584ほそい雲が︑ますますほそくなる︒
七613うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの

はれわたっていました︒

六101 そのとき︑いままで雲にかくれていたたい
雲がちぎれてとぶ︒

ようがかおをだしたので︑
六3110

六326 顔のうしろを雲がとぶ︒
六333 白いひげの雲が風に流されている︒
かわる︒

六335 風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

六339囹助けて1雲のおじさん︒
六3310囹 雲のおじさん︑わたしのたんぼはどこで
しょう︒

白い雲 ︒

六343 雲のひげがあおられて長くのびる︒
六4311

たかと思うとまたすぐはいります︒

六517 月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

469
くもさん一くもり

九㎜7 風が思いだしたようにふいてくるので︑あ
みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九纈1 それは︑みつばちであることが︑くもには
すぐわかりました︒

九梱5 くもが︑じいっと息をころして待っている
と︑

まっすぐにとんできました︒

九梱6 みつばちは︑くものあみを知らないで︑
九梱9 くもはみつばちにとびかかりました︒
九梱9 みつばちも︑くもに向かいました︒
ちのからだをしばりつけようとしました︒

九捌11 くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば

九麗5 みつばちはだいじな針をだして︑くもをね
らって︑ちくりとつきさしました︒
しました︒

九麗6 それにはさすがの大きなくもも︑びっくり
九醜9 くもが︑手でさすっているあいだに︑みつ
ばちは︑つなをほどいて︑

いましたが︑くもはどうすることもできません︒

九㎜1 にげていくみつばちのうしろすがたをみて

りとこうもりの羽にたたかれました︒

九鵬9 たいへんと︑くもが思ったとたんに︑ばさ

ま地面に落ちました︒

九榴10 あみは︑すっかりやぶれて︑︿もはそのま
九悩2 ︿もが氣がついてみると︑あたりにいいに
おいがします︒

九桝10 くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い
ちょうちょをとらえました︒

九搦9 ﹁なんだって︑お月さん一﹂くもは︑首
をねじって上の方をみあげました︒

長いこと耳にしたことはありませんでした︒

九槻8 くもは︑このおかあさんということばを︑

九鵬1

くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる

くもは︑とんでいくちょうちょをみ送りな

くもは︑ちょうちょを手ばなしました︒

ように思いだされてきました︒

九㎜11

くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいいました︒

九柵5
九幽9

くもは︑うつらうつらとねむくなってきま

︿もはのそのそと歩きました︒

また︑あみをかけようと考えました︒
九幽10

山川3
した︒

くもはからだを小さくまるめて︑ころっと
目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで

横になりました︒

九界7
九欄9

ています︒

くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ
おかあさんときいて︑︿もは︑手をうんと

とみつめました︒

山側10
九界6

九衛11

九爾11

くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑

くもは︑このつばめにひろわれました︒

くもは︑︿略﹀︑つばめのくちばしからころ

空をとんでいきました︒

九帽2

こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく

げ落ちることができたかもしれません︒

九術10

そんなことをくもは思いました︒

な氣持になりました︒
九⁝⁝4

くもがのきに巣をかけることがあれば︑

﹇雲﹈︵名︶1 雲さん

十2711
くもさん

くもさん︑くもさん︒

くもさん︑くもさん︒

﹇蜘蛛﹈︵名︶8 くもさん

四281団白い雲さん︑光ってきれいだな︒
九関2園

くもさん

九塒2囹
いの︒

くもさん︑あのお月さんのところへいっ

山口7園 くもさん︑あんないいお月さん︑みえな

九㎜9園

﹁ありがとう︑くもさん︒﹂

くもの巣

くもさん︑今夜は助けてください︒

てみたいと思いませんか︒

円心11園

九柵1園

くもさん︑くもさん︒

くものす

竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん

﹇蜘蛛巣﹈︵名︶2

九粥5園

ぐもり

七4710

七877

5月1日

㈹

くもりOあさぐもり︒うす

くもり

文章のくもりはとれません︒

19度

心がくもっていると︑いくらなおしても︑

くもり ﹇曇﹈︵名︶21

れている︒

七595 なにかの花びらが︑くもの巣にかかってゆ

じょうのくものすをはらいました︒

五808

くものす

くもさん︑くもさん︒

くもは︑いまみたばかりのゆめを︑なんど

一つ一つ思いだしているう

九粥5園

そのひょうしに︑くもは︑目がさめました︒

のばして︑とりすがろうとしました︒

九番7
山霊10

くもは︑目がさえてなかなかねむれません︒

もなんども思い返しました︒

九備4

くもは︑なんといって返事をしていいかわ
くもは︑︿略﹀

からないので︑そのままだまっていました︒

九幣9
九襯4

くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば

ちに︑心持が︑しだいにかわってきました︒

九備2

くもは︑自分ながら自分のからだが︑そら

してみました︒

出撃4

おそろしく思われてきました︒

︿もが︑月の光にちらりちらりと光りなが
ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九衛8

七8875月20日
七8925月22日
七9015月29日
七9217月20日
七9277月24日
七9328月2日
七9358月4日
七9419月3日
七9449月6日
七965 獅Q2日
七971 獅Q5日

獅P9日

﹇曇﹈︵五︶

7（月）（±う團（＝ヒ）（土〉㈹（金）（月）（日）（木）休）（月）仕）（木）（火〉㈲ω＜）（火）（日）

このすがたをおじさんがごらんになった

﹇悔﹈︵形︶1

くやしい

︽ーク︾

﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒

十五714
ら

くもり 18曳
くもり 16度
くやし・い

くやむ

︽ーム︾←おくやむ

自分のしたことがわかったので︑生まれ

﹇悔﹈︵五︶1

十二388

くや・む

のくらいのことがこわいものかと︑

くらい

くらい

さっきのつつの中へ︑ちょうど︑するする

さて︑空の星は︑地球からどのくらいの
汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく

もう︑先生のせいくらい高くなりました︒

くらいでした︒

十619

そちらからふいてくる風にあたっても︑

このくらいのことがこわいものかと︑

いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

これを思えば︑人間の力というものは︑

しかし︑このおじょうさんくらい︑この

湯げのお話はこのくらいにして︑こんど

自分の足だか︑ひとの足だか︑わからな

まつ書間でも︑それ以上に明かるくはな

くらい

暗い

︽ーノー・一

一どくらくなり︑またあ

ケレ︾8うすぐらい・まくら・まつく

︵形︶ 26

六のばめん

のみの手もとはくらくても︑かっちん

かっちん石を切る︒

三517圃

かるくなると︑

二521

ら

カッ・ーク・

くら・い ﹇暗﹈

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒

十五佃2園金色の雲の中に︑つま先で立って︑

いと思われるくらいであった︒

十四㎜12

いくらいだつた︒

十四921

にしておきましょう︒

十四7612 茶わんの湯のお話は︑︿略﹀︑これくらい

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四697

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒

十四497

うちゅうにも負けないくらい廣大で︑

十四357

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

十一一522

自分からさきになって渡ってしまったのです︒

十一623圓

たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十668園

にゆれていました︒

十一623園ぼくはくやしくなったので︑なに︑こ 十625 もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風

くもり 24度

雨のちくもり22度
くもり 19度
くもりのち晴 29幽
くもり 25度

ではじめて︑くやむ心と悲しみとに胸をさされま
くら﹇Vこくぐら・たからぐら

くもり 25響
﹇倉﹈︵名︶2

おばあさんは︑しめきったくらの中で︑

︹人名︺一

クラーク博士

さっぽろに農学校をつくられたクラーク

クラーク先生

すると︑しめきっておいたくらの戸が

十一501

クラークせんせい

ひとりでにあきました︒

三世3

しっかりとかぐやひめをだいていました︒

三麗2

くら

した︒

くもり 17度

くもりのち晴 29度
晴のちくもり 17尽
くもり 18溶
くもり 24度
くもり 25点

くもりのち雨25溶
くもり 25篤

︹人名︺一

先生もおっしゃった︒
クラークはくし

くもり 26度
くもりのち雨 23度

恩師クラーク博士の精神のやどっている
﹇位﹈︵名︶1

かぐやひめをこてんにつれてきたら︑
︵副助︶17

ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

すから︑

九185

きょりにあるのでしょう︒

八351

とはいるくらいの大きさに作って︑

六梱10

大きさにまいて︑

六棚5

くらい

おまえにくらいをさずけてやろう︒

三櫛6園

くらい

札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑

十五606

︽ーッ・ーラ・ール︾

晴のちくもり18度
くもる

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五705 せきあえぬなみだに目をくもらせたおば

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

十二719 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪

くくたれる日が続きました︒

十二717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ

きらいなのでしょう︒

七898 うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

文章のくもりはとれません︒

七479 心がくもっていると︑いくらなおしても︑

る書の空︒

ときにはくも
六503圏 すんだ青さをもちながら︑

︿も・る

八㎜1

八川3 8月7日
八川−o 8月18日
八湿6 9月−日
八佃8 9月14日
八三3 9月29日

八9836月15日

八9715月21日

11 11

11

くもる一くらい

470

471
ぐらい一くらし

四伽3 いままで くらかった へやが︑あかるく
なりました︒

ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒

五431團 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る
五552 もうすっかりくらくなっていて︑空いちめ

こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ

してくれる︒

十四481

五十音というものは︑︿略﹀︑﹁ちがったか

あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し
1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑

1准ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら

まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西

ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒

九814園

その少年は︑︿略﹀︑そのいなか町にある商

あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

一︑二年ぐらいの男の子︑

に四五十メートルほってみることにしよう︒

ぐらぐら

自分ひとりぐらいどうでもいいというよう

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

すこしぐらいのことだからといって︑ご

どうやら︑あなたのむすごさんと同じ

たった九十センチぐらいのところでも︑

扇ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

このときぐらい︑しみじみと歌のありが

いまから五六千年ぐらいまえに︑

ぐらぐら

のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず

︵副︶2

3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえまくらがり ■うすくらがり

十五359

たさを味わったことはありませんでした︒

十四468

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十二529

︿略﹀手をついて︑いざり歩きになります︒

十二271

年ぐらいのむすごがいるらしく︑

十一8610囹

まかさなかった弟よ︒

十一4511

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十一242園

な︑無責任な︑ひきょうな考えを

十3112

業学校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒

十148

十1212園

そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑ 九922

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒
十四5411園

みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか

﹁なんと暗い︑寒い夜だろう︒﹂

寒いことも寒いが︑また暗さも暗かった︒

石ころなども︑ごろごろしています︒

十四903

十五226

十四904園

んに︑星がでていました︒

五個1 みそさざいが︑くらい木の中からきたので︑
さな鉄のねじが︑

暗い心になって︑じっとおじさんの看貫

に見入りながら︑

十五701

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒

六42 くらいはこの中にしまいこまれていた︑小
六506圏 くらければこそ光る星︑ねむりをふらす
夜の空︒

て︑かげがみえなくなりました︒

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

六515 そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ ぐらい ︵副助︶24 ぐらい
五552

八描2

したが︑

八梱8

いにふえました︒

八棚7

5㎝ぐらいになりました︒

八柵5

く植えました︒

八992

なをならべたもの﹂ぐらいに思って︑

六七2

七633 ばくちく花火が︑パンパン︑もうくらく 六324囹 これぐらいの風にまけるものか︒
なっている︒

らって︑

八209 あたりのくらくなりかけた夕ぐれをみはか
八222 もうすっかりくらくなりました︒

八746 青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の
﹁やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

ようにたちのぼった︒
九536囹

馬 壷 ・ で ︑ 南 の 方 へとんでいきましたよ︒﹂

十183 暗い木立︒

十一254 金次郎は︑とりが鳴くと︑まだ暗いうち
からおきて︑

木にしがみついたりしました︒

1動ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ 九399團

暗さ

九741 木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ

﹇暗﹈︵名︶1

くらし

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

﹇暮﹈︵名︶6

九襯7

くらし

十四902寒いことも寒いが︑また暗さも暗かった︒

︿らさ

1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ ました︒

ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

いていました︒

心心7

八櫛4

十一892 やさしい色がその目にうかぶこともあり
ましたが︑それも︑だんだん小さく︑しだいに暗

風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ
つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい

からごみをふきとばさせます︒

八㎜3

いていました︒

くなっていきました︒

十三484 ﹁ます﹂小屋のランプが︑きゅうに暗く
なりました︒

十四391囹 暗いとばりが︑たち切られる︒

十四4210圏 どんな暗い日だって︑それが明かるく 九152

〈らし一くり

472

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九幽7 なんとおだやかなくらしをしているのだろ
う︒

いくらしをしていることだろう︒

九界9 それにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽ

ラ

十6510 おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が
カユカりヘ

十一1911 いつのまにかびんぼうになって︑その日
のくらしにも困るようになりました︒

暗し

︽ーシ︾

︽ーセル︾

︿略﹀︑息をしたりして︑︿らしているのですもの︒
くらせる

ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

﹇暮﹈︵下一︶2

十二235

くら・せる

もうすこしすれば︑ごいっしょに一

いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑
十四1410国肉
︵名︶一

くらす

︽iシ・ース︾←お

両方をくらべてみて︑あまりちがわないこ

を︑くらべてごらんなさい︒

八塚4

それにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽ

とがわかりました︒

九爾8

いくらしをしていることだろう︒

能は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッパ

熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま

もごく小さなものです︒

これは︑茶わんのばあいにくらべると︑

わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑

十四652
十四687

だから︑どれもこれもみんな︑茶わんの

しくみがずっと大きくて︑

くらべるものもない﹃母の愛の喜び﹄

湯にくらべるのはむりですが︑

十四693
十五㎜7囹

呂いちキログラム・さんびやくくじゅうグラ

です︒

ム・さんびやくにじゅうグラム・しひゃくグラム・

グラム

にひゃくろくじゅうグラム・よんキログラム

すきとおった風がザアッとふくと︑くりの

いちろうはくりの木をみあげて︑﹁︿略﹀︒﹂

木はバラバラと実を落しました︒
九496

九497園

くりの木︑くりの木︒

くりの木︑くりの木︒

とききました︒

九497園

九498 ︿りの木は︑ちょっとしずかになって︑

くりの木は︑だまってまた実をパラパラと

くりの木︑ありがとう︒

﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

九504

九502囹

﹁日本人︑くりをおあがり︒﹂

あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな心

からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十97

たくりの実の落ちるころでしたから︒

十91

十810園

落しました︒

の奨むかしにさかえた︑ギリシアの︑同じめんの

お金がなかったときにくらべて︑お金が
絵はがきをそのすりものとくらべてみる

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒

十三564園

と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒

十三5510

できてからはどれほど便利になったか︑

十二鵬7

藝術とくらべて︑研究されています︒

十6312

九495

なかまと︑ くり ﹇栗﹈︵名︶13 くり

︽ーベ・ーベ

西洋の文化をとり入れることがさかん

クラブ

月をくらせるのだ︑
クラブ
ろくめい

十五5511囹

なときで︑鹿鳴館というクラブがあり︑

5せいくらべ

ぼくの

くらべる

なかまと

﹇比﹈︵下一︶14

きみの

どっちが多いか︑くらべてみょうではないか︒

三437園

ル︾﹇▽みくらべる

くら・べる

十三109 同じ名まえの人も世の中には多いが︑あ くらべ
﹇ 暗 ﹈ ︵ 形︶1

る人は︑幸福なくらしをし︑
くら・し

十四823図 燈台もと暗し︒
くらしかた ﹇暮方﹈︵名︶1 くらしかた
たがどんなにちがっていても︑心にあることを︑

十二472園だいたい人間には︑顔の色やくらしか 七482 はじめに書いたのと︑二回めに書いたのと

﹇暮﹈︵五︶8

なにか美しいものであらわそうとする雪持がある︒
︿ら・す

五366 私たちは︑石炭なしには︑くらすことがで

くらす
きません︒

五658 おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば
あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

八469 なんの不自由もなくくらしているかと思う
と︑友だちがいなかったりしました︒

十85 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑
十178囹 外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分
の國のことばのありがたみを知りました︒

十6511ずっと︑ひとりでくらしていました︒
は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四3410

山へいったこと︑弟やいぬをつれていっ

ばらばら落ちだした︒

この廣大なうちゅうにくらべては︑太陽 十二911

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑

十四5410園 明かるい地の上でくらしているかたに 十三6012畏くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ 十一376間あまがき・しぶがき赤くなり︑︿りも

十五梱2園 ぼくたちは︑あなたといっしょに︑

473
タリームー〈る

たこと︑くりがたくさん落ちていたこと︑

十二922 となりの友だちにさそわれていったこと︑
くりはあんがい少なかったこと︑

くりかえし

﹇繰返﹈︵副︶5

くり返し

クリーム δアイスクリーム・アイスクリームうり
十一245 金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑
母親にすすめました︒

十一266 その一まいめをめくって︑くり返しくり
返し読んでみると ︑

十一266 くり返しくり返し読んでみると︑
しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

十一2611 いつもその本を手からはなさず︑くり返

きました︒

﹇繰返 ﹈ ︵ 五 ︶ 7

くり返す

︽ーシ︾

十一2611 くり返しくり返し︑大声で読みながら歩
くりかえ・す

十403 同じことをなんどもくり返してみたところ
﹁ハイ﹂﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返しま

で︑かわりのあるはずはない︒

十514
した︒

たろう
十一586 いくどもくり返しているうちに︑太郎は︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返しなが

︿略﹀すらすらといえるようになった︒
十一677

ら︑中へはいりました︒

十三310 これをいくどもくり返してたしかめ︑
くり返して読む︒

1

くりくりさせる

︽一

十三407 その間︑かた手に持ったさっきの手紙を

︵下一︶

十三411園 なんべんもくり返して読んだよ︒
くりくりさ・せる

くりごと

小さな声でうったえる私のくりごとを耳
︵名︶一

クリスチャン

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五629
クリスチャン

そのころ︑もう熱心なクリスチャンに

なっていたが︑ある日のこと︑せい書をギリシア

十五5711園

クリスマス

語で読みたいといいだした︒

︹課名︺2

四32八クリスマス⁝⁝⁝八十一

クリスマス

クリスマス

あかるくかざったクリスマス︒

きょうはたのしいクリスマス︒

︵名︶5

四811八クリスマス
四813圏

クリスマス
四816︹圏

そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の

そのうちにクリスマスの日がめぐってき

クリスマスの木の下にすわっていた︒

十四9712

十五672
た︒

日曜学校の生徒であった私は︑そのクリ
クリスマスツリー

スマスに得意の銀てきをふいたが︑

十五674

︵名︶2

︽ーイ︾

くりひろい

太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま

なかみはそれぞれちがっても︑﹁くりひ

﹁くりひろいにいった︒﹂と書いた︒

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十二9010

十一一9110

ろいにいった︒﹂といい︑

十二9212

︵下一︶ 2 くりひろげる

黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ

くる

曲る

︽キ・クル・クレ・

日記をくりひろげ︑︿略﹀あたりを︑声

﹇来﹈︵力量︶鰯

高らかに読みあげられた︒

べんきょうし
くて
るのです︒そうして

このかわらき
にます︒そうして︑た

﹂ここまできたとき︑とみこさ

んどをひろっき
てたのですね︒﹂﹁︿略

一5410園

い

二68

Q15囚圃

二234園

きていましたよ︒﹂﹁︿
も︑ゆりの花に

二263園

二262園

きました︒﹃︿略﹀︒﹄と
うおとがして

きました︒きゅうりが
うりがながれて

くつがながれて
きました︒きゅうりが

きました︒きょうは︑
︑おはなしをして

二338園

二252

きました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
たので︑やめて

一611園

一544園

一534しゃしょうさんが きました︒ ︵七︶

一521
かぜがふきこんで きたので︑目がさめ

一501う
0さんがまわって きていいました︒﹁︿

一483 ︵四︶ きしゃが きました︒かくせいき

一464
くしたちのぼんが きました︒かばんを

一386
るようにはしって きます︒あさがおの

一383 いぬがはしって きます︒しろいこい

一38O
2 いぬがはしって きます︒しろいいぬ

やってくる・よしきた

コ・コイ︾ ■おちくる・がいこくからきたことば・

くる

十五736

られ︑にぎやかな話が続く︒

十三298

︽ーグ︾

くりひろ・げる ﹇繰広﹈

わたくしは︑ねえさんとふたりで︑クリ

クリスマスツリー

四824

スマスツリーをつくりました︒

くりぬく

四844クリスマスツリーのそばで︑みんなであ

﹇栗拾﹈︵名︶6

くりぬいて︑ふねをつくるがよい︒

﹇剖貫﹈︵五︶1

そびました︒
くりぬ・く

三268

山にいって︑くりひろいをすることか
たろう
﹁︿りひろいにいった︒﹂太郎が︑こう
いう短い文を書いた︒

十二908

な︒

四289

ましょうね︒

四237團そのときは︑山へくりひろいにいき

くりひろい

十5610 ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

セ︾

﹇繰言﹈︵名︶1

木の下におりていってしまいました︒
くりごと

一一

二592園 いだはたらいて
きました︒二年生も︑

きました︒みると︑わ

きます︒おかあさんの

きます︒﹁︿略﹀︒﹂こう

きます︒﹁︿略﹀︒﹂じろ

きます︒﹁︿略﹀︒﹂いち

四249国

四248国

四123

四114

四46

三下2

三麗7園

ちゃんがそばにくるような氣がしま

もどきをとってきました︒そうして︑

の町と︑いったりきたりします︒ここ

みんなあつまってきます︒こくご︑しゃ

らせは︑ここからきます︒学校にはい

にのっておりてきました︒すると︑し

ました︒﹁さあ︑きたぞ︒﹂けらいたち

三786園 いあさかえってきますよ︒だれにも
三927 でください︒みにきた人が一本ずつ
三鵬8 いばんあつまってきて︑おじいさんの
三鵬5園 こてんにつれてきたら︑おまえにく
三柵4 りました︒あきがきて月がうつくしく
三柵4園國からむかえがきて︑かえらなければ

二3410園 そばによって きました︒はじめの

きます︒そうして︑こ
二605圏︸年生がはいって

四255国

いって︑あそんでくることかな︒おば

くるところです︒﹂

きます︒たろう﹁おと

50

48

2

4

6

へ︑じろ う が

こが︑走って

うが︑走って
おじいさんが

二652園

きます︒﹁︿略﹀︒﹂手に

二392

54

6

うが︑走って

54

8

二476 いちろうが

二467園く
︑もからでて

が山
︑ へのぼって

ぞうがとんで きた︒﹄ とうたいな
二378圏國

かぜがふいて
くる︒﹂みんな﹁ふいて
四293

一一

でででででで
てててててて

心からうまれて
くるものだという

四297

うさぎをもらってくることかな︒じぶ

四319團女の生徒さんがきて︑ないているわ
四382園

うちへかえってきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

四361囹ばが︑ひびいてきたのです︒わかりま

きます︒﹂﹁︿略＞Q﹂﹁︿
においがして

きます︒ぼうしかけが
三313園光がさしこんで

三202 ︑だんだんふえて
きました︒先生が︑こ

きました︒はんたかの
三174 こてんにあがって

四537

四5010

四497

四481

の音がひびいてきました︒二十九わの

四4510囹

の音が︑ひびいてきました︒下からね

とが思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

きました︒白いうさ
あるところに

四392

三342囹

のまえにのびて
きました︒それをみ

三374園

四5410

島にはかりうどはきませんが︑大きな

にかおっかけてきやしないかと思っ

きます︒﹂先生がこく
三383園 じってきこえて

四552

ぼくがさがしてくる︒﹂かっちゃんは︑

やんはねつがでてきたので︑みんなが

から︑風がふいてきました︒あせをい

高い山のそばにきました︒その山の

きて四かく︒﹂ひとり
三425囹 ら三かく︑また

みんながはこんでくるたべものも︑お
四598園

四565
きたかったのだ︒あは
海をわたって

四871

︒しかし︑降ってくる雪は︑まつ黒だ︒

﹂とないた︒冬がきたので︑よろこんで

三722

四921

四876うか︒風がふいてきた︒すみがまの上

きてはきました︒け
ほうきをもって

三778囹 ころへかえって
くるのです︒だから︑

三455囹

三441

きました︒白うさぎは
を大ぜいつれて

三162

三142
心からうまれて
くることもわかりま
三152 てんのいり口まで
きますと︑門ばんが

三141

きた︒﹂みけ﹁やあ︑か
二659園 あかるくなって

一一

までさんぽしてきました︒おみやげに

R園 ﹂みんな﹁ふいて くる︑あたたかいか
W園 あかるくなって きた︒﹂みんな﹁あかる

5了

U5 U5

三7710囹きっとかえっき
ててくれるの︒﹂と︑

ないしてはいってきます︒かめ﹁ここが

四931 みあげて︑降ってくる雪をながめる︒
四937 ︑どんどん降ってくる︒降ってくる雪
四938 ってくる︒降って︿る雪はみんな黒
四952 だん下におちてくる︒よくもあんな
四麗6 ごへかめがでてきます︒かめ﹁うらし
四柳9囹 だんちかづいてくる︒﹂ 三のばめん

五五五五五五五五五五五五五五五五四四四四四四四四四四
3938292827252525252016141198612912了127123122116112111109108

お友だちから手紙がきました︒そのかたは

︒店をでてすこしくると︑どこかのおじ

をもらって帰ってくるとちゅう︑よその

日でいって帰ってきたのですもの︒どこ

くると︑でむかえにきていたおねえさんを

した︒駅の出口までくると︑でむかえにき

にこにこして帰ってきました︒駅の出口ま

になかよくなってきました︒ほんとうは

おくんから手紙がきたよ︒﹂みつおさん

︑配たつをする人がきて︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ばさん︑わざわざきてくださって︑すみ

﹀︒﹂﹁むこうからきた汽車とすれちがっ

ちゃんが︑乗ってきたよ︒じろう︑せき

︑汽車がはいってきたよ︒﹂シュ︑シュ

︒川は野原におりてくる︒野原をゆっくり

とりの女がでてきます︒女﹁もし︑そ

いにおいがしてきます︒みると︑むこ

のまつ原へでてきます︒りょうし﹁き

世に生まれてくるまでは︑なん百年

でたびをしてきたのです︒けれども

まてばこをもってきます︒おとひめ﹁こ

が︑たくさんでてきて︑にぎやかなお

ちそうをはこんできます︒おとひめ﹁さ

いうな魚がでてきてならぶと︑その

333102101096839346736124535107
園重
園頓句
囹園 尊書囹園

冬がすぎて︑春がきたからです︒山のて

団

くる一くる
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五4210国︺まえを︑いったりきたりします︒

一日半

六104 っぱいにさしこんできた︒すると︑ねじが

六87計屋さんがはいってきた︒時計屋さんは︑
六97 がまた心配になってきた︒親子はそうがか

六869とりの年よりがでてくる︒年より﹁もしも
六895そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも
六909 つきの女の人がでてくる︒女﹁海の神さま
六918をあんないしてでてくる︒海の神﹁さあ︑
六939たくさんつれてでてくる︒女﹁魚どもをよ
六961園
つとここへよんできてくれないか︒﹂女﹁
六963 ︑たいをつれてでてくる︒たい﹁なにかご
六982圏園
ばりが︑ でてきて神さまお喜び︒

五522圏 になって わいてくる︑ わいてくる︒

うにしき台をおりてきて︑あせをふきます

六槌11園 ︒﹁おかあさん︑きてごらんなさい︒早

六995さな虫めがねがでてきた︒﹁︿略﹀︒﹂と思い

五488 っぽいながれこんできた︒いい氣持がして

びき︑ゆっくりでてきます︒大きな荷物を

五546

さんが︑かけよってきて︑﹁︿略﹀︒﹂空のま

六134を運びながら歩いてくると︑のどがかわき

五523間てくる︑わいてくる︒七星ゆう 六121おいて︑町長さんがきた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

力をあわせて運んできます︒獣加泣物す﹁

のさかながおよいできました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

つさんはあとからきますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

21

21

おや︑ありさんがきたよ︒﹂バイオリン

六柵11園 ︒﹁いいところへきてくれた︒おなかが

六鵬4園 んでもいいから︑きてください︒﹂ぼく
六鵬7 ようにして︑つれてきた︒そうして︑ぼく
六描8 ばくおんがきこえてきた︒弟のだいすきな
六価4 海外からひきあげてきた子で︑來年小学校
六佃6 生きとうきあがってきました︒つぎに骨の
六伽7 ようと︑りすさんがきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
六協4 ︒おにがあちらからくると︑こちらへかく
六伽9園 って︑追いかけてくるんだよ︒﹂﹁ ﹂
六儒3園 略﹀︒﹂﹁ここまできたら︑もう安心だね

雪がたくさん降ってきます︒1まく一

びんにいれてもってきます︒それをきりぎ

す一︑二がはいってきます︒あり三﹁きり

︑だれかたずねてきたらしい︒﹂あり一︑

すが二ひきたずねてきます︒ぼうしもかぶ

あり三﹁風がでてこなければいいね︒ふ

て︑﹁雪が降ってきた︒﹂あり二﹁今夜は

また︑すごいのがくるぞ︒﹂16また︑風

から︑とびあがってくる親子のつばめ︒27

空がうす赤くなってくる︒タやけ雲がうか

いつもでてくる小人たち︒

ふと

かかしの方へとんでくる︒35親つばめと
したが︑﹁ここへきてごらん︒ほら︑よ

ち︑

年生の子が︑学校にくる道で︑はき物に角

六589して学校までつれてきました︒この人は︑
六624した︒くつが流れてきました︒そこへきゆ
六624 へきゅうりが流れてきました︒きゅうりが
六709ねえさんが︑帰ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七42夜明けの風が流れてくる︒中庭のキャベツ
七49囹いちばんはじめにくるのは︑だれかな︒
七52園鳴らして︑走ってくる男の子かな︒﹂朝
七53光がななめにさしてきた︒校舎の半分が光
七57囹の空にきえた︒﹁きたきた︒やっぱりあ
七57園にきえた︒﹁きたきた︒やっぱりあの男
長84学校のにおいがしてくる︒しおがひくよう
七91 らラジオがきこえてくる︒星のちらばった

六幽2 そり︑そばに歩いてきました︒うさぎさん
六川5囹 ら︑あとをつけてきたのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六襯8 ︑山のふもとにでてきました︒やっとしず
六備2 つばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑う

ああ︑またふいてくるよ︒早く︑早く︑

の葉の船が流れてこなかったら︑どうな

五567 略﹀︒﹂じゅんばんがきたので︑みせていた 六143 ︒けれども︑だれもきてはくれません︒﹁︿

五589 は︑まもなく帰ってきました︒ごろうさん
五594 た︒私は︑いまみてきた土星を︑紙にてい
五661 のさかながかかってきました︒金のさかな

五644園 きからせわはしてきたが︑日に日に大き

びますと︑すぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

五675園 一つも︑もらってくればよかったのに︒
五6710

解709

五692 びますと︑およいできてききました︒﹁︿略
五762 金のさかなは︑でてきていいました︒﹁︿略

七月十

ら水がわきあがってくるようです︒﹂﹁︿略

五786 のにわから︑持ってきてくれたのでした︒
五7910

﹁子どもたちがくるまでに︑そこらを

五804 なかがあつくなってきました︒﹂

よびながら︑走ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五852園
五857

五8510園

5

五858囹︑みんなそろってきたな︒おや︑おまつ

3

やい︒すぐ帰ってきまずから︒﹂29親つ

け︑また︑もどってきてかかしの近くにと

6

園〔i圓

五866 ︑ひとりの子どもがきます︒りょうかんさ

1010

41

五937 大きな月がのぼってくるところでした︒﹁︿

7

ノ

49

■」

五974 り鳥のむれがとんできます︒その中には︑
五二2 てきます︒すずめがきたとき︑ひわが︑﹁︿

園

9

6

7

4

31025310
園
園三園
囹囹

1114

9
ノ

54

2

一遇閂

ノ

ノミ

囹

隔轟閂
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58

5

五聖1 ます︒人がときどききて︑水道をつかいま
五悩2 ︑くらい木の中からきたので︑ひわが︑﹁︿

罫描1 のまつの木におりてきました︒ひわは︑そ
五七1園み︑きみ︒．おりてこないかい︒ぼくの友

五皿8 んが学校から帰ってきました︒旅のひわは

六75 おくからかけだしてきた︒男の子と女の子
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女の

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七
575454535251504了464645413837322928262624242220201413111099797

ました︒草のそばにきて︑口をくっつけま

八582 目のまえにひらけてくる︒いままでのぼっ

八583 ︒いままでのぼってきた方をふり返ってみ

八616 ちはすぐとびだしてきた︒そうして︑みど

ひるは︑ひながでてくるまえに︑もうつか

ぐにうかびあがってきて︑うまくおよいだ

略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よりのあひるが

八6010

八586 むりをはいて走ってくる︒みんな手をあげ

るとき︑追いかけてきて︑かかとや足の指

八663

くらませて向かってきた︒ズ略﹀︒﹂といっ

八681う一わの鳥がとんできて︑そのみにくいあ

八629

八705

とぬま地へはいってきた︒あわれなあひる

して学校から帰ってきたすえの女の子が︑

ができました︒春がきても︑たまごはその

八747

八774 ますはげしくなってきた︒あひるの子は︑

八838 れた︒

八807 氣と日の光が流れてきた︒あひるの子は︑

になって︑よそからきたあひるの子は︑す

からだがはみだしてきました︒せなかがで

八784

八856 そのうちに寒い冬がきた︒あひるの子は︑

秋がきた︒森の木の葉がこ

八886 に︑大きな庭の中にきていた︒そこには︑

︵四︶

ている野原へおりてきました︒そこには︑

びきの馬車が走ってきます︒中には天帝が

八8810
のたんぽぽをつんでくると︑王さまは︑﹁︿

って︑ふえをふいてきました︒ふたりは︑

八913 ようは︑その受けてきたまずしさとふしあ

八901 ゆったりと近づいてきた︒﹁一﹂かわい

八892

き︑王女がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂こ

八916 は︑そばへおよいできて︑くちばしでかる

うだ︒新しいのがきた︑きた︒﹂と喜ん

八918 た︒小さな子どもがきて︑水にパンや麦を
八921園

ていって︑もらってきたパンやおかしをな

なものをさがしてきてほしい︒そうして

八925

八921囹新しいのがきた︑きた︒﹂と喜んだ︒七

はくちょうのまえにきて頭をさげた︒新し

も︑やっとめがでてきました︒水にひたし

八974

八9211
の人は︑﹁幸福﹂がきたとは知りませんか

聖心9 い葉がたくさんでてきました︒新しい葉は

八㎜2つ新しいなえがでてきました︒これで︑も

八梱1 は︑まるまってでてきます︒ずっと日でり

の人も︑﹁幸福﹂がきたとは知らなかった

家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らないよう

11月19日

八佃9

八佃3 をわけました︒風のくる場所で︑目の高さ

きれいなお米がでてきました︒
たれて︑いま歩いてきた足あとをみると︑

すびを一つにぎってきて︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

じきのようなものがきて︑にわとりをぬす

幸福をわけておいてくるつもりでした︒こ

ら人の声がきこえてきます︒王子はふと立

シャツをもらってくるように︒﹂と︑お

すというものがでてきました︒その人は︑

い思いがこみあげてきた︒﹁︿略﹀︒﹂そうい

知らぬ人がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と

ちょうがあらわれてきた︒はくちょうは︑
がり︑ふえをふいてくる︑わかい男にであ

をおる音がひびいてきます︒天帝は︑そっ

へなかまが集まってきて︑にぎやかな音樂

も︑はっきりとしてきます︒黒いところは

こで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日をま
︒上からつたわってくるあたたかさと︑か

ありありとうかんできて︑思わずなみだぐ

へ飛行機でもとんでくると︑そのあわてか

たりしました︒客がきているときなど︑あ
︑すぐまいもどってきます︒うじどころか

56311189326627104510410366589156213
七二

た︒夜つゆがおりてきた︒かしの木は︑あ

︵二︶

のをさがして歩いてくる︒甲﹁どこへいっ
︒裁判官がはいってくる︒裁判官﹁いった

かんを持って遊びにきている︒よい天氣︒

月さん︒毎日書いてきたあさがお日記︒は

そとからとびこんできた︒よっちゃんたち

ふっと︑風がふいてきた︒おかあさんの鏡

生の唱歌がきこえてきます︒つばきの花が

をすませてもどってくると︑たかやま先生

くのところにとんできた︒ぼくはよこだき

ルがピュッととんできた︒ぼくは︑しっか

の声が耳にひびいてくる︒センターが︑外

のまえにもぼうしがきた︒私も喜んで︑い

あったが︑旅をしてきた私には︑しみじみ

へ︑はるおが帰ってくる︒はるお﹁にいち
︑さぶろうをつれてきたのでした︒﹁︿略﹀

んが学校から帰ってくる︒兄﹁おかあさん︑

が︑青くかわってきたんですよ︒﹂母﹁は

いこんの葉をとってくる︒兄は︑しいくび

葉を一まいとってきてね︒ぼくは︑びん

おむしをさがしにくるのさ︒﹂はるお﹁あ

ちゃん︒なにしにくるの︒﹂兄﹁あおむし

すずめはなにしにくるの︒﹂すずめが︑

︑すずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁しずかに

ようちょがとんできた︒﹂男の子三﹁白い

の子三﹁このまえきたときは︑風が強か

の唱歌が ︑ き こ え て く る ︒

の音樂が︑ひびいてくる︒学校の運動場に

を書くことになってきたのでしょう︒﹁︿略

11055841941921111228211985101025417
園 園囹囹囹園囹園

どこかからにげてきたのではないかと︑
七832園
七924おくへはいってでてこないので︑小屋へ頭
七973 ︑巣からはいだしてきました︒草のそばに
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︑くだけた米もでてきました︒ほしてすぐ
﹁かねた

九473

九452二公子﹂の話にでてくる︑セドリック少年
︑
いちろうのうちにきました︒

たものがあらわれてくるでしょう︒この﹁
九598

九575二
みました︒それできたんです︒﹂﹁︿略﹀︒

九㎜4 だんきれいに光ってきました︒あかちゃん

九伽2 子もり歌もきこえてきます︒くもは︑その

がだんだん近づいてきます︒﹁︿略﹀︒﹂くも

ように思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

九梱3

九m7 だしたようにふいてくるので︑あみがゆれ

九柵3

月はもう頭の上まできていました︒つゆが

つらとねむくなってきました︒﹁︿略﹀︒﹂く

︑
風がどうとふいてきて︑草はいちめんに

とき︑さっとふいてくる風であり︑竹やぶ

九備1

九川4

このことを知らせてきました︒協会では︑

が︑きゅうに落ちてきたことがあります︒

いることを知らせてきました︒そのつばめ

つばめたちを運んできました︒さいわいな

いう羽音がきこえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂思

九幽5

九二3

おそろしく思われてきました︒白ばらの花

とひどいことをしてきたものだろう︒くも

︑しだいにかわってきました︒ちょうちょ

タリポタリと落ちてきました︒くもは︑目

あさんをさがしてくるのです︒﹂﹁︿略V︒

九867園︑めいめい持ってきた物があるか︑おし
九899園ってやるよ︒さあこい︒﹂ふたりともむ

九衛5

九二1

九餅6園

九髄8 て︑こちらにとんできます︒あみにつきあ

塩鵬5

九榴2分のからだがはれてくるし︑いたいし︑苦

九捌6 ︑まっすぐにとんできました︒ブブブブー

九8411囹
ろなことを知ってくると思います︒みな

︒﹁きょうはよくきてくださいました︒
九609園
九621囹るのです︒﹁あ︑きたな︒ありのように
九703園いったら︑どうかきてくださいませんか
九727園ットル早く持ってこい︒ニリットルにた
九728園どんぐりもまぜてこい︑早く︒﹂ぎょし
九753いうはがきは︑もうきませんでした︒やつ
九789 ︑かごなどを持ってきて︑かしてくれまし

ぴょんぴょんかけてきて︑
﹁十﹂でとまる︒

じょうぎをひろってくる︒やまだたかぎ

こへやまだが帰ってくる︒両方ともあいて

し物のようすででてくる︒首がいたいらし

地面をみながらでてくる︒なかなかみつか

十54 かな音樂がきこえてくるようだ︒どこから

九四7

田幡10

九衛9

九衛8

いると︑風がふいてきました︒風と思った

と光りながら落ちてくる夜つゆをみている

小鳥のようにおりてくる︒とちゅうでころ

るようだ︒ふもとへきて︑急停止すると︑

︑みんなのあとからこられた︒はじめは二

十114

十1012

十710

十74 ずらしそうについてきて困りました︒そう

十56

十1110

十119 おとうさんのそばへくるようになりました

めた落ち葉を持ってきて︑おとうさんにく

道をして谷をおりてくると︑そこに小石で

十124 えらんで︑ひろってきてくれました︒こう

十131圓

十127 おとうさんのそばへこない女の子もありま

十125 おとうさんのそばへきて︑さまざまなこと
しまった︒ここまでくると︑でんりゅう川

にのこしておいてきました︒わたしは︑
るところの近くまでくると︑いい味の水は

が流れこむところへくると︑ときどきあま
︑四十キロあまりもきてしまった︒ここま

けてそのまましみてきたかと思われるよう

の少女たちも遊びにきています︒いずれも

の石がきのところへきては︑遊んでいまし

なにうるさくついてこられたときには︑お

どこからかきこえてくる︒美しいものは︑

は︑もう目のまえにこられた︒はげしい制

わらいながらおりてくるもの︑まじめな顔

のりとしらみかけてきました︒﹁︿略﹀︒﹂こ

ぱめがすいととんできたのでした︒くもは
らボタンをひろってくる︒﹁︿略﹀︒﹂やまだ

410925368735811117294

樂のねうちが生きてくることになろう︒

がはじめて運ばれてきたのは︑九月十七日

ず︑へやにはいってくる人があると︑たち

ながら舞台はしまできてとまる︒またじゃ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九
123 123 123 120 119 110 109 109 109 105 96 95 93 93 93 92 92

ばのつばめをつんできました︒そこで︑な

は︑同じ家に帰ってくるといわれています
︑同じ巣へもどってくるというのです︒富

ません︒日本に春がくると思うと︑もう矢

らしいお客の帰ってくるのをまちこがれて

へいそいそと帰ってきたつばめをむかえる

います︒こちらへきてから︑もう四ヶ月

ります︒こちらへきたときは夏の暑いさ

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなとい

だもしっかりしてきました︒ぼくがいま

︒三びきもとってくると︑うちの家族七

がだんだんへってきたそうです︒まえは

いて︑なにかでてきそうです︒なん十メ

ガサガサと落ちてくると︑うれしくなり

て︑やっとおりてくると︑からだじゅう

下を向いて登ってくるのがみえます︒道
くたちがこの村へきたころは︑湖には美
にかがんが渡ってきました︒かももきま
きました︒かももきました︒山には︑つ
つぐみや︑ひわがきました︒そのほか︑

124

だのは︑雪の降ってくるところをあらわし

り︑竹やぶを流れてくる風であり︑町の通

22181171091054132838319537471963274
團国国国圏富戸團国團団團団国

おとうさんのそばへきて︑あいさつをして
十一115

十一49

十721一

へ︑だんなが帰ってきました︒すると︑太

十一739

そばのベッドまできました︒医者は︑せ

ボートが近づいてきた︒﹁︿略﹀︒﹂子ども

十﹇7812

十一778

十一765

のへやにはいってきました︒少年は︑す

した︒医者は二どきてみて︑いくらかよ

か飲み物を持ってくると︑コップなりさ

十一743園う︑いなかからきたのでございます︒

春がさって夏がくる︒たんぽぽのわた

十一819

くの山から運んでくるのもみえる︒なに

十一123

遠い國から旅してきた旅人のような氣持

たろ う

−黒い雲が流れてくる︒はげしいにわか

﹂と︑太郎がそばへきて︑外心ではどんな

十一137

︑看護婦が持ってきてくれる︑すこしば

いる声が︑きこえてくる︒5ひとりの子

十一196ちが困って頼みにくると︑町民よく︑物

オルガンがひびいてくる︒窓をあける女の
︑よちよちと歩いてくる︒母親が︑両手を

毎晩︑家に帰ってくると︑書まの働きで

金次郎が生まれてきたのです︒だから︑

少年の方へとんできました︒少年は︑父

十一203

助手がかけよってきました︒少年は︑ま

十一2112

十﹇824

川﹂の歌がひびいてくる︒小川の水︑きら

きり︑おまえがこないから︑どんなに

V︒﹄って手紙がきたきり︑おまえがこ

十一867園

十﹁835園

十一894

十一835園

返してもらってきましょう︒﹂母親は︑

って木を切ってきてもうけますよ︒﹂
︑子どもをつれてきました︒そうして︑

うにか切りぬけてきましたが︑いまはど

十一248園

十﹇895 をつれてはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一243囹
十一2412

ました︒お正月がくると︑例年のことで

十﹇9211 んと口にのぼってきました︒﹁︿略﹀︒﹂そ

十﹇912

十一235

ゆうになってかけてくる︒工員は男の子を

どりで︑家に帰ってくる︒道ばたにさくた

十一275

かぐらがまわってきました︒たいこをた

の山︒おしだされてくるトロッコ︒こうこ

す︒庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声や

十一327圃を︑海こえてきたつばくろが︑す

十一275

すずしくなってきた︒

あまが

︒ここへっれてきたときには︑もうす

やがて︑困るときがくるにちがいない︒そ

十一372團

いももふとってくるようす︒

かえでにうる

きの一枝をおってきて︑それをしずかに

ていた︒電車は︑くるにはくるが︑みな

十四ー41

たちがひきあげてきました︒せまい家な

しゅの色がさしてきた︒文雄は︑それが

︒学校から帰ってくると︑わたしは民ち

十二232

︑学校から帰ってくると︑姉が大さわぎ

十二253
十二295

ぽたぽたと落ちてきたりした︒けれども

十二2911
外山から帰ってきた

十二324

十二314

︒私は︑近づいてくる足音を感じました

︑サリバン先生がきてくださった日であ

このごろふとってきて愛らしくなった民
イタリアへ帰ってきて︑ナポリに上陸し
外國から帰ってきたのです︒﹂﹁︿略﹀︒

十二361

ような︑めばえてこようとする心のはた

がぼうしを持ってきてくださったので︑

そ

十二375

十一一3212 私を愛するためにきてくださった

いなかからでてきたんですよ︒おかあ

十二407

十二4611園動物などもでてくる︒それが音調や歌

るサリバン先生にきていただくことにし
︒それでぼくがきたのですが︑どこが
のはしにはいってきました︒さっきの看

医者さんがみにきてくださるだろう︒

たドアのまえまできますと︑その中には

﹂と︑看護人

近くにある村からきたのでした︒少年の

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

十ニー05 人のそばによってきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたず

十二96囹とで家に帰ってくるのは︑ちょうど︑

十一﹇85 から家へもどってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と

十二73

十二610 とりの少女がでてきましたので︑﹁︿略﹀

プの中から取ってきました︒そうして︑

ら白くさしこんできたとき︑医者が︑看

はいよいよせまってくる︒かれは︑四丁を

十一374圃

りも高くはえてくる︒

さやまめ・と

しぎな宝石とされてきたが︑しらべてみる

十一3810圃

れながら︑電車のくるのを待っていた︒

峡をこえて内地にきたのは︑ぼくの二年

きよう

はかかる︒それが︑︿る年もくる年も︑う
︒それが︑くる年もくる年も︑うまくいか

十一472

び︑赤しおがよせてきた︒そのため︑千千

うまくを切り取ってきて︑一種目手術をほ

に︑赤しおもよせてこなかった︒海水の温

9

囹園

た︒門からもどってきて︑道にでたとき︑
︑すいすいとういてきたかと思うと︑また

ふうにゆきづまってきたのでしょう︒思う

て︑たくさん取ってきた︒えんがわにつく

かざった︒月がでてきた︒まんまるくてき

51

野営園

ども︑はっきりしてきた︒半円眞珠が思い

新しく母貝を求めてきて︑やりなおしにか

坑内から地上にでてくる︒まぶしい日光︒

手をのばしてついてくる︒11病院の庭さ

十︻829

1188212951765552274741143103279
けのこが一本はえてきました︒私は︑たけ
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そちらからふいてくる風にあたっても︑
十667園
がどっきを運んできてはたいへんだから
十676園
十694のまん中にかかえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十十十十十十十十十十十十十

くる一くる

478

479
くる一くる

十二581 けっして村へでてきてはならない︑もし

十二4711囹 うさが生まれてくるのだ︒たとえば︑

まだなにも降ってきもしないのに︑﹁︿略

に降 る の に よ く き た な ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

﹁赤

とが︑目についてきたのです︒熱心な学

めぐって︑聞えてくる︒ああ︑季節のこ
に︑地動説が出てきました︒これを最初
は︑年々高まってきました︒しかし︑問
の解りが鳴らして來る鳴りものの音がお

の方からひびいてくる︑いろいろなもの

︑そうじに行って來るよ︒ちょっと落ち

ない︒すぐ帰って來るんだから︑きみも

っかまえに行って挙るよ︒母うしのそば

だよ︒すぐ帰って葬るんだから︑きみも
︑世界をまわって來た人です︒だから︑

＋四1412団
ことが思われてくるのです︒おかあさ

十四47 ︑そこからさしてくるとうとい光のため
十四62 胸にまでせまってくるではありませんか

十三551園︒﹁ああ︑よく來たね︒なにかおもし
十三586園いに︑旅行して來なくちゃだめですね

人たちが集まって來て︑糸屋さんをとり

の意味がわかってくると︑いっそうその

がら︑ふれ歩いて塗る︒やっと目がさめ

れになってとんで隠ると︑ふえの音がお

えが天から鳴ってきて︑ホートンをにぎ
ちらちらと降ってくるのも︑このころで
くたくさん舞ってくる︒小さな光ったわ

十四205外國からはいってきたことばが︑いろい

たままとびこんで來て︑受話器をとる︒

鳴る︒だれも出て來ない︒一どとぎれて

＋四2510ことばがはいってきたのは︑品物からだ

十四259れそうな氣がしてきた︒それから︑外國

十四256が世の中にできてくると︑ことばも︑そ

十四253とが心にうかんできた︒ものとことばが

十四2411 っしょにはいってきたので︑たとえば︑

國からはいってきたことばは︑英語だ
十四237園
ろいろはいってきている︒たとえば︑
十四238囹
十四245な國からはいってきて︑日本語になった
十四246 ︑ふしぎになってきた︒それで︑私は︑

のごろちっとも曾てくださらないじゃ

十四264ダ医学がはいってきたときに︑また︑チ

＋四2512 つしょに傳わってきたのにちがいない︒
十四261 ︑日本にはいってきた西洋医学は︑はじ

⁝⁝え︑うちに來たんですか⁝⁝へえ
たけだ
マンシュウから來た竹田さん︑おいで
きょう︑うちに撃たんだって⁝⁝うん

十二価3 な歩みをたどってきた日本を︑これから

十二柑4 にもてはやされてきました︒

十二佃3 ︑どんどん育ってきました︒

浮世絵

まき絵書

はるかな谷川を
ぶが 一びきとんで來る︒

十三444いは︑舞台に出て來る人が︑ただひとり

十三438囹ちゃんが帰って健たんだってね︒よか

十三433国王生きて帰って來ました⁝⁝﹂しばら

十三432團園生きて帰って來ました一か︒︵顔

いてい大陸からきたことばだ︒それが
十四276園

十四271たときに傳わってきたのだということが
十四273ことばがはいってきたのだろうかと思っ

＋四2612の油絵がはいってきたときに傳わってき

＋四2610 っしょに傳わってきたことばであろう︒

＋四2610
洋音樂がはいってきたときに︑いっしょ

十四266 ツ医学がはいってきたときにそれぞれ傳

十三510 は︑希望の帰ってくるとき︒新しい勇氣

十三479

台のまん中に出て与る︒ 三郎手紙を読

ん︒それで今晩煮るんだろう︒六時ご

十四2511
問などが傳わってきたときに︑そのこと

やんが︑帰って來たんですか⁝⁝いつ

って︑風がふいてくると︑ころころとこ

十四1511団
いしに行く日のくるまで︑いままでよ

続く︒いかけ屋が來る︒これも︑いろい

れている︒糸屋が來る︒荷車をひきなが
︑ゆっくり歩いて塗る︒でんでんだいこ

50

51

51

十二601 ︑朝から集まってきた︒長者は︑なんと
十二608 くれそうになってきた︒このとき︑高ど
十二6012 ほどまでもどってきた︒それで︑のこり

十二6110 きはいつもここへきて︑岩屋の入口で三
十二629 ︑のどがかわいてきた︒水を飲もうと三
十二711 うして︑毎朝早くきては︑芭蕉のおきな
十二7112

十二717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ
十二735 ぶのものが落ちてきて︑子どもたちや︑

十二745 れがたから降ってきました︒みるみるう
十一一7510園

十二748 もたくさんとってきてくれてあるし︑そ
十二7512囹 と︑どうしてもこずにはいられません

十二766 なにか持ちだしてきました︒それは︑赤

そんなご

十一一897 いかたもかわってくるであろう︒食事の

十二779 けい場にもどってくると︑中戸人らしい
十二924 みじの枝をとってきたこと
︵三︶

十二9210 それぞれちがってくるのも︑やはりこの
とばが み が か れ て く る ︒

十二948 のが思いだされてくる︒太郎は︑秋の青

十二9310

ある写

十一一954 の学校にうつってきたときのことを思い
十二9512 よって生かされてくる︒ 十一

十二㎜8 も外居から渡ってきていましたから︑こ

50

95196
54

十三449シュウから帰って來た眞早くん︑おしま

十二佃1 が新しくはいってくることは︑外國人の

十十十十十

十三610 いて︑おしよせて來る︒ああ︑そのさか

え

．．．．

園囹医】園医】囹

十三63 からここに帰って來て︑私たちの頭上に

うきよ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
434140403939383了37363636363535322929292928282213137
1 12 9 5 2 2 4 7 5 7 5 4 1 10 2 1 10 7 4 4 8 5 2 12 6 5

くる一くる
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れば︑盛期からきたことばが調べられ
＋四2712園

＋四2710の中で︑西洋からきたことばをできるだ

研究で︑外患からきたことばの中で︑西
＋四2710

十四277園時代にはいってきて︑長いあいだつか
十四278園ように思われてきたのだ︒﹂とおっし

十四8511ふんだんに降ってくる雪の中から︑一ひ

十四852空を旅して降ってきたか︑おのずから知

＋四8412た︒空から降ってきた雪の一ひらを受け

十四774ていると︑祖父が來て︑﹁木もと言うら﹂
十四844から地上へ降ってくることなどを写して

十五699

十五685園

十五685園

十五673

十五664

十五644

京都までもつれて來て︑朝夕かわいがっ

いで︑満ぼうが來たよ︒﹂と︑家の人

スの日がめぐってきた︒新島家のとなり

っても︑せっくがくるごとにその人形を

あとを追って出て來られたが︑門を出て

十五96図國口に話しつつ來る子どもと子ども

十四902きりなしに降ってくる︒寒いことも寒い
十四909 ︒二台の荷馬車が來たので︑それをさけ
十四977方へずっとよってくるではないか︒ああ

十五8011

十五807

十五805

十五715園

ず︑世をすごしてきたばかりでなく︑実

十五7412

それあったりしてきました︒友愛の精神

︑ここからわいてくるのだ

にお寺へ行って來ましょう︒そうして

なたがたの時代がきたときには︑私たち

と︑テi

＋五2010れて︑散歩に出て來るのでした︒ニュー

十五205リカ人の一家族が來て︑しばらくとまつ

が︑﹁満ぼうが來た︒みんな早く出て

十四283囹いてい西洋からきたことばと思ってい
十四284囹︒たくさん出てくるよ︒それから︑外
十四288 って︑家に帰ってきた︒ 三 星の光
十四343 です︒こうなってくると︑うちゅうとい
十四378しぜんにわかってくるはずです︒もし︑
十四388園明かるくなってくる︒﹂三の人﹁朝が近
十四394囹﹁みんなの朝がくる︒﹂一の人﹁わたし
十四395園の︑心しい朝がくる︒﹂五の人﹁深呼吸
由の光がさしてくる︒﹂みんな﹁平和と
十四4011囹

︑はじめはいって來たとき︑すこしはに

十五価4囹あなからにげて來た﹃とてもたまらな
十五佃8園︑ちっとも出て來ないのは︒﹂幸福﹁あ

十五桝11 ルチルに近づいて來ます︒鼻を指ではじ

十五971︒
園どこから出て湿たのだろう︒だれな
十五993の中にかけこんで來て︑ありったけの声
十五997ん
囹人に知られてくるね︒︵幸福に向か

だ囹
ろう︒どこへ來たのかしら︒﹂光﹁同
＋五9410

こら︑チロー︒合いというのに聞えな
十五929囹
十五933︑
園おまえもすぐ窺い︒﹂いぬぶつぶつ

十五8210

く2からかけだして來て︑子どもたちのま
＋五961

十五302 こうと︑向かって來ました︒けれども︑
十五307きおいでせまって來ました︒その目︑そ

をあんないに來た︒﹂チルチル﹁あの
十五959ち園

十四416囹﹁朝風がふいてきた︒﹂一の人﹁山もは
十四417園はっきり見えてきた︒﹂三の人﹁わたし
十四418園ちの前に︑朝がきた︒﹂一の人﹁みんな
十四428圃すりゃ︑なにがこようと︑平氣じゃな
十四437團すりゃ︑なにがこようと︑平氣じゃな

十五311ほどまでせまって來たこのあくまの胸を

十五2911 ︑昔の物語に出てくる英ゆうのように︑

れいな歌が流れてきました︒それは女の
＋四4512

十五232 の上へ舞いおりて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂とい
十五244じをつれておりて來ていますと︑急に目
十五246かんで舞いおりて來ました︒いまそれを
十五276年の氣にかかってきました︒とにかく︑
十五299年にとびかかって膨ました︒両方とも必

十四4811
ました︒助け船のくるのを待つ問︑ほか

十五323 いう人声が聞えてきました︒少女の両親
十五324 ︑大急ぎでおりて湿たのです︒ようやく
十五325 いる岩角近くまで來ました︒けれども︑
十五331じかいが集まって來ており︑父親のうで
十五357だんりゃくされてきたものが︑文字とい
十五384たとおりに読んできたが︑中國の発音に
十五455むずかしくなってきた︒そこで︑日本の
十五471園この店に持って來ますが︑なにぶん作

＋五価12園 こまであがって來られたの︒人間が地

十五価1園 上まであがって來たのは︑これから下
十五価4園 いまだけ天國に來ていると思っている

れの耳にひびいてくるように感じられる
＋四5010

十五495ことのできる日がさた︒しかし︑このよ

十四502みをぬって助けにきてくれました︒やは

十四685 下からふきこんできて︑大きなうずがで

十五501園かくうけついできたこのしごとは︑ぜ

十四611園 だした︒人間が來て︑まいてくれたの
十四627 たがいがおこってくるはずです︒ただ一
十四644 の研究でわかってきました︒そのしんに

十五599囹人が舞いこんで來たものだ︒それなら

日の光がさしてきてね︒﹂チルチル﹁お

十五柵4囹 あの人がつれて立てくれたの︒﹂母の
十五宙5園 光﹄がとうとう曾てくれました︒﹂

＋五相−o囹

十五佃9急いでかけよって填た﹁喜び﹂たちは︑

十五㎜6囹こちらへかけてくる︒あれが︑あなた

＋五柵12囹の︒﹂幸福﹁いま來ようとする新しい﹃

十四726 りみだれてできてきます︒これに日光を

十五547園博士からいってきている日本の学徒︑

十四574やどやとはいってきたものがあります︒

十四7411 えんがつながってきます︒地面の空室が

十四749 ことにも関係してきます︒そうなると︑
十四7510 畑の上からとんできて︑森の上へかかる
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くるい一くるしむ

十五佃10園︑いまにきっと贈るでしょう︒そうし

十五佃9圓 す︒ときはまだ來ないのです︒でも︑

十五伽3 とが思い出されてきた︒はじめてこの学

十五佃11園 おそれず帰って來ます︒さようなら︒

︽ーッ︾

つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

とまいた︒

六棚9
なにかとりつく物があるとすぐに立ちあ
︵副︶1

くるくる︑くるくる

がって︑そのまわりをぐるぐると歩きます︒

十二267

十一158

くるくるくるくる

くるう

﹇舞﹈︵名︶2

頭の上を︑まわりはじめる︒

る舞い

くるくるまい

くるく

忙わしは︑空中をころぶように︑くるく

紙が︑くるくるまいをしてとんでいる︒

﹇回﹈︵名︶2

ぐるぐるまわり

右手と左手をはんたいにこいだら︑

苦しい

︽1・

おとうさんはそういって︑またぐるぐ
るまわりをなさいました︒

三662

ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

三648園

ぐるぐるまわり

る舞いをして︑︿略﹀落ちて行きました︒

十五3210

七572

くるくるまい

ばたいてでて︑くるくる︑くるくる︑ぼくたちの

オルガンのキイから︑︿略﹀小鳥が︑は

十五伽4 はっきりうかんできた︒在校生たちがみ
くるい

十五梱8 謝の念があふれてきた︒それはなんとも
﹇狂﹈︵名︶1

七418 かなり早く走っているので︑青年のからだ

くるい

﹇ 狂 ﹈ ︵ 五 ︶1

はゆれていたが︑ひく手にくるいはなかった︒
くる・う

八816園 おまえさん︑氣がくるったのだよ︒
くるくる ︵副︶6 くるくる
くるくるとまきつけました︒

四547 ほうたいをもっていたがんが︑手早く
五69 水車をくるくるまわし︑たんぼに水をいれ︑
はたけにも水をまいていく︒

六322 目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる︒

八846

六3510 ︿るくるまいながらおちていくかかし︒

くるしい

へびも︑いきがくるしくなつ

﹇苦﹈︵形︶8

さすがの

自分ではなをつまんで︑︿略﹀︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂

﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに苦しい︒

それより︑自分のからだがはれてくるし︑

いつのまにか︑いままで苦しかったからだ

十三188

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに
この苦しいときにうちかっことのできる

息を続けていました︒

十一714

のいたみもきえていきました︒

出機4

いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒

九欄2

六相10

といってみた︒苦しい︒

六欄9

たので︑力をゆるめました︒

四628

ーイ・ーカッ・ーク︾

あひるの子は︑水の上を車のようにくるく くるし・い

るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑
十三3811 その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく
るまわしながら︑樂しそうなようす︒

ぐるぐる ︵副︶7 ぐるぐる

三655 おとうさんは︑ボートをこいでぐるぐる
ぐるぐるおまわりになりました︒

三655 ぐるぐるぐるぐるおまわりになりまし
た︒

四鵬3 かめは︑うらしまの手をとって︑そこら
をぐるぐるとあるきまわります︒
大きくなったり︑小さくなったりする︒

六348 かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑
六梱4 そうして︑その一まいをぐるぐるとまいた︒

その中で︑女の子を後にかばいながら︑

國民だけが︑︿略﹀︑さかえるのであります︒

十五3112

﹇苦﹈︵形状︶1 苦しげ

少年は苦しい戦いを続けていました︒
︿るしげ

鳥はさけび毒をたてて︑苦しまぎれに︑

﹇苦紛﹈︵名︶1 苦しまぎれ

しげに︑︿略﹀舞いおりて行きました︒

十五2512 さすがの大わしも︑︿略﹀︑羽ばたきも苦

十五318

くるしまぎれ

﹇苦﹈︵名︶3 苦しみ

いっそうするどくとびかかります︒
くるしみ

うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑

そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑

幸吉をかばい︑苦しみにたえて︑なん年かをすご

十4110
した︒

十四410

自分もともに苦しんだのです︒

十四57 おさないころから︑人の世の苦しみをい

︽ーマ・ ミ・一

ろいろとなめていたからのことでした︒

くるし・む ﹇苦﹈ ︵五︶ 11 苦しむ

六967囹 つりばりをのどにかけまして︑たいへん

ン︾εおくるしむ

あひるの子が︑・きびしい冬のあいだ︑どん

苦しんでいるところでございます︒

八879

卒読のために苦しんでいるつばめのせわを

なに苦しんだか︑

九199

どうも︑毎年この裁判で苦しみます︒

することを︑

九612園

いましがた︑みつばちにさされて︑苦し

んだことも知っています︒

九㎜3圓

だあとでした︒

十二351 ﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しん

えるために苦しまれたのですが︑

十二353 サリバン先生は︑︿略﹀を︑はっきり教

くるつと一クレヨン
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十四48 フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで
いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
人間としての心のとうとさをみつけたのです︒
自分もともに苦しんだのです︒

十四410 そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑
十四442圃 他人のためにもことばをもて︑なやみ︑
苦しんでいる他人のためにも︒

十五508囹よし︑どんなにお金に困っても︑どん
なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒
くるつと ︵副︶1 くるつと

︵名︶

まったわけです︒
﹇車﹈

9

車

呂うばぐるま・にぐる

るまわり︑

十一528 電車は︑歯ぎしりでもするように車の音
をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十三334 だから︑車の動いている間︑たえまなく︑
﹁キリキリ︑リリ リ リ ﹂ が ひ び く ︒

﹇ 包 ﹈ ︵ 五︶2

くるまる

︽ーッ・ーリ︾

いました︒

とてもほんとうと思えないほど︑ふとつ

ていて︑びろうどや︑にしきにくるまり︑

十五828
くるみ

そこには︑くるみの実が︑ころころと落ち

うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び

﹇胡桃﹈︵名︶11

六倣9

くるみ

ました︒

六槻10
ていました︒

うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で

わってたべることにしました︒

六旧1

りすさんは︑くるみがだいすきだそうだ

ぼく︑くるみだいすきなんだ︒

六旧10園 ﹁くるみをわっているんだよ︒﹂
六悩4囹

六悩2園

りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑

から︑あげようか︒

六桝7

すこしいくと︑一本のくるみの木のこずえ

おいしそうにたべました︒

九5211

くれがた

小さな虫がかたまって︑顔のところでとん

﹇暮方﹈︵名︶4 くれがた

でいるくれがた︒

七631

くれがたの肥そうじ︑それがすむのをまつ

ていたのか︑すぐうしろに︑月は︑音もなく︑

七701

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小

のっそりとでていた︒

八768

芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

がたから降ってきました︒

十二744

︽ーラ︾

クレヨンでかくこともできます︒

クレヨン︑ペン︑ナノーフ︑ゴム︑ランド
十四239囹

クレヨン︑ズボンはフランス語︑

セル︑ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

十四209

ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

六欄1 そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような

にぬりつぶしたら︑

六佃2 クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

三964

み五まい︑くれよんひとはこ︑

一146 ほん一さつ︑ちょうめん二さつ︑いうが

え︒

︽ーエ︾

さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

﹇暮切﹈︵五︶1 くれきる

六425園

くれき・る

﹇呉給﹈︵五︶5 くれたまう

におねがいします︒

二274園きみ︑どいてくれたまえ︒

くれたま・う

きみたちの名まえを聞かせてくれたま

﹁ぼくも︑かけっこのなかまにいれてく

二279園きみこそどいてくれたまえ︒
六㎜1囹 どこかへいってくれたまえ︒
れたまえ︒﹂

六慨11園

十五川4園
ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑

を︑りすが︑ぴょんぴょんととんでいました︒
九5310

わたしたちが︑さくらんぼと︑くるみの クレヨン ︵名︶6 クレヨン くれよん
ぐるりと
そうして︑ぐるりとわをかけ︒

︵副︶1

ごちそうをならべると︑

十三501

七743

ぐるりと

﹇塊﹈δつちくれ

クレーン

くれかかる

︽ール︾

かんぱんのクレーンが︑あがったりさがっ

︵名︶一

﹇暮﹈﹇▽ひぐれ・ゆうぐれ

クレーン

五331

﹇暮掛﹈︵五︶1

たりして︑荷物をつみこんでいます︒
くれかか・る

七959 その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひき 六4010 日がくれかかる︒

くるま・る

るなと︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

十五6512 これから車のついたものは送ってくださ

みごとなおもちゃを私に送ってくださった︒

くれ
自たくへと車を走らせた︒
おたる
十五659 小樽で目についたといって︑車のついた くれ

十五602 自動車に︑ためらう私をおしこみ︑一路

ぺんでたべよう︒﹂

十5111 とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし 六旧3園︺ ﹁このくるみを持っていって︑山のてっ
くるま

りょううでを車のようにうこかす︒

ま・はぐるま・みずぐるま・やぐるま

Q

天へ

U4

八284川岸にそって車を走らせていくと︑
八846あひるの子は︑水の上を車のようにくるく

のぼっていきました︒

ｧ8 そこで︑よういの車にのって︑しずかに
一一

一一
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クレヨンが一くれる

クレヨンが

︵名︶一

クレヨン画

︵下一︶

麗

くれる

︽ーレ・ーレル︾

七92 星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ
﹇呉﹈

ヨン画と同じだ︒
く・れる

5おくれる

一481 四かくなかみに︑まるいおおきなはん
をおしてくれました︒

一601 みんなよろこんで︑めいぶつのおだんご
や︑おもちを︑ごちそうしてくれました︒
だきあげてくれました︒

四72

人々のたいせつなもちものをまもって

火事がおこらないように︑また︑わるい

もっとたいせつなからだをまもってく

くれます︒

れます︒

四74
四79

びょうきがはやらないように︑氣をつけてく
こんざつする町かどでは︑きちんとせい

れます︒

四82
りしてくれます︒

まい子をうちまでおくりとどけてくれ
もうしばらくないてくれたら︑かご
ぼくをのせてくれないかな︒

じぶんでじぶんにきいてみても︑なか
ただしい

ことばは︑︿略﹀お友だちに

一ばん

せんとうに

して

かっちゃんがおしまいにしてくれっ
おとといは︑

︿略﹀を︑それぞれひとかたまりにわけて
こんなにだいじにしてくれますから︑おち

五2410園

おかけなさい︒﹄といって︑かけさせて
せきをすこしあけてくれました︒

くれたんです︒

五2310園

る心配はありません︒

五1811

くれました︒

五185

四996園うってくれるかね︒

くれないか︒

四986尽そうだ︑わたしにこのかめをうって

くれっていったのに︒

四466囹

ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四452園

なったり︑先生になったりしてくれます︒

四402囹

なかはっきりした返事をしてくれない︒

四299

四282團

からはなしてあげるよ︒

四272団

ます︒

一6510 おかあさんは︑わたくしをひざのうえに 四84
一一343園 もしもし︑ちょっとそのぞうという
﹁︿略﹀︒﹂といって︑とおしてはくれま

ものに︑さわらせてくれませんか︒
三156
せん︒

三781園 あしたのあさも︑ お日さまはきっと
かえってきてくれる︒

三925 こうえんにさいたきれいな花は︑みん
なの心をたのしませてくれます︒

三992 どんなとおいところでも︑紙は︑字や

学校にはいる子どもも︑いちいち知ら

えをはこんでくれます︒

四48
せてくれます︒

いそぐときには︑でんぽうをうってく

手紙や小つつみなどをおくってくれま

もしてくれます︒

四52 こうえんのせわや︑どうろのそうじなど

四59
す︒

れます︒

四61

四62 どんなところへでもとどけてくれます︒

もっといそぐときには︑でんわをとり
ついでくれます︒

四64

本をだして︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぼくに
くれました︒

五319囹

それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら

五623園花の色を空色にそめてくれたのは︑だれ
でしょう︒

五6611園

おばあさんは︑おじいさんには目もくれな

でもあげるといったが︑

五748

だれがいけてくれたのですか︒

いで︑けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒

五782囹

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

五786 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち

﹁︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさんがおしえ

てくれました︒

五965

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

けれども︑だれもきてはくれません︒

六199囹

六143

﹁それでは︑たいをちょっとここへよん

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

六961園

いいところへきてくれた︒

うさぎさん︑そのまつかさをくれないか︒

みんなもあまりわらってくれない︒

できてくれないか︒﹂

六研1
六襯1園

助けてくださいと︑お願いしたところで︑

六㎜11囹

六柵5

わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど

ゆるしてくれるみこみもありません︒

七93園

﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら

こにどうしているだろう︒

きをしてくれます︒

七1311

七381 私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

﹁︿略﹀︒﹂うしろのおばさんがいってくれ

きまをこしらえてくれていたのです︒
七385

﹁︿略﹀︒﹂と︑送ってくれました︒

ましたので︑
七398

くれる一くれる
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八78 まるで︑一日の幸福を予言してくれるよう
です︒

親ぜみが︑︿略﹀︑かたい皮にあなをあけて︑

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

八132 信用してくれていたものを︑あやまちのた
八146

ていねいに生みつけておいてくれましたので︑

ません︒

八173 それは︑だれも教えてくれたことではあり

てきて︑かしてくれました︒

はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒
﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさんにわ

帰り道で︑父は次のような話をしてくれた︒

九898園
十812

九梱3

その少女のわけてくれたくりは︑

けてくれる少女もありました︒

十97

ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう

さんにくれるようになりました︒

十1111

なるべく︑小さな葉をくれませんか︒

少女たちは︑︿略﹀︑小さなのをえらんで︑

テーブルをかこんで︑いなかの歌を歌って
そういうかわいらしい子どもがいて︑なか

よしになってくれたからです︒

十141

きかせてくれました︒

十139

ひろってきてくれました︒

十124

八4410 ﹁わたしの旧恩をなおしてくれたものには︑ 十122囹
國の半分をわけて や る ︒ ﹂

︑
ノ9
40
1どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
えてくれるにちがいありません︒

八507 そんなまずしいなりをしていても︑それで
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と い っ て く れ ま し た ︒

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑
八548

ほかのことを考えないで︑みっちりしご
世間からはますますわらわれて︑だれひと

十︻231

あざけられ︑からかわれても︑その助力者
うめ︑おまえも喜んでくれ︒

次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおい
それだけはよしてくれ︒

みんながさせてくれたら︑コックスの
いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

すぐには受けてくれませんでしたが︑お

受けてくれませんでしたが︑

十一2212

なみをそろえてくれるにちがいないよ︒

十一112園

まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

十﹇710囹

十707園

で︑風を向こうへやってくれ︒

十677園

十4312園

となってくれたのは︑つまのうめであった︒

十4010

りあいてにしてくれなくなり︑

十362

とをやってくれ︒

八5410 黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ 十335園
てくれました︒

八611 それに︑たずねてくれるものも少ないし︑

八716囹遠いところにいてくれさえずればいい︒
るむすめには足でけとばされた︒

八718 にわとりにはこずきまわされ︑えさをくれ

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八917 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

てくれた︒

八918 小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ
九113 はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて
くれた︒

きかせてくれた︒

九117 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを
九4311国 ほしがきにするために︑母がかわをむい
て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒
九7810 主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

一日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑

百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ

しまいには︑喜んではいてくれました︒

てくれます︒

十一277
十一7812

そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

ぼくにはだれも教えてくれるものがあ

すこしばかりのパンとチーズも︑

りません︒

十ニー83囹

十二624

この二少年が︑遠い母國の選手のために︑

まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

してくれなくなったという︒

十二748

し︑

十二747

十二813

自然は︑このむずかしい問題を︑かな

勝つことをいのってくれていることを知って︑

十三215園

ダルガス︑おまえがくれるといった材

らず解決してくれるにちがいない︒

木を︑さあ早くもらいたい︒

十三228囹

ご自分にはまだ子どもたちがのこって

れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三422園見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ
十四73国

おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

いる︑子どもたちはじゅうぶん愛していてくれる︑

十四711團

ランプについては︑いろいろいいこと

自分を愛してくれる子どもたちのこと

ての手本になってくれるでしょう︒

十四911團
を思って︑

十四102団

この式のランプをつかっているという

を教えてくれました︒

十四127囲

星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

のが教えてくれたことなのです︒

てくれるにちがいありません︒

十四3710
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くれる一くろい

四佃2圃

とほうに

くれたうらしまは︑あけて

四886圃山は大雪︑日はくれる︒

三515國 かっちんかっちん日がくれて︑火花
がみえるのみのさき︒

十四431圃 どんな暗い日だって︑それが明かるく く・れる ﹇暮﹈︵下一︶8 くれる ︽ーレ・ーレル︾
してくれる︒

にしてくれる︒

やがて︑

一そうのボートが︑やみをぬっ

十四4310圏 どんなさびしい日だって︑それが元氣
十四502

日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく

それをつつむようにして日がくれる︒

みました︑たまてばこ︒

八475

六437

て助けにきてくれました︒

十四611園 人間が託て︑まいてくれたのだった︒

一414
んだ︒

四944

でんとうのしたを︑くろくすうっとと

えんとつからすすがとぶように︑黒い︑

四166 くろいかげがついている︒
四938 降ってくる雪はみんな黒い︒

降っている雪を上からみると︑白くて︑

こまかいものがとんでいる︒

黒くはない︒

四954

四榴6團圖黒いころものそろいでまえば︑月
五511圃

あみひく人の

あみひく人の

黒いかげ

黒いかげ

黒いかげ︒

黒いかげ︒

さがそうと︑歩いていきました︒

十四612園 その人間がせわをしてくれなかったら︑

十四775 ﹁木もと竹うら﹂ということわざを教え

くれていく巣をはるくものあお向きに

五512圏

はまつ黒︑やみの夜︒

九301圏

もうあとわずかというところで︑日はは

できごとの多かったこの日もくれて︑

てくれました︒

十二608

黒いかみのけがふさふさして︑まるい目

十二391

﹁︿略﹀︒﹂と教えてくれました︒

黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親

黒いところは黒く︑茶色のところは茶色に

黒くてひらたい貝がとれますので︑

黒いところは黒く︑

なって︑いかにもあぶらぜみらしくなります︒

八243

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ七938 子うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ

いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2 七918 麦をやったら︑白いうさぎは︑早くたべた

色のうさぎを︑かごにいれて

七863 先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶

五884園黒いころもに赤いおび一かわいいよ︒

が二つあって︒

五8611園

十四799

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
説明してくれた︒

黒εしろくろぶち・まっくろ

にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白

﹇黒﹈︵名︶7

七993

クロイ

くろい

黒い

長いしゅすの服を着て︑

家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑

アンヨナメテルワー

十4811囹クロイワンワン

チャン
十501

キタナイワンワン

みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い︑

九637

やまねこは︑黒いしゅすの服をぬいで︑

九337国

黄色と黒のしまもようのついた大きなくも

九697

十五掴10

でした︒

九桝3

黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

黒い雲が流れてくる︒
﹇黒﹈︵形︶34

ようなのが︑聞きとれないさけび声をたてて︑
くろ・い

い・まっくろい

イ・ーク︾Oあおぐろい・あさぐろい・うすぐろ

︽一

十182

㎝でした︒

耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6八243

うさぎのちぢにすがりつきますと︑

七978

色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒

七967

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

七929

が︑けんかをしてたべました︒

七882

くろ

十五1910 深い深い谷の上を︑登山電車がわれわれ くれる ﹇榑﹈ゆふしくれる
を運んでいってくれます︒

十五574園 その一つに日本の青年をとまらせて︑
そのせわをしてはくれまいかと︑

十五581囹 そのかわり日本語を教えてくれと︑そ
の申し出でを承知して︑

十五758 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ
かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
十五撹11園 いつでもすこし悲しそうにしているの
は︑だれもふり向いてくれないからです︒
十五備4園 ﹁あの人がつれて來てくれたの︒﹂

十五箭9園あの人は︑おまえたちふたりをかわい
﹃光﹄がとうとう來てくれました︒

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒
十五川5囹

十五柵5 在校生たちがみんなで︑私たちのために
送別の歌を歌ってくれた︒

十五捌1園 みんな元氣で︑この学校を愛してくれ︒
の運動場︑この校舎︑あの農園︑

十五榴5 樂しい六か年の思い出を残してくれたこ

くろいぬ一くわ
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黒いいぬが一びきすわっていました︒

十502 ﹁クロイワンワン﹂は︑そのときさけん
だことばです︒
十503 その黒いいぬに近よってみると︑
その足をなめたの で ︑

十506 黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑
十531 すると︑さっきの黒いいぬが︑

漂うさぎ

た︒

六瑠1 おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ
くろざとう

﹇黒砂糖﹈︵名︶1

黒ざとう

すき
黒うさぎ390g．白うさぎ40い0
9なクローバーをたべました︒

﹇黒兎﹈︵名︶3

も︑くちびるに歌をもて︒

くろうさぎ

七866

︵名︶2

クロスワーズパズル

クロスワーズパズルのようにならんだ文

字があったりして︑おもしろいお金です︒

十二佃5

茶うさぎ一びき自うさぎ10びき黒うさ六688 クロスワーズパズルもこしらえました︒

クロスワーズパズル

白うさぎが9ひきと︑謡うさぎを一びきも 十714園 ほんに︑これは上等の黒ざとうだ︒

茶うさぎ一㎏．

七894
らいました︒

七8911

ぎ2ひき
黒うし

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

黒うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ
黒うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落
いよいよその日になると︑けんぎゅうは︑
苦労しょう
︽ーシ︾

苦労しょうのありさんたちだな︒
苦労する

一どそれでだまされたことが

﹇苦労﹈︵サ変︶2

わたしも︑

苦労してかいこんした畑のいもをほりお
思うるし

黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

﹇黒漆﹈︵名︶1

︵名︶2

クローバー
クローバーの花が︑まつ白にさいていまし

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ

1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして

うまそうなあまいにおいがして︑黒っぽい

青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり

﹇黒塗﹈︵名︶1 黒ぬり

そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ

﹇黒麦﹈︵名︶1 くろむぎ

そのめずらしさ︑おもしろさに︑黒山の人

﹇黒山﹈︵名︶1 黒山

﹇桑﹈︵名︶3

光っていて︑

くわ

三406 くわばたけのくわのはが︑やわらかで︑

くわ

だかりだったのです︒

八61

くろやま

ずかのものにすぎませんでしたが︑

た農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑そのほかわ

十三246

くろむぎ

のケースにおさめた︒

七469

くろぬり

ものがはいっていました︒

十703

いました︒

七9510

んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

七294園

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

七257園

カッ︾

すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて くろっぽ・い ﹇黒﹈ ︵形︶ 4 黒っぽい ︽ーイ・一

﹇黒牛﹈︵名︶5

六249園
くろう・する

六襯10

クローバー

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二m10

くろうるし

こすのは︑幽しく︑うれしいことでした︒

九426国

あってね︑そのひなには苦労したよ︒

八639園

﹇苦労性﹈︵形状︶1

黒うしに乗って︑ふえをふいてきました︒

八3210

ちこもうとしましたが︑

八308

だしました︒

八304

おつきになりました︒

ようと考えて︑憶うしのしっぽのあたりを一つき

八303

くる︑わかい男にであいました︒

八294

くろうし

十三5712園写眞で見ただけでは︑︿略﹀︑赤いとこ
ろが黒くなったりするので︑どうもよくない︒

十四455 マッケンナも︑しずんでいく船からほう
りだされて︑黒い波の間をおよいでいました︒

十四634 日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ
のでもおいてすかして見ると︑

くろいぬ

くろうしょう

十四8812 半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ
ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

十四892 子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ
て︑足でトントンとふんでみたり︑

もり
﹁あれあれ︒﹂といっている人々の目に

十五101図巡れんげつみて子といる母の黒いこう
十五2711

は︑小さな小さな黒い点かなにかのようにしか
十五4811 白く焼けるはずのものが黒くなったり︑
黄色くなったりして︑

十五831 おくへ向かって歩いて行って︑黒いまく
﹇黒犬﹈︵名︶1

くろいぬを

をあげて︑すがたをかくしてしまいます︒
くろいぬ

一583園 あの とき︑ たろうさんが
苦労

おってくださらなかったら︑
﹇苦労﹈︵名︶2

五103園 ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって

くろう

くださったトンネルですよ︒

十四434圃 日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

487
くわ一ぐんぜんたい

んとします︒

三411 かぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ

﹇鍬﹈︵名︶5

くわ

持って帰ったこともありました︒

﹇街﹈︵下一︶1

くわえる

︽ーエ︾

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒
くわ・える

はっきり書きあらわそうとすると︑文章が︑
しかし︑文章は︑くわしくしさえすれば︑

だんだんくわしくなっていきます︒

七552

はっきり写しだすことができるとはかぎりません︒

六258園樂しみはいよいよくわわり︑喜びはさら

﹁︿略﹀︒﹂という運動に全心民が︑加わっ

にたかまる︒

5あおむしくん・いちろうくん・いとう

たほどです︒

九201

﹇君﹈

しもとくん・ごろうくん・ささきくん・さぶろうく

ん・しんきちくん・しんじくん・たかぎくん・たか

やまくん・としおくん・はるおくん・やまだくん・
よしおくん

中國の発音にもとづいた漢字の読みかた

たいていの漢字には︑この音と訓のふた

字によっては︑いくつかの音のあるもの

︵副︶4

ぐんぐん

があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒

十五389

とおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五387

へ
訓と
しうむ

を﹁立日﹂といい︑日本のことばによる読みかたを

十五386

まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ くん ﹇訓﹈︵名︶3 訓
え︑でも︑そんなにくわしくこぞんじで
いったい︑どういうことなのか︑︿わし
外國からはいってきたことばが︑いろい

﹁クワッ︑クワッ︒﹂というと︑ひなた

クワッ︑クワッ︒

加わる

すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き

たけのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし

このとき︑希望をいだいてたちあがった

﹇軍人﹈︵名︶1 軍人

七486

ぐんぜんたい

六日の日︑郡ぜんたいのドッジボール大会

﹇郡全体﹈︵名︶1 郡ぜんたい

ひとりの軍人がありました︒

十三1811

ぐんじん

ていると︑とりついてぐんぐんおしていって︑

十二2611

なります︒

十6111

つけているその力に︑おどろきました︒

十562

ぐんぐんとのびていきました︒

三223 たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑

空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ ぐんぐん

ホランド博士は︑青墨中で費用が思うよ
うにつかえないことについてくわしく話し︑

十五554

て︑それをくわしく観察してみると︑

十四8412

ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四206

く話しなさい︒

七802園

はありませんか︒

七787囹

しく書きたすのににています︒

七683

くん・おおしまくん・かかしくん・かずおくん・き

くわし・い ﹇詳﹈︵形︶8 くわしい ︽ーク︾5だん くん

の足かけをしました︒

九371團小さい妹のために︑くわの葉につつんで 十二鵬4 かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意
︿わ

︽一

七474

九4210團 母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく だんくわしくなる
たちはむちゅうになっていもをひろいました︒
てきて︑かしてくれました︒

色ただよ

九789 主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ
十一337圃 だいこんの花にあかつきの
えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

とロつ

十一361圏 くわをかついで田をみまわれば︑日は
また照って水たっぷりと︑

くわえる

加える

十二571 雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五
﹇加﹈︵下一︶7

郎が畑をうったときのくわのあとで︑
くわ・える

七443 私も喜んで︑いくらかのお金をそれにくわ

エ・ーエル︾

えた︒

しょう︒

九81 ﹁虫の声﹂ということばを加えたらどうで
九205 そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

八642園

くわっくわっ︵感︶3クワッ︑クワツ
八6511囹

にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒
がひき受けて送ったつばめを加えると︑十万ばあ

クワッ︑クワッ︒
くわばたけ

くわわる

くわばたけのくわのはが︑やわらかで︑

﹇桑畑﹈︵名︶1

﹇加﹈︵五︶2
︽ーッ・ーリ︾

くわわ・る

光っていて︑

三406

くわばたけ

八671園

ちも一わずっとびこんだ︒

九232 このほかに︑オーストリア動物園の人たち
まりになります︒

九851園 いのししやしかの角などに手を加えて︑
なにかの道具につかった物があったでしょう︒
であるが︑それに線を加えて︑﹁もと﹂とか︑﹁す

十五373 木は︑もともと形をうつしてできたもの
え﹂とかいう考えを表わすことにした︒

十五川12園 それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

け一けいさんする

488

があった︒

十一一514 よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

かっていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒

根のさきは毛より細い︒

いたり頭の毛をぬる︒

十二651
毛よりもやわらかだ︒

﹇気﹈5まじりけ

十二652
け

一

﹇家﹈←にいじまけ
ナ

・フ

け一けっせきしないで学校へ︒

け

四781

﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

げn▽いいたげ・かなしげ・くるしげ・たのしげ

﹇系﹈

5ぎんがけい・ぎんがけいぜんたい・た

と考えてみただけでも︑

けい

﹇計﹈εかんだんけい

いようけい
けい

五価9園

百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ

この鳥は︑いくつもげいができるのね︒

十一277

てくれます︒

まるく輪になったその中で︑さるがさま
ざまな藝をする︒

十4611園

あなたが

それは︑めいめいの生活や経験が同じで

ないためである︒

十二928

いったん読まれてしまうと︑読み手の思

いでや心持にとかされて︑その人その人の生活や

十二9512

﹇稽古﹈︵名︶4

けいこn▽おけいこ

経験によって生かされてくる︒
けいこ

どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

高い理想をめざして︑いっしょうけん

そうだ︑けいこだ︒

をして︑じょうずになったのだろう︒

十二223圏
十二225園

めいけいこをすることだ︒

十二226園

十三569囚囚 ラファエルは︑︿略﹀︑早くから絵のけ

︵サ変︶

1 けいこする ︽

絵をかくことも︑いっしょうけんめい

﹇稽古﹈

いこをして︑たいへんじょうずであった︒

シ︾

けいこ・する

十一一212園

計算5しじょうけいさ

さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいっ

ここはけいさつしょです︒

けいさつしょ

にけいこしなくちゃだめでしょうね︒

四71

けいさつしょ ﹇警察署﹈︵名︶2

七793園

﹇計算﹈︵名︶1

てもらおう︒

博士の計算では︑うちゅうのさしわたし

は︑およそ二十億光年ということです︒

十四346

んする

︿略﹀︑眞珠を世界の人々にあ けいさん

﹇慶応三

たえたことに︑心から敬意をささげます︒
けいおう

けいおうさんねんくがつにじゅういちにち

﹁光年﹂を爵位として計算しなければなら

ないほど︑遠いきょりであります︒

八3411

かりかかることになります︒

光が︑地球にとどくまでには︑やく八分二十秒ば

八345 この早さで計算しますと︑太陽から発した

シ︾

慶鷹三年九月二十一日︑マサチュセッ けいさん・する ﹇計算﹈ ︵サ変︶ 4 計算する ︽一

けいおう

十五587図

ツ州アマスト大学に入学︑

計画﹇Vだいけいかく
かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑

﹇計画﹈︵名︶1
十三191

けいかく

両親は︑︿略﹀︑もうあ教育に経験のある
サリバン先生にきていただくことにしました︒

十二406

十504 黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にか けいけん ﹇経験﹈︵名︶3 経験

なものがたくさんはえていました︒

八皿7 ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう

七992 子うさぎの毛の長さを計りました︒

あき︑からだには︑すっかり毛がはえました︒

七969 ねずみ色の4ひきは︑︿略﹀︑みんな︑目が 年九月二十一日﹈︵名︶1 慶鷹三年九月二十一日

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

七962 7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ

いました︒

七959 その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひきけいい ﹇敬意﹈︵名︶1 敬意

いっぱいはいっていました︒

七958 その中に︑わたのようなふわふわした毛が︑ 十三314

がたくさんぬけていました︒

七955 けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛

ふわふわととびます︒

七951 うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が げい ﹇芸﹈︵名︶3 げい 藝

七928 うさぎの毛の長さを計ってみたら︑

います︒

六伽4 たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわてて

りとってしまいました︒

三462 いちばんしまいにいたわにざめが︑白う げ 1 下
十五3810
さぎをつかまえて︑からだのけをみんなむし

ゆげ・むなげ・わたげ

け ﹇毛﹈︵名︶15 け 毛5かみのけ・まきげ・ま

け

489
けいしゃ一けしき

けいしゃ

藝術

ひわは︑かたのところにけがをして︑ころ
けさ︑戦うさぎは耳にけがをしました︒

毛皮

もしけがでもしてはかわいそうですか
けがわ

おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

﹇毛皮﹈︵名︶2

﹇劇場音楽﹈︵名︶1
げくげくげく

劇場音樂

皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ

げきじょうおんがく

ろげてあります︒

十一一塒8

びか光るずきんをかぶり︑

五713

けがわ

らね︒

十一一114園

七942

がっていました︒

五993

十三1411 自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体けが ﹇怪我﹈︵名︶3 けが■おおけが
を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑

﹇傾斜﹈︵名︶1

うちゅうの大きさを計算したりする

十四356 小さな人間が︑引力の法則を発見したり︑
けいしゃ

九斯8いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長
くつづいている︒

けいしゃめん ﹇傾斜面﹈︵名︶1 けいしゃ面

十五198 高山植物のさきみだれているけいしゃ面
を︑あるいは︑︿略﹀深い谷の上を︑登山電車が
﹇芸術﹈︵名︶4

われわれを運んでいってくれます︒
げいじゅつ

︵感︶2

﹁劇場音戸の話﹂をきいた︒

能は︑めんの藝術ともいわれ︑

九102

十6311

げくげくげく︑げくげくげく︒
けさ

げくげくげく︑げくげくげく︒
﹇今朝﹈︵名︶16

﹁けさ︑あなたは︑その目でなにを

けさも早くから︑三十ぱのがんは目を
けさ︑先生に︑先生のお友だちから手紙が
五411團

けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか

けさも︑まきばにだしてやりました︒

七645

はつ花のさいたこと︑けさ書く︒

けさの温度は五度です︒

けさ︑野うさぎは耳にけがをしました︒

がたくさんぬけていました︒

七995 けさみたら︑母うさぎと7ひきの疑うさぎ

﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の

はく略﹀なかよくにんじんをたべていました︒
九499園

﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の

方へとんでいきましたよ︒﹂と答えました︒
九523園

﹁やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

方へとんでいきました︒﹂と答えました︒
九536囹

ゆうべからの大あらしは︑けさになって

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒し

十一512

もまだ続いていた︒

けしき

これでけさから十二どめです︒

﹇気色﹈︵名︶1

十五895囹

八251図圃やがて死ぬけしきばみえずせみの声

けしき

﹇景色﹈︵名︶22 けしき 景色

と︑むかしの人がうたっていますが︑
けしき

けしきをながめます︒

二401 たろうは︑あせをふきながら︑あたりの

けしきにみとれながらあるいています

四枷4囹 なんとまあ︑いいけしきだろう︒

と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

四桝5

五371 これは大むかしのけしきです︒

このきれいなけしきを︑みなさんにおみ

せしたいと思います︒

五397團

よくみえました︒

五812 ガラスもきれいになって︑そとのけしきが

したりして︑つくえの上をみたりそとのけしきを

六998 ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに

のぞいたりしていた︒

六㎜1 すると︑向こうのけしきが︑小さく︑さか

さまにみえた︒

七954けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛 六柵2 そのさかさまにみえるけしきを︑大きくし

七942

六618

せたのは︑だあれ︒

五621園

きました︒

五383

さましました︒

四436

ちょが︑けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

二234囹先生︑はねのいたんだ大きなちょう

みましたか︒﹂

一288囹

けさ

三865

能は︑︿略﹀︑ギリシアの︑同じめんの藝術 げくげくげく

ケース

三865

十6312
とくらべて︑研究されています︒

十646 自分たちの國が持っているこのよい藝術を
味わうことを︑

かまくら

十二柵3 平安時代の終りから鎌倉時代にかけての
藝術の中で︑とくにすぐれたものの一つです︒
室町時 代 の 藝 術 品 で す ︒

むうまち

げいじゅつひん ﹇芸術品﹈︵名︶1 藝術品
十一一梱1

毛糸

けいじょう Oいっぴつけいじょう
﹇毛糸﹈︵名︶1

軽はく

十293 たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあ

けいと

みかたはどんなあみかたか︑

﹇軽薄︸︵形状︶1

けいとう 8はげいとう
けいはく

十二8912 それは自分の生活を軽はくにし︑相手の
︵名︶一

人をいやしめることにもなるからである︒
ケース

のケースにおさめた︒

七469 青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり

てみようと思って ︑

八582 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ
しきが目のまえにひらけてくる︒

八595 あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき
がみえるだろう︒

︽ーン︾

十五744

自分の子女は︑︿略﹀︑かわいいことはみ
けしょう

な同じであって︑そこになんのけじめもない︒

五76

おにはおどろいてすがたを消してしまつ

下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を
﹇削﹈︵五︶3

けずる

︽ーッ・ーラ︾

ながして︑海のとおくにすてにいく︒
けず・る

だいりせきや木材をけずっていって︑だん

大きなげたをはいた女の人が︑おともを

イ︑イタイ︒

ふたりつれています︒

十一一価2

﹇気高﹈︵名︶1 けだかさ

いこう︒

八296 その目といい︑ふえの音といい︑申しぶん

けだかさ

﹇下駄箱﹈︵名︶2 げたばこ

のないけだかさがこもっています︒
げたばこ

ります︒

三329囹でいり口には︑げたばこがたくさんあ

七59 かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑けだもの

﹇獣﹈︵名︶1 けだもの

のかげにかくれた︒

けだもの

の肉や︑ふしぎなくだものを︑︿略﹀︑たべたり︑

十五824

戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣 けちんぼ ︵名︶1 けちんぼ

両選手はしのぎをけずって早いました︒

ゲタ

げた

げつ

﹇月﹈

十659

︵名︶ 10 ㈲

月

﹇▽いちねんさんかげ

ある村に︑けちんぼのだんながありました︒

飲んだり︑

十三185

﹇下駄﹈︵名︶7

その生徒さんは︑すぐひもでげたの
中学校の女の生徒さんが子どものげ

民ちゃんがく略﹀︑わたしのげたを

ようふくとげた︒
十一一297園

四718

たのはなおをすげるあいだ︑

四354園

はなおをすげてやりました︒

四325團

るけなかったのです︒

七月十一日

七8744月30日
七8965月28日
七9096月25日
七9167月9日

五777

八9595月7日

月

ねんさんかげつ・はちかげつ・よんかげつ

四322團男の子は︑げたのはなおが切れてあ つ・こかげつ・さんかげつまえ・にさんかげつ・に

げた

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十二865

だん︑その人の顔ににせていく

七681

八893囹私は︑あのけだかい鳥のところへとんで

おしろいやべにでけしょうをして︑その役 けだか・い ﹇気高﹈︵形︶1 けだかい ︽ーイ︾

﹇化粧﹈︵名︶1

十636

けしょう

らしく顔をこしらえあげるのですが︑

た︒

十四869

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

十二5811

十二483囹空をとんだり︑すがたを消したり︒

八597 飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ け・す ﹇消﹈︵五︶3消す ︽ーシ︾
しきがみえるだろうと思った︒

﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九74 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり
九76
けしきを思いだしますか︒

します︒

九467国 なつかしいそちらの山々の景色を思いだ げすい ﹇下水﹈︵名︶1 下水
九旧8 でんりゅうきょうという景色で名高いとこ
ろもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒
色のよいところですから︑

十106 そのあたりは︑フランスの二道にそった景

とんでいる景色を思い︑

十二949 太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

きりぎりすが︑樂しい景色の中でわらう︒

十三497 牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑
十四299 日本は景色のよい國で︑
十四8310 ﹁雪﹂というのは︑雪の景色を写したも
十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

けしとぶ

七9419月3日
七975 獅Q6日

ワンワン︑ゲタナイ︑アンヨ︑イタ 八9715月21日

ひっかけて︑正男のあとを追っかけて道まででて
いたのよ︒

十二3010園

（月）㈲（月）㈲㈲（月）（月）㈲

のではなく︑

十五6610

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

けしゴム ︵名︶1 けしごむ
﹇消飛﹈ ︵ 五 ︶ 1

一149 えんぴつ三ぼん︑けしごむひとつ︒
けしと・ぶ

十四4612 寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで
しまって︑

けじめ ︵名︶1 けじめ

く晴晴く晴晴晴晴
も
り1819り26272319
度度 度度度度
18
25
度
度

も

11

けしゴムーげつ

490

491
けっか一けつまずく

結果

八㎜1 11月19日 ㈲ 晴のちくもり
﹇結果﹈︵名 ︶ 1 0

18度

十三93 ものごとの原因と結果との関係や︑

けっか

十三114 他のこととの間に︑すこしのつながりも
なく︑原因と結果との関係もないのに︑
の知識によって知られ︑

十三116 原因・結果の関係の御軍なものは︑普通

ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに

眞珠は︑︿略﹀ふしぎな宝石とされてきた

してはおかれない︒

十3312

十385

が︑しらべてみると︑けっして︑ふしぎでもなん
でもないものであった︒

てはいけない︒

十一605囹あの橋はあぶないから︑けっして渡っ
どちらもけっしてたやすくは登れないが︑
もしそれができなかったら︑これからの

名高い文学者で︑その名のわが國に知ら
見てもらいたいなどというと︑どこかに

うちゅうは︑けっしてはてしのないもの
木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

けっしょう

﹁雪國﹂の映画も︑けっしてわるいもの
﹇結晶﹈︵名︶4

とは思わないが︑

十四866

ぐに割れて︑けっしてそれることがありません︒

を上にして︑上からはものをうちこむと︑まつす

十四794

ではありません︒

十四345

が︑これはけっしてそういうものではありません︒

しまってあるもののように聞えるかもしれません

十四294

れている人は︑けっして少なくはありません︒

十四43

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑

十一一581

十三1110 それは︑学者がいろいろに考えて︑原因 十二575
と結果との関係を調べきわめている︒

十三1411 天体を観察し︑数学でこまかに計算した
結果︑︿略﹀を︑明らかにしました

けっこう

十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清

水選手は︑最後の決勝戦にのぞむことになりまし

十二823
た︒

決勝点

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本では︑はじ

十一一824 もし︑この決勝戦に勝つことができたら︑

﹇決勝点﹈︵名︶2

めてもらうことになります︒

けっしょうてん

決勝点は︑どこ︒

六麗3園決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒

﹇決心﹈︵名︶2 決心

六榴2囹
けっしん

こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく

な雪持になりました︒

九翫10

﹇決心﹈ ︵サ変︶ 4

決心する ︽一

十四86團私には決心がつきました︒

やまねこは︑︿略﹀︑とうとう決心したらし

けっしん・する

九713

シ︾

文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も

く︑いいだしました︒

十ニー46

つるぎで失ったものを︑すきでとり返そ

とをかこうと決心した︒

十三192

﹁︿略﹀︒﹂と決心し︑いよいよこのしご

うと決心したのです︒
十五5010

とに熱情をこめた︒

私は︑しばしためらったのち︑意を決し

一ひら一ひらの雪が︑それぞれちがった けっ・する ﹇決﹈︵サ変︶1 決する ︽ーシ︾

て大きなドアをコツコツとノックした︒

十五537

﹇蹴蹟﹈︵五︶1

けつまずく ︽ーイ︾

こんどはたおれた木のみきにトンとけつま

ずいて︑すってんころりところげました︒

六鵬7

けつまず・く

四781

︽ーシ︾

どうして雪のけっしょうができるか︑

こんどは︑さいこの決勝職だ︒

けっせきしないで学校へ︒

十四846

七531

け

どんなばあいに︑どのようなけっしょう けっせき・する ﹇欠席﹈ ︵サ変︶ 1 けっせきする
になるか︑

うがちがうわけを︑

十四849

さまざまな條件によって︑雪のけっしょ

十四847

けっしょうをしていること︑

十四843

けっしょう

十三2312 親子の発見と努力によってもたらされた︑
よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

十三2512 デンマルク人のたましいは︑ダルガスの
研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり
ました︒

とう一つの眞理だと思われたので︑

十四807 なん代もなん代もやってみた結果︑とう

書きあげた論文を持って︑

十五525 私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

﹇結構﹈︵形状︶1

わずか十フィートしかちがわなかった︒

十五566園 その際算出した高さは︑実測の結果と
けっこう

けっして

九475国 あなたは︑ごきげんようしいそうで︑
﹇決﹈︵副 ︶ 1 3

けっこうです︒
けっして

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒

九143 ゆめからさめるときには︑音などはけっし

けっしてふしぎではありません︒

九186 なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

ん︒

九247 つばめは︑けっして自分の國をわすれませ けっしょうせん ﹇決勝戦﹈︵名︶3 決勝戦

けづめ一ケラー

492

﹇蹴爪﹈︵名︶1

けずめ

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

けづめ

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

けど ︵接助︶2 けど←だけど
名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

けはい

ことばのないかれらのことばで︑なにご

﹇気配﹈︵名︶1

十三54

けはい

︹人名︺2

ケプラー

とか︑ささやきかわしているけはい︒

ケプラー
う人が出ました︒

五173囹ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて 十三143 しばらくして︑ドイツ人でケプラーとい

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

下男

ん︒

﹇煙﹈︵名︶15

五323

けむり5きしゃけむり・ゆ

どのえんとつからも︑けむりが︑むくむく
すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の
﹁山﹂﹁けむり﹂﹁絵はがき﹂︿略﹀など︑

そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑

木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ
十548

大きな汽船がけむりをはいて︑
りが廣がっているように見えるそうです︒

横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ

十一44

ました︒

九741

るいけむりのあがるのがみえました︒

九412団思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆ

いろいろなことばを組みあわせてみましょう︒

九811

ようにたちのぼった︒

八745

けむりをはいて走ってくる︒

八585

とたちのぼっています︒

五338

どん走っています︒

まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん

三帽7 ふしのくすりをやいたけむりが︑
四㎜4團 白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ
かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ

きけむり

けむり

サに生まれたガリレオという学者がありました︒

六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ 十三148 そのケプラーと同じころ︑ノータリアのピ

五231囹 おじいさんが︑かわいがってくださった

けど ︵終助︶5 けど
の で し ょ う ︒ ﹂ ﹁それもあるけど︒﹂

ど︒

五245園 それでうれしかったの︒﹂﹁それもあるけ
六3911囹 そりゃそうだけど

九糊5囹 だから︑わたしをたべてもいいと思って
いるんだけど︒

けとばす︽ーサ︾

十二436園 とこのまの人形が︑動きだしそうな氣
﹇蹴飛﹈︵五︶1

がするんだけど一
けとば・す

﹇下男﹈︵名︶2

るむすめには足でけとばされた︒

八718 にわとりにはこずきまわされ︑えさをくれ
げなん

十664 でかけるとき︑太郎かじゃ︑次郎かじゃと
いうふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑

十一一708 下男のように住みこんであげてもいいけ

毛ぬき

れども︑芭蕉はひとりしずかにしているのがすき
だというし︑

﹇毛抜﹈︵名︶2

十三2811 かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの

けぬき

を持ち︑かた手には︑学ぼうをにぎっていて︑
くしごく︒

十三2812 ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ 十四649

十四6511

けむりの出るところがらいくらかの高さ

十四6510 せんこうのけむりでもなんでも︑

それ以上は︑けむりがゆらゆらして︑い

までは︑まっすぐにあがりますが︑

十四6512

﹇獣﹈︵名︶2 けもの

くつものうずになり︑

けもの

ていますね︒

六806園私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ

むかしの人は︑︿略﹀︑たべたけものの骨

うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑

﹇棒﹈︵名︶2 けやき

や︑角などを︑ここへすてました︒

九799園
けやき

まるくならんで︑話をしました︒

六梱6

十三43 ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

ケラー呂ヘレンケラー

けやきのこずえの方を︒

十二399

ケラー ︹人名︺9

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

で︑そのうえつんぼでした︒

き︑大病にかかって︑みるはたらき︑きくはたら

十二40一

ケラーの両親は︑︿略﹀︑すこしでももの

きを失いました︒

十二405

サリバン先生が︑このあらあらしいわけ

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

のわからないケラーをしつけていくのには︑なみ

十二408

しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というもの

なみならぬどりょくがいりました︒

をわからせることによって︑そのまつ暗なさびし

十二4010

い心を明かるくすることに成功しました︒

ケラーは︑もうサリバン先生なしには︑

生きていけません︒

十二419

十二422 先生も︑﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑一生

493

をケラーのためにささげました︒

十二424 これは︑ケラーのサリバン先生に対する
信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑
一つになったおかげです︒

ケラーさん

十二425 サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑
︹人名︺一

んがすくわれるのです︒
﹇家来﹈︵名︶5

﹇家来達﹈︵名︶4

けらいたち

けり

︽ケリ・ケル︾

行く末を見ざりけり︒

十五145図圃目をあけてつくづく見ればばらの木
にばらがまっかにさいてけるかも

﹇蹴﹈︵五︶3

ける

︽⁝ッ︾

とのはずみにくずれたりけり

十五158磯豆大きなるなにごともなきばらの花ふ
け・る

ばれました︒

黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親

うさぎのちぢにすがりつきますと︑親うさぎは︑

七979

足でけって︑のませませんでした︒

ひら手でたたいたり︑いそがしく足で

けったりして氣ちがいのようにはねまわります︒

十五掴12

四467囹

十578 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ

さっきから︑きみはだまっているけれ

いさんになるとかわいそうね︒

写眞のほうがずっと便利なわけだけれ

だいぶんわるいけれど︑まだ望みがあ

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒

十一86囹
十一757園
る︒

ど︑絵には絵のいいところがあるからね︒

十二481園

て︑︿略﹀まよいこんでいないともかぎらない︒

十五836囹あてにはならないけれど︑青い鳥だっ

おどりをおどったり︑わらったりする

はわるくないんだよ︒

十五8312国育ちのわるいものばかりだけれど︑人
十五976園

おまえは︑いまだけ天國に來ていると

けれど︑まだ︑お話はできないのだよ︒

あうときは︑いつでも天國にいるのですよ︒

分たち以上のものは︑見えないのです︒

十五宙9園私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

十五宙12園私たちは︑それは幸福なんですけれど︑

やはり︑私たちの影以上のものは見えないのです︒

ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒

十五佃4園私たちは︑幸福なのですけれど︑覧た

十一241園

羽を動かしてピッピッと鳴いていたと

二三日したらなおると思うけれど︒

けれども

けれども

ぼくには︑そのうまさがよくわからな

︵接︶65

いけれど︒

十三6010園

きには︑ほんとうにおかしいようでしたけれど一

十ニー82囹

五鵬4園山へはなしてやりたかったんだけれど︒

おとといは︑そんな氣もちだつたけれ けれど︵終助︶4けれど
どこかでありがとうといいたいと思った

ど︑きょうはちがうんだよ︒
五273園

けれど︑いうところがなかったものだから︑
たねはおかあさんがまいたのだけれど︑

こんなによくできたのは︑おかあさんの力ではあ

五6210園

思っているけれど︑おまえと私とが︑かわいがり

﹁きみがいれば︑きっとよくなるから︒﹂ 十五衡4園

けれど︵接︶3けれど
十一7510園

しだいしだいに︑下の方へ落ちるように

﹁けれど︑ぼくってことがわからないんです︒﹂

十五262

舞いおりて行きました︒けれど︑もしこのわしが︑
その舞いおりるとちゅうで︑高い木の上へでもと
まろうものなら︑それこそたいへんです︒

私は︑いつだつてこの着物を着ている
のよ︒けれど︑人間には見えないのさ︒

さっそくけらいたちを集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ 十五搬5園

︵助動︶6

りませんよ︒

虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
ほそいとがった口をもっています︒

八166

九章2図魍階上のわが電燈のきえにけりみわたす

十五46図圏ときいきおいにまなこすら︑その

家々みなまくらなり

九303図魍 ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道

九271図韻 こがらしや子ぶたのはなもかわきけり

けり

りましたが︑やはりみあたりませんでした︒

八4611 けらいたちは︑足をぼうにしてさがしまわ

したが︑

八465 けらいたちは︑あちこちとさがしまわりま けれど ︵接助︶15 けれど

おいいつけになりました︒

八461

下馴8 けらいたちは︑弓に矢をつがえました︒

けらいたち

たをけらいにしたいといっています︒

五767園 海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな

してやりたい︒

五755園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

いで︑けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒

五748 おばあさんは︑おじいさんには目もくれな

五742 そばには︑りっぱなけらいもついています︒

まもってくださることになりました︒

三川6 それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑

けらい

けらい

十二4112率爾が命がけでせわをすれば︑ケラーさ 七925 だすときに︑わらを足でけったりして︑あ

ケラーさん

ケラーさん一けれども

けれども一けれども

494

一びきたりません︒

二314園 ころちゃんがかぞえてみました︒けれ
ども︑やっぱり

二501 それから︑じろうは︑りんごをたべよう
とします︒けれども︑それをやめて︑

二531 りんごを手にうけとります︒けれども︑

U おじいさんもあります︒けれども︑おじ

またさちこに︑りんごをかえします︒
一一

えません︒

三716 デビッドは いすからおりて︑

一わがみえません︒

をしてきたのです︒けれども︑︿略﹀でんきゆ

四憎5囹 でんせんをつたわって︑ここまでたび

ども︑おじいさんはうれしそう︒

四919 ほおにはあせがったわっている︒けれ

も︑もう

うがないと︑光ることができません︒
ゆくさきはむねのところに書いてあります

から︑まちがいはありません︒けれども︑このま

五155

せきをすこしあけてくれました︒けれど

までは旅はできません︒

五2411園

も︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑とうとうかけなかったの︒

てっぺんには︑まだ雪がのこっています︒

けれども︑中ほどから下は︑雪がありません︒

五394団

ません︒けれども︑お手紙でよくわかります︒

をしていました︒けれども︑きょうは︑等しい旅

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた

行をしております︒

七857園

がつたのも︑むりはない︒けれども︑いまの答で︑

それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ

知っていたわけがはっきりしたでしょう︒

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

八2710

けれども︑みあたりませんでした︒

すこしはある︒けれども︑まだじゅうぶ

それは︑たまごをかえしているのであった︒

けれども︑親あひるは︑ひながでてくるまえに︑

八6010

では人の心がよくわかりません︒

えてくれるにちがいありません︒けれども︑それ

八502 どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか

れという考えはでませんでした︒

できるかと︑相談をはじめました︒けれども︑こ

八455 どうしたら王さまのこ病氣をなおすことが

んではない︒

八387囹

ふえをふきつづけていました︒

だしました︒けれども︑けんぎゅうはおちついて︑

五422団まだ︑ほっかいどうへいったことはあり 八306 黒うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ
せわはしてやりました︒けれども︑花が

ついたり︑みがなったりしたのは︑おかあさんの

五633園

かごの中のひわは︑なかまをよびました︒

せいではありませんよ︒

五梱6

けれども︑旅のひわは︑そのままとんでいってし
まいました︒

ありは大きな声をだしてさけびました︒け
れども︑だれもきてはくれません︒

六142

そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

もうつかれきっていた︒

いきます︒けれども︑じっと月をみつめていると︑

六526

月は動かないで︑雲が辛いそぎでとんでいくよう

わたしは︑終戦後︑いつも心さびしい旅

九515園

おそくまでねむれませんでした︒けれども︑

西なら︑ぼくのうちの方だ︒けれども︑

かるくなっていました︒

いちろうが目をさましたときは︑もうすっかり明

九489

たまりませんでした︒

くらいでした︒けれども︑いちろうはうれしくて

九479 字はへたで︑すみもがさがさして指につく

動物たちからのけものあつかいにされた︒

れども︑すがたがみっともないので︑いろいろな

八835 そうして︑およいだりもぐったりした︒け

にもみえます︒

あなたは︑ねむってしまったら動かなく
みんなが︑︿略﹀わらいました︒けれども︑

なるでしょう︒けれども︑息はするでしょう︒

六788囹
壷網6

あげてみると︑なかなかよくあがりました︒

七435囹

ども︑あなたの角はおりません︒

六観3團しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒けれ

ないだろうと思いました︒

いっしょうけんめいに作ったら︑できないことは

四588 二十九わのかおがそろいました︒けれど 六備11 たこを作るのははじめてです︒けれども︑

ません︒

よみなおしました︒けれども︑べつに氣がつき

四345 みんなは︑もう一ど︑かずこさんの文を

だれもすることができませんでした︒

した︒けれども︑かぐやひめの いうようには︑

三鵬9 それができたらおよめにいくといいま

んなことわってしまいました︒

なりました︒けれども︑かぐやひめは︑︿略﹀︑み

三智8 その中には︑みやさまがたもおいでに

ども︑はきだすこともできません︒

三722 ほうきをもってきてはきました︒けれ

みました︒けれども︑つまむことはできません︒

つまんで

三121 一年たちました︒けれども︑なにもおぼ

さにかわりはない︒

うにしずかにいう︒けれども︑うこかすはや

二667 みんなは︑﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑きゆ

いさんのおとうさんは︑おいでになりません︒

T5

495
けれども一けわしい

まあ︑もうすこしいってみよう︒

九538園南へいったなんておかしいなあ︒けれど
も︑まあ︑もうすこしいってみよう︒
九571園 ええ︑ぼく︑いちろうです︒けれども︑
どうしてそれを知っていますか︒

九櫨8 泉は︿略﹀︑遠い上流にあるのだとさとつ
た︒けれども︑流れは急流だし︑

九柵10 くもはのそのそと歩きました︒けれども︑
なんだか氣がすすみません︒

ども︑物にはそれぞれ名まえのあることを知った
のは︑︿略﹀いく週間もたってからのことでした︒

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ

ちゅうです︒

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒けれど

十五344

も︑それをその場にいない人や︑遠くにいる人に

わが國に知られている人は︑けっして少

なくはありません︒けれども︑フランスのルイ・

十四43

はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ

知らせるためには︑

この世の中には︑人が思うよりもっと

私が答辞を読んだ︒けれども︑思うこと

︵接助︶6

けれども

﹁小公子﹂のセドリックは︑七つ八つの

下男のように住みこんであげてもいいけ

でも︑あなたは︑うちのおかあさんに

けわしい ︽ーイ︾

まつ白な服をつけた少女の立っているよ

﹇険﹈︵形︶1

うなけわしい山が︑︿略﹀そびえているのでした︒

十五215

けわし・い

にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五m4園

だというし︑

れども︑芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

十一一708

どうも氣にいらなかった︒

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九五9 茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

も︑ぼくにはまだ︑セドリックほどわかりません︒

ころでも︑せんきょのことを話していますけれど

九462團

えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

六7111園雪だるまはお話はしないけれども︑はる

なかった︒

四153 みんなじっとしていたけれども︑なか

けれども

がすこしも書けていないことに氣がついた︒

十五梱2

うの人間には︑それが見つけられないのだよ︒

たくさん︑幸福はあるのだから︒けれども︑ふつ

十五965園

は︑ほどなく︑みかたができるだろう︒

てもらえないかもしれない︒けれども︑きみたち

十五785

フィリップの名は︑すこしちがった特別なひびき
をもって︑私たちの心をうつのです︒

わすれることのできないのは︑わかり

きっているのですから︒けれども︑力をだしてし

十四812團

自分たちとはえんがないと思っている人

ごとのことをお考えになるのです︒

十四325

もあるでしょう︒けれども︑星をこまかく観察し

九帯4 くもは︑力いっぱいもがけば︑︿略﹀ころ

たことから︑農業が進歩したのです︒

かみの毛は︑両かたにまつわりつき︑雪

げ落ちることができたかもしれません︒けれども︑

なかった︒

十四949

マッチはもえつくしてしまった︒けれど

おばあさんは︑いつものように︑やさし

﹁︿略﹀︒﹂といった︒けれども︑そうで

大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

この鳥と少年との戦っている岩角近くま
で來ました︒けれども︑職っている人と鳥とはむ

十五325

ども︑ひらりと身をかわした少年は︑

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒けれ

十五302

はなかった︒

十四皿5

よりはもっと擬しそうなようすをしていた︒

く︑しんせつなようすをしていた︒けれども︑前

十四欄2

けていて︑

も︑やっぱり︑そのたくさんのろうそくはもえ続

十四989

どもだめであった︒

重ねて︑どうかして︑あたためようとした︒けれ

両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の下で

すめは︑自分のまき毛のことも︑雪のことも考え

は︑︿略﹀︒けれども︑その小さなマッチ費りのむ

十四933

べつににげだそうとはしませんでした︒
を話しかけたり︑わらったりしました︒けれども︑

十126 おとうさんのそばへきて︑さまざまなこと
︿略﹀そばへこない女の子もありました︒

十一95園自信をもって︑よしやろうということ
ができたら︑うれしい︒けれども︑ぼくにはなか
なか︑よしきたとはいえない︒

にぽたぽたと落ちてきたりした︒けれども︑その

十一527 だれかのかさのしずくが︑私のくつの上
足も動かすことはできなかった︒

十一548 どれもみなうまいことばだ︒けれども︑
ばをわすれることができない︒

私は︑﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさんのこと

つめたあとで︑目を閉じました︒

十一7011 けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ
十二206園 こんなところがすこしもないようにし
ぐんぐんおしていって︑かべぎわにおし

たいのです︒けれども︑思うようにいきません︒
十一一2612

つけてしまったりします︒けれども︑かんじんの
歩くことはまだできません︒

十二346 すこしばかりの動詞も知りました︒けれ

けん一げんき

496

けん
﹇県﹈

﹇犬﹈δあきたけん

﹇軒﹈

︽ケン︾

εいっけん・いっけんいっけん︒さんげ

かけん・とくしまけん・ながのけん

■かながわけん・さいたまけん・しずお

けん
けん

けん

んぶん・にけんぶん
︵助動︶3

十五44図圃空にはなちしわがそ矢は︑あわれ

けん

いずこに落ちにけん︒

十五51図囲空にとなえしわが歌は︑あわれい
ずこに落ちにけん︒

原因

ろう︒

九麗5園

十302

もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑

けんかの話をするのかい︒

﹇見学﹈︵名︶1

見学

︿略﹀わけをよく考えていってみようと思います︒
けんがく

論文を持って︑その出版の用事かたがた︑

東部諸州へ見学の旅にのぼった︒

十五526

けんかずき

いじのわるいけんかずきの人がひろ

﹇喧嘩好﹈︵形状︶1

﹇539囹

けんかずき

うと︑ただのいしころになってしまいます︒

九鵬10囹

シ︾

いやだな︑けんかしたあとの氣持って︒

十五135図譜照る月の位置かわりけん鳥かごの屋 けんか・する ﹇喧嘩﹈ ︵サ変︶ 1 けんかする ︽
﹇原因﹈︵名︶6

根にうつりし影なくなりぬ
げんいん
いう満足を覚えたばかりでした︒

よくあるきました︒

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑いっそうげん

W たろうはげんきよくあるきだします︒

できあがると︑男の子は︑それをはい

﹁かっちゃん︑轟轟をだせ︒﹂

死んでいたら︑︿略﹀︑あんなに元氣のいい

五207

私は︑その家のげんかんにおかれました︒

六描5

﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣のいい声でいいました︒

げんかんがしまっていたから⁝⁝

七897

このごろは天氣がわるいので︑うさぎは︑

よく晴れた日には︑とても元氣があります︒

よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい

﹁さあ︑元氣をだして︒﹂

みんなは喜んで︑きゅうに元氣をだした︒

元氣よくいった母親も︑子どもをよそへ
十一442

寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

みんな元氣のいい返事をして立ちます︒

十四533

葉は︑仏心のいい青年でした︒

さないように︑こうして仏心をつけていたのです︒

十四492

やってから︑夜になると︑ため息ばかりついて

十一2310

九衙6

九価11囹

八588園﹂みんなその元氣でのぼろう︒

るので︑安心しました︒

七997

元三がありません︒

七913

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

﹁︿略﹀︒﹂と︑一声氣のいい声をかけました︒

あっけにとられているタイピストをしり

七375

六価5

この日の午後︑私はなんとなくものを待
午後の日光は︑げんかんをおおったすい
十三382園

げんかんへ出かけて︑ふみ石の上にそろ
げんかんには︑おもむきのあるかねがつ

元氣

自動車は︑やがてこう外のすばらしい家
げんき

﹁のみちをいけば﹂のところは︑げんき

﹇元気﹈︵名︶22

一228

げんき

のげんかんに横づけになった︒

十五7210

るしてあって︑

十五6712

えてある大小二つのくつをちらと見た私は︑

十五621

目に︑げんかんに出て︑

十五5912

かずらのしげみをもれて︑

十二318

つ氣持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

十二317

げんかんにむかえにでました︒

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑

顔つきもしていないはずだ

六729

んだん大きくなりました︒

五956 ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

んだようになっておちていたのです︒

五944 ひなはたいそう小さくて︑甲南がなく︑死

四梱4園 さあ︑元氣をだしておかえり︒

四506園

て︑元氣よくかけていってしまいました︒

四334国

きよくいう︒

二684

一［

五227

十二3511 ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたとげんかん ﹇玄関﹈︵名︶9 げんかん

間に行われる法則を知って︑

十三93 ものごとの原因と結果との関係や︑その
十三113 他のこととの間に︑すこしのつながりも
なく︑原因と結果との関係もないのに︑
ことは他のことの原因であると︑信ずるのである︒

十三114 原因と結果との関係もないのに︑一つの

の知識によって知られ︑

十三116 原因・結果の関係の簡軍なものは︑普通
十三119 まだ知られていないことはたくさんある
が︑それは︑学者がいろいろに考えて︑原因と結
けんか

果との関係を調べきわめている︒
﹇喧嘩﹈︵名︶6

七882 にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白

けんか

が︑けんかをしてたべました︒

九882 けんかをとめる声がつづく︒
九915園 どうしてけんかなんかしたのさ︒
九皿6園 いったい︑なんでけんかをはじめたんだ

S3
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げんき一けんきゅうする

﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣づけてくださった︒

なを元氣づけました︒
七5010

げんき ﹇元気﹈︵形状︶17 げんき 元氣5おげん
き

みんなあわてて︑口々によんで︑元氣づけ

4

元氣づける

下の方にいる女の子を元素づけるために

﹇元気者﹈︵名︶1

高曇もの

研究δかがくてきけ

あれは︑二黒もののこがらだ︒
﹇研究﹈︵名︶14

それから︑わか者は︑眞珠貝の研究に全力

研究のため︑死貝を一つ一つ︑ていねいに
よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑

ととのった知識とし︑また︑さらに進ん
ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって
ダルガスは︑このあれ地に育つ木がある
﹁︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続けました︒

な共栄によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十四371 夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

そういうしんがなかったら︑きりは︑た

て︑ついにラジウムを発見したのです︒

やすくできないということが︑学者の研究でわ

十四644

また︑日本についていろいろの研究を進

かってきました︒

十五511

﹇牽牛﹈︹人名︺9 けんぎゅう

め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑
けんぎゅう

﹁けんぎゅうというのですか︒﹂

八299園私は︑けんぎゅうというものです︒
八2910園

をふきつづけていました︒

八307 けれども︑けんぎゅうはおちついて︑ふえ

るくポンポンとたたきました︒

八309 そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか

ていました︒

︑3
01
1けんぎゅうは︑やはりふえに心をうばわれ
ノ

なって︑︿略﹀︑けんぎゅうを西の岸に帰しておし

八322 それをみた天帝は︑たいへんおおこりに

では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅう

まいになりました︒

八326園

いよいよその日になると︑けんぎゅうは︑

とあうことをゆるしてやろう︒

黒うしに乗って︑ふえをふいてきました︒

八329

十641

わたしが︑研究所でどうしてもできな

﹇研究﹈︵サ変︶6 研究する ︽一

能は︑︿略﹀︑ギリシアの︑同じめんの藝術

サ・ーシ・ースル︾

けんきゅう・する

かったことが︑二つあります︒

十465園

長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の けんきゅうじょ ﹇研究所﹈︵名︶1 研究所
デンマルク人のたましいは︑ダルガスの

誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり

十三2512
ました︒

十三262

なりました︒

世界の学者の研究によって︑天然眞珠と 八318 けんぎゅうも︑はたけにでてはたらかなく

ついに︿略﹀を発見した︒

十444

しらべていった︒

十434

をつくした︒

十3812

んきゅう・じゅうけんきゅう

けんきゅう

十一141

げんきもの

﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませんでした︒

十五271

あらゆる手あてをつくしましたが︑

るやら︑くすりをのませるやら︑あたためるやら

八1110

﹁みんなげんきでうれしいな︒﹂

一476園 げんきないいおこさんだ︒
一576園
になりました︒

一604囹 おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこ
四壁9園 もうすっかり元氣になったの︒
四脳7園 元氣になってよかったね︒

かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ

四柵5圃白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ
ん︒

五279 しんきちくんは︑電車をおりてから︑元氣
にあるいて帰りました︒

五997 二三日すると︑ひわは︑もとのように元氣
になって︑かごの中をとびまわっていました︒
みんな元 氣 で や ． る ん だ ︒

五999園 ﹁もう︑元氣になったようですね︒﹂

十三216

かないか︑︿略﹀研究を重ねました︒

十三2010

研究を続けていましたが︑

十三1510

だ研究をする土台にするのである︒

十三95

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

七963 7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ 十4511

七534園

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

八247 このわかいあぶらぜみは︑きゅうに元氣に
なって︑そろそろと歩きだしました︒

九323国山へたきぎをとりにいったりするので︑
まえより元氣で︑からだもしっかりしてきました︒

九4610團樂しく元氣で勉強してください︒
しょう︒

︵下一︶

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑

どんなさびしい日だって︑それが元氣 十三2211

十三503 さあ︑元氣でゆかいに︑手をつなぎま
十四4310團
にしてくれる︒

﹇元気 付 ﹈

十五伽8囹 みんな元氣で︑この学校を愛してくれ︒

︽ーケ・ーケル︾

げんきつ・ける

四621 ﹁︿略﹀︒﹂と︑出発がかりのがんが︑みん

けんきゅうねつ一けんり
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とくらべて︑研究されています︒

まったくとり去ってしまうようになれば︑

げんしょう

﹇現象﹈︵名︶1

現象

観察し︑研究することのすきな人には︑なかなか

十三124 知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を 十四628 ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の現象を
おもしろい見ものです︒

絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で
建築

日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外國と

んありますが︑

建築用材

みどりの野はできたが︑ユートランドの

﹇見当﹈︵名︶3

けんとう
﹁まだけんとうがつきません︒﹂

そのわけは︑すぐけんとうがついた︒

もちろん︑これは︑まわりの空心の温度

﹇県道﹈︵名︶1

縣道

黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ
現場

ヘッドライトにたよって現場に近づく︒

﹇現場﹈︵名︶1

けんぶつ・する ﹇見物﹈ ︵サ変︶

2 見物する

︽一

八62 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見

シ︾

この清水選手の試合を見物しようと︑

物したのち︑その一わを買い︑

十一一8210

見物人

スタンドには︑はじまるまえからたいへ

﹇見物人﹈︵名︶4

方々の國の人々が︑︿略﹀集まりました︒

十二776

けんぶつにん

ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま

んな見物人でした︒

十二851
した︒

十三447

見物人たち

両選手のために︑見物人たちは︑しばら

﹇見物人達﹈︵名︶1

見物人にせなかを向けないように︑

つかないだけです︒
十三4510

十一一869

けんぶつにんたち

こんどの新しい憲法は︑この議事堂でた

﹇憲法﹈︵名︶1 憲法

く︑あらしのようなはく手をおしみませんでした︒
けんぽう

やく12平方mの土地で︑41のげん米がと

﹇玄米﹈︵名︶2 げん米

んじょうしました︒

十一一M9

八㎜6

げんまい

けんめい呂いっしょ

平年作は︑1平方mに3・5dのげん米が

れました︒

八鵬7

とれるのですから︑

けんり

私には︑︿略﹀みなさんに︑このあいさ

﹇権利﹈︵名︶！

つを送るだけの特別の権利があると信じます︒

十五794

権利

うさぎはけんめいにこらえましたが︑た

けんめい ﹇懸命﹈︵形状︶1
十一一塒6

うけんめい

けんび鏡

﹇顕微鏡﹈︵名︶1

見物

おれそうです︒

ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た
﹇見物﹈︵名︶1

かわりばんこにやって來て︑

十三5912囹︺この絵の前には︑︿略﹀︑見物の人が︑

けんぶつ

いへんこまかいちりのようなものです︒

十四645

けんびきょう

十244

げんば

い道︑そこを自導車に乗って走る中学生︑

七466

けんどう

わかるだろうと思います︒

によってもちがいますが︑おおよそのけんとうは︑

十四657

六佃1

六754園

けんとう

実現されません︒

あれ地から建築用材を求めるダルガスの熱望は︑

十三223

けんちくようざい

﹇建築用材﹈︵名︶1

はおもむきのちがったおもしろいものが︑たくさ

十642

﹇建築﹈︵名︶1

すってあります︒

十三533

十三194 道路をつくったり︑みぞをほったりする げんしょく ﹇原色﹈︵名︶1 原色

十三145 いっしんに観察したり研究したりして︑
ときに︑よく︑黒土の地質や地味を研究しました

健康

けんちく

十三5612園美術の中心のフロレンスで︑研究して
いるうちに︑たいそう上達したのさ︒
きな人には︑

十四628 自然の現象を観察し︑研究することのす
けんきゅうねつ ﹇研究熱﹈︵名︶1 研究熱
﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十336

げんげ ﹇紫雲英﹈︵名︶2 げんげ

十一329圏 げんげがさいて︑なの花ちって︑かき
のわか葉に日の照るころは︑

げんこ

︼つ一つつづろ︒

十一581囲 じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い
﹇拳固﹈︵名︶1

つばき︑げんげの 花 わ ︑

げんこ

九期1 あいこになるように︑もう一つなぐってや
﹇健康︺︵名︶1

る︒﹂と︑げんこをかためて右手をふりあげる︒
けんこう

けんさ

十五堰6囹ぼくは︑あなたにっかえる﹃健康の幸
福﹄です︒

﹇検査﹈︵名︶1

現在

一451園 ﹁けんさがあるようですね︒﹂

けんさ
﹇現在﹈︵名︶1

十五415 それから︑そのギリシア文字がローマに

げんざい

げんじものがたり

移って︑現在のような形になった︒

げんじものがたりまくらのそうし

げんじものがたり ﹇源氏物語﹈︵名︶1 源氏物語
すべてこのかなによって書かれた作品である︒

十五402 あの有名な源氏物語や枕草子などは︑
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げんり一こ

﹇原理﹈︵名︶1

﹇子﹈

こ

︵名︶

蝿

こ

原理

子

←あのこたち・おこさ

るという一つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒

原理のうえからは︑おたがいによくにたものであ

十四695 まったく関係のないようなことがらが︑

げんり

こ

た︒

三923

五947園

ひわの子ですよ︒

﹁すずめの子らしいね︒﹂

六76

五㎜3園

男の子と女の子である︒

男の子と女の子である︒

だと思いました︒

はん・ダルガスおやこ・ちのみこ・ひわのこ・ふた

六76

男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ
れこれといじりはじめた︒

女の子はただじっとみつめていたが︑

男の子はゆびさきでそれをつまもうとした
ふさぎこんで下をみつめていた女の子が︑

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒
六108

思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる

し︑空をみあげる︒

六585

道で︑はき物に雪がついてころびました︒
﹁子どもは風の子︒﹂

ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた

六6110圃

六備4

子で︑來年小学校へあがります︒

七51囹あの白いブラウスの女の子かな︒

その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひき

学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の

女の子ばかりでなく︑茶のまにいたうち

ことに︑すえの女の子な

せみの子からいえば︑母親のちぶさにす

親あひるは︑じっとその子をながめた︒

八671囹

よくみればきれいな子なのだ︒

これはわたしの子だ︒

みにくいあひるの子は︑︿略﹀︑にわとりか

いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

八707 あわれなあひるの子は︑立っていたほうが

らもぶたれたり︑つつつかれたりした︒

八702

だ︒

八689園あの一わをのけたほかは︑みんないい子

あひるの子の首すじにかみついた︒

八682 もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

八6710圏あそこにいるあひるの子をさ︒

八671囹

およいだ︒

八664 みにくいあひるの子も︑いっしょになって

八653

を地表に向けてほっていき︑

八208 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな

がつたようなもので︑

八1610

どは︑目をなきはらしましたが︑

八122 みんなないて

じゅうのものがびっくりして︑

八115

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

八111

いました︒

七959

七68園もう帰る子がある︒
七467 たがやしている父と子︑きりの花一

七57囹やっぱりあの男の子だった︒

くる男の子かな︒

かみきれをいれたりする小さな子が 七52囹かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って

かさをさしていくと︑むこうでよう

これはわたしにさずかった子にちが

いたら︑とめてやりましょう︒

三男9園
いない︒

四318國

ちえんの男の子がないていました︒

四322團男の子は︑げたのはなおが切れてあ
はなおができあがると︑男の子は︑そ

るけなかったのです︒

四333團

五962囹

れをはいて︑

おとこのこし・おとこのこたち・おとこのこに・お

ん・おさなご・おとこのこいち・おとこのこさん・
やこ・おんなのこいち・おんなのこさん・おんなの

五981

ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声

こし・おんなのこたち・おんなのこに・きのこ・す

こ・みつご・みどりご・みにくいあひるのこ・みん

六78

ずめおやこ︒せみのこたち・たけのこ・たけのこご

ないいこ

六710

ひわさん︑これからぼくの子だよ︒

一43圃 おはなをかざる︑みんないいこ︒
一52圏きれいなことば︑みんないいこ︒
一54間なかよしこよし︑みんないいこ︒

六83

になりました︒

一604園 おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこ
一605園 ぴょんちゃんも︑きれいずきないいこ
になりました︒

いいこになりました︒

一606園 はねちゃんも︑ものをはっきり いう 六3210 からすの子が︑びっくりしてすからとびだ
一608園 まきげちゃんも︑おともだちとなかの
いい︑やさしいこになりました︒

た︒

三636 三人の男の子は︑うしろにこしかけまし
三637 ふたりの女の子は︑まえにこしかけまし

こ

こ

一
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なかった︒

とびこえてにげだした︒
﹁これも自分がみにくいばかりに

﹂と︑

八719 そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを
八721
あひるの子は思った︒

八724 あひるの子は︑ここで一晩横になった︒

八729 あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ
て休みたいと思った︒

八748 あわれなあひるの子はきもをつぶした︒
八7411 はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

八845

あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな忌門
あひるの子は︑水の上を車のようにくるく

になった︒

八846
るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑

あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは
あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん

くちょうをわすれることはできなかった︒

八848
八851

でいったのかということも知らなかった︒
あひるの子は︑︿略﹀︑水の中をおよぎまわ

らなければならなかった︒

八856

た︒

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

︑
8ー
ノnO− あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい
八896園

かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

はくちょうはあひるの子をみた︒

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑
八8911

八903

それは︑ぶかっこうなみっともないあひる

のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

の子ではなかった︒

八9010

八9310囹私がまだみにくいあひるの子であったと

学校帰りの女の子ふたり︑通りすぎる︒

き︑

一︑二年ぐらいの男の子︑︿略﹀︑大またで

あひるの子は︑あながこおってしまわない

九921

八859

ように︑いつも足をつかっていなければならな

むいた︒

八755 あひるの子は︑ため息をついた︒

勝った子が︑﹁一︑二︑三

お友だちにさそわれても︑どうしてもおと

十234

ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑﹁こくご

男の子がベッドにすわっている︒

十265

十264

日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし

工員は男の子をだきあげる︒

男の子が︑むちゅうになってかけてくる︒

そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう

三ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた

男の子は︑﹁︿略V︒﹂といって喜びました︒

ち強い男の子だ︒

十一106園

十572

のからだを手でいじりました︒

十569

た父と子︒

十267

一﹂の文を大きな声で歌う︒

十217

うさんのそばへこない女の子もありました︒

十127

とたおれそのままなくも

九価3図圖着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

がら舞台はしまできてとまる︒

九928

ぴょんぴょんかけてきて︑

九922

あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

かった︒

八862

すると︑あひるの子は生き返った︒

くだき︑うちへっれて帰った︒

八864

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

八865

八868

るたるの中へとびおり︑

おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ

おりよく戸があいていたので︑あひるの子

子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう

るの子をうった︒

八8610

として︑

八8611

八873

あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八878

ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑

なに苦しんだか︑

八881

ぬまの草むらの中で横になっていた︒

すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ
をばたつかせることができた︒

八883

﹂と数えな

八763 しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき
あがる氣にもなれなかった︒
さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

八768 くれがたになって︑あひるの子は︑ある小
八7610 風がひどいので︑あひるの子は立つことも
できず︑

八774 あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ
いているのをみつけたので︑

八783 おばあさんは︑それを自分の子のようにか
わいがつた︒

すぐにみつけられた︒

八785 朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

八793 そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため
﹁︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒

しにおいてもらった◎
八798

てばかりいた︒

八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ
八807 あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった
ので︑にわとりに思わずその話をした︒
八834 そこで︑あひるの子はでかけていった︒

501
こ

一
こ

十四995 この子にとって︑ただひとりのしんせつ

な人であったおばあさんが︑

ばのたばの中からひきだした︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけん

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

かわいそうな子だ︒

人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

その子がどんなに幸福に︑神さまの上筆

さくらさくら人が人が子を歩かせて

十五206 ひとりは女の子で四つになる

もたちでした︒

八つ︑ひとりは女の子で四つになるかわいい子ど

十五206 両親と子どもふたり︑ひとりは男の子で

もり

十五101図圃れんげつみて子といる母の黒いこう

十五83圏

十五65図圃六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

十四撹7

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒

十四皿5

十四慨4園あの子は寒さでこ︒こえ死んだのだ︒

十四醜4園

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十四棚6

めいにたのんだ︒

十四欄10

十四946女の子は︑両足を︿略﹀︑ぼろぼろの着 十四㎜5 ﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四943女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし 十四999 女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ・

してみたかったことだろう︒

十一272圓あの子は︑どうかしているのではない 十四9312 女の子は︑どんなにか︑それで火をとも
だろうか︒

十一344圏 さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内
ほんとうに感心な子だ︒

そろって田植えする︒
十一9010囹

女の子は一本のマッチをとりだした︒

物の下で重ねて︑

十四951

十四56 フィリップ自身︑中部フランスの小さな
町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両
その小さなほのおが︑その子には︑もえ
女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

女の子は︑手にもえつくしたマッチを
女の子は︑︿略﹀︑もう一本のマッチを
その女の子は︑中のへやをすっかり見と

鳥は︑︿略﹀よたよた歩いて︑その女の
女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ

チをすった︒

十四9711

たくさんの小さなろうそくが︑︿略﹀︑ち

十四994

十四991

十四987

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は思った︒

女の子はねむそうにつぶやいた︒

女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

かちか︑ちかぢかと女の子の上を照らし︑

十四984

クリスマスの木の下にすわっていた︒

そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の

十五245

ふと氣がついてみると︑いままで先生の

大きなやまわしのつめにっかまれて︑女

急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女

の子はばたばたしているではありませんか︒

十五238

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五235

方に︑

十五2112女の子は︑あぶない足どりで︑山の上の

へなげこんで︑

十四9710女の子は︑もう一本の︑第三番めのマッ 十五2110男の子は︑小石を見つけては深い谷の中

しかのこっていなかった︒

十四978

子の方へずっとよってくるではないか︒

十四976

おすことができた︒

十四9610

とってかべでこすった︒

十四965

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

十四964

やくほのおの方へのばした︒

十四962

さかる大きなほのおのように思われた︒

十四955

手をさしのべた︒

十四953

十四802 なん百年という前からつくられて︑子に︑

十四62 老いた母を思う子の眞情は︑
まごにと傳えたことではないかと思います︒
十四905 ﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ費りの女の
子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒

十四907 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出
たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒
十四909 その上ぐつは︑母親のものだったので︑
この子にとっては大きすぎた︒

十四914 もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ
ろって行ってしまった︒

十四915 その男の子は︑これは人形のゆりかごに
はもってこいだと思ったのであろう︒

十四918 そこで︑その女の子は︑まったくはだし
になってしまった︒

十四923 おおみそかの晩だというのに︑その子は︑
まだマッチをすこしも費ってはいなかった︒
十四9211 かわいそうに︑その子は︑おなかがすい
て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

十四931 その子のきれいなかみの毛は︑両かたに
まつわりつき︑

十四937 女の子は︑漫々をとおして︑ちらちらと
かがやくともしびの光を見た︒

つ持っていた︒

十四9311 女の子は︑手にマッチの小さなたばを一

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五246 いまそれをとめなければ︑もうその女の
子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五252 鳥が大づめでつかんでいる女の子のから
だが下へ落ちないように︑

十五266 このわしが大きなくちばしで女の子の頭
でもつつけば︑

十五996囹また︑ぼくを知っている子がいる︒
ここにいる子をだれも知らないなんて︑

どんな子だって︑おかさんはひとりぎ

そんなことあるものですか︒

十五999囹

十五価7園
りです︒

ら︒

十五佃12園まあ︑だまっておいでよ︑いい子だか

やけこやけ

十五2612 下の方にいる女の子を元氣づけるために こ ﹇小﹈ 呂おおさむこさむ・なかよしこよし・ゆう
﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませんでした︒

八561

九311

九31
十31
十327

十一31
十一431

十二31
十二431

﹇湖﹈←とわだこ・ミシガンこ

十三371

十三28

こ

十五273 女の子は︑︿略﹀おどろいて氣でも失っ こ ﹇粉﹈←うどんこ・こむぎこ・ひのこ
たのか︑すこしもさわがず︑

みはらし台

先生とみなさんへ⁝⁝⁝三十一

先生とみなさんへ

発明二つ⁝⁝⁝三十二

新しい出発⁝⁝⁝四十三

発明二つ

五

その人のことば

2

五﹁へんだよ︒
九896

なかをおしながらさる︒

五﹁もういいったら
九9011

一497

︵五︶

︵五︶

︵五︶

︹題名︺4 五

七29

二373

123456789

︵名︶18五5⑤n▽しちこ・しちこさ

︵五︶

﹇五﹈

七281

六597

うたううたは︑そのことばの声のかずが︑

に氣がつきました︒

六592七と五と 私は︑きのう︑おもしろいこと

六3225かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

11 12

四70図

ん

﹂と︑やまだのせ

その人のことば⁝⁝⁝七十七

心に太陽をもて

心に太陽をもて⁝⁝⁝四十二

電話

電話⁝⁝⁝一二十七

人形しばい

人形しばい⁝⁝⁝四十三

新しい出発

五五五五五五五五五五

﹇五﹈ ︹話手︺

十五771

十五39

十四421

十四26

こ

こ

こいのたきのぼり︒

かくれんぼ

おはなし⁝⁝⁝二十五
おはなし

学校

学校⁝⁝⁝三十
がんのなかま⁝⁝⁝四十一

がんのなかま

・しと・し

心と心⁝⁝⁝三十八
月と雲⁝⁝⁝五十一
月と雲
作文

作文⁝⁝⁝四十七
みはらし台⁝⁝⁝五十六

ご

与かけっこ・かわりばんこ・すみっこ・にらめっ

ご

五五五五五

こ

野塁服梶鵬梶㌘鐸燧職2
色
こ

十五287 左手は女の子の上帯にかけたままで︑
十五293 鳥は︑不意のしゅうげきにおどろいて︑
︿略﹀︑つかんで い た 女 の 子 を は な し て ︑

は血にそまった短刀があります︒

五五五五五五五五五五五五五五五30〒は

かくれんぼ⁝⁝⁝十二

五

十五294 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

こ
こ

十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の
子を自分のせなかにかくしました︒

十五2910 少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手
で女の子をかばい︑

十五309 少年が女の子を後にかばうようにして︑
すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑
十五3112 その中で︑女の子を後にかばいながら︑
少年は苦しい戦いを続けていました︒

十五332 父親のうでにだかれた女の子は︑にこに
こわらって︑
どうししや

十五336 そのときの女の子の両親の喜び︑
だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑

十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に

十五967園小さな子がやって來た︒
どうです︒

十五978囹 まあ︑あのふとった子のわらうことは

ご

四三
八七七六六五五四四三三ニニー一

ご

一
こ

502

ご

吻つ

503
こ

五か七になっているのです︒

七ホノボノト一五

アカルクソマル七アサノソラ五

六60ーウスムラサキニ

いたす

﹇御案内﹈︵五︶1

ごあんな

かめ﹁ごあんないいたしましょう︒﹂

︽ーシ︾

四鵬2園

こい

こ一こいのたきのぼり︒
︽ーイ・ーク︾

四785
こい

夕やけがばら色にこくなる︒

みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色

もこくなっていきます︒

八239

六4010

がこくなってみえます︒

6
2
1

2

8整調
1

4

5

ごあいさつ

6

7

まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほどこくあ

9
た︒

十576

津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ

白と︑もも色と︑こいもも色のがさきまし

2 りません︒

8

十一474

小いけ

つくり︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑

へなげこんで︑

こいしい

︽ーク︾

十五2110男の子は︑小石を見つけては深い谷の中

﹇恋﹈︵形︶1

十176園そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ

こいし・い

ご一生

もうすこしすれば︑ごいっしょに一

﹇御一緒﹈︵名︶1 ごいっしょ

とばがこいしくなりますQ
ごいっしょ

十四1410国國

﹇御一生﹈︵名︶1

月をくらせるのだ︑

ごいっしょう

うらの小山の小いけに子がもが二百ぱ︑

﹇小池﹈︵名︶1

れて︑

こいけ

四684

一びょう︑

小石

小石をころころ︑ころがして︑

﹇小石﹈︵名︶5

こ米が

五57

こいし

いねがよく根をはって育つように︑小石を
ひろい︑土のかたまりをくだいて

八985

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

九佃4

九号7

しろいこいぬが︑むこうからころげるよ

﹇小犬﹈︵名︶1 こいぬ

﹇鯉幟﹈︵名︶2 こいのぼり

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

甲﹁砂のほかに︑なにもみえない︒﹂

甲﹁どこへいったのだろうね︒﹂

﹇甲﹈︹話手︺13 甲

七751

ふたりは︑なおびっくりして︑甲﹁まった

その荷は麦でしょう︒﹂甲﹁たしかに︑たし

七7811

ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑甲

ではありませんか︒﹂

七787 甲﹁え︑でも︑そんなにくわしくこぞんじ

かにそうです︒﹂

七784

七7710 甲﹁どこでみましたか︒﹂

くそのとおりです︒﹂

七7610

うだが一﹂甲﹁そうです︒﹂

七761 あなたがたは︑なにかさがしておいでのよ

七755

こう

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

十一332團

四悩5 五月はこいのぼり︒

こいのぼり

うにはしってきます︒

一385

こいぬ

ての手本になってくれるでしょう︒

五396時半もとになるにしたがって︑木のみどり 十四711国 おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

﹇濃﹈︵形︶6

四五十センチもあるこいもいます︒

﹇鯉﹈︵名︶2

では︑そのかたをこちらへこあんないし

︽ーイ︾

ごあんないしなさ・る

六916園

11

五︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわか

こ・い

九333團

こい

なさい︒

いしなさる

七アサノソラー五

五

サキマシター

六603アカルクソマル

六6010カボチャノハナガー七

六605タノシイコトガー七 アルヨウナー五
六607アアサワヤカナー七 アサノソラー五

六611アンナトコロニー七 サキマシタ
1

五

六64図

12345678

八18図

4
1
1

十一56図
0
1

十二507 ⑤
﹇後﹈■しゅうせんこ

十二536 ⑤
ご

﹇御挨拶﹈︵名︶1

﹁ごあいさつをします︒﹂といって︑青

年のまえにすすみでた︒

七446園

ごあいさつ

じゅんご・フランスご・ポルトガルこ

ぼんご・にっぽんこのかきあらわしかた・ひょう

てん・カンボジアご・ギリシアご・ドイツご・にっ

ご ﹇語﹈ Oオランダご︒がいこくご・がいらいごじ

3

十一11図 一 トップ 3 5 7 コックス

いる︒

十194 5ひとりの子どもが︑立って本を読んで 九161 もう大きさだけは持つばめと同じですが︑

れてふたりをひきとめている︒

は四︑

九885たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

12

ごあんないいた・す ﹇御案内﹈︵五︶1 ごあんない

一

﹁どうもおかしい︒

七803 甲﹁私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑
さばくを通っていましたが︑

こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ

るそうににこにこわらいました︒

四639

四川8囹かめ﹁りゅうぐうはいつもこうなので
すよ︒﹂

それはこうなんです︒

甲﹁すると︑向こうから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑た

五293園

七8011

ずねるのでございます︒

ほんとうにすまなかったね︒きみは︑と
又略﹀︒﹂私は︑こういつて︑はるおのか
おとうさんも︑おかあさんも︑こうして︑

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

かえてさ︑

五911

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

﹁︿略﹀︒﹂と︑おくざしきにつれていきました︒

こういつてから︑りょうかんさんは︑

五8811園

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五854

おかげだろう︒

まいにち︑たっしゃで生きていけるのは︑だれの

五649囹

たをそっとおさえました︒

五574

きどき︑こういうことをやるのかね︒

五308園

ました︒

七818 甲﹁らくだがびっこであることも知ってい
七822 甲﹁そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑
知っているじゃあ り ま せ ん か ︒ ﹂

甲と乙︑

七845 甲﹁もしもし︑それなら︑荷物をつけてい
甲

ることが︑どうしてわかったのでしょう︒﹂
﹇甲﹈︵名︶1

七747 七 にげたらくだ 一の場面 人

こう
ほかに︑ひとりの旅人︒

おなかを

こう ﹇斯﹈︵副︶77 こう5どうにかこうにか

一614 おじいさんがこういうと︑
二351園 はじめの めくらは︑ぞうの
なでて︑こういいました︒

二354園 二ばんめのめくらは︑ぞうの きばに 五心2園 ほら︑羽がだめだから︒こうしていつま
でも︑ここにいるよりしかたがないのさ︒
あり三﹁毎日あせだくだったね︒﹂あり一
もできるし︑

﹁そのおかげでさ︑いまこうしてあたたまること

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑さちこは︑じろう 六274囹

さわって︑こういいました︒
二5310

を手まねきします︒
一一545 こういつて︑いちろうをよびます︒

﹁︿略V︒﹂ぼくはこうひとりごとをいいな

ぼくは︑こう考えると︑︿略﹀という氣持

がら︑そとをのぞいてみた︒

六佃8

勝ったものになにもないなんて話はない︒

は︑どこかへふっとんでしまった︒

六出10囹

かた目だということは︑どうしてわかつ

どうだ︑こうしては︒

たのかね︒﹂旅人﹁それは︑こうです︒

七835囹

ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

のに︑うちのむすめは︑こうしてはたらきつづけ

八2811囹

そのとき︑王女がはいってきました︒

こうお考えになった天帝は︑

ているのは感心なことだ︒

八292

八4110

王女は︑こういつて︑王さまにすがりつき

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑王さまにだきつきました︒

こうすると︑なわしろにまいてから︑早く

その人は︑こういいました︒

ました︒

八441
八457

めがでるということです︒

八949

九164 こうして︑大ぜいのつばめが︑ならんでい

いちろうはわらって答えました︒﹁そん

るのをみると︑

なら︑こういいわたしたらいいでしょう︒

九682囹

九771囹ごらんなさい︒いまでもこうやって︑人

またじゃんけんをする︒こうして︑ふたり︑

は貝をたべています︒

九9211

目がさえてなかなかねむれません︒

こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく

こうしておまえたちに話すようなことば

が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒

十177園

な氣持になりました︒

九宙10

﹁︿略V︒﹂こう話しかけたのは︑ばらの花でした︒

九備6

けにもいきません︒

じゅんじゅんに舞台をさる︒
三2310 あちらの村でもこちらの村でも︑こう 六541 ふみおは︑こういつて︑空をみあげました︒
九鵬4 こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ
六553園 こうするとよくわかるのね︒
いって︑この大きな木をみあげました︒

こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし
こうしてできた二本のつつは︑うまくはま

ていられなくなった︒

六下2
六観1

三609デビッドはこういいます︒

三607 ジュデーはこういいます︒
はじめてみんながこうさけびました︒
三7310

六撹4

りあって︑

四196先生がこうおつしゃつたので︑
四344 ｪ﹀︒﹂先生にこうたずねられて︑
ｪ﹀︒﹂こういつて︑かっちゃんはた

のしんで い ま し た ︒

四587

「〈

「〈

一つ一馬＿つ
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こう一こうおつ

十291 同じものをみるにしても︑どうしてそのも
とよだ さきち

のがこうなったかということを︑考えて

こうしたフィリップの純眞さ︑誠実さ︑

う書いてありました︒

十四510

工員

ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで︒

トロッコをおして︑炭坑にはいっていく工

﹇工員﹈︵名︶5

十243

こういん

十248

員︒

あさんを愛しているからだと︑こうお考えになら

十265

十263

工員は男の子をだきあげる︒

工員も走りだす︒

ら地上にでてくる︒

十253

いつもこう思っていてください︒

こうなってくると︑うちゅうというもの

工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ

光栄

あのとおりテーブルの光栄になってい

﹇光栄﹈︵名︶1

るさとうがしを︒

十五851園

こうえい

て︑石炭をほっている︒

十246

なんでこんなにほがらかでいられるの ごういんだち ﹇工員達﹈︵名︶1 工員たち
どうせ助からないものなら︑こういう美
寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

こうえんのせわや︑どうろのそうじなど

こうえんでも教室でも︑どこでもやれ

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

﹇小魚﹈︵名︶2 小魚

七782

です︒

小魚はしおからかったので︑のどがかわ

もし︑もし︒﹂甲乙が︑いっしょにふり

﹇甲乙﹈︹話手︺5 甲乙

それから︑

つけた荷がありましたね︒﹂甲

七766 ふたりは︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そう

返って︑甲乙﹁はいはい︒

七7510

こうおつ

いてたまらない︒

十二631

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十二6210

こうお

るからね︒

十二487囹

もしてくれます︒

四51

なの心をたのしませてくれます︒

三924

﹁︿略﹀︒﹂こういいだしたのは︑根のし こうえん ﹇公園﹈︵名︶3 こうえん

だから︑私は︑そのかぼちゃは︑全部私
茶わんの湯と︑こうしたらい雨のばあい
こうしてなお語り続けようとする博士を
いまその早天の主が︑こうしておじさん
を見あげているのに︑

十五6911

さえぎって︑

十五5811

とは︑よほどよくにたものと思って

十四6811

のものだと思います︒﹂つるがこういったとき︑

十四573

るしをつけた老人でした︒

十四518

さないように︑こうして元氣をつけていたのです︒

十四491

しい歌に送られて︑死んでいきたいものだと

十四483

か︑それを︑こう話してやるのだ︒

十四444圏

は︑どこまで廣いのか︑想像がつきません︒

十四343

十四164圏

なければいけません︒

十3210豊田佐吉は︑村の人々から︑こういつてあ 十四94團妹にしても︑私にしても︑心からおか
ざけられた︒

佐吉の考えはこうである︒

うめは︑﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑失望にしず

十3311
十411

む幸吉を︑なんどもはげました︒

十464 エジソンはたいへん喜んで︑こういつた︒
十728 こう︑さしずをされて︑しかたなく︑

これが

十一273 村の人たちは︑こう︑うわさをしました
が︑

十一6911 こうもかわればかわるものか
父親であろうとは︑とても思われませんでした︒

ｪ﹀︒﹂こういつて戸をたたきますと︑

十一751 医者はちょっと考えてから︑こういいま
した︒

十二69

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

5かべしんぶんだいいちごう・きしゃだいいち
ごう・だいいちごう・だいさんごう・だいにごう・

こう

だいはちこうしつ・だいよんこうしつ・にっぽん

太郎が︑こういう短い文を書いた︒

十三76 ああ︑季節のこういうのどかなとき︑

りゅうがくせいだいいちごう・のうりんいちごう・
こう意

十三77 こういうしずかな午前にあって考える︑

﹇厚意﹈︵名︶1

停車場まで送ってくださった博士のこう
意をふかく謝して︑別れの手をさしのべると︑

十五765

こうい

ローマンこう

十三538 その下の白いところに︑先生の手で︑こ

ぶな考えかたがもとになって︑

西へまわっているように思われます︒こういうう

十三131 地面は平らなもので︑日や月が︑東から

十一一909

たろう

こういわれたら︑

十一一8710

た父にこういわれたら︑

十二878 手紙を書こうとして︑すずりばこをあけ

いわれたら︑

十二876庭で植え木の手入れをしている父にこう

とき︑

十二227文雄はこう考えた︒
十二803 こう︑私がたたみかけるようにたずねた

「〈

こうおつ一こうさぎ
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乙﹁ありました︒﹂

七796 甲乙﹁いや︑あちらで︑あかしをたてても
らおう︒﹂

がいありません︒

甲乙

七824 甲乙﹁らくだをぬすんだのは︑この男にち
﹇甲乙﹈︵名︶3

航海する ︽一

十395

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑
村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

それを︑心学の体内にさしいれてみた︒

十407

この光明を喜んだのもっかのま︑幸吉の心

二日同じく九百九十ぽ五日同じくの

﹇合計﹈︵名︶1 合計

こうげい 5にっぽんびじゅつこうげいし
ごうけい

こりの三十九わこの合計は︑約八万九千ばです︒

九231

で︑古くから外國人にもてはやされてきました︒

いつまでもおそばにいて︑こうこうを

﹇孝行﹈︵名︶1 こうこう

三備8囹

こうこう

ごうごう

したいと思いましたのに︑ほんとうにおなごり

﹇轟轟﹈︵形状︶1

おしゅうございます︒

しかし︑幸吉は︑くじけはしなかった︒

そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老人に
幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ
幸吉は︑望みをかけた第一の母子を開いて

幸吉は︑︿略﹀エジソンのもとをたずねて︑

﹇航空会社﹈︵名︶1

航空会社

﹇▽きんだいてきこうぎょう・しゅこう
こうくうがいしゃ

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運
ぶことを申しでました︒

九2111

水がふえのように鳴ってとびだし︑すぐた

こうごうしい ︽一

舞台は清らかな︑こうごうしい︑ばら色

﹇広告﹈︵名︶1 廣告

その貰年は︑たいへんなはんきょうをまき

﹇子兎﹈︵名︶14 子うさぎ

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

七938 調うさぎの生まれた︑右から運ばんめのへ

に︑謡うさぎが4ひき生まれていました︒

七933 朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや

こうさぎ

ることを︑新聞に廣告しました︒

九1910 協会ではすぐに︑︿略﹀ つばめのせわをす

シ︾

かつて︑パリーの眞上等たちが︑幸吉の手 こうこく・する ﹇広告﹈ ︵サ変︶ 1 廣告する ︽一

おこしました︒

九1911

こうこく

の美しい光に照らされます︒

十五944

イ︾

ごうごうし・い ﹇神神﹈︵形︶1

きになって︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒

九5011

十252 ごうごうたるトロッコのひびき︒

幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑ ごうごう ︵副︶一 ゴウゴウ

ごうごう

十434

みた︒

十458

こうぎょう

養殖眞珠のつくりかたを︑こまごまと話した︒

十461

になる養殖老鴬は︑まがいものであるといった︒

十459

ひそんでいる︒

名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が

十4410

た︒

十448

なっていた︒

十443

死貝をどんどんみていった︒

十439

まった︒

十二川2 まき絵は︑日本のすぐれた工二品の一つ

こういつて︑失望にしずむ幸吉を︑なんど こうげいひん ﹇工芸品﹈︵名︶1 工藝品

そのゆめのような考えをわらった︒

十411
もはげました︒

七759 もし︑もし︒﹂甲乙が︑いっしょにふり 十419 うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑

こうおつ

1

幸吉とうめは︑たがいにはげましあった︒

幸吉をかばい︑
十424

返って︑甲乙﹁は い は い ︒

七799 甲乙︒
十4211

︵サ変︶

からの助力者であったうめが︑この世をさってし

七801 旅人と甲乙が︑ならんでいる︒
こうおつふたり ﹇甲乙二人﹈︵名︶3 甲乙ふたり
七749 甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑
なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

七774 このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑

校歌

甲乙ふたり︑いそいでたちさる︒

なにか︑こそこそささやきあう︒
七8511
﹇校歌﹈︵名︶1

十五槻9 先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

こうか

た校歌や︑

こうがい ﹇郊外﹈︵名︶2 こう外
さつぼろ
十五604 新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう
めいじ
外に養っていたのは︑明治二十年の夏であった︒
のげんかんに横づけになった︒

十五729 自動車は︑やがてこう外のすばらしい家

﹇ 航海﹈

十四327 航海術がさかんになったのです︒

こうかいじゅつ ﹇航海術﹈︵名︶1 航海術

シ︾

こうかい・する

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒

十二410囹 大洋を西へ西へと航海して陸地にで ぎょう

きち

こうきち ﹇幸吉﹈︹人名︺14 幸吉重みきもとこう
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こうさく一こうだい

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

く︑

こうざんしょくぶつ

七962 7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ

色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
を︑

﹇高山植物﹈︵名︶2

高山植物

ずの音︑日光にかがやく高山植物のかおり︑

十五213

まつ白なひつじのむれ︑朝風にひびくす

五4010團

た︒

なかに︑子うしが三とういます︒

五415團子うしは︑小川の岸をとことこ走りまし
五496圃子うしが水のむ岸をでる︒

九283図心親のまたくぐる子うしや草の花

しょうこうし

こうして

またさきへとんでいった︒こうして︑大き

﹇斯﹈︵接︶5

になっている︒

こうして

八723

少女たちは︑︿略﹀︒こうして︑ずんずんお

なぬまのあるところへやってきた︒

十125

こうして第一日はすぎました︒

とうさんのそばへきて︑

十一769

に︑

十一一価8

た︒

こうしゃ

こうして︑みんなの歩調がそろったとき

これを持って︑朝早く工事場へいきまし

﹇校舎﹈︵名︶2 校舎

十五窩5 樂しい六か年の思い出を残してくれたこ

七53 校舎の半分が光った︒

﹇工場﹈︵名︶4

工場

の運動場︑この校舎︑あの農園︑
こうじょう

んでしょう︒

五344 この工場のきかいを動かしている力は︑な

五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の

川上の方をながめると︑近くの町の工場

きかいを動かすのです︒

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十一46

本の國全体だって︑同じことだと思う︒

十一1011囹あの町でも︑あの工場でも︑また︑日

白っぽくみえる太陽の光線ですが︑わけ

﹇光線﹈︵名︶2 光線

十209園

こうせん

それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒
十五塀12囹

﹇小歌﹈︵名︶1 小歌

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒
こうた

十135 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ

こうたい

んは︑きいて知っていましたから︒

﹁場所こうたい︒﹂しんばんの先生のあ

﹇交替﹈︵名︶1

七523園

こうたい

この廣大なうちゅうにくらべては︑太陽

﹇広大﹈︵形状︶2 二大

いずで︑ぼくらは場所をこうたいした︒
こうだい

もごく小さなものです︒

こうして私は︑物にはみな名まえのある 十四3410
ことがわかったのです︒

十一一3711

十一222

七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ 十五198 高山植物のさきみだれているけいしゃ面 こうじば ﹇工事場﹈︵名︶1 工事場

巣からはいだしてきました︒

七972 白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

でて歩いていました︒

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から こうし ﹇子牛﹈︵名︶6 子うし 小うし

うさぎのちぢにすがりつきますと︑

七978 黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親

けが︑草をたべていました︒

七983 子うさぎは巣の中でねていて︑親うさぎだ

﹇公子﹈

工事息ていぼうこうじ

みるみるうちに工事がはかどって︑九十

﹇工事︺︵名︶1

小路

ホートンというのは︑小路のことである︒

﹇小路﹈︵名︶2

十三267

こうじ

九の石だんができあがった︒

十二587

雪うさぎと母うさぎのめかたを計ってみま こうじ

こうし

ある︒

十五846園小ひつじの足に︑小うしのかんぞうも

七984 お書ごろみたら︑子うさぎは︑7ひきとも︑ 十三511 子うしをつかまえに行って來るよ︒
巣からでて歩いていました︒

です︒

七987 謂うさぎが生まれてから︑きようで20工め
七987
した︒

で320g︑かるいので260gでした︒

七989 母うさぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいの
七992 斎うさぎの毛の長さを計りました︒

鉱山

ているので︑小路は︑おのずから高い土べい続き

七995 食うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ 十三268 どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし
えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

こうさく ﹇工作﹈︵名︶1 工作■ずがこうさく

こうさくしつ

六縦6 紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ
ごでまにあわせました︒
﹇工作室﹈︵名︶1

三356園 こうさくしつでは︑六年生が︑はこのよ

こうさくしつ

﹇鉱山﹈︵名︶1

うなものをこしらえていました︒
こうざん

と︑近海の漁場のほかには︑鉱山があるのでもな

十三173 デンマルクは︑みどりの牧場と︑︿略﹀

こうたいする一こうふく

508

︵サ変︶

−

こうたいする

十四357 これを思えば︑人間の力というものは︑
﹇交 替 ﹈

うちゅうにも負けないくらい廣大で︑
こうたい・する
︽ーシ︾

をこうたいした︒

校長先生

七524 しんばんの先生のあいずで︑ぼくらは場所
こうちょうせんせい ﹇校長先生﹈︵名︶1

﹇交通﹈︵名︶1

交通

まえのことが思い出されてきた︒

十五伽2 校長先生のお話を聞いていると︑ずっと
こうつう

校庭

高度

光年﹇▽いちこうねん・

からにげて來た﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄
ですよ︒

十五価8

﹇光年﹈︵名︶2

ら地上にでてくる︒

いちまんこうねん・いっせんこうねん・ごじっこう

幸福﹁もちろん︒

十五価10 きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒﹂

こうねん

ねん・さんじっこうねん・じゅうまんこうねん・に

こうのとり

こうば

幸福﹁あれは︑﹃愛することの大きな喜

幸福﹁あれは︑人がまだ知らずにいる

幸福﹁いま來ようとする新しい﹃喜び﹄

幸福

︹題名︺2

ですか︒

こうふく

八33

幸福

幸福

﹇幸福﹈︵名︶60

八497

一日の幸福を予言してくれるよう

とったこうふくさん・ふとったごうふくだち・ふ

うふくども・ここうふく・ふとったこうふく・ふ

こうふく

幸福むおうちにいるこ

十五柵3 幸福﹁あなた︑あの女の人を知らないの

をむかえているのですよ︒

十五鵬12

﹃喜び﹄たちです︒﹂

十五㎜9

び﹄ですよ︒

十五鵬4

十五柳4 幸福﹁そりゃあ︑そうでしょう︒

幸福﹁あれは︑﹃大きな喜び﹄ですよ︒﹂

じっこうねん・にじゅうおくこうねん・にじゅう
﹁光年﹂という即位です︒

きゅうてんここうねん・ひゃくこうねん
八343

﹁光年﹂を栄位として計算しなければなら
﹇鶴﹈︵名︶1

ないほど︑遠いきょりであります︒

八3410
こうのとり

﹇工場﹈︵名︶1

こうばではどうでしょう︒
紅梅

﹇工場町﹈︵名︶1

工場町

紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす

﹇紅梅﹈︵名︶1

ここは工場町です︒
幸福

五341

︹課名︺2

まるで︑

とったこうふくども
幸福⁝⁝⁝三十七

八29 四

自分は︑それ以上の幸福は願わない︒

﹇幸福﹈︹話手︺14

﹁幸福﹂が︑いろいろな家へたずねていき

です︒

八78
幸福

八371四幸福

こうふく

こうばまち

ぎれば風あたたかく︑

十一307圃

こうばい

三896

こうば

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

十四2410 それは︑外國と交通をして︑日本にな 八605 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと
﹇校庭﹈︵名︶3

かった品物が︑外國から傳えられたときに︑
こうてい

七53 校庭のつゆもいっぺんに光った︒
七87 その声が校庭にひびきわたる︒

公韓

十二955 だれも話し相手がないので︑しょんぼり
﹇公転﹈︵名︶1

と校庭に立っていると︑
こうてん

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年に一回︑

十三153 また︑下塗といって︑自輔をしながら︑

﹇高度﹈︵名︶1

太陽のまわりをまわります︒
こうど

八395園

十四849 空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の こうふく

十五995幸福﹁こんにちは︑チルチル︒﹂

幸福﹁ええ︑ええ︑そうですとも︒

わずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

八504 だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だとい

をしました︒

八503 ﹁幸福﹂は︑まずしいこじきのようななり

から︑

八499 だれでも幸福のほしくない人はありません

ました︒

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑雪の

ぼくを知らないの︒

十五佃7

幸福﹁なにさ︑あれは︑不幸のほらあな

幸福﹁みんな聞いたかい︒

十五塒4

十五梱10

らないのですね︒

十五棚5 幸福﹁あなたは︑やっぱり︑なんにも知

十五㎜1 幸福﹁おい︑みんな︑聞いたろう︒

福﹁きみ︑

八498

こうどう

坑道

十五999︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒﹂幸

﹇坑道﹈︵名︶1

けっしょうがちがうわけを︑
こうどう
﹇講堂﹈︵名︶1

十246 石炭の坑道︒
こうどう

七710園 こうどうをのぞいてみたり︑みんなが勉
坑内

強する教室にはいって︑こしかけてみたり
﹇坑内﹈︵名︶1

十253 ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

こうない

509
こうふく一こうふく

八507 それでも︑自分をよくむかえてくれる人が
あったら︑その人のところへ幸福をわけておいて
くるつもりでした ︒

八509 この﹁幸福﹂が︑いろいろ心家をたずねて
いきますと︑いぬのかってある家がありました︒
八 5 0 1 0 ﹁ 幸 福 ﹂が立ちました︒

﹁幸福﹂は︑さっそくごめんをこうむりま

八511 ﹁幸福﹂がきたとは知りませんから︑

︑
／1
50
1
した︒

うむりました︒

八521 ﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみえて︑
八536 ﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ
八542 そこの家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らな
いようでしたが︑

八553 ﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ
かりました︒

八556 それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を
わけておいていきました︒

八914 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの
中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

八9310黒鉱がまだみにくいあひるの子であったと
き︑こんな幸福があろうなどとは︑ゆめにも思わ
なかった︒

十一184 わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔から
生まれます︒

いる︑

十四92国 この世の中には︑まだ幸福がのこって
十五8510 ﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル
をはなれて︑

﹃お 金 持 の 幸 福 ﹄ で す ︒

へ手をさしだしながら︑

十五876園

﹃地所持の幸福﹄で︑なしのようなお

﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆっくり

﹃みたされたきょえいの幸福﹄で︑

なかをしています︒

十五877囹

十五878
とうなずく︒

十五川6園
らですよ︒

十五梱8圏
十五梱10園
さ︒

ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし

ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの︒

この人のうちに﹃幸福﹄がいるかって

﹃健康の幸福﹄です︒

﹃幸福﹄でつまっているじゃないの︒
十五皿6囹

﹃のどのかわいていないときに物を飲 十五川11園

む幸福﹄と︑﹃腹のへらないときに物をたべる幸

十五8710園

﹃清い空氣の幸福﹄で︑ほとんどすき

子どもの幸福というものは︑地の上で

﹁子どもの幸福﹄だよ︒

︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒

十五柵2園

﹃両親を愛する幸福﹄で︑ねずみ色の

﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の

﹃森の幸福﹄で︑みどりの着物を着て

﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモンド色

﹃春の幸福﹄で︑きらきら光る青いた

﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅうの王

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

兄弟の﹃なにももののわからない幸

﹃むじゃ氣な考えの幸福﹄です︒

なにが幸福といって︑これほどの幸福

福﹄をさがしているのです︒

十五鵬12園

十五脳6囹

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

十五悩1園

ています︒

十五鵬12園 ﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱい．つけ

が︑︿略﹀︑金ぴかの着物を着てついています︒

十五鵬9園 おともに﹃星の出を見ることの幸福﹄

さまのすべてよりもりっぱで︑

十五鵬8囹

まの色をしています︒

十五㎜4囹

の着物を着ていますし︑

十五鵬3囹

います︒

十五鵬1囹

着物を着ていますし︑

十五撹12園

のは︑だれもふり向いてくれないからです︒

着物を着て︑いつでもすこし悲しそうにしている

十五撹9囹

とおっています︒

十五皿8園

﹃腹のへらないときに物をたべる幸

福﹄で︑ふたりはふたこで︑

十五8711園

﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

福﹄

十五881園

﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

こうもりのように目が見えない︒

十五882圓

でね︑ふたりと

﹃なんにもしないという幸福﹄と︑

﹃必要以上にねむるという幸福﹄

十五884園

﹃必要以上にねむるという幸福﹄でね︑

も手はパンのしんだし︑目はもものジャムですよ︒
十五884囹

チルチル︑すこし横の方に立っているひ
とりの﹁幸福﹂を指さして︑

十五8810

十五951園ダイヤモンドの光にたえられる幸福の
精を見るのだよ︒

この世の中には︑人が思うよりもっと
たくさん︑幸福はあるのだから︒

十五964園

小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ
十五973園

らいこけたりしながら︑

十五9611

十五983園

も︑天の上でも︑いちばん美しいものに見えるも
もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは

のだからね︒

十五997

すこしせの高いのが︑廣間の中にかけこんで來て︑

十五8611 ﹁いちばんふとった幸福﹂チルチルの方 十五992
十五873囹

こうふく一こうもり

510

は︑世の中にありませんよ︒

んよ︒

十五㎜3囹 これほどの幸福は︑世の中にありませ

と幸福とがますのですよ︒
幸福

十五m8園 そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさ
﹇幸福﹈︵ 形 状 ︶ 1 6

もきょうみを有し︑化学︑生理︑植物︑鉱物︑地

幸福たち

子うま

公平にいって︑みんなのものです︒

﹇子馬﹈︵名︶1

まった︒

この光明を喜んだのもっかのま︑幸吉の心

﹇光明﹈︵名︶2 光明

しは︑星にもあたらないでしょう︒

の光明を太陽とするならば︑作製に失敗したわた

十4612園

養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

からの助力者であったうめが︑この世をさってし

十4211

こうみょう

ずなり︑夕明かり︒

六σ8圃 ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす

こうま

十四616圏

﹇公平﹈︵形状︶1 公平

十五帽8園私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

﹃幸福﹄たち

こうへい

質等をこのんで勉学す︒

それは幸福なんですけれど︑やはり︑

分たち以上のものは︑見えないのです︒
十五柵12園

私たちの影以上のものは見えないのです︒

十五佃4園私たちは︑幸福なのですけれど︑私た
ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒

﹁幸福﹂たち

いちばんふとっている﹁幸福﹂︵ぜいた
かわいらしい幸福たちがやって來た︒

﹁幸福﹂たちは︑みなどっとわらいます︒

ちは見られます︒

十五鵬2囹外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た

十五梱9

十五957園

く︶たちが︑︿略﹀︑たべたり︑飲んだり︑

十五824

く︶たち

八458園 ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人 ごうふくだち ﹇幸福達﹈ ︵名︶5 ﹁幸福﹂︵ぜいた

こうふく

の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八462囹 そのほんとうに幸福なものをさがしてき
てほしい︒

八466 ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつか
るものではありません︒

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

八472 王子も︑なんとかして父の病垂をなおした

﹇幸福共﹈︵名︶2

﹁幸福﹂ども

福﹄たちがこわがるだろうって︑

福﹄ども

こうふくども

れる︒

十五梱9

ほかの﹁幸福﹂ども︑どっとわらいくず

だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五835囹あれがこの世の中でいちばんふとった

﹃幸

わたしは︑幸福なかまでいちばんふ
︹課名︺2

幸福の園

幸福の園
幸福の園・・・⁝⁝八十二

六

六

﹁幸福﹂は︑さっそくごめんをこうむりま

﹇蠕幅﹈︵名︶6 こうもり

﹁あ︑こうもりだな︒﹂

こうもりは︑ひょうきんなかっこうをして︑

あみにつきあたってはたいへんと︑くもが

自分は︑こうもりのために︑高いところか

れんげつみて子といる母の黒いこう

﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

こうもりのように目が見えない︒

十五882園

もり

十五101図圏

らたたき落されたが︑

九章11

れました︒

思ったとたんに︑ばさりとこうもりの羽にたたか

九榴9

こちらにとんできます︒

九鵬7

九二6園

こうもり

うむりました︒

八536 ﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ

した︒

八5110

八482乱世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒ 十五描12園 あんまりはっきり顔を見せると︑﹃幸 こうむ・る ﹇被﹈︵五︶2 こうむる ︽ーリ︾
八932 ほんとうに幸福であったが︑すこしもいば
らなかった︒

十一一393 この日が自分にもたらした喜びを思い返
していたときの私ほど幸福な子どもを発見するこ
とは︑むずかしいでしょう︒
る人は︑幸福なくらしをし︑

十三109 同じ名まえの人も世の中には多いが︑あ

十五821

十五310

こうふくのその

とった﹃お金持の幸福﹄です︒

十五873園

十四1411国國自分としては︑力のかぎりおかあさこうふくなかま ﹇幸福仲間﹈︵名︶1 幸福なかま
んを幸福にしておあげしよう︒

十四醜7 その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園
の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒
十五856園 あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑
幸福そうな顔をしているなあ︒

ほんとうにわしは幸福ものだ︒
鉱物

室友ホランド先生︑自然科学にもっと

﹇鉱物﹈︵名︶1

十五5810図

こうぶつ

八483囹

十五9311園 さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでもこうふくもの ﹇幸福者﹈︵名︶1 幸福もの
幸福にしてしまおうじゃないか︒
﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒

十五鵬4園

511
こうもん一こえ

﹇校門﹈︵名︶3

校門

七47 校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか

こうもん
にしんこきゅうをした︒

七69手手をつないで校門をでていく子ども︑
十五悩4 校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒
こうもんのかしのき ︹雷名︺2 校門のかしの木

七41 一 校門のかしの木

七22 一 校門のかしの木⁝⁝⁝四
こうれいどおり ﹇号令通﹈︵名︶1 号令どおり

十一81園 コックスの号令どおりに︑一糸みだれ

一一
一一
一一

Q園たしかに春の声がきこえる︒

X

W

W

ひとりではなく︑大ぜいの声︒

この声はひとりではなく︑大ぜいの声︒

﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

ます︒

四65

みんなも声をそろえてへんじをしまし
十五夜がちかくなったある夜︑かぐや

﹁︿略﹀︒﹂とうばんのがんは︑大きな声

﹃︿略﹀︒﹄という声でした︒

﹁もしもし︒﹂と声をかけて︑話ができ

え・かけこえ・こごえ・さけびこえ・なきこえ・は

こえ ﹇声﹈︵名︶鵬 こえ 声δうたこえ・おおご
四381園

四488

﹁︿略﹀︒﹂と︑声をたてました︒

でさけびました︒

なしごえ・はるのこえ・ひとこえ・ふるえこえ・よ

ばかり︶

一一404
びます︒

﹁みんないいこ﹂を︑おおきなこえで

かめは︑すぐそばまで

みんながわらいました︒

四佃3

いって︑大きな
ねえさんはいい声でした︒

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

五436国

おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば
大きな声で︑はるおが︑東の空をみながら

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五465
五537

いいました︒

あんまり大きな声をだしたので︑あたりの
人がわらいました︒

五576

いまにいい声でさえずりますよ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑人なつっこい声で鳴きまし

五964園

よ︒

二6610囹 どこかで︑春の声がするよ︒

五柵7

ひわが︑いい声でさえずりはじめました
しゅ﹂をつづけながら︑春をさがす︒

五986園

二678 ﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

二672 みんなは︑小さな声で︑﹁しゅしゅしゅ

二525 ﹁︿略﹀︒﹂という︑さちこの声がします︒

たろうが︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

二385でる人たろうおとうさん山びこ︵声

みんなわらいました︒

二83 ﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえでいったので︑

一649 おかあさんのこえで目がさめました︒

うたいました︒

一643

一484 かくせいきのこえが︑またひびきました︒ 四859 ﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声でいったので︑

一454 ﹁︿略﹀︒﹂こんなこえがきこえます︒

一445 ﹁︿略﹀︒﹂というこえがしました︒

四442

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒

三⁝⁝⁝7

た︒

三6210

ガンにまじってきこえてきます︒

三355園 その声がよくひびきます︒
三382園 しょうかをうたっている声が︑オル

一一

びこえ・わらいこえ

ずこいでいくと︑

V0 V0 V0 U9

た︒

五㎜11

又略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

さんちゃんの本をよむ声をまねます︒

んちゃんの本をよむ声をまねます︒

五㎜11

﹁︿略V︒﹂と︑いい声で鳴いて︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑すずしい声で鳴きます︒
五梱10

五撹8

声をきいていました︒

五価2 ひわは︑感心したように︑いつまでもその

五価6旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて
六14エ

又略﹀︒﹂と︑大きな声をたてました︒

ありは大きな声をだしてさけびました︒

うたいました︒

六171

その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑

それはことばの声のかずのことです︒

よしおが大きな声をだしました︒

にわとりの声︒

口をもぐもぐさせている一声がでないの

六172

六3410
である︒

六551

うたううたは︑そのことばの声のかずが︑

六4310

六594

はながつまったために発音ができなくなる

なんです︑まさおさん︒大きな声をして︒

五か七になっているのです︒

六597
六欄3園

ような音は︑もともとはなから声のでるような音

六柵4

そうして︑はながつまっても発音できるよ

にちがいない︒

六㎜8

ものをいうときに︑声がはなからでるかで

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

ないかということを︑

六佃10

六柵2 では︑なんという音が︑はなから声のでる
六㎜6

はなから声がでているような氣がする︒

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

音なのだろうか︒

六糊6

一え一一7し

512

なった︒

六柵9 はなから声がでる音であることはたしかと
六佃6 それでぼくは︑思わず声をたててわらって
しまった︒

一疋5 そこで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂と
いってみた︒

六川7 これもはなから声がぬけているようだ︒
六麗10 パピプペポにいたるまで︑みんなはなから
声のでる音ではないことがわかった︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣のいい声でいいました︒

六田3 五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で

六備5

じゃんけんをして︑おにをきめました︒

六伽3 トンネルの入口のところで︑だれかの声が
﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣のいい声をかけました︒

します︒
六価5

﹁︿略﹀︒﹂と︑われがねのような声をたて

ました︒
﹁︿略﹀︒﹂という︑それこそかみなりのよ

六㎜8

六川2

うな声がひびきました︒

七74園 大きな声で歌っていく子ども︑
七227園 はるお︑あまり大きな声をだすから︑に

七87 その声が校庭にひびきわたる︒
げちゃったよ︒

七3010 おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒﹂大き
な声をたてる︒

七3011園 そんな大きな声をだしたりして︒

七325 はるお︑おかしな声で︑はるお﹁おや︑ひ
﹁︿略﹀︒﹂頭の上で声がしました︒

げをはやしてる︒﹂
七368

た︒

七458

おしまいに︑青年は︑大きな声で︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじぎをした︒

七539おうえんの声が耳にひびいてくる︒
七543 ﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒
七621めじろの声がきこえている︒
七644ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒
七652子どもの声がきこえている︒
七672炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって
いる︒

八77朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい
﹁ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒﹂

ものです︒

八710囹

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ
やがて死ぬけしきばみえずせみの声

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒

八138
八251図魍

王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか

中から人の声がきこえてきます︒

と︑むかしの人がうたっていますが︑

八478
八4710

たむけました︒

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518
八534

あひるの子は︑︿略﹀︑自分でもおどろくほ

心ぶかい声をだして鳴きました︒

八848

おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ

どへんな大きな声をだした︒

八8610

さるすべりラジオのほかに声もなし

﹁虫の声﹂ということばを加えたらどうで

るの子をうった︒

九81

しょう︒

九295図星

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があっ 九394團下からどんなに大きな声で話しかけられ

七401 とうとう︑うれしそうに︑声をたててわら
いました︒
七4210

ても︑きこえないときがあります︒

九588 その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき
九883

一︑二年夏らいの男の子︑大きな声で︑

けんかをとめる声がつづく︒

こえましたので︑

九922

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑

九鵬1

﹁ことばの愛﹂を読んでいる声が︑きこえ

しょうけんめいに登っていった︒

九鵬4 その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ

てくる︒

十193

﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色

﹁にじの歌﹂を歌う子どもの声︒

声がきこえる︒

十196 ﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる

十207

十203

﹁こくご＝の文を大きな声で歌う︒

の光が写しだされる︒

十235

﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑それから︑きびし

にっこりとわらう顔︒
その声をきいて︑

十2510 ﹁︿略﹀︒﹂と呼ぶ声︒

十2511

い声でいいました︒

十665

太郎かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて
十6611

はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑

返事をしました︒

われわれの心をあらうようにきこえる︒

十一132

の鳴く声をきいていよう︒

いつまでも小鳥
十一1310 丘の上の草にすわって︑

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一354圃空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく

十一5212 ﹁︿略﹀︒﹂と︑声をかけた︒

客の耳にきこえそうもない︒

十一533大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

513
こえ一こえる

十一773 少年のいたわるような声のひびきをきく
と︑

十﹇786 病人がなんだかうれしそうにその話す声
﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえました︒

にく略﹀じっと耳をかたむけているように
十一815

十﹁8210 少年は︑まだ声をだすことができません
でした︒

十ニー710園 あなたの声もたいそうよくおなりでは
ありませんか︒

いへん感心していましたよ︒

十一一193園 あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑た

毎日ききなれている心良の声です︒

十二758 その声は︑毎日ききなれている曾良の声
です︒

十一一758

十三73 遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている
からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十三3112 朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩
いて來る︒

るその声を聞くのは︑

十三321 やっと目がさめたころ︑遠いところを通
十三322 ゆめの中の声のように思われる︒
十三437 おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝︵と︑
うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒

十三4310 三郎の声が終るころ︑しずかにまく︒

十三4412 ところが︑この四人の声は︑見ている人
には聞えません︒

十三451 そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四
人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて
はなりません︒

十三492 みどりの森が︑喜びの声でわらい︑
十三495 みどりの丘が︑その声でわらいだす︒
十四361 星の光は︑声のないことばです︒

十四458

助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞
それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ

えなくなりました︒

十四4512

こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ

ていなければ︑ふるえてもいません︒

十四482

幸福どもは︑喜びの声をあげながら︑い

いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑

十五9312

ありったけの声をはりあげて︑﹁︿略﹀︒﹂

やがる子どもたちをひきずって行こうとする︒

と歌い︑

十五993

地表から一メートルほどのぼったところに︑

﹇小枝﹈︵名︶2 小枝

十三44

そのこずえの︑細い︑細い小枝のあみ目

小枝がわかれていました︒

八218

こえだ

十五餌3囹 声までそっくりだよ︒
かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお こえ ﹇肥﹈εつみこえ

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒

やはり︑その美しい声を手がかりにして︒

よいで行きました︒

十四485
十四503

つるがこういったとき︑高い声でわらい

の先にも︑

いかに目ざとき人とても︑声の行 こえつち ﹇肥土﹈︵名︶1 こえ土

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒

ながら︑どやどやとはいってきたものがあります︒

十四573
十四㎜5

十五53図國

こえる

︽ーエ︾

これをこえた土地とするのが︑ダルガス

ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

︵下一︶

13 こえる

いくん

︽ーエ・ーエル︾

﹁丘をこえてね︑よその國へ

はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い

やっと高い山のみねをこえました︒

うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一

山を︑いくつも︑いくつもこえました︒

えて︑うすべに色の空にきえた︒

七56 こんどは︑思いきり高くとんで︑屋根をこ

六襯7

つこえました︒

六僻9

四534

山のそばにきました︒

四4710

ですよ︒﹂

三768園

几vとびこえる

こ・える ︹越﹈

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三241一

のゆめであります︒

十三1910

﹇肥︺︵下一︶2

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

﹁あっ︒﹂という声をたてて︑

八1811 こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

十五232

くえの見えんやは︒
十五2612

﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑しか

少年は︑ときどき大きな声をだして人々 こ・える
を呼んだり︑

十五539

小さな声でうったえる私のくりごとを耳

も力強い声に︑

十五629

その口もとがほころんで声さわやかに

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五693

その写眞の主が︑こうしておじさんを見

﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであった︒

十五6912

あげているのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

このすがたをおじさんがごらんになった
﹁︿略﹀︒﹂と呼びかけようとしたが︑声

ら一﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒

十五714
十五727

が出なかった︒

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ
博士は︑そのことばの意味をときかねて

たあたりを︑嘗戸高らかに読みあげられた︒

十五737
十五7512

こえんりょ一こがたな
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八765 田や野原をこえて︑どんどん走っていった︒
オーストラリアまでいくのがあるということです︒

しがさんさんと降りそそいでいました︒

まずコーヒーをおのみになろうとすると︑

八41一

おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

コーヒーはこがねにかわりました︒

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑

十112

コーヒーはこがねにかわりました︒

八411

九179 南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い コーヒー ︵名︶6 コーヒー
九222 つばめをのせた飛行機は︑︿略﹀︑アルプス
をこえてヴェニスへとんでいきました︒

十一327圃麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
つがるかいぎょう

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

こえんりょ

ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑

コーヒーこし

それは︑コップの上からコーヒーこし

︵名︶一

ようなものがついていて︑
コーヒーこし

十四133国

︵名︶一

コーヒー茶わん

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

八8511

とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ

あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

こめられたまま︑

八863

一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と

くだき︑うちへっれて帰った︒

十五2410

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

水のおもてがすっかりこおってしまわない

こお・る﹇凍﹈︵五︶3こおる︽ーッ・ーラ︾

希望と︑胸をこおらせるような失望との

あながこおってしまわないように︑

ように︑

八857

十﹁795

八8510

﹇蜷蝉﹈︵名︶1

こおろぎεえんまこお

あいだで︑たえずはらはらしていました︒

十ニー56園 これは︑こおろぎの巣なんだな︒

ろぎ

十一ー79園 ああ︑こおろぎさんですか︒

こおろぎさん ﹇蜷蜂﹈︵名︶3 こおろぎさん

どいいのです︒

十ニー98囹そこへいくと︑こおろぎさんよりよほ

十二2110囹 ごめんなさい︑こおろぎさん︒

﹁七重八重花はさけどもやまぶきのみの

﹇古歌﹈︵名︶1 古歌

十二712

こか

ひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑少女の

思いをたくしたものでありました︒

こがたな

五人の子どもが︑もみじのこかげのす

ある日︑リビングストンが木かげで書物

﹇小刀﹈︵名︶2小がたな

八3410 五ヶ月や八ヶ月でもありません︒

こかげつ ﹇五箇月﹈︵名︶1五ヶ月

を読んでいました︒

十ニー110

なばであそんでいます︒

三791

コーヒー茶わんのおいてあるテーブルをか こかげ ﹇木陰﹈︵名︶2 こかげ 木かげ

コーヒーぢやわん

十137
こんで︑

こおろぎ

ゴム︑ランドセル︑コーヒー︑コレラ︑
コーヒー入れ

ランプとコーヒー入れとは︑あす︑送

︵名︶3

おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー
入れとを送らせました︒

十四114團

らせます︒

十四101團

コーヒーいれ

アルコールはオランダ語︑

十四2310園

キャベツ︑バス︑トラック︑オートバイ︑

十四213

おわかりになります︒

十一472 ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたの 十四132團 どこまでコーヒーを入れていいのか︑
は︑ぼくの二年生のときだった︒

生長をうながす力をもっているが︑それをこえる

十三238 小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの
と︑かえってさまたげになるという︑

十四62 老いた母を思う子の眞情は︑遠く海をこ

﹇御遠慮﹈︵名︶2

えて︑私たちの胸にまでせまってくるではありま
せんか︒

こえんりょ

四川6囹 さあ︑こえんりょなくめしあがってく
ださい︒

ゴーゴー

海はまつ黒になって︑波が一同く︑ゴーゴー

︵副︶一

は︑こえんりょなくおっしゃってください︒

十四1612團 なにかそういったものがご入用のとき 十四1212團 コーヒー入れは︑中に小さなめもりの
ご一ご一
五7511
とうなっています︒

コース nvオブコースフォアジャパン
七506 ぼくたちは︑コートへでていった︒

﹈ート ︵名︶5 コートOテニスコート

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

十二777 時間がせまったので︑私はユニホームを コーラス ︵名︶一 コーラス
十四269

西洋音樂がはいってきたときに︑いっしょに傳

つけて︑練習のためにコートにでました︒

わってきたことばであろう︒

氷呂うすごおり

十二818 なんどもコートでたおれました︒

こおり

こおりのてんぷら︒

﹇氷﹈︵名︶4

四726

こおり

十二8211 試合を見物しようと︑方々の國の人々が︑
そのコートを目がけて集まりました︒

十二831 まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ
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ごがつ一こかぶ

五月

くもり

19度

18度

七887

ごがつはっか

ごがつふつか

こがね

㈲

くもり

﹇五月二十日﹈︵名︶1

5月20日
﹇五月二日﹈︵名︶1

あなたは︑こがねと一ぽいの水と︑どち

こがねなどはいらない︒

八431園

八435囹

八433園

﹁こがねと王女は︒﹂

﹁こがねと一きれのパンとでは︒﹂

らをえらびますか︒

18度

5月20日

では︑庭のいけの水をすくって︑こがね

5月2日

5月6日㈲雨のち晴15度
こがね

おじいさんのとる竹の中には︑たびた

﹇黄金﹈︵名︶21

三麗5

八401

着物もこがねになりました︒

それもこがねになりました︒

いすはたちまちこがねにかわりました︒

あなたは︑こがねのどんぐりニリットル

いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま

こがねのどんぐりがすきです︒

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒

九722園
九724園

ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒

九742

王女がこがね色のたんぽぽをつんでくると︑

森の木の葉がこがね色や茶色になった︒

草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色

こがねひめ

︹題名︺2

こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

﹇黄金虫﹈︵名︶1 こがねむし

こがねひめ

こがね色のどんぐりどもは︑すこしずつし

八31
こがねむし

八372 こがねひめ

こがねひめ

ずかになりました︒

九635

のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

九617

九5411 そこは美しいこがね色の草地で︑

八838

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八377

もっとたくさんこがねを集めようと願って こがねいろ ﹇黄金色︺︵名︶5 こがね色

びこがねがはいっていました︒
八375

﹁この花が︑みたとおりのこがねならば︑

おいでになりました︒
八378囹

わたしの手にさわったものが︑みんなこ

わしもつむのだが︒﹂

八393園

八402

がねになったら︒

八403

光ったこがねになっていきました︒

︑4
01
0
庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと
ノ
まずコーヒーをおのみになろうとすると︑

さかなをめしあがろうとなさると︑これも

コーヒーはこがねにかわりました︒

八411

八412

になったものにふりかけなさい︒

八437囹

七8965月28日㈲晴23度

5月28日

十一一89 母は︿略﹀︑孟子の顔をみると︑つと ごがつにじゅうはちにち ﹇五月二十八日﹈︵名︶1
立って︑そばにあった小がたなをとりあげました︒
十一一811 母は︑いままでたんねんに織り続けてい
﹇五月﹈︵名︶2

たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒
ごがつ

四悩5 五月はこいのぼり︒

㈹

晴

七884

十一一822 五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ
八951 5月2日 ㈱ 晴 20度
ごがつむいか ﹇五月六合︵名︶1 5月6日
たって︑

ごがついつか n五月五日﹈︵名︶2 5月5日

七8815月5日㈹雨15度
八9555月5日ω雨15度
5月31日
5月15

ごがっさんじゅういちにち ﹇五月三十一日﹈︵名︶1

七905 5月31日 ㈱ 晴 28度
ごがつじゅうごにち ﹇五月十五日﹈︵名︶1

八968 5月15日 ㈹ 晴 20度

日

七877 5月1日

ごがっついたち ﹇五月一日﹈︵名︶1 5月1日
こかつて

﹁それ で は ︑ こ か つ て に ︒ ﹂

﹇御勝手﹈︵形状︶1

八648囹

こかつて

㈲

ごがつなのか ﹇五月七日﹈︵名︶1 5月7日

八959 5月7日

ごがつにじゅういちにち ﹇五月二十一日﹈︵名︶1

5月21日
八971 5月21日 ㈲ くもり 18度

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑わずか

八189
これもこがねのたまごになりました︒

こがねのさかなになりました︒

王女は︑かたいこがねになっていたのです︒ こかぶ

5

八415

ごがつにじゅうくにち ﹇五月二十九日﹈︵名︶1

八423

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

八価4

した︒

八棚5

5かぶ

病氣でせいののびないいねが︑5かぶあり

5かぶをのこして︑ほとんど85㎝になりま

﹇五株﹈︵名︶2

二三ヶ月で大きくなって︑

七901 5月29日 ㈹ くもり 24度

月29日

王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

5

八427囹

こがねよりもたいせつであったからです︒

八425

月22日

ごがつにじゅうににち ﹇五月二十二日﹈︵名︶1

七892 5月22日 ㈹ くもり 16度

こがも一ごく
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﹇子鴨﹈︵名︶2

ました︒

こがも

子がも

こがら
こがらし

子がらす一

ごきげん

あなたは︑ごきげんようしいそうで︑

﹇御機嫌﹈︵名︶3

九475團

ごきげん

十五977園

ごきげんはいかが︑ごきげんはいかが︒

ごきげんはいかが︑ごきげんはいかが︒

けっこうです︒

十五977園

ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

三648囹右手と左手をはんたいにこいだら︑

ろをこぐせんどうさん︒

ぐるぐるぐるぐるおまわりになりました︒

三655 そこで︑おとうさんは︑ボートをこいで

四743 う

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

七103園渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑

九槻2

舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど
﹇呼吸﹈︵名︶2

呼吸εしんこきゅう・

ころでその水でお茶をたてる︒

こきゅう

﹇扱﹈︵五︶1

﹇漕﹈︵五︶13

こぐ

︽ーイ︾0いねこききか

ばんをこぐんだ︒

十一59園力まかせに︑長いオールをぐいぐいと

その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

こいでみたいな︒

十一512囹

ルをこいだら︑︿略﹀︑ものすごいスピードで走る
だろう︒

コックスの号令どおりに︑一糸みだれ

十一65園ぼくはトップがこぎたいな︒
十一82園

三ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた

ずこいでいくと︑

十一105囹

さあというときに︑ひとりで責任を

ち強い男の子だ︒

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

十一108囹

七4110

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき

ごく簡軍な﹁ありがとう﹂というあいさ

た私には︑しみじみときかれた︒

十二895

それは︑もようもごくかんたんで︑形も

つにしても︑

たいへんよくまとまっています︒

十二m10

この廣大なうちゅうにくらべては︑太陽

地球などになると︑なおさら︑ごくごく

小さなものです︒

十四3411

もごく小さなものです︒

︽iイ・ーギ・ーグ︾3お 十四3410

ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ

こく

3さんごくし・じゅういつかこく・ドイ ごく ﹇極﹈︵副︶8 ごく

がまた︑少年の氣にかかってきました︒
﹇国﹈

ツオーストリアにこく

こく

十一58囹ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四

ごきげんよう﹇御機嫌良﹈︵感︶2ごきげんよう
四佃1園

十五8612園

チルチルさん︑ごきげんよう︒

おとひめ﹁ごきげんよう︒

四685 うらの小山の豪いけに子がもが二百ぱ︑
こ米が一びょう︑
﹇小雀﹈︵名︶1

四686子がもこ米かむ︑かも米かむ︒
こがら
﹇木枯﹈︵名︶2

十一141 あれは︑元氣もののこがらだ︒
こがらし
ケ︾

十422園
までこぎつけた︒

半円が眞円になれば成功するのだ︒半分

九271図魍 こがらしや子ぶたのはなもかわきけり こぎつ・ける ﹇漕着﹈ ︵下一︶ 1 こぎつける ︽一

子がらす

十一403圃 夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか
﹇子烏﹈︵名︶2

れたくぬぎ葉鳴らす︒
こがらす
がらすをすにひきもどす︒

六331 おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子 こぎのぼ・る ﹇漕上﹈︵五︶1 こぎのぼる ︽ーリ︾

﹇子烏一﹈︹話手︺3

六441 木の枝にとまっている二わの子がらす︒
こがらすいち

十一887

しんこきゅうする
困難になりました︒

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

六446 子がらす一﹁おとうさんやおかあさんにも

六442 子がらす一﹁ほら︑みてごらんよ︒
わからないんだって

子がらす二

︿略﹀なんべんも さ け ん で い た よ ︒ ﹂

六4411 子がらす一﹁さあ︑あのかかしったら︑ 十五275 もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと
﹇子烏二﹈︹話手︺2

六444 かかしが帰っているだろう︒﹂子がらす二

こがらすに

こく

﹇刻﹈与いっこく

こ・く

こ・ぐ

くとれました︒

八㎜2

い

﹁うん一だけど︑いったいだれがつれて帰った

﹇心事﹈︵名︶1

こぎかた

子がらす二﹁なんだろうな︑それ︒﹂

んだろうね︒
六4410

こがれる Oまちこがれる
こぎかた

こき 8いねこき

二455園長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒

こぐ
三275

十一79囹 ぼくは︑こぎかたがじょうずになって︑

みんながさせてくれたら︑コックスのまえにす

﹁︿略﹀︒﹂とこぎました︒

わって︑整調をやってみたいな︒
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こくうん一ここ

十四3411 なおさら︑ごくごく小さなものです︒
の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

いたいわかる︒

こくど

國土

戦いの間︑橋をかけたり︑︿略﹀すると

﹇国土﹈︵名︶1

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十一一197囹あなただってその実をそんなに美しく

十四864 ごくささいな感情をひろいあげて︑一首 ごくしん ﹇御苦心﹈︵名︶1 ご苦心

國運

十五991園子どもの時代は︑ごく短いのだからね︒
﹇国運﹈︵名︶1

きに︑よく︑國土の地質や地味を研究しましたが︑

十三182 いかにして︑國運をもとどおりにするか︑ 十三194

こくうん

こくうんかいふく ﹇国運回復﹈︵名︶2 國運回復
十三1812

國道

そのあたりは︑フランスの國道にそった景

﹇国道﹈︵名︶1

色のよいところですから︑

十106

かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑こくどう

その顔にほほえみをたたえて︑つるぎで失ったも
のを︑すきでとり返そうと決心したのです︒
年々高まってきました︒
こくぐら

國語

こくみん

國民呂ぜんこくみん

戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣

﹇国民﹈︵名︶5

十三185

たとえ職いに敗れても︑精神的に敗れな

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十三187

たとえ戦いに敗れても︑精神的に敗れな

い國民こそ︑眞にすぐれた可分でしょう︒

十三187

この苦しいときにうちかっことのできる

い國民こそ︑員にすぐれた指標でしょう︒

窮民だけが︑︿略﹀︑さかえるのであります︒

十三189

敗職のために意氣のおとろえた國民は︑

希望をとり返し︑

十三262

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ

﹇苔﹈︵名︶2 こけ

こける

こけごつこう︑こけ

こけごつこう︑こけこっこう︒

5ねむりこける・やせこける・わらいこける

三853

ごつこう︒

三853 あさからよるまで

こけごつこう︵感︶2こけごつこう

のおはか︑

十五719 町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

うた︑いわのうた︒

五45 水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の

こけ

れた草はやらないように注意しています︒

七914

あくる年から︑豊田式人力織機は︑國内に こくるい ﹇穀類﹈︵名︶1 こくるい

あさのこくばんきれいだな︒

こくばん■あさのこく

一172

先生が︑こくばんにつぎのようなことを
先生がこくばんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおかきに
みんなだいじにして︑こくばんのところ
そうして︑つぎのようなことばはその一

子ぐま

一ばんおもしろかったとおもい

ひろったなかまですよ︒

きた

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

二68 ここまで

とき︑

とみこさんが︑

一612園 ここにいるものは︑みんな︑たまを

一558園 ﹁ここにもつています︒﹂

ます︒

一244 ここが

とうとう︑こくばんがいっぱいになって ここ ﹇此処﹈︵代名︶麗 ここ←そこごこ
﹇子熊﹈︵名︶4

﹁︿略﹀︒﹂と︑子ぐまがいうと︑

あるところに︑︼びきの子ぐまが住んでい
六679

子ぐまはまた歩いていきました︒

さるは子ぐまをみてこわがって︑
六682

六679

ました︒

六672

こぐま

しまった︒

十四2112

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒

十四208

にならべてあります︒

五4111團

なりました︒

三384

おかきになりました︒

三203

﹇黒板﹈︵名︶6

つかわれるようになったが︑

十372

十三221 そこで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑ こくない ﹇国内﹈︵名︶1 國内
﹇穀倉﹈︵名︶1

こくご

こくご一

ばん

十一4911 日本のこくぐらは︑北海道だといいます︒こくばん

こくぐら

六718 はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった

こくご ︹題名︺2 こくご

﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

六799 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった
﹇国語﹈︵名︶3

﹁あさがおの花﹂を思いだしました︒
こくご

がく︑︿略﹀などのべんきょうをします︒

四115 こくご︑しゃかい︑さんすう︑りか︑おん
五848 いのうえさんは︑國語の本にでていること
ばを︑五十音にわけてみるといいました︒

︹題名︺2

七287園 きょうね︑国語の時間に︑先生にほめら
れたの︒

こくこいち

﹁こくご ＝の第一課﹁みんないい

十235 ﹁こくご＝の文を大きな声で歌う︒
こ﹂︒

十五旧8

こくごじてん ﹇国語辞典﹈︵名︶1 虚語辞典

十四282囹 それは︑國語辞典をひいてみると︑だ

﹁ここ で す よ ︑ さ ち こ さ ん ︒ ﹂

﹁ は あ い︑ここですよう︒﹂

いくときとかえる

して︑手をここまでのばしたのです︒

三311囹 ここはろうかです︒

三913 わたくしは︑学校へ
ときにここをとおります︒

三918 うちの人のかいたてがみやはがきを︑
三936ここのしばふもみんなの
ここに知らせ

ものです︒

ここにいれます︒

四42 ここは︑町やくばです︒
四44あかちゃんが生まれると︑
ます︒

四46うえぼうそうの知らせば︑ここからきま
す︒

四54 もし︑人がなくなったときには︑やはり
ここにとどけます︒

四56ここはゆうびんきょくです︒
四71ここはけいさつしょです︒
四85ここは︑水のきれいないけです︒
四93 ここは︑町でもひょうばんのかじゃさん
です︒

四98 ここはびょういんです︒

ここから︑とおいとおい町へいくこと

ができます︒

とおいとおい町からだいじなものが

ここにとどきます︒

四128

ちょうど

かったね︒

お礼に

ここを

よ
おつれしょうと

とおりかかって

りゅうぐうへ

ここがりゅうぐうでございます︒

思って︑ここまでまいりました︒

四価1囹

四鵬8囹

四慨3園長い長いでんせんをつたわって︑こ
こまでたびをしてきたのです︒
ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって
くださったトンネルですよ︒

五103園

ここは工場町です︒

五123園ぼうや︑ここですよ︒
五341

ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ
さあ︑ここへおいで︒

つな品物を作っています︒

五341
五888囹

こうしていつまでも︑ここにいるよりし
ここにいて︑なにか︑おもしろいことが

かたがないのさ︒

五研2囹
五塀4園

しかし︑だんだんおちついてみると︑ここ

あるのかい︒

穴47
六88園

﹁ここであそんではいけない︒﹂

は時計屋の店であることがわかった︒

四102ここはえいがかんです︒

﹁ここにいます︒﹂とさけびたくてたま
らない︒

六99囹

四111ここはわたくしたちの学校です︒

四103ここはとしょかんです︒

四101ここはしようぼうしょです︒

四棚1園

六118
いか︒

ここでいっしょに音町会をやろうじゃな

自分がここにはいったために︑

六2210囹

六2310囹 ここで樂しくあそんでおいで︒

六341園山のかげにかくれて︑ここからはみえな

それで︑いまここへやってきたところで

﹁それでは︑たいをちょっとここへよん

ぼくは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

六柵10囹

きみたちが︑ここでわいわいやっていて

﹁ここで︑かくれんぼしよう︒﹂

﹁ここまできたら︑もう安心だね︒﹂

ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑

うさぎさん︑ここは︑しずかなところで
七3211園

すよ︒

六網3囹

り休むことにしました︒

六佃5 五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく

六儒3園

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑

六伽11囹

﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑

六麗3 ここで︑もしやと思って︑はなをつまんで

た︒

六描9

る︑向こうの家の屋根であった︒

六伽8 それは︑ここから百メートルもはなれてい

できてくれないか︒﹂

六961園

ここへはまいっておりません︒

六943園 たいだけは︑病氣でねておりますので︑

に︒

六937囹魚どもを︑みんなここへよび集めるよう

す︒

六933囹

いよ︒
三154囹 おまえさんのようなおろかものは︑ こ 四351 ここまでいわれても︑まだ︑なんのこと
六546囹 ここへきてごらん︒
だかわかりません︒
こをとおすことはできない︒
三1610園 このはちをわたくしにとどけようと 四391 ここまで話がすすむと︑みんなは︑めい 六549園 ﹁ここに立って︑お月さまを枝のあいだ
からみてごらん︒﹂
めいじぶんのことが思いだされてきました︒

U園

四124

二393園おとうさん︑ここは︑ずいぶん高いね︒ 四121 ここはえきです︒
U園︺

二395園 よくここまでのぼった︒
一一
一一

二601 ここまでおはなしをきいたとき︑

T2
V0

L一一
」凹一

518

519
一一
」一し一

うつしてやりましょうね︒
七367囹 ここに子どもがいる︒
七451 ここで︑ちょっとことばを切った︒

九7910園

それで︑ここをほると︑そういうものが

﹁ここからも︑でるかもしれないそ︒﹂

﹁先生︑ここは貝ばかりですよ︒﹂

﹁だめだな︑ここは︒﹂

みつかることがあるのです︒
九819園

九826園

ここからでるのは︑このとおりうちくだ
﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水
ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそっ
ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね
妹は︑ここでまた︑いろいろなものをなが
私も︑ここで︑いままでの作文のからをぬ

なによりおもしろいのは︑大学のボート

十一854囹

十一837園

ここにあのおじさんがいます︒

いく日おまえはここにいたのだね︒

がいつもここで練習していることだ︒

十一51

ぎさって︑

十563

めるのです︒

十549

だったり︑

十522

あみもはることはできませんでした︒

九伽2

て上流に向かって歩きながら︑

寸心1

味がはっきりと感じられるようになった︒

九旧11

かさがへっていた︒

九平10

べつてよろしい︒﹂といわれた︒

九佃8園

いて作った物で︑

九855園

七829囹もしあるなら︑ここで︑はっきりいうが 九8110圏
いい︒

八724 あひるの子は︑ここで一晩横になった︒

た︒

八731 それから二日間︑ここにそっとかくれてい

なに苦しんだか︑ここで話すには

︑
ノ7
80
1あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん

みちあふれていた︒

八887 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが

九72 ここに︑﹁月﹂という一つのことばがあり
ます︒

九497園 やまねこがここを通らなかったかい︒﹂

九362團 ここからは美しいかこうがんがとれます︒
とききました︒

たきがピーピi答えました︒

九512囹 やまねこがここを通らなかったかい︒﹂
九521囹 やまねこがここを通らなかったかい︒﹂
とききました︒

九533囹 やまねこがここを通らなかったかい︒﹂
とたずねました︒

九569園 やまねこさまは︑いますぐにここへも
どっておいでになるよ︒
ここをなんと心える︒

九659園 やかましい︑ここをなんと心える︒
九6611囹

ここへっれてきたときには︑もうすっ

十一872園

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか

﹁じゃあ︑ここにおいで︒﹂

かりわけがわからなくなっていて︑

十一876囹

それからというものは︑いり用のときは

ら︑こづかいにしなさい︒

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十二6110

十一一974 ここに貝がらがあります︒

十一一M5 みなさんがたの代表が︑全國からここに

ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

集まって︑いろいろなことを相談します︒

十三63

ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物

ここに帰って來て︑

十三2510

よりも︑とうといものが生き返りました︒

十三4012囹 いまここに持っている︒

十三279 ここに住んでいる子どもたちにとっては︑

も︑クレヨン︑ズボンはフランス語︑

十四239園たとえば︑ここにあげたことばの中で

お話は︑すればまだいくらでもあります

十四622 ここに︑茶わんが一つあります︒
十四7611

が︑ここでは︑これくらいにしておきましょう︒

十五337 それはいまここでいうまでもありません︒

それで︑世界平和︑人間平等という理念

十五6812囹 ここがおじさんのおへやですよ︒

ここだって︑どこだって︑やはり︑お

ここにいるのは︑﹃はちきれそうなわ

が︑ここからわいてくるのだ

十五7412

十五886園
らい﹄で︑

十五9712園

さてここに︑﹃いちばん大きな喜び﹄

の中に︑﹃美しいものを見る喜び﹄がいます︒

十五研10園

そんなことあるものですか︒

金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多い

十一854園

ぼく︑ここに五日のあいだいました︒

九678園 ここをなんと心える︒

十一859園ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も 十五999園 ここにいる子をだれも知らないなんて︑

た貝つかです︒

九793囹 ここが︑このあいだからよくお話してい

うすこしここにいさせてください︒

十一867囹

九7910園 むかしの人は︑貝がらといっしょに︑ 十一8511園 どうか︑ここにいさせてください︒
︿略﹀を︑ここへす て ま し た ︒

こご一こころ

520

十五柵⁝1園

﹃喜び﹄は︑たぶんここでいちばん純

潔なものでしょう︒

十五欄12園 まあおまえたち︑ここにいたの︒

十五佃1囹 私︑きょう︑ここにいて︑それはさび
しかったよ︒

十五柵10囹うちにいると︑それが見えないが︑こ
こでは︑なにもかも見えるのですからね︒
十五備9園 ここでは︑うちにいるときのように︑
しごとをしないの︒

十五網9園 おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくも
ここにいたいや︒

十五価12園 でも︑おまえたちは︑どうしてここま

十五脳10囹 ぼくもここにいたいや︒
であがって來られたの︒

こご ﹇午後﹈︵名︶9 こご 午後

こごえ

小声

こごえ死に

また︑看護人が小声でいいました︒

﹇小声口︵名︶1

十一874
﹇凍死﹈︵下一︶1

風にあおられた雪のむれが︑︿略﹀︑人を

︽ーセ︾

こごえじにさ・せる
させる

十四8610

﹇凍死﹈︵五︶1

こ．こえ死ぬ

︽ーン︾

たおし︑こごえ死にさせてしまうことすらある︒
こごえじ・ぬ

︽iエ︾

十四齪4園あの子は寒さでこごえ死んだのだ︒
こごえる

かわいそうに︑その子は︑おなかがすい

﹇凍﹈︵下一︶3

十四9211

こご・える

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい

て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

た︒

十四9410

十五脳1園

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

そこには︑面持のいい︑小さなホテルが
こ︒こと

あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

﹇小言﹈︵名︶1

五216

こごと

ここかしこに立っています︒

十五202

三234 こごになると︑東がわのなん十という ここかしこ ﹇此処彼処﹈︵代名︶1 ここかしこ
村々が︑日かげになります︒
五782囹 こごのずが工作の時間に︑写生しましょ
う︒

七267 それから︑いく日かたったある日の午後︒

5しちがつここのか

ぶっとこごとをいいながら︑

ここのか

︑01 ところが︑ある土曜の午後︑

九873 とき ある晴れた日の午後

﹇九﹈︵名︶2

ノー■−

ここのつ

一びょう︑

うらの小山の小いけに子がもが二百ぱ︑

﹇小米﹈︵名︶2

十二︑十三︑十四︒
こごめ

こ米が

四686

こ米

一117園︼ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑十一︑

十二︑十三︑十四︒

一113圏一ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑十一︑

ここのつ

九柵1 午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正
しいすべりかたを教えていただいた︒
つ氣持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

十二317 この日の午後︑私はなんとなくものを待
十二318 午後の日光は︑げんかんをおおったすい
かずらのしげみをもれて︑
ずつ︑

十五209 朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど

四687 子がもこ米かむ︑かも米かむ︒
ここうふく ﹇御幸福﹈︵名︶1 ご幸福
十五榴2 先生がたのご幸福をおいのりいたします︒ こごよじごろ ﹇午後四時頃﹈︵名︶1 午後四時ごろ

こころ

心 δおさなごこ

その日の午後四時ごろでした︒

﹇心﹈ ︵名︶ m

十一812

ろ・まこころ・ものごころ・わたしのこころはにじ

こころ

をみるとおどる

はんたかは︑このひとことを心の中に

一156 こころもっかいます︒

しまいました︒

三137

三1310きたないことばは︑きたない心からう
まれてくるものだということが
三14導きれいなことばは︑きれいな心からう

﹁おしゃかさまのおしえてくださった

まれてくることもわかりました︒

ことは︑きれいな心になれということにち

三145園

みんなの心があわないと︑どこへもい

がいない︒﹂とさとりました︒

けません︒

三602

﹁みんなの心があわないと︑どこへも

いけないじゃないか︒﹂

三6010囹

の大きな木のところまでのぼりました︒

三631みんなの心があいましたから︑︿略﹀︑丘

心があわなくてはだめ︑だめ︒

三654 また︑心があわなくなりました︒
三661園

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

三692 みんなの心があいました︒

心に思ったことは︑いつのまにかきえ

なの心をたのしませてくれます︒

三924
三978

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま

てしまいますが︑

ボンボンどけいととく︒こころは︑ふり

いにちあつかうところです︒

四67
四702

あきの花ばたけととく︒こころは︑きく

がやむと︑なりもとまる︒

四706
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ばかり︒

八502

それでは人の心がよくわかりません︒

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の
わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく
二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑
あまりたくさん重ねると︑︿略﹀︑心の絵が

もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音
帰ってきたつばめをむかえる人の心は︑ど
茶人は︑︿略﹀︑泉をくんでつれの茶人と茶

ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと
その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

その少女のわけてくれたくりは︑むじゃき
和音を耳にしたときは︑組みあわされた一
父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

十4611園

喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力
あなたが

たえたことに︑心から敬意をささげます︒

十5111 ﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒

ではないかと︑

十552 ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

われわれの心をあらうようにきこえる︒

十一133 はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑

ひどくとげとげした心でおしあっていた

十一162 人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑

人たちも︑きゅうになごやかな氣持になった︒

十﹇5310

あなたの歌には︑そのさびしい氣持が

それからのちになって︑道潅は少女の心

十一794 心を休めるような希望と︑

十二78

がわかりました︒

でているので︑人の心を動かすのだって︑

十一一2111園

十一一3210 私の心の目をあらゆるものに向けて煙い

めばえてこようとする心のはたらきと

てくださるため︑

いったようなあるふしぎなものを感じました︒

十二375

しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というもの

十一一388 くやむ心と悲しみとに胸をさされました︒

をわからせることによって︑そのまつ暗なさびし

十二4011

い心を明かるくすることに成功しました︒

人間には︑︿略﹀︑心にあることを︑な

にか美しいものであらわそうとする氣持がある︒

十二473囹

きめました︒

十二705 そうして︑はい句を勉強することに心を

そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

十一一754

すいすいととびまわるかわいい赤とんぼ

心を練るほど︑ことばがみがかれてくる︒

十二939 文をなおすことはつまり心を練ることに
なる︒

十二9310
く略V︑難山を世界の人々にあ 十一一943

者であったうめが︑この世をさってしまった︒

十4211

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十337

音︸音のことも︑心にうかべてみたいのです︒

十298

な心からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十98

もちつづけたいものである︒

十63

る心を︑われわれは失っている︒

十510

をたてて︑心から樂しんだということである︒

九棚8

んなにうれしいことでしょう︒

九259

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九149

みだれてしまいます︒

九94

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九92

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九77

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八939

心のおくは知れるものです︒

八554

かりました︒

四709 かみなりととく︒こころは︑ふればなる︒ 八553 ﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ
にある︒

四713 てつびんととく︒こころは︑﹃ろ﹄の上

花のようにきれいな心︒

四716 こころは︑﹃は﹄の上にある︒
五2010 私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま

四745 は

﹁︿略﹀︒﹂ありは︑心から木の葉におれい

﹁︿略﹀︒﹂と︑心からまんぞくした︒

まみつおさんにおったえすることができました︒
六1211

六161
をいいました︒

六492囲 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

七98園 なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど
もの心︒

七365 私はそういって︑どうぞぶじにつきますよ
うにと︑心の中でいのっていました︒
の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

七408 私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中

七434園わたしは︑終職工︑いつも心さびしい旅
をしていました︒

七478 文章は︑心の鏡のようなものです︒

七478 心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ
んだんはっきりします︒
文章のくもりはとれません︒

七479 心がくもっていると︑いくらなおしても︑

七557 心にはっきりとえがかれた一つのかたちは︑
まじりけのない宝石のようなものであり
七686 心に思ったことを︑はっきりと写しだすと
いうことにほかなりません︒

八311 けんぎゅうは︑やはりふえに心をうばわれ
ていました︒

こころえる一こころがまえ
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を︑心の中にえがきだす︒

十二947 ところがこれを読んだ人々の心には︑め
いめいちがったものが思いだされてくる︒
十二949 すすきの野原を心にえがき︑
ちがったことを心の中に思いうかべる︒

あなたを思うすべての心をかたむけて︑

あさんを愛しているからだと︑

十四93国方にしても︑私にしても︑心からおか
十四137国
さようなら︒

私は︑このお話から︑さまざまなことが
遠いもの︑大きなものに心をくばること

心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

心を大きくもってください︒

心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん
心に太陽をもて︑くちびるに歌をもて︒

しかし︑このおじょうさんくらい︑この
ぼろを着ても心はにしき︒
私はあとのほうの映画に心をひかれた︒

一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ

十五5110

祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ

私の父とは︑心をゆるした間がらのこと

たび結ばれることになった︒

とて︑

十五607
十五665

暗い心になって︑じっとおじさんの写生

んのすがたが消えうせよう︒

人の心をひくために︑しかめっつらをし

に見入りながら︑

十五701
十五7810

友だちとして心のかよったおつきあいが

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒

できるようになったのは︑

十五801

人というものは︑自分のしなければな

らないつとめのためには︑なにかしらぎせいにす

十五868園

﹇心得﹈︵下一︶3 心える ︽ーエル︾

る心がなければならないものだよ︒
まるやま
﹁心に花をかざれ︒﹂
丸山一
＋五榴−o

こころ・える

九6611囹ここをなんと心える︒

九659園やかましい︑ここをなんと心える︒

﹇心置﹈︵名︶1 心おき

九678園ここをなんと心える︒
こころおき

﹇心掛﹈︵名︶3 心がけ

十二869心おきなく戦いぬいた両選手のために︑

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

自分の身のまわりにあるものを︑よくしら

こころがまえ ﹇心構﹈︵名︶2 心がまえ

ような心がけを︑もちたいと思います︒

十305 なんでも︑そのもとのことをしらべていく

たかに︑卜しくすることができる︒

十65心がけひとつで︑︿略﹀毎日の生活を︑ゆ

十64心がけひとつである︒

ごくささいな感情をひろいあげて︑一首 こころがけ
それとも︑心の中で考えごとをしていて︑
読む人の心がひかれるのは︑
あらわれぬ︒

失うな︑やさしく清きなが心︒

十五176図圏

少女たちよ︑︿略V︑つづれ着るとも︑ 十276

十五57図魍歌のもと末ふたたびも︑友の心に

十四899

思わず方向がちがったものであろうか︒

十四886

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

十四865

しにはできるものではない︒

な角度からながめてみることは︑つつましい心な

十四861

十四8510

十四828

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒

十四498

十四493圃

だってふっとんでしまう︒

十四447圏

ろうが︑心に太陽をもて︒

十四427國天には雲︑地にはあらそいがたえなか

雪がふろうが︒

十四423圃

十四374

がたりなかったのは︑

十四305

心にうかんできた︒

十二9510 読み手によって︑三人三よう︑それぞれ 十四253
十二柵1 外國から書物が新しくはいってくること
は︑外國人の心が傳わることで︑

どん育ってきました︒

十一一佃2 日本はこのような心をとりいれて︑どん
十二麗1 三人がひとつに心をあわせた美しさは︑
このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒
十三183 いかにして︑直結をもとどおりにするか︑
これが︑デンマルクの愛國者たちの心をくだいた︑
もっとも大きな問題でありました︒

一

十三344 ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの
心をひきつけてやまない︒
わたしの日々が︑臼然をしたう心で︑

十三518 わたしの心は︑にじを見るとおどる︒
十三527

日一日と︑むすばれていくように︒
ひびきをもって︑私たちの心をうつのです︒

十四45 ルイ・フィリップの名は︑︿略﹀特別な

間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四49 ふしあわせなものの中に︑かえって︑人
十四410 そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑
自分もともに苦しんだのです︒

十四52 私たちを心のそこから動かし︑

十四58 しかし︑フィリップのすなおな心は︑ま
ずしさのために︑すこしもゆがめられたりはしま
せんでした︒

らの思い出をまもることにしましよう︒

十四79国私たちは︑おとうさんのために︑心か
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こころざし一ござる

九148

音というものは︑情景をあらわすばかりで
いい翌翌をきいても︑それがわからないの

なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

十四3010 むかtのことはしばらくおき︑これから 九145
の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

四価5園 さようでございます︒

りゅうぐうは︑ほんとうにきれいなと

ころでございます︒

四価8囹

四獅4園あれがりゅうぐうのこ門でございま

四鵬6圓 もうじきでございます︒

こころざし ﹇志﹈．︵名︶1 こころざし0おこころ

は︑その高さを受けいれるだけの心持をもってい

す︒

四梱2囹

ほんとうにお礼の申しようもござい

これはこれは︑おみやげまでいただき

四幡7園 さようでございますか︒

四価2囹 まあ︑よろしいではございませんか︒

うぶんでございます︒

四餌6園 いや︑おとひめさま︑なにもかもじゅ

おいしいごちそうでございます︒

四稲7囹 これは︑まださしあげたことのない︑

ません︒

四王10園

くださいまして︑ありがとうございました︒

このあいだは︑うちのかめをおたすけ

このかたがうらしまさんでございま

四柵8園 ここがりゅうぐうでございます︒

きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい

四㎜7園

﹁ごちそうさま﹂にしても︑そのときそ

いったん読まれてしまうと︑読み手の思

︽ーク︾

いかにも︑おかあさんの喜びという心
こころよい

四描9園

五124園

それは︑ありがとうございます︒

どうもありがとうございました︒

五98園どうも︑ありがとうございます︒

四麗1園

がたには︑ご用のないものでございます︒

四燭4囹天人のはごろもと申しまして︑あなた

四㎜8囹 どうなさるのでございますか︒

ざいます︒

四旧7囹 もし︑それは︑わたくしのきものでご

四宙6園おなごりおしゅうございます︒

ただきとうございます︒

いつまでもそのままにしておいてい

まして︑ありがとうございます︒

先ほどの話は︑こころよくひきうけた

四柵3園

﹇快﹈︵形︶1

す︒

弟の心持を頼もしく思いました︒

よ︒

︽ーイ︾nVありが

ござる

これははんたかの手でございます︒
どこへいくのもいやでございます︒

おなごりおしゅうございます︒

このあいだ︑たすけていただいたかめ
でございます︒

短期6園

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒

三口9園するがにある山がいちばんみやこに

三佃9囹

ものでございます︒

三m3園ほんとうは︑わたくしは月の世界の

三思9囹

三168囹

とうございます・おはようございます

ござ・る

﹇御座﹈︵五︶56

十五7510囹

こころよ・い

持が︑よく出ているね︒

十三5710囹

いでや心持にとかされて︑

十二9511

のときの心持があらわれるはずである︒

十一一899

ほんとうに感謝の心持をこめていうときと︑

る︒

十一4510

﹁ありがとう﹂というあいさつにしても︑

十一89囹

十二896

持が︑しだいにかわってきました︒

くもは︑︿略﹀思いだしているうちに︑心

ざし

こころみに

心持

九幽5

ないからであろう︒

車中の人たちのこころざしであります︒

2

心に生きて

七448囹 たいへん失礼だと思いますが︑これは︑
こころとこころ ︹課名︺2 心と心

︹塊茎︺

五26 五 心と心⁝⁝⁝三十八

五381五．心と心
こころにいきていることば

四・心に生きていることば⁝⁝⁝三十

いることば

四25
四

四341 四．心に生きていることば
こころにたいようをもて ︹課名︺ 2 心に太陽をも
て

十四42エ五心に太陽をもて

十四26 五 心に太陽をもて⁝⁝⁝四十二
こころにたいようをもて ︹題名︺ 2 心に太陽をも
て

十四27 心に太陽をもて
﹇試﹈︵副︶2

十四422 心に太陽をもて
こころみに

九175 あるところで︑こころみに︑しるしをつけ
てばなしたものだということがわかりました︒

﹇心持﹈ ︵ 名 ︶ 1 1

テーブルの上に立ててごらんなさい︒﹂

十二55園 ﹁みなさん︑こころみにこのたまごを
こころもち

ほんとうにありがたく思います︒

七437園︺樂しい音樂をきかせてくださる心持を︑

心持をあらわすことができるし︑

九104 たいこのたたきかたによって︑いろいろな

こし一こしかける
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五137囹どうもありがとうございます︒
五266囹
ありがとうございました︒
五4111団
このあいだは︑お手紙ありがとうござい
ました︒

五745園 ﹁女王さま︑これで︑あなたもごまんぞ
くでございましょう︒﹂といいました︒

六915圓さようでございます︒
あ︑さようでございましたか︒
六922園
六924園なにかご用でございましょうか︒
六964囹なにかご用でございましょうか︒
六967園つりばりをのどにかけまして︑たいへん
苦しんでいるところでございます︒

十二61園

みなさん︑これも人のしたあとでは︑

なんのぞうさもないことでございましょう︒

いつでもにげだせるかっこうで︑こしをう

を︑さらりと開きました︒

十6812

少年は︑︿略﹀︑目を父親の顔からはなさ

しろにひき︑

十一716

十四561掛花さんや︑葉さんや︑根さんのような︑
特別なはたらきは︑なに一つございません︒

こしをかけていた知らないおじさんが︑

正面に︑海の神がこしをかけていらっしゃ
ほおりのみことは︑こしをかける︒

あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし
﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいって︑こし

ぎょしゃもたいへんあわてて︑こしから大

ああ︑亡ぼうがいすにこしをかけて︑

自分のこしにさしていた短刀をぬいて︑

﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし

﹇濾﹈Oコーヒーこし

﹇輿﹈︵名︶Oおみこし

︵下一︶

こし

﹇扶開﹈

こし

ケ︾

こじあ・ける

﹇腰掛﹈︵名︶6 こしかけ

いる つくえも︑

ですから︑このつくえやこしかけを︑

まん中にきれいなこしかけが二つおい

こしかけにおかけ

次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす こしか・ける ﹇腰掛﹈ ︵下一︶ 15 こしかける ︽1

す︒

四㎜7 うらしまは︑右のこしかけにこしかけま

ください︒

四梱5囹 さあ︑どうぞその

てあります︒

四佃5

かわいがってやりましょうね︒

二606園

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒

一一589園 みなさんの つかって

もたれて︑うとうとしました︒

﹁645わたくしは︑そこにあったこしかけに

こしかけ

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九766 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

1 こじあける ︽一

のあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五941

ペンをにぎっている︒

十五712園

十五289

して︑あなをほったり︑

そのへんを走ったり︑地面にこしをおろ

ないで︑こしをおろして待っていました︒

十五467園 ﹁はい︑さようでございます︒﹂
﹃物のわかる喜び﹄でございます︒
十五柵8園

﹇越﹈ εえだこし・かやこし・ふゆこし

こしを

﹃美しいものを見る喜び﹄でございま

﹃正義であることの喜び﹄でございま

十三283

＋口尻11園
す︒

﹇腰﹈︵名︶18

す︒

十五畑3園
こし

こし

こし

なかよく

一468こしをかけてまっていますと︑

ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑

そこでおとうさんはえんがわにこしを

むきあって︑

一481よ
0にんが

五237囹

が白くなり︑こしもまがってしまいました︒

三栴2あまりしんぱいしましたので︑かみのけ

まっていました︒

三614

おろして︑

三612

かけました︒

六976園 このつりばりではございませんか︒

﹁どうもありがとうございます︒﹂

六978園 みつかって︑ほんとうによろしゅうござ
いました︒

七382園
ございます︒

七811園向こうから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑たずねるので

七816園私どものらくだは︑かた目でございます︒

七849囹裁判官どの︑それを︑しらべていただき
とうございます︒

六9110

る︒

六908

﹃ び んぼう﹄でございます︒

八212

十679

きなかまをとりだして︑

九628

をおろした︒

八627

て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

﹃ び んぼう﹄でございます︒

﹃ び んぼう﹄でございます︒

の持ちあわせもございません︒

八495囹 わたしには︑あいにく︑一まいのシャツ

八515園
八525園
八539園

どうもありがとうございました︒
九6911園

九7010園
はがきに︑かねたいちろうどのと書いて︑
こちらを裁判所としますが︑ようございますか︒

十一743園きょう︑いなかからきたのでございま
す︒﹂と︑ 看 護 婦 が い い ま し た ︒

十一7411園
﹁べつにかわりはございません︒﹂
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こじき一こしょうかいいたす

ケ・ーケル︾

た︒

いるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

きのようなものが︑

三362園

おもてに立っていました︒

ゴシゴシゴシ

トン︑トン︑トン︑ゴシゴシ
ガタガタ︑

三637 ふたりの女の子は︑まえにこしかけましごしごしごし ︵感︶−

ご自分

五十光年のところに光っている
このほか︑

﹇御自分﹈ ︵名︶2

さってごらんなさい 0

ご指名

十四119国きはつ油のさしかたは︑ご自分でな

いる︑︿略﹀と︑ お考えになってください︒

十四71団 ご自分にはまだ子どもたちがのこって

ごじぶん

星があります︒

八358

ゴシ︑ススススス︑ たいへんにぎやかでいそが
三638 まん中には︑おとうさんがこしかけて︑
しそうです︒
ボートをおこぎになりました︒
﹇五十光年﹈︵名︶1 五十光年
四柵8 うらしまは︑右のこしかけにこしかけま ごじっこうねん
す︒

四柑3 おとひめさまは︑左のいすにこしかけま
す︒

かけてみたり1

七711囹 みんなが勉強する教室にはいって︑こし
十108 橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも
よくいってこしかけました︒

五十

十四523囹それでは︑座長の根さんのご指名で︑

十111 おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ こしめい ﹇御指名﹈ ︵名︶1
て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑

1
︹課名︺ 3

五十一

﹇五十音﹈︵名︶4

五十音

カキクケコーという五十音

ばを︑ 五十音にわけてみるといいました︒

五848いのうえさんは︑國語の本にでていること

ごじゅうおん

六28 五月と雲⁝⁝⁝五十一
十一34 六雨の中⁝⁝⁝五十一
十四32 六とりいれまつりの夜⁝⁝⁝五十一

ごじゅういち

十一一677 五十も六十も続いている︒

私から申します︒
十137 おとうさんのこしかけているそばで︑
十一437 ようち園の子どもたちは︑そのまえにお ごじゅう ﹇五十﹈︵名︶
となしくこしかけています︒

十ニー74 文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ
うんぜんだけ

でをとってかきはじめた︒
みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

まえの海で顔をあらうのを樂しみにしていた︒

十二569

十三289 客のこしかける赤いいすや︑
こじき

十五706囹 ﹁そのいすにこしかけてごらん︒﹂
﹇乞食﹈︵名︶4

の中で︑

八503 ﹁幸福﹂は︑まずしいこじきのようななり 泉川一 アイウエオ︑

こじき

をしました︒

八512 まずしいこじきのようなものが家のまえに 六麗11 ぼくは︑ 五十音というものは︑一年生のと

きにならったからよく知っているが︑

五十五

ゆめとつくえ⁝⁝⁝五十五

︹課名︺3

八
六

五十三

傳説⁝⁝⁝五十五

︹課名︺1

︹課名︺1

五十二

﹇五十人﹈︵名︶1

五32七星⁝⁝⁝五十二

ごじゅうに

六

︹課名︺2

五十八

五十六

かべ新聞⁝⁝⁝五十六

︹村名︺2

ごじゅんに

ごじゅんにゆっくりおのりください︒

﹇御民﹈︵副︶2

﹁おりるかたがすんでから︑ごじゅんに

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこ

﹇御所﹈︵名︶1 こしょ

﹇故障﹈︵名︶1 こしょう

﹇御紹介﹈︵五︶1

こしょう

発動機にこしょうのできた飛行機乗りが︑

こしょうかいいた・す

十五2610

こしょう

しょにつれてかえろうとなさいました︒

三柳8

こしょ

お乗りください︒﹂

五88囹

一485囹

ごじゅんに

八34五みはらし台⁝⁝⁝五十六

六31

ごじゅうろく

十一36窪いいにくいことば⁝⁝⁝五十八

三33九五人の子ども⁝⁝⁝五十八

ごじゅうはち

ないように歩いていきました︒

九777 先生について︑五十人のなかまが︑おくれ

ごじゅうにん

五十人

十三310七ある画像⁝⁝⁝五十三

ごじゅうさん

十二32

十一35七一つ一つつづろ⁝⁝⁝五十五

二34

ごじゅうご

八531 こじきのようなものがきて︑にわとりをぬ 六備10 それよりも︑五十音について︑新しく思い
Q おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を
ついたことをみんなに話して︑
すんでいきはしないかと思ったのでしょう︒
よんでいらっしゃいます︒
三637 三人の男の子は︑うしろにこしかけまし 八5311 そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ ごじゅうく ︹課名︺1 五十九
五33 八 あさがおの花⁝⁝⁝五十九
一一

た︒

T2

こしょく一こすずめ
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たまごのきみですりえをこしらえて︑

五953園

五色

六69一

あなをほって︑トンネルをこしらえて遊

クロスワーズパズルもこしらえました︒

されながら︑せっせと養分をこしらえて︑

十四541園あれは︑私たちの養分をこしらえる力

をかまわずに︑あなたがたが︑かってに花をさか

私が︑木を割ったり︑竹を割ったりして︑

せたからですよ︒

屋根をもちあげるほどの喜びをこしら

なにかこしらえようとしていると︑

十四773

十五撹2園

こしんせつ

それに︑このきれいな着物は︑まあ︑

えているのですよ︒

十五㎜11園

﹇御親切﹈︵形状︶1

なんでこしらえたの︒

こす

︽ーシ・ース︾

わるいといった方角へこして︑つこうの

山の湖水のほとり︑﹁ます﹂小屋のラン

﹇湖水﹈︵名︶1 湖水

十三482

こすい

よくなった人もある︒

十三108

八147 寒い冬もぶじにこすことができました︒

こ・す ﹇越﹈︵五︶2

こしんせつでしたね︒

十五㎜2囹あなたは︑私の子どもたちに︑それは

こしんせつ

私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す
はじめ骨組みをこしらえておいて︑それに
寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

働くことがすきで︑一代でりっぱな身代

母がこしらえてくださったパンを︑

プが︑きゅうに暗くなりました︒

一本のくるみの木のこずえを︑りすが︑

﹇梢﹈︵名︶5 こずえ

こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空
土でおだんごのようなものをこしらえた

の先にも︑︿略﹀︑季節の命はわきあがって︑

けやきのこずえの方を︒

十三43 ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い

によくひびく︒

十一377圏

んだ空の中にとけこんでいる︒

十48 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす

ぴょんぴょんととんでいました︒

九5211

わたしはおべんとうの包みをこしらえて︑ こずえ

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ
しらえて持たせているうちに︑

十二293

十一一279

をこしらえました︒

十一194

十511

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

十395

ひっぱりだされました︒

九735白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑

やりました︒

七952

ねんどでだんだん肉づけをし︑

七676

きまをこしらえてくれていたのです︒

七3711

ぼうよ︒

六鵬1園

すりえをこしらえて︑たべさせてみよう︒

五954

︽ ー シ︾

十五874囹 失礼ですが︑この中のおもなものをこ

かいいたす

一組の人がみんなで考えてこしらえたまん

︽ーゲ・ーゲル︾

︽ーメ︾

︽ーエ・

がです︒

六688

﹇五色﹈︵名︶1

しょうかいいたしましょう︒
こしょく

はまたふかくなるでしょう︒

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ

る

こしらえあ・げる ﹇持上﹈︵下一︶2 こしらえあげ

十364 いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新
しい設計図をこしらえあげた︒

十637 ふつうのしばいでは︑︿略﹀︑おしろいやべ

にでけしょうをして︑その役らしく顔をこしらえ
あげるのですが︑

じめる

こしらえはじ・める ﹇捲始﹈︵下一︶1 こしらえは

こしらえる

四835 ねえさんが︑赤いきれでなにかこしら
えはじめました︒
﹇推﹈ ︵ 下 一 ︶ 3 0

ーエル︾Oおこしらえる

こしら・える

うなものをこしらえていました︒

三357園 こうさくしつでは︑六年生が︑はこのよ

こしらえています︒

三793 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を

はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑

十三284
り︑

十三44 そのこずえの︑細い︑細い小枝のあみ目

十四5310囹私が︑︿略V︑じりじりと暑い日に照らこすずめ ﹇子雀﹈︵名︶4 子すずめ 醸すずめ

絵の舞台をこしらえて︑

十三342

ときには︑ホートンの廣場などに︑かげ

鳥などをこしらえたものがあります︒

十二皿3

てこしらえたうさぎでした︒

四675 お正月までに︑ことばあそびのたねをた 十一﹇767 それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ
くさんこしらえておきましょう︒

四735 これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑
あそべるようにこしらえることにしました︒

どうして

四829 ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑
十字かもさげました︒
こしらえたのでしょう︒

四梱5 でんとうのまるい ガラスは︑

五6110園︺あのつぼみをこしらえたのは︑だあれ︒

527
コスモスーこだいじん

四894圏

﹁やすみましょう︒﹂と︑帯すずめが︑

七2211囹製すずめにやるのさ︒
七231園子すずめ︑あおむしをたべるの︒﹂兄﹁だ
いすきさ︒﹂

めだ︒

十一142 あれは︑この村のさみしがりやの小すず
コスモス ︵名︶4 コスモス

四312国 わたくしは︑うちのにわにさいてい
るコスモスの花をあげようと思います︒
十573 コスモスの花
十574 コスモスがさきました︒

1

こすりつける

十578 いまはきれいだけれど︑コスモスは︑おじ

︵下一︶

いさんになるとかわいそうね︒

﹇擦 付 ﹈

こすり 与あてこすり
こすりつ・ける
︽ーケ︾

﹇ 擦 ﹈ ︵ 五 ︶2

こする

︽ーッ︾

べにこすりつけて︑火をつけた︒

十四951 女の子は一本のマッチをとりだした︒か
こす・る

八二8 いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ
りこすってもみがらをはじきました︒

十二53図
ごセンチメートル

5センチ
︵名︶2

5㎝

このおじょうさんこそ︑ほんとうにこの

かれこそ︑のちに名をなした新島裏

にいじまゆずる

すきこそもののじょうずなれ︒

歌を歌った人というべきです︒

十四8112図

小ぞう5わんぱくこぞう

こそうだんに

こそうだん

おじいさんと

﹇御相談﹈︵名︶1

こそこそ

このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑

︵副︶1

﹇御存﹈︵名︶6 こぞんじ

どうして︿略﹀︑そんな大きな実に

たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

私をこぞんじですか︒

﹇古代﹈︵名︶2 古代

古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑かき︑

この人形は︑はにわといって古代人のは

かからほりだされたものです︒

十二棚5

おかあさんのおやさしさこそ︑私に こだいじん ﹇古代人﹈︵名︶1 古代人

ちの回持がよくわかるではありませんか︒

たとえ戦いに敗れても︑精神的に敗れな 十二槻2 これをみても︑平和を愛した古代の人た

です︒

しじみ︑あかにしなどをたくさんだべていたよう

十二9710

こだい

十五佃2園 あなた︑私をこぞんじですか︒

十五柵10園

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

十五904囹

なったかということは︑こぞんじないようですね︒

十四537囹

はありませんか︒

七787囹 え︑でも︑そんなにくわしくこぞんじで

一612囹︺たろうさん︑よくこぞんじですね︒

こぞんじ

なにか︑こそこそささやきあう︒

七774

こそこそ

おたちよりになりました︒

なって︑ある日︑かりのおかえりに︑とつぜん

三柳1 みかどは︑

こそうだん

一一378圏園山から小ぞうがとんできた︒

こぞう ﹇小僧﹈︵名︶1

だよ︒

耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6十五584園

㎝でした︒

七993

五

1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑
﹇五千二十五番﹈︵名︶1

5㎝ぐらいになりました︒

八㎜5
こせんにじゅうごばん

千二十五番
もしもし︑五千一一十五番ですか︒
五千ば

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

﹇五千羽﹈︵名︶1

十三404園
こせんば

九219

こそ呂それこそ

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

きみこそどいてくれたまえ︒

︵係助︶14

五千ばのつばめをつんできました︒
こそ

六506圃

一一278園
夜の空︒

この人こそ︑さがしもとめていた人だ︒
そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ

八485園
九搦3

﹁こんどこそは︑にがさないそ︒﹂

れもないうまい水であった︒
九柵1囹

きもとこうきち

このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界

これこそ︑いちばんりっぱなものだと

それこそ︑どくの﹃ぶす﹄だよ︒

に知られた御木本幸吉であった︒

み

十391

十一83園

十696園

十四967 女の子は︑︿略﹀︑もう一本のマッチを
とってかべでこすった︒

思う︒

先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

ごセット ︵名︶1 五セット
十二8111 二少年のことを思っては︑ふるいたって

十二715

十四4910

とっては︑いちばんとうとい宝なのです︒

十四155国

い國民こそ︑眞にすぐれた正忌でしょう︒

十三187

らえるので︑

戦い︑とうとう五セットで勝つことができました︒
ごぜん ﹇午前﹈︵名︶3 午前与しずかなごぜん

十三71 春のきざしは︑︿略﹀︑目に見えぬかすみ
のようにたなびいている︑のどかな午前︒

十三77 こういうしずかな午前にあって考える︑
十三477 午前の森に︑しかがすわっている︒

ごセンチ ︵名︶1 5センチ

こたえ ﹇答﹈︵名︶3 答δくちごたえ・くちこた
六658 このなぞの答がわかった人は︑

えする

がはっきりしたでしょう︒

七857園けれども︑いまの答で︑知っていたわけ
十155 おとうさんがしょうじきにその答をしまし
答えかた

たら︑少年は︑さらにこんなことをいいました︒
﹇答方﹈︵名︶1

こたえる

答える

︽一

十五4410 あいさっともつかず︑返事ともつかない

こたえかた

﹇答﹈︵ 下 一 ︶ 3 0

口口えかたをした︒

こた・える

﹁︿略﹀︒ ﹂ と こ た え ま し た ︒

﹁︿略﹀︒﹂みんながこたえました︒

エ・ーエル︾Oおこたえる
三733

三柵6
みんなは︑﹃︿略﹀︒﹄とこたえました︒

答えました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

︽ーイ︾

こだわり

﹁ねこは︑こたつでまるくなる︒﹂

︵名︶1

六621囲

十561 すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き

こだわり

これは︑まださしあげたことのない︑

魚たちはごちそうをはこんできます︒

ごちそう

うめもほころび︑こちふけば︑春も目

﹇東風﹈︵名︶1 こち

つけているその力に︑おどろきました︒

天守﹀︒﹂と︑少年は︑ますます不安を こち

﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒

で︑おとうさんは答えました︒

十171

十一6511

十一594

十一427圃

四川5

﹇御馳走﹈︵名︶12

さきに近づいた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦は答えました︒

四佃7園

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人が答えました︒

田中さんが答えられないでいると︑

小高い

木立
こたつ

﹁いいごちそうができた︒﹂とらさんは︑

さあ︑あおむしくん︑新しいごちそうだ︒

うまいごちそうだ︒﹂くもは︑︿略﹀白い

わたしたちが︑さくらんぼと︑くるみの

ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい

ただひと目でも︑火の光とごちそうとを

きょうは︑はるばるたずねてみえたあ

﹇御馳走様﹈︵感︶3

ごちそうさま︒

ごちそうさま
六906園

どうもごちそうさま︒

によぼうというのだろう︒

ごちそうさま

十五861園きっと︑おまえさんたちを︑ごちそう

日本人について話をしてあげよう︒

なたへのごちそうに︑︿略﹀︑私がはじめて会った

十五569圓

見るだけでも︑満足したであろう︒

十四9310

へんゆかいです︒

十四514園

ごちそうをならべると︑

十三501

十三386園ごちそうなんてたくさん︒

ちょうちょをとらえました︒

九悩8囹

七248園

六伽1園どれ︑ごちそうになろうかな︒

︿略﹀︑うさぎさんたちの方をのぞきました︒

六柵2囹

おいしいごちそうでございます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

ごちそう

看護人は︑少年をながめて︑それには答

おぼえながら答えました︒

十﹁6610
えないで︑

十一7412
十一756

﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

かたに手をかげながら答えました︒
十︻865

芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に

十ニー16

十二718

こたえましたが︑雪をみるのが崩しみでした︒
ことに﹁ジャパン﹂ということばに力を

﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

四212国

十一一809

十一一791

﹁︿略﹀︒﹂とこたえるだけでした︒

四597

十四195

らなくなってしまいました︒

五624 あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか
﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

いれて答えました︒

六756

﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

﹇小高﹈︵形︶2

い物がちらちらとみえるでしょう︒

近くには小高い丘があって︑
ごたごた

いろいろな音や︑みたこともないような物

︵副︶！

十一42

六45

ごたごた

﹇木立﹈︵名︶1

が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑
こだち

暗い木立︒
﹇炬燵﹈︵名︶1

十183
こたつ

四m7園

九781園そう︑あの向こうの小高いところに︑白

こだか・い

も力強い声に︑

﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑しか

十四236

かざして︑ いちろうをみながら答えました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑力をいれて

九681 いちろうはわらって答えました︒
九柵3 ぼくたちも︑みんなつえをふって︑それに
答えた︒
十159

十五539

﹁︿略﹀︒﹂と答えましたが︑ほんとうは︑

たこを作るのははじめてです︒

六描10

ｪ ﹀ ︒﹂と答えました︒

七7711
それには竺口えないで︑
旅人は︑

八496

九513 ｪ﹀︒﹂たきがピーピー上口えました︒
九525 ｪ﹀︒﹂と答えました︒
九535すると︑りすは︑木の上からひたいに手を

九 4 9 1 1 ｪ ﹀ ︒﹂と答えました︒

「〈

「〈

「〈

「〈

こたえ一ごちそうさま

528

529
ごちそうする一ごっこつ

す︒
九313團
たが︑

︽ーサ︾

八717 あひるにはかみつかれ︑にわとりにはこず

﹇国境﹈︵名︶1 國境

きまわされ︑

こっきょう

こちらはかきの木の多いところで︑

コックス

コックス

ボートの向きをかえたりひき返そうと

︵名︶9

九431国

十一610園

十一11図

みんながさせてくれたら︑コックスの

コックスの号令どおりに︑一糸みだれ

だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑

さっきから︑きみはだまっているけれ

一

3

7

コックス

﹃コッ︑コッ︒﹄といったりして教えた

5

いいコックスが日本を正しい方へつれ

トップ

68整調

ていくのさ︒

十一1012囹

りっぱな船長になるだろうよ︒

十一912囹しかし︑りっぱなコックスは︑いっか

どっちがむずかしいだろうね︒

十一99園あんな大きな船の船長と︑コックスと︑

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒

十一87園

むずかしいのは︑コックスだろう︒

十一85園

ずこいでいくと︑

十一81園

まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

十一711園

うだろう︒

したりするときには︑きっとコックスが大声でい

かきの葉を一まい一まいならべて︑この
はがきに︑かねたいちろうどのと書いて︑

こうもりは︑ひょうきんなかっこうをして︑

﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせよ
たとい︑からだはこちらにいても︑こ

のまこころを書いてお送りして︑

十四1512国

うとしたり︑

十522

こちらにとんできます︒

九鵬8

こちらを裁判所としますが︑

九709園

色がよいとか︑こちらの色がよいとかいって

九444国

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと 十五736 つくえに白線をひいて﹁春巻﹂をつくっ

こちらへきたときは夏の暑いさかりでし

十二898園 食事のたびごとにいう﹁いただきま 九312国 こちらへきてから︑もう四ヶ月になりま
す﹂﹁ごちそうさ ま ﹂ に し て も ︑

ごちそう・する ﹇御馳走﹈︵サ変︶1 ごちそうする
︽ーシ︾

﹁お月さんのくにへおいでのかたは︑

いっしょに畑にでたり︑

一5910 みんなよろこんで︑めいぶつのおだんご 九321團
や︑おもちを︑ごちそうしてくれました︒
ごちゃごちゃ ︵形状︶2 ごちゃごちゃ

ちゃになっています︒

二94囹 せっかくあつめたことばが︑ごちゃご

なって︑まとまりがっかず︑

九94 あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに

一448園

こちら ﹇此方﹈︵代名︶24 こちら←あちらこちら
こちらへおならびください︒﹂

一一一2310 あちらの村でもこちらの村でも︑こう

いって︑この大きな木をみあげました︒

四777 お一おにさんこちら︑手のなる方へ︒

十五578園

つくえのまん中にチョークで線をひき︑

四佃9囹 さあ︑どうぞこちらへ︒

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑

こづかいεおこづかい

こづかいさん

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか
﹇小使﹈︵名︶2

4

八642園

コツ︒﹂とさわいだ︒

八787 ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁コツ︑

のだが︑

コッ︑コッ

こづかいさんのおへやはあたたかです︒

こずきまわす

︵感︶2

三364囹

國旗

1

こつこつ

こづかいさんのおへやのものは︑みん ごっこ 8おにごっこ

﹇小突回﹈

︵五︶

テニスコートには日本とメキシコの國旗

﹇国旗﹈︵名︶1

こづきまわ・す

が美しくひるがえって︑

十二774

こっき

な大きいなとおもいました︒

三369園

こづかいさん

ら︑こづかいにしなさい︒

十一877囹

﹇小遣﹈︵名︶1

5ぶんかこっか・へいわこっか

四槻1園 では︑こちらへ いただきましょう︒

こっか

十五鵬6園手をひろげてこちらへかけてくる︒

ろとわかるだろう︒

五388團 そうすれば︑こちらのようすが︑いろい

︿略V︑いっぺんにさきだします

五399團 こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑ こづかい
こちらでは︑田うえがはじまりました︒
五426国
五912囹 ﹁さあ︑みんなこちらへおいで︒﹂
六916園では︑そのかたをこちらへこあんないし
なさい︒

とは︑ こ し を か け る ︒

六919園さあ︑どうぞこちらへ︒﹂ほおりのみこ

らへこっそりわたりました︒

六伽4 おにがあちらからくると︑こちらへかくれ︑
六伽4 こちらからまわっていくと︑みんなはあち

2

こつこつ一こてん

530

こつこつ

︵副︶一

コツコツ

コッ︑コッ︑コッ

﹁コツ︑コッ︑﹈ッ︒﹂と︑そこの家のに

︵感︶一

て大きなドアをコツコツとノックした︒

十五537 私は︑しばしためらったのち︑意を決し

八533

こっこづこつ

わとりは︑用心ぶかい声をだして鳴きました︒
こっそり ︵副︶2 こっそり

六伽5 こちらからまわっていくと︑みんなはあち
らへこっそりわたりました︒

十一289 夜おそくこっそりと勉強を続けました︒
こっち ﹇此方﹈︵代名︶16 こっち与あっちこっち

四934 右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑
どこにも降る︒
﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ

六脳2園 あ︑人がこっちをみている︒
六伽7園
けようか︒﹂

七102囹渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑
こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

十五859囹
ようだ︒

なんだか︑あの人たち︑こっちを見た

十五968囹私たちに用のあるものは︑どうせこつ

小包

こっち見た︒﹂と歌い︑

みんないる︑みんないる︑こっち見

ちを通るのだから︒

十五993囲医
た︒

小つつみ

夕がた︑コップを病人の口もとにつけた

十一912

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒
十二344

それは︑コップの上からコーヒーこし

さんのことばをつづることを覚え︑

十四133團

すると︑五つぶの眞円眞珠が現われた︒

﹇五粒﹈︵名︶3 五つぶ

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

八十五万から五つぶの眞珠が取れたわけで

ごつぶ

十4310
ある︒

十4311

それからな︑おかあさんのおちぢをコッ

コツンと

のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

︵副︶2

このときコロンブスは︑コツンとたまご
こて

﹇小手﹈︵名︶1 小手

﹇鎭﹈尋いしょくこて

水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

﹇小手毬﹈︵名︶1 こでまり

﹇御殿﹈︵名︶17 こてん

おしゃかさまはたくさんのでしをつれ

三158

三152

こてんでは︑おしゃかさまがせきにおつ

こてんのいり口まできますと︑

て︑王さまのこてんにまいりました︒

三1410

こてん

しゅれいるこでまりの花

九掴5図闘

こでまり

る駿河湾の海岸線をながめ︑

するが

十五564囹私は︑小手をかざして足の下にひろが

こて

のはしをテーブルにうちつけて︑

十一一510

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

五9111囹

こつんと

プコップといただいて︑

五9010園

こっぷこっぷ ︵副︶一 コップコップ

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

小包二つは︑おそらくいっしょには着 十441 かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの

手紙や小つつみなどをおくってくれま

﹇小包﹈︵名︶2

十五994圏國

こづつみ

四58
す︒

十四1211團
きますまい︒

子つばめ﹁おかあさん︑なんでしょう︒

子つばめ

ふきとばされたんです︒きょうの大風に︒﹂

﹇子燕﹈︹話手︺3

六384

こつばめ

六393

さあ︑かかしさん︑いまから帰るのよ︒﹂

子つばめ﹁へえ︒

六4110

子つばめ﹁みんなできみをおんぶするんだ︒﹂

コップ
看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

︵名︶5

ときに︑

十一779

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一765

コップ

ばめがたくさんいます︒

九187しかし︑その中には︑ことし生まれた子つ

生まれた子つばめが︑ たくさんまじっています︒

九155この中には︑親つばめもいますが︑ことし

まる︒

六383子つばめがかかしをみつける︒
六403親つばめ︑子つばめをつれてさる︒
六416親つばめと子つばめが︑かかしのそばにと

七199園先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん こつばめ ﹇子燕﹈︵名︶5 子つばめ
のはたけですか︒

﹁ねえさん︑こっち︒﹂と︑私を手まねき

七211囹 あっ︑こっちにも︒
七406
しています︒

七617 ひとところで︑からすが鳴くと︑あっちで
もこっちでも鳴く︒

七653 あっちでもこっちでも︑だっこく機︒
こっちをみていたのです︒

九557 おかしなかっこうの男が︑︿略﹀︑だまって

九617 草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色
のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒
こっちからあっちへいくとなると︑

十二271 たった九十センチぐらいのところでも︑

と

と

531
こ

一
こ

きになりました︒

してしまいました︒

三162 それをみたこてんの人々は︑びっくり

﹁それほどきれいなのなら︑こてんに

三174 はんたかは︑しずかにごてんにあがって
きました︒

三鵬3園
よびたい︒﹂とお思いになりました︒

三鵬5囹 かぐやひめをこてんにつれてきたら︑

おまえにくらいをさずけてやろうQ
五7310 ちゃんとこてんができていて︑おばあさん
は女王になっているではありませんか︒

う︒

六877園 まもなく︑きれいなごてんにつくでしょ
六878園 なんのこてんですか︒

六879圏海の神のこてんです︒
六879園 そのこてんの門のそばにいどがあって︑
そのそばには︑大きな木が立っています︒

ている︒

六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ

六931囹年をとったかたがあらわれて︑私に海の
こてんへいくようにと教えてくださいました︒
にごてんがあって ︑

八284 川岸にそって車を走らせていくと︑林の中

りました︒

八285 天帝は︑そっとこてんの中へおはいりにな
八322 それをみた天帝は︑︿略﹀︑はたおりひめを
δくりごと・こごと・ひとこと・ひとり

天の川の東の岸のこてんにもどしてしまい︑
﹇言﹈

ごと・ふたことみこと

こと

んは︑ひろったことがありますか︒﹂

なににでもなることができるなら︑

と・ままごと・みごと・ものごと・わらしごと
一541囹

一342園

して︑そろえることはできませんか︒

三273

そのふねの早いことです︒かいをそ

たこともきいたこともない︑大きな

学校

ていったということです︒

しずかにあるくこと︒﹄とかいてあ

いで︑作文をすることになりました︒﹁

五

三298

三276
三302

三468 さぎがいままでのことをはなしますと︑

三327園

うものをみたことがあるかい︒﹄と

三485 さぎはいままでのことをはなしました︒

したらえにかくことができるでしょ

二325囹

らだもの︑みることなんかできない

二553

でしょう︒こんなことをかんがえてい

ってから︑こんなことをかんがえまし

三947

三945

三807

三722

三716

うなものをおることができます︒ふ

は︑みんなのいうことにはおかまいな

れども︑はきだすこともできません︒

けれども︑つまむことはできません︒﹁

三141 るものだということがわかりました︒
三143 らうまれてくることもわかりました︒
三144圏 えてくださったことは︑きれいな心
三145園 になれということにちがいない︒﹂

三967

紙に︑字をかくことができます︒大
きです︒ふしぎなことに︑はちをもつ

ます︒はやくかくことも︑ゆっくりか

さな字でも︑かくことができます︒は

︑ここをとおすことはできない︒﹂と 三965

三971

三969

三1510

をよくしらべることにしました︒え

三155園

三197

︒ひらがなをかくことも︑かたかなを

︑かたかなをかくこともできます︒か

も︑ゆっくりかくこともできます︒ひ

す︒かん字をかくこともできます︒ロ

三973
この木を切ることにしよう︒﹂みん 三974

︒ローマ字をかくこともできます︒心

三971

三975

たこともきいたこともないほど︑大
た︒そこで︑切ることになりました︒

三978 ます︒心に思った︐ことは︑いつのまに

三976

んにつぎのようなことをおかきになり
は︑いままでみたこともきいたことも

んな大きな木のことですから︑切るの

三226
三2510

やっと切りたおすことができました︒

た︒いままでみたこともきいたことも

うするかということになりました︒
て︑ふねをつくることになりましたな

三鵬7

三下6 ました︒ある日のことです︒おじいさん

三253園

三264
三266
三271

す︒口ではなしたことは︑そのままき

三273

とてもむずかしいことをいって︑それ
せいぎであることのよろこび・できごと・なにご

三982

三261

三203
三226

とも︑ふででかくこともできます︒ま

三951
ふくすけをおることもできます︒き
三119
ものをおしえることにしました︒一
三127園 えはたくさんのことをおぼえなくて 三953 うせんなどもおることができます︒こ
紙に︑えをかくことができます︒お
三134園 かわないということだよ︒わかったか 三957
三961
のつくえもかくことができます︒に
三963 ちかい家も︑かくことができます︒ク
三964 ︒クレヨンでかくこともできます︒え
三965 ︒えんぴつでかくことも︑ふででかく

ます︒ふねをおることもできます︒ピ

二563

P園︑手でさわったことがあるかい︒﹄と
T囹︑さわってみたこともない︒﹄とい
P園びとりかってなことをいうので︑ぞ

二328園

S

X5囹
一一

一一
一一
一一
一一

ていることは・おしごと・かんがえごと・しごと・

こと ﹇事﹈︵名︶鵬 コト ことnVあなたのおもつ

P5

R7 R3 R3

三価−〇

には︑だれもする

こ

四522
四553

ことができませんで

ことをつたえてたび
びがやってくることがあります︒そ

ぶのは︑よういなことではありません︒

るうちに︑いいこと考えたんだ︒﹂こ

ことになりました︒
をしょうという

わ

ことはしらべよう︒
わからない

ようにこしらえることにしました︒

いだつする人のことを思って︑ゆう

よう子どもたちのことを思って︑おも

おなじ︒ある日の こと︑うらしまは︑父

うらしま﹁そんなことをしてはいけな

四907

四冊3

四978園

四911

四7510

四735

四586園

四575

ことになりました︒

ことをおききになつ
ことに︑手足の力が

おわすれになる ことができませんで

て︑わたくしの ことを思いだしてく

もう︑ひきとめる

こともどうするこ
こともどうする こともできません︒

って︑なにをする こともできなくなつ

と

と

三㎎10

三鵬8 かぐやひめにこの
三川4 た︒みかどがこの
三川6 まもってくださる
三麗9 ころが︑ふしぎな
三冊6

ｧ6
三榊1園

四佃3

ま﹁でも︑うちの ことも氣にかかりま

三冊2
四192園 いて﹁文を書くことは︑お話をする

四125

四価3園

四m6園 まださしあげたことのない︑おいし
四掴3園なにかかわった ことをして︑おなぐ

四三2

がないと︑光る ことができません︒

ほど苦心をした ことでしょう︒でんと

︑はたらいている ことでしょう︒こんな

しまは︑父や母の ことを思いだして︑

四192園 するのとおなじことです︒お話があ

ばこは︑どんな ことがあっても︑お

四梱3

ことができます︒と
とおい町へいく

四253国 ︒みつちゃんのことを︑みんなでお
四描6園

四285
四288

四擢6園

ことに︑氣がつきま
をあいてに書く
ことは︑なんだろう︒
がしたいと思う

四289 くりひろいをすることかな︒ぶどうえん

きものは︑みた ことがない︒もって

ことでしょう︒﹁︿略﹀

四293 て︑あそんでくることかな︒おばさんの

四㎜5園

がかかっている

をもらってくることかな︒じぶんで

てつだいをすることかな︒となりの

四激9

四295
四297

四麗6囹

は︑うそということを知りません︒﹂

がないと︑まう ことができません︒﹂

四梱3囹と︑天へかえる ことができません︒
四湿10囹

四331團 しんせつにすること︒﹂というおと
四351

か氣のついたことはありませんか︒

四363園 ているという ことが︑わかりますか

四鵬1園 れははずかしい ことを申しました︒﹂
五157がいるのと︑おなじことです︒汽車のきっ
五159どこへでも旅をすることができます︒﹁︿略

四367園 ︑﹁先生︑こんなことがありました︒﹂

四343園

四392 めいめいじぶんのことが思いだされて

さんにおったえすることができました︒
五2011

も︑まだ︑なんのことだかわかりませ

四42一 ムのようにのびることもあるし︑きゆ

にあるの︒どんなこと︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿略
五232囹

になってしまうことはありませんで

五292園というのはどんなことかね︒﹂﹁それはこ

四422 ︑きゅっとちぢむこともありました︒
四425

五308園きどき︑こういうことをやるのかね︒﹄
ならんでとぶことにしよう︒﹂みん

炭なしには︑くらすことができません︒で
五366

四444園

やられたということがわかりました︒

うないい子どものことが書いてあります
五317園

四501

手紙の中に︑こんなことが書いてありまし
「匠

かいどうへいったことはありません︒け

つぎの星をみつけることは︑できませんで

おかあさんにこのことをいって︑ごろう

＿

川をみて氣のついたことを書きました︒つ

一﹂﹁めがでないことはありません︒わ

、

︑ねびえをふせぐこと︑それから一﹂

べないようにすること︑夜は︑はらまき

rrl

ねるまえにたべないことや︑日のかんかん

なま水をのまないことや︑ねるまえにた

、

ろで長くあそばないことなどを︑話しあい

、＿

なものだ︑新しいことをどんどんおぼえ

︒ちっともこわいことはないから︑いっ

にか︑おもしろいことがあるのかい︒﹂﹁

︿略﹀︒﹂そのばんのことでした︒バタバタ

うまでとんでいくことはできまいよ︒﹂﹁

においでなさったことがあった︒それで

ワ

ろいうな音や︑みたこともないような物が

ワ

ちに︑ふと︑自分のことに考えおよんだ︒

は時計屋の店であることがわかった︒自分

，」，

のでも︑役にたつことがあるのかしら︒

↓

ぶじに岸にあがることができました︒﹁︿

ふたたび活動することができた．のだと思

、

は︑ねらわれていることを知らずにいまし

、

の空︒ きたないこともきえそうな︑

朝の空︒ 食しいことがあるような︑

ち︒ふと︑そんなこと思わせる︑ あの

ジ︒ふと︑そんなこと思わせる︑ あの

うしてあたたまることもできるし︑たべ

いうのさ︒わるいことはいわない︒さあ

，」．

ふみおはさっきのことを思いだして︑ま

みおは︑両方のいうことをきいていいまし

・7．

一一

四474圓めにして︑とぶことにしょうじゃな
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六563かべ新聞を発行することにしました︒かべ
六564号は︑一組でつくることになりました︒そ
六566にへんしゅうをすることにきめました︒私
六574かべ新聞を発行することになりました︒こ
六576なにお知らせしたいことを書きます︒みん

みなさんの二ついたことは︑なんでも︑か
六5710

113

六577みんなが喜ぶようなことを書きます︒みん
六578 ︒みんなのしらべたことをはっぴょうしま
六579します︒おもしろいことも︑おかしいこと
六579いことも︑おかしいことも書きます︒どう

ノ

113

」＿

J＿

六593きのう︑おもしろいことに氣がつきました
六594ことばの声のかずのことです︒うたううた
六604圃i五二ノシイコトが七アルヨ

ノ

113
一L

」一

六612わざの中にも︑このことのあてはまるもの
六697るのは︑むずかしいことでした︒第二号が
六724ら︑ごろうはこんなことを考えました︒い
て︑﹁雪だるまのことです︒﹂と︑とん
六732圓
六749 v﹁︿略﹀︒﹂こんなことをつぎからつぎへ
六752囹だ︑ゆうべの命のこと︑わかったかい︒
六781に︑この考えついたことを話しました︒す

︒きゅうにそんなことをきいたりして︒
六7611園

六785囹︒とにかく︑命のことはむずかしい轟き
ごろうは︑息をすることも自分の力ではな
六7811

ふと︑おもしろいことを発見した︒左の
︑

たりちぢめたりすることができる︒﹁︿略﹀

手﹂は︑文字を書くことをさしていますが
七1211

七125おのだしている手のことではありません︒
七127ててある︑竹や木のことをいうのです︒﹁

七1411︒﹂﹁腹に思っていることと︑いうこととが

七131とばが︑文字を書くことになってきたので

七1411ていることと︑いうこととが︑ちがう人が

かげで︑おもしろいことに氣がついた︒弟

いうことを︑考えたことがなかった︒これ

るかでないかということを︑考えたことが

ら声がでる音であることはたしかとなった
︑そのとき︑新しいことがあたまにうかん

だので︑もうそんなことはどうでもよくな

らもはなの音であることがわかった︒そう

なの音でできていることがわかった︒この

声のでる音ではないことがわかった︒ぼく
上ふかく考えてみたことはなかった︒それ
で作ったものであることがわかって︑びっ
︑新しく思いついたことをみんなに話して

作ったら︑できないことはないだろうと思
んのわらい顔をかくことにしました︒クレ
いました︒ある日のこと︑五ひきのうさぎ
︑石でわってたべることにしました︒﹁︿略
︒どうせ︑足の早いことにかけては︑しか

角をおるなどということはできません︒角
よう︒ちっともいいことではないと︑うさ
ここでゆっくり休むことにしました︒とこ

ぶに︑つぎのようなことが︑赤いクレヨン
ぎさんたちは︑そのことをすこしも知りま

うと思ってもにげることはできません︒助
は︑きょうもそんなことを考えた︒そうじ

木は︑子どもたちのことを︑まず思いうか

七122 ︑持つところということになります︒また

七95園で︑わたしのみたこと︑きいたことを話
七95園みたこと︑きいたことを話したら︑いく

七553 ︑はっきり写しだすことができるとはかぎ
七555みじかくなっていくことがあります︒心に
七592られたことばということはできません︒つ
七645記︒はつ花のさいたこと︑けさ書く︒いつ
七687 つです︒心に思ったことを︑はっきりと写
七687りと写しだすということにほかなりません
七802園
つたい︑どういうことなのか︑くわしく
七812園
︑もっとあやしいことは︑この人は︑私
七813園私どものらくだのことについて︑それは
七814囹︒﹂裁判官﹁どんなことを︑知っているの
七815囹だがかた目であることを知っていました
七818園
だがびっこであることも知っていました

七5211とのあいだに︑勝つことができた︒こんど

七498 こ︑町の学校とやることになった︒あぶな
七506とが︑しあいをすることになった︒ぼくた
七514うのボールをつかうことになった︒ふえが
七529にし村の学校とやることになった︒このと

七431園んさしでがましいことですが︑わたしに
七438囹はなはだですぎたことかもしれませんが
七452園わたしは︑こんなことになろうとは︑思
七473 ︵一︶ 思っていることを︑はっきり書き

さん︑あおむしのことを︑話していたん
七236園
七263園これこれ︑そんなこと︒ねえ︑はっぱと
七276囹母﹁先生は︑いいことをおっしゃいまし
七348乗ったものの︑動くことさえできません︒
七359園もう二どもいったことがあるのですもの

ばとがある︑ということに氣がついたので

はりがねが六本あることまでわかる︒もつ
︑そのようにいったことがあるのではない

3851119614 1エ1104210511099111185272
ノ

116

210

も自分の力ではないことをきいて︑なるほ
六7811

六812囹 みこと﹁どういうことだ︒﹂編論肋の﹁きょ
六818園 禰こで駒の﹁そんなこと︑いやだよ︒﹂ほお
六851囹︑申しわけのないことをしてしまいまし
六859園りません︒どんなことでもして︑おわび
六864園と﹁いや︑ゆるすことはできない︒﹂四

六999

六875園 ﹁では︑私がいいことを教えてあげまし
神は︑きっといいことを教えてくださる
六883園
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八406園

八374

八364

八347

ん美しい庭をもつことができる︒﹂こん

︑なにひとつ不足なことはありませんでし

運行しているということです︒このきそく

二十秒ばかりかかることになります︒とこ

も︑左の足の短いことを︑ちゃんと知っ
官﹁ふたりのいうことは︑よくわかった

て︑びっこということは︒﹂旅人﹁それは

八4211囹

八426圏

︑こんなかなしいことはありません︒﹂﹁

らです︒﹁困ったことになってしまった

O本ぬけていることまで︒﹂甲﹁そのう

がかた目だということは︑どうしてわか

ぬけているということは︑なぜわかった

荷物をつけていることが︑どうしてわか

八494囹

八454まのこ雪下をなおすことができるかと︑相

たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない

いまも︑私はピオのことがわすれられませ

たが︑もうどうすることもできませんから

毎日なにかかわったことをしでかしては︑

るか ︑しらべてみることにしました︒きょ

ちは︑

八7711

八771

八683園

八677

八647園

八641園

八637園

したり︑火花をだすことさえできた︒にわ

一つのうなぎの頭のことであらそっていた

八645園

は︑たまごを生むことができるかい︒﹂

と四五日はすわることもできますから︒

子どもに︑およぐことを教えてやるがい

るようにしてやることができなかった︒

それでだまされたことがあってね︑その

ろうと思った︒そのことを先生に話してみ

に︑さしあげたいことはやまやまですが

それが麦だということが︑なぜわかった

八599

寒い冬もぶじにこすことができました︒春

八797囹

八811園

八802囹

まえさんは︑することがないから︑そん

花をだしたりすることができるかい︒﹂﹁

︑あひるの子は立つこともできず︑すわり

︒だれにもわるいことをしないのですか

は︑どうしてこんなことができるのでしょ

とめいわくしごくなことですが︑せみの子

だれも教えてくれたことではありません︒

うすれば︑そんなことは考えなくなって
おまえさんのいうことがわからないって

ないから︑そんなことを考えるのだよ︒

八821囹

八8110園︑私のいっていることがおわかりになら

八811囹

う大きくなりきったことを知ります︒そこ
︑いまが夏だということや︑よい天氣がつ

のですよ︒いやなことをいうようだが︑

天氣がつづいていることなどを知ります︒
︑そのとおり︑死ぬことなど考えられない

たり︑火花をだすことを︑せいだして勉

のかね︒わたしのことはいわないとして
八8210園

くちょうをわすれることはできなかった︒

ているのは感心なことだ︒むすめのため
八2811園

でいったのかということも知らなかった︒

八831園

もったらなどと望むことができよう︒その

八849
八852

ばさをばたつかせることができた︒まえよ

けんぎゅうとあうことをゆるしてやろう
八326園
ノリ01 天の川で下しくあうことができました︒

八855

︑n∠ー

八884

︑
17 いので︑はたをおることをわすれてしまい
／00

八822囹

八813囹

らないと︑親になることができないといい
︒なんという氣長なことでしょう︒せみの

うさぎをかうことになりました︒先

うたがいははれたことと思う︒早くいっ

病氣をなさって長いことお苦しみになりま

八446

一一

いち︑もっともなことばかり︒﹂甲﹁もし
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八336ら︑ずいぶん︑遠いことがそうそうされま
八338 よりは︑おしはかることはできません︒ふ
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く空氣をうち︑とぶことができた︒どうし

5月2日

1

四

先生やみなさんのことを︑ 一日もわすれ

︑どんなにうれしいことでしょう︒

ろいろな方法でこのことをしらべてみます
︑やはりそうであることがわかりましたQ

たいへんありがたいことだといわずにはい

にっかわれたということを︑たいへんあり

らずにつばめを運ぶことを申しでました︒

に︑飛行機をつかうことにしました︒航空

ました︒さいわいなことに︑そのとき︑あ

つばめを集めていることを知らせてきまし

つばめのせわをすることを︑新聞に廣告し

じめて︑電話でこのことを知らせてきまし

きゅうに落ちてきたことがあります︒その

いくのがあるということです︒日本のつば

なしたものだということがわかりました︒

こうとする遠い國のことを︑話しあってい

らりとならんでいることがあります︒この

ねうちが生きてくることになろう︒ 三

さます場面を演ずることがある︒こんなと
︑心持まであらわすことができるものらし

をたいこであらわすことなどは︑ちょっと

まな情景を写しだすこともできるという話

ろな心持をあらわすことができるし︑また

音のばあいでも同じことです︒ 二 音と

ものを思いうかべることができますが︑あ

これは平年作ということになります︒

かのたまごだということでした︒みんなで
︑あまりちがわないことがわかりました︒

ふえるようすをみることにしました︒やく

早くめがでるということです︒

られたりしたときのことを考えた︒それが

695410101118410711067410629646385151044

團

こと一こと

534

535
こと一こと

九317團︑一日もわすれたことはありません︒先
九317團りません︒先生のことを思うと︑みなさ
じゅうぶんだべることができます︒ぼく
九3311團

九371團んで持って帰ったこともありました︒ぼ
九383団でも︑おってよいことになっています︒
九399団近い木にのぼったことがありました︒の
九425團ねずつほりおこすことにしました︒苦労
九427団易しく︑うれしいことでした︒いちばん
九454團うから︑世の中のことに注意を向けるよ
九462團でも︑せんきょのことを話していますけ
﹁︿略﹀︒﹂﹁大きなことだよ︒大きなのが
九6410園

九653園だめだい︑そんなこと︒せいの高いのだ
九653園だよ︒せいの高いことなんだよ︒﹂又略
九668園ちがうよ︒大きなことだよ︒﹂ガヤガヤ︑
九773園っても望むかしのことだが︑貝などをお
九787園しほらせてもらうことにします︒﹂主人
うものがみつかることがあるのです︒ひ
九7911園

九儒2 くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる
九㎜2園 なんにもたべないことをちゃんと知って
九㎜4囹 されて︑苦しんだことも知っています︒
九川5囹 らのかげでねむることにしようかな︒﹂

せがれだ︒ほかのことを考えないで︑み

研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十334園
十336

が一．一十四才のときのことである︒あくる年

である︒﹁こんなことでいいのか︒日本

十349ば︑もっと早く織ることができるし︑ひと
十371

ぐ︑動力機械を作ることにとりかかった︒

十357園
十373

きな役わりをはたすことであろう︒

いくらしをしていることだろう︒あみをは

︒くもは︑これらのことを一つ一つ思いだ

も︑実現できないことはあるまい︒﹂そ

十389 て︑天然左上となることがわかったからで

十381囹

︑核をさしいれることができたら︑四珠

十415

した半円眞珠であることが︑わかった︒﹁︿

考えてもみなかったことである︒かれは︑

まったく同じであることが︑明らかにされ

種の手術をほどこすことを発見した︒﹁︿四
十4511

十446

十426 温度や︑海の深さのこともわかり︑しおの

十421

十412 げました︒ある年のこと︑赤しおが︑おび

︑人工で作りだすことはできないものだ

九幽9

九M4

十393園

十3810囹

眞珠

十378

九幽11 んて︑なんとひどいことをしてきたものだ

十403 になっていた︒同じことをなんどもくり返

九幽1 いちょうちょにあうことができた︒それか
九桝2 ら︑いいゆめをみることもできた︒いまま
九剛3 さしいことばをきくこともできた︒くもは

九彬3 しからころげ落ちることができたかもしれ
九柵4 た︒﹁︿略V︒﹂そんなことをくもは思いまし

十66 たかに︑要しくすることができる︒ 二
十75 です︒日本人をみたことがない子どもたち
十711どもをさけて通ったこともありました︒し

十81 んは︑子どもと遊ぶことがすきですから︑
十84 わをまわしてやったこともありました︒二
十95 んなに親しみをもっことができるものかと

十4910

︑くしゃみのようなことをして︑﹁フッ﹂

その人には︑なんのことか︑おそらくわか

の人々にあたえたことに︑心から敬意を

てもできなかったことが︑二つあります

十5011

十4611園

十466園

十5210ヨ﹂と︑おとなびたことをいいました︒門

十 6 ちでした︒ある日のこと︑おとうさんが︑
十125 へきて︑さまざまなことを話しかけたり︑
十135でできた小歌のあることを︑おとうさんは
十156年は︑さらにこんなことをいいました︒﹁︿
十162もから︑自分の國のことをきかれたときは

九8111略﹀︒口
﹂々にこんなことをいうのを︑先生

九801園れからほってみることにしましよう︒﹂
九815園ートルほってみることにしよう︒貝や石

＋1710響
︑ことばを愛することを知って︑勉強し

は︑みつばちであることが︑くもにはすぐ

るしで︑あみもはることはできませんでし

十302ら︑どうしてそんなことになったか︑その

十298わされた一音一音のことも︑心にうかべて

十292こうなったかということを︑考えてしらべ

十631

十628 能というものをみたことがありますか︒能

十561 らすらと書いていることでしょう︒すこし

十559 たのでしょう︒思うことがどんどんと書け

十557 ︑考えたりしていることとは︑ちがったも

十553

十485 私は︑べつにいそぐこともありませんでし

九紫7園 まだ﹁つまらないことさ︒ぼくがあんま
九捌11 ︑いままで味わったこともないような︑ふ

十544 イッタノ﹂は︑そのことをいいあらわして

十538 持つのだと︑ませたことをいって︑歩きだ

んだんいろいろなことを知ってくると思
九8410園

九槻5 の味がきえてしまうことがあっても︑中ほ

十289かり︑そのふしぎなことにうたれ︑美しさ

応2711がのきに巣をかけることがあれば︑巣のは

が︑くもはどうすることもできません︒そ

十304んでも︑そのもとのことをしらべていくよ
十322のないひとりであることを︑ほこるように

十二

いうことばを︑長いこと耳にしたことはあ
︑長いこと耳にしたことはありませんでし

十332さえあれば︑織機のことをしらべつづけて

るうたいを︑きいたことがあるでしょう︒

かと︑ふと︑こんなことを考えました︒

た︒また︑口にしたこともありませんでし

から肥しんだということである︒

九悩11 旅が終りに近づいたことを知って喜んだ︒

九伽8
九伽2
九梱1
九旧1
九梛8
九僻9
九梛9

と

と

のよい藝術を味わうことを︑喜ぶだろうと
わい人間のしそうなことを︑なんでもやり
︑そばへもよらぬことだ︒わかったか︒

どくで︑死ぬようなことになってはつまら
こで練習していることだ︒川口の子ども

いってみようということになりました︒﹁︿

ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな

ぼくらのいやなことなど︑きみはなん

えていて︑いいことをはっきりきめる

しやろうということができたら︑うれ

は︑ぼくがなることにきめているのさ

じょうをいただくことになりましたQ総

十一一512囹

のぞうさもないことでございましょう

十二83

十二75

てしまったということです︒

ち切るのと同じことです︒﹂といいま

したが︑ある日のこと︑母親がなつかし

ましたが︑なんのことだかその意味がわ

︒すこしぐらいのことだからといって︑

ンマルクの農業のことを勉強して︑ぼく

が︑小さいころのことを︑いろいろと思

十ニー24

十二98圏

十二66 ねて雨具をかりることにしました︒﹁︿略

車ロへもぐりこむことができた︒車内は
︑その足も動かすことはできなかった︒

十一一1911園 したいと考えることができます︒です

十ニー910園年一年とすんだことをかえりみて︑來

十二211囹

十二202囹

﹀︒﹂﹁絵をかくことも︑いっしょうけ

い実をならせることができるようにな

写生

ことばをわすれることができない︒七

十一一218囹

二

校から帰るときのことであった︒﹁︿略﹀

︑このくらいのことがこわいものかと

十二226園

︑やっときょうのことを︑ありのままに

虫だ︒人のいうことに﹃いいえ﹄とい

十一175 いことと︑正しいことは︑おかあさま︑
十﹁6411

十一647

十﹇645

︑やさしい父親のことをいろいろと思い

って︑家をあけることができないので︑

それから

希望をかけていたことや︑手紙の着いた
れど︑ぼくってことがわからないんで

にか力をおとしたことなど

なにといってすることもできませんでし
母親のこと
母親のことや︑妹たちのこと

うと︑いろいろのことを
ことを

ことや︑妹たちのことや︑父親の帰りを
それか

長いこと外地にいた姉たち

民ちゃんは︑そのことをいうのでしょう

十二299園も︑いっそんなことを覚えたんでしょ

を持たせると立つことができると︑だれ
︑だれかがいったことを思いだしました

︑かんじんの歩くことはまだできません

︑父母にとってのことですが︑わたしに

らそういうときのことを考えて︑近所の
︑さしあたり困ることはありません︒ふ

の民ちゃん

たみ

いけいこをすることだ︒﹂文雄はこう

らもっとさきのことをおっしゃったり

でも︑いいだすことのできないほど︑

十﹇187 べた二宮金次郎のことをお話します︒二

十一7110

十﹇782

待ちこがれていたことなどを

少年をなぐさめることがありました︒そ
けるようにみえたことです︒病人は︑だ

2

体だって︑同じことだと思う︒いいコ

十﹁193 がいました︒働くことがすきで︑一代で

でわかれを告げたことや︑家族の者が︑

ら︑また︑このことをたずねたとき︑

十一211 とりずつでて働くことになりました︒そ

十﹁7112

十一174 が知っているいいことと︑正しいことは

十一214 そのかわりにでることになりました︒金

十﹁721

十一783

を書いて︑帰ったことと︑病院にはいっ

十一215 で︑役にたたないことはありませんでし

十﹁7510囹

十一722

十﹇286 に︑あずけられることになりました︒い

十﹁801

︑病院にはいったことを知らせました︒

十一2111 で︑金次郎はいいことを考えつきました

十一762

十一221 いてわらじを作ることにしました︒これ
十一251園

十一782

して︑﹁どんなことがあっても︑親子

十一275 がくると︑例年のことで︑だいかぐらが

十﹁287 ででも︑なまけたことのない金次郎でし

十一803

十﹁2710 な金がないということはいえません︒母 十﹇782

十一2911 びょうの米をとることができました︒や

十﹁296 自分のものにすることができました︒こ

は︑まだ声をだすことができませんでし
に思いがけないこともあるものだ︒﹂

んのためにこんなことをいいだしたのか

がその目にうかぶこともありましたが︑

十一8210

十二58

十一891

十一301 をふたたびおこすことができました︒そ
は
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十一8312園

麦のとりいれことなくすめば︑

23

同じ名まえであることをわからせようと

ているものであることを︑はっきり教え

とも同じ名であることを私にわからせよ

間もたってからのことでした︒ある日︑

それ名まえのあることを知ったのは︑先

のことばをつづることを覚え︑﹁すわる﹂

あいだに︑なんのことともわからないま

のがこの世にあることさえ知らず︑ただ

ぼをつかっていることや︑そんなものが

なる三ヶ月まえのことでありました︒こ

通じて︑わすれることのできないいちば

63118653112536

十十十十十十十十十十十十十

十︻302 せん︒いろいろのことを身につけて︑や
たち︑

いねもことなくとりいれた︒

十︻341囲
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ひらに文字を書くことから︑進んで︑手

心を明かるくすることに成功しました︒

ものをわからせることによって︑そのま

生にきていただくことにしました︒サリ

ともできず︑話すこともできないので︑

ともできず︑きくこともできず︑話すこ

失いました︒みることもできず︑きくこ

なんとすばらしいことではありませんか

章が書けるということは︑なんとすばら

き新しい日を待つことを知りました︒

子どもを発見することは︑むずかしいで

のことばがあったことを思いだします︒

した︒自分のしたことがわかったので︑

がこわした人形のことを思いだして︑い

みな名まえのあることがわかったのです

と喜びとを與えることになったのです︒

いものの名であることを知りました︒こ

十一一824

十二823

十二8112

十一一8112

十二813

十一一812

十二811

十二8011園

十一一787

十二774

十二7412

十二7010

十一一705

十二704

十二698

﹁なぜ︑そんなことをきくのか︒﹂と

うにはげまされたことはありませんでし

で︑二三日は困ることもありません︒ふ

に家をかりて住むことにしました︒そう

はい句を勉強することに心をきめました

でしたが︑芭蕉のことをきいてから︑そ

に世の中をわたることができない︒八

十二6311のおこりだということである︒七み

十二628

のことをわすれることができません︒

十二8111う五セットで勝つことができました︒私

十二8110

の決勝戦にのぞむことになりました︒も

いった︒ある日のこと︑八郎が山でしご

志しばいをみたことがあるかね︒﹂﹁︿

土地はもとよりのこと︑自分の生まれた

人間にできないことでも平氣でやれる

ても︑心にあることを︑なにか美しい

十一一8810

十二8810

十二863

十二848

十二825

たいへんおかしなことになるばかりでな

わけにかなわないことをすれば︑たいへ

︑無事に受け返すことができ︑試合はふ

とばではあらわすことができません︒し

︑はじめてもらうことになります︒清水

この決勝職に勝つことができたら︑世界

でも︑あのときのことをわすれることが

している二少年のことを思っては︑ふる

のってくれていることを知って︑胸がい

手のために︑勝つことをいのってくれて

本という國をみたこともなく︑また日本

よ試合をする日のことでした︒テニスコ

．・ようにとびだすこともある︒人形はも

こしておくということは︑ただおもしろ

い人が︑ふとしたことから︑この岩屋か

たが︑いいだしたことはあとへひかない

の長者は︑先祖のことを鼻にかけて︑わ

畑を荒らすようなことはなくなった︒

んをきずきあげることで︑もしそれがで

ないが︑ふしぎなことに︑神山のほうに

十二911

十二9011

十二9011

十二906

十二8912

十二8910

十二892

十二8811

ぬをつれていったこと︑くりがたくさん

こと︑山へいったこと︑弟やいぬをつれ

︒天氣のよかったこと︑山へいったこと

の人の面影ということもできよう︒

︵

の人をいやしめることにもなるからであ

さきでいうだけのことになる︒ただ習慣

人に満足を與えることができないし︑ま

らんでいた︒そのことが評判になって︑

などの家具のでることを知った︒それか

つたとはいえないことになる︒話をきく

でなく︑とうといことである︒風説を廣

1984711153222334411107332111043127411108
二面囹園
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くさん落ちていたこと︑カサカサと落ち

そんなことがふくまれている

うに︑古い時代のことがはっきりわかる

き習った二つかのことを思いだしてくだ

れをみて︑どんなことを感じるでしょう

いことや︑戯しいことや︑ときには悲し
︑ときには悲しいことなどもあるでしょ

よう︒なつかしいことや︑粗しいことや

昔からいままでのことがさまざまに思い

それぞれちがったことを心の中に思いう

つってきたときのことを思いだす︒だれ

ぱいつんで帰ったことを思う︒秋子は︑

よ年のいまごろのことをふと思いだす︒

はつまり心を練ることになる︒心を練る

きる︒文をなおすことはつまり心を練る

んども書きなおすことができる︒文をな

ようにくふうすることがたいせつである
︑よく手をいれることもできるし︑なん

書くことは︑話すこととちがって︑その

うさがある︒書くことは︑話すこととち

いても︑書かれたことがそれぞれちがつ

たこと

の枝をとってきたこと一そんなことが

つけて追いかけたこと︑もみじの枝をと

がたくさんあったこと︑りすをみつけて

んがい少なかったこと︑そのかわりきの

さそわれていったこと︑くりはあんがい

たみこまれていることは︑太郎とはちが

かったさまざまなことが︑こまかに︑こ

︑みんなでたべたこと圭樂しかったさ

ゆでていただいたこと︑みんなでたべた

小鳥が鳴いていたこと︑帰っておかあさ

葉をふんでいったこと︑小鳥が鳴いてい

暫努騨競離塁飛蓼騨騨霧要瞬騨弱弱弱暫

と

を発見してからのことであります︒

石

ときにもつかったことでしょう︒土器に

なったか︑考えることができますか︒

があらわれていることに氣がつくことで
やまと
ることに氣がつくことでしょう︒ 大和

しくはいってくることは︑外尋人の心が

五十年ほどまえのことです︒いんさつ干

國人の心が傳わることで︑日本はこのよ
って︑いろいろなことを相談します︒平

ミアという人体のことを絵いりで説明し

ばを生かすということは︑身に行うとい
︑身に行うということです︒こうして︑

︑美しい國となることができましょう︒

めに︑知識をますことは︑たいせつなこ

め︑すでに知ったことを材料として︑考

ときはみのらないことを︑知るようなも

たくあてはまらぬことは︑いうまでもな
︑道理にあわないことを信ずるのを︑迷

信という︒一つのことと他のこととの間
一つのことと他のこととの間に︑すこし

ないのに︑一つのことは他のことの原因
一つのことは他のことの原因であると︑

だ知られていないことはたくさんあるが

よいことやわるいこと︑まっすぐなこと

わめている︒よいことやわるいこと︑ま

こと︑まっすぐなことや曲がったことは

なことや曲がったことは︑知識をもとと
ガリ

ずらに理由のないことを信ずる迷信は︑

よりまだまだ進むことであろう︒

て︑まわっていることがわかり︑また︑

たつかないようなことが︑目についてき

るものだ︑ということを発見しました︒

が動くのだということを︑明らかにしま

りであったということにして︑ゆるして

というと︑そんなことはありませんでし

いときにうちかっことのできる隠題だけ

れ地に木を植えることです︒ダルガスは

もか牧草を植えることにありますが︑も

いか︑まず︑このことについて研究を重

ためにくじかれることなく︑﹁︿略﹀︒﹂と

らどうか︑ということでありました︒こ

に︑しもさえ見ることがあったのです︒
︑なおあまりあることになりました︒と

いうのは︑小路のことである︒どこの家

︒﹁︿略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒ア

んでもないべつのことを演じたりする︒

って︑文字であることがわかり︑その文
も︑いわれのないことではない︒正月に

十四82團 とばを思いだすことにします︒それは
十四87團 うしてもなれることのできないことが
十四87團 ことのできないことがあるとしたら︑
十四88團 っしゃるということです︒なにも︑勇

＋四811團とてもわすれることのできないのは︑
＋四812團だしてしごとのことをお考えになるの

十四91国私たちの生活のことをお考えになって
十四98国考えのたりないことです︒私は︑おか

十四108團ともむずかしいことはありません︒い

＋四910国 っちみちさけることのできなかったこ
＋四910團のできなかったことに対して︑しっか
十四911團る子どもたちのことを思って︑安らか
十四102国 ︑いろいろいいことを教えてくれまし

＋四1011團
ずおかあさんのことを思っているので

＋四1111團
るだろうということでしたが︑もしこ

十四127團が教えてくれたことなのです︒その友

十四147團さん︑あなたのことを思うとき︑﹁︿略

＋四1310團 おかあさんのことを思っています︒

十四135團︒おかあさんのことを思っております
ん︒あいてのいうことを聞いて︑それか

＋四1412国 vと︑こんなことが思われてくるの

うん⁝⁝そんなこと・⁝：かまわないよ

見えるようにすることも︑たいせつなこ

び手紙をあげることにしましよう︒そ
＋四1510国

そよ

十四152團もがあるということをお考えになって
六

とも︑たいせつなことです︒

にかおもしろいことでもあるのか︒﹂

ンナの像をかくことが得意だった︒そ
らいよ︒こんなことを考えて︑きみも

ばんつらかったことは︑おかあさんが

十四253から︑さまざまなことが心にうかんでき

十四252傳えられたということがわかった︒私は

十四217 ︒先生は︑そんなことにはおかまいなし

十四206 いうまじっていることをくわしく話して

っしゃると思うことでした︒子どもた

十四255は︑あたりまえのことだが︑なかなかお

十四254なっているということは︑あたりまえの

十四257まれるものであることが︑考えられる︒

︒子どもたちのことをお考えになって
思い出をまもることにしましよう︒お

ければならないことが︑おこったとい

︑おかあさんのことを考えないではい

なめていたからのことでした︒しかし︑

十四163国がそばにいないことなど︑すっかりお
十四166團もおかあさんのことを思っていると︒
十四201園すんだら︑そのことについて話をしょ

がマリアだということは︑すぐにわかり

〉。

と

11965211111111944332119169766521711109111
の一つだ︑ということもわかりました︒

10611097763141エ11724257794841087863127
国三雲国国團 吉海園
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と

さんは︑養分のことをいっていらっし

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
27 26 24 20 101 101 99 96 96 95 94 94 93 93 93 93 92 91 90 8了 86 86 86 86 85 84 84 84 80 80 80 80

い︑だれが︑そのことを発見したのでし

つたのかと︑そのことがまた︑少年の氣

配がある︒そんなことのないうちに︑ど

は︑身のあぶないこともわすれて︑思わ

います︒ある夏のことでした︒このユン

いままでなかったことであった︒おばあ

しんせつに見えたことは︑いままでなか

すっかり見とおすことができた︒雪のよ
︑話してきかせたことがあった︒女の等

んというふしぎなことだろう︒その火の

んといううれしいことだろう︒明かるい

チで︑火をともすことができたならば︑

もしてみたかったことだろう︒女の子は

じいので︑そんなことを思った︒ただひ

のむすめの考えたことはそれであった︒

毛のことも︑雪のことも考えなかった︒

乞うらの家へ帰ることもできなかった︒
︑自分のまき毛のことも︑雪のことも考

その足のつめたいことといったらなかっ

降ってくる︒寒いことも寒いが︑また暗

き生きと表現することができそうである

ことは︑たやすいことではあるまいが︑

さまを映画化することは︑たやすいこと

死にさせてしまうことすらある︒このも

からながめてみることは︑つつましい即

地上へ降ってくることなどを写している
︑おのずから知ることができるというの

しょうをしていること︑その美しい雪が

いな形をしていること︑しかも︑一ひら

われたので︑そのことをほかの人々に傳

たのでしょうか︒ことによると︑なん百
︑まごにと傳えたことではないかと思い

67844381092122964471022111110125327311

がたは︑自分のことしか考えないよう

すよ︒そういうことを考えてみたこと

とか︑わからないことでした︒そのこと
ら﹂という簡軍なことを︑知っているの

ことでした︒そのことを友だちに話すと

にまっすぐに割ることができました︒そ
︑けっしてそれることがありません︒た

これと同じようなことが︑山腹と谷との
︑まっすぐに割ることができなかったの

るかというようなことにも関係してきま

どうなるかということは︑ただ︑茶わん

なにか関係があることだけはたしかでし

んであるかということは︑まだ︑あまり

したものが見えることがあります︒あの

ろいうなかわったことがおこるのです︒
︑湯のほうを見ることにしましよう︒白

回製するのを見ることがあるでしょう︒

ら白い湯げがたつことがよくあります︒

の上などにできることがあります︒春さ

くできないということが︑学者の研究で

いては︑お話することがどっさりありま

観察し︑研究することのすきな人には︑

ろいろのこまかいことが目につき︑さま

にまいてもらうことができさえずれば

たのか︑考えたことがありますか︒﹂

い︑身がってなことはいいませんよ︒

ても︑この土のことは︑かたときもお

のです︒ほかのことはわすれても︑こ

ちゃなんて見たことがない︒さっきか

るのが助かったことを考えてごらんな

とを考えてみたことがありますか︒﹂

8

かがつたが︑このことから考えあわせて

それがほんとうのことだとしても︑自分

れで︑先生にそのことをおたずねすると

ものに心をくばることがたりなかったの

のは︑ざんねんなことだと思います︒小

ようか︒むかしのことはしばらくおき︑

界全体を見わたすことをわすれていたの

たのは︑よくないことでした︒そういう

こまかく観察したことから︑農業が進歩

二十億光年ということです︒二十億光年

して回旨していることを知っています︒

すこしもかなしむことはありません︒そ

しいものだということができるでしょう

動を受けたということです︒夫人は︑唄

いますが︑そんなことにへこたれてはい

なければならないことは︑なんであるか

んであるかということも︑しぜんにわか

ある月のない夜のことです︒乗っていた

くしゃするようなことがあったら︑どう

がたさを味わったことはありませんでし

中にひたっていることも︑わすれてしま

のですが︑おしいことに︑歌を歌ったお

られました︒このことは︑あくる日の新

いれまつりの晩のことでした︒﹁︿略﹀︒﹂

十四531囹 のものだということはうたがいありま
十四534園 ようずに自分のことを主張なさいまし

十四537園なったかということは︑こぞんじない
十四5410園 には︑土の中のことはわからないでし

十四547園 葉さんは養分のことをおっしゃいまし
十四575 はちたちだということがわかりました︒

1
3
3
1
5
7
8
5
7
7

てきたのだということが想像される︒そ

276119287731184715329652413

十四577園 いぶんかってなことをいっていました
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十五285少年は︑あぶないことが近づいたと感じ
十五352だまを結びつけることも行われた︒それ
十五354しをつけてしめすことも行われた︒これ
十五355の形を絵にうつすことも行われた︒この

十五571園

ころがある日のこと︑せんぽいの教授

＋五価12園 ︑﹃正義であることの大きな喜び﹄で

ありし日をしのぶことをわすれなかった

まった︒ある日のこと︑おじさんとおば

十五m6囹 ︑もう年をとることはないのだからね

十五鵬4園 れは︑﹃愛することの大きな喜び﹄で

＋五言−o園 ﹄が︑﹃考えることの喜び﹄のとなり

十五579園勉学にいそしむことにしたが︑その日 十五鵬2園 わらうのを見たことがありません︒そ
十五5711園 たが︑ある日のこと︑せい書をギリシ 十五鵬3園 ︑﹃善人であることの大きな喜び﹄で
十五607 ゆるした間がらのこととて︑両者のつき 十五鵬5園 行くのをとめることは︑なかなかむず
十五鵬6囹 なぐさめてやることがすきなのですか
十五665

十五619

が流れ出た︒そのことのあったあくる日

都にすまいを移すことになった︒十の春

十五6710

十五669

＋五欄12囹 ︑おまえ︑見たことがなかったかい︒

十五佃11園 え︑それは同じことですよ︒まあ︑お

十五366 の方法では表わすことができない︒そこ
十五373 いう考えを表わすことにした︒いまの﹁
十五375みあわせて表わすこともくふうされた︒
十五379木﹂に関係のあることを表わし︑字の正

れたというだけのことで︑それによって

＋五餌11園 も︑それは同じことですよ︒私も下へ

うとも︑かわいいことはみな同じであっ

十五⁝⁝7園 ︑あの人を見たことがなかったよ︒あ

十五746

一二で出版することは︑ひきうけたよ
十五761園

＋五冊−o園 人︑顔を見せることはないの︒﹂チル

十五743

十五402かも自由にうつすことができるようにな

十五798國を愛するということを学んでいる日本
十五四9 ︑お目にかかったことがあるからです︒

十五383本語をあてて読むこともした︒このよう

十五4110 ︑ローマ字で書くことができる︒ローマ

十五804がいに他の面々のことはわからず︑世を

十五3811だだけでも︑このことがすぐ理解されよ

＋五4112ろまで書き表わすことができて︑標準語

＋五柵−o園 は︑それは長いこと︑あなたを求めて

十五帽3園 待ちわびていることを︑知らないのだ

はこね

十五4911ことがあるということを聞いて︑作品を

十五柵11囹 た﹃正義であることの喜び﹄でござい

十五伽3 と︑ずっとまえのことが思い出されてき

︒けれども︑思うことがすこしも書けて

十五拠4 をくぐったときのことが︑はっきりうか
十五捌3

十五捌4 しも書けていないことに氣がついた︒ あ

十五倣11 など︑はじめてのことなので︑ほんとう

十五槻8 感謝会はわすれることはできません

︵終助︶10 こと

一648園たろうさんのよくねていること︒

こと

十五968園よ︒﹂光﹁むだなことだよ︒私たちに用
十五978園 つた子のわらうことはどうです︒なん
十五983園それを見わけることはできないよ︒子

きれいだこと︒
五5610園

四263團りんごさんのほっぺたの赤いこと︒
四264團りんごさんのかおのまるいこと︒
きれいな海だこと︑お船もみえますね︒
五101園
だいだい色の大きな星だこと︒
五538囹

十五4911や箱根へ責りだすことにしたのである︒

＋五価−o囹 ︑だいじにすることをわすれてはなり

＋五4510のも︑そのころのことであった︒ある日

われるようになることをいのります︒一
＋五8012
＋五8512園た︒光﹁こわいことはないよ︒あいそ

青い鳥だって︑ことによるとちょいと
十五836園

十五465た︒いままで見たこともないみごとな焼
さ が
十五477十年ばかりまえのことである︒佐賀はん
十五487でこの焼物を作ることは︑むずかしいこ
十五487とは︑むずかしいことであった︒今右手
十五494おりのものを作ることのできる日がさた

物の眞実を見ることができるのだよ︒
＋五9412園

十五891囹幸福﹁あの男のことは︑きかないほう
十五909園ブルにのぼったことはないようです︒
十五911園たしたちのすることを︑みんな見ると
十五914園しごとをしないことです︒わたしたち
十五927園と︑いまに困ることになるから︒﹂チ
十五932囹て︒なまいきなことをいうな︒なにか
十五937園とおいとますることもできませんから

十五4910に目をとめて買うことがあるということ

略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒祖
＋五5110

十五503囹つ消えてしまうことになります︒それ
︒それはおしいことです︒品物は私が
十五504園
十五521ふたたび結ばれることになった︒ 熱情
十五523わであったころのことである︒そのころ
十五543先生にお会いすることができた私は︑な

なんて︑そんなことあるものですか︒
＋五9910園

十五989園を持っていないことは︑わかっている

いい色ですこと︒
五602鼻
毛悩3園 森の木のきれいなこと︒

十五551を出版してもらうことで︑恩師ジョルダ

十五柵6園 くたちに会ったことがないんだってさ

十五554ようにつかえないことについてくわしく

十五鵬9園

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑むか

化をとり入れることがさかんなときで
＋五5510園

十五555刊行のむずかしいことをにおわせた︒そ

541
ごと一ことば

美しい羽ですこと︒

七3110囹白いえのぐにみどりをとかしたような︑
九襯1囹 わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒

ごと ﹇毎﹈︵名︶2 ごと5いちていりゅうじょご
と・いっかめごと・いっしゅうかんごと・たびご
と・としごと・はんごと・ひとばんごと

三318園 一だんあがるごとに︑あたりのよう
すがかわります︒

﹇五度﹈︵名︶1

五度

ごとにその人形をかざって︑

十五664 それからいく年たっても︑せっくがくる
ごど

﹇鼓動﹈︵名︶1

こどう

六618 けさの温度は五度です︒
こどう
﹇事柄﹈︵名︶3

ことがら

六794園 しんぞうのこどうですよ︒
ことがら

十三86 自分のつとめをはたしていくために︑知
識をますことは︑たいせつなことがらである︒

十三91 すでに知ったことを材料として︑考えを
おし進め︑種々のことがらの関係を明らかにして︑

十四694 ちょっと見ただけでは︑まったく関係の
︵副︶一

コトコト

ないようなことがらが︑
ことこと

十五2110 小石を︿略﹀なげこんで︑それがコトコ
﹇尽﹈︵副︶2

ことごとく

トと音をたてて下の方まで落ちていくのを︑
ことごとく

てしまったように︑

十四459 すべてのものが︑ことごとく波にのまれ
十五2012 山の中の生活は︑見るもの聞くものがこ
ことし

とごとくめずらしく︑ゆかいな樂しいものでした︒
﹇今年﹈︵名︶4

九155 この中には︑親つばめもいますが︑ことし

ことし

生まれた子つばめが︑たくさんまじっています︒

しかし︑その中には︑ことし生まれた子つ

つまり︑ことしある家ののき下で巣をつ

ばめがたくさんいます︒

九187

九242
くったつばめは︑

ごとし

︽ゴト・ゴトク︾

ことしも作はよいだろう︒

ほおずきをロにふくみて鳴らすごとか

︵助動︶2

十一425團
ごとし

九佃6図葉

﹇言葉﹈ ︵名︶ ㎜ ことば 5あのつくこと

とっては︑天下におそるべきなにものもなく︑
ことば

ば・いいにくいことば・いもうとのことば・おこと

こころにいきていることば・じぶんのくにのこと

ば︒おしまいのことば・がいこくからきたことば・

ば・そのひとのことば・てということば︒ねつじょ

うのことば・はじめのことば・ひとつのことばか

手となかのいいことば︒

きれいなことば︑みんないいこ︒

ら・ほめことば

﹇51圏

足となかのいいことば︒

わずは鳴くも夏のあさ夜を

一296

お日さまというひとつのことばから︑

ことし竹

﹇今年竹﹈︵名︶1

一303

配陣または日光のごとく平ぼんなれよ︒
さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑

十五817
ことしだけ

七611

﹃あ﹄のつくことばを︑みんなであ

﹃あさ﹄ということばのつくものを︑
二85

﹁う﹂の つくことばと︑﹁え﹂の つく

﹁い﹂のつくことばをあつめました︒

二91

一一87

あつめたことばを︑みんなかきとめて

﹁お﹂のつくことばをあつめました︒

﹁え﹂のつくことばをあつめました︒

二94園

せっかくあつめたことばが︑こちゃご

おきました︒

二89

ことばをあつめました︒

一一87

あつめてみましょう︒

二74囹

つめてみましょう︒

二43園

一335 よしこさんのかいたことば︒

一332 まことさんのかいたことば︒

一326 みちこさんのかいたことば︒

一322 ただおさんのかいたことば︒

てみました︒

一321 おもいだしたことばを︑つぎつぎとかい

ました︒

おもいだしたことばを︑つぎつぎとかいてみ

一318
ことに

ことに︑すえの女の子な

朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい

﹇殊﹈︵副︶9

動いている︒

ことに

みんなないて

ものです︒

八77
八122

私はピオのことがわすれられません︒こと

どは︑目をなきはらしましたが︑

八136

大きくなるにつれて︑六本の足がだんだん

に︑︿略﹀ほおじろの声をきくと︑

八1711

強くなり︑ことにまえ足は︑︿略﹀︑たいへんかた
く︑．じょうぶになります︒

足もひどく曲がってやぎのようですし︑こ

とに︑その足さきは︑しゃもじのようなかたち

九562

﹁︿略﹀︒﹂と︑ことに﹁ジャパン﹂とい

日本産のものは︑ことに名高い︒

だったのです︒

十456
十二808

しめきったへやで︑人の動きまわらない

うことばに力をいれて答えました︒

十四651

四つのいたずらざかりであった︒ことに︑

ときだと︑ことによくわかります︒

十五6010

長男に生まれて父母の愛を一身に集めていた身に

ことば一ことば

542

ちゃになっています︒
つひとっことばをかきつけました︒

ニー14 そこで︑みんなは︑小さなかみに︑ひと
ニー96 ひとりがいったことばから︑おもいつい

たことばをじゅんじゅんにつづけて︑あそび
ました︒

二201 おもいついた ことばを じゅんじゅんに
つづけて︑あそびました︒

四388園

四379園

ありをころそうとしたとき︑にいさ

おかあさんのことばがとめたからです︒ 六梛7 発音できることばと︑できないことばとが

それは︑おかあさんのことばでした︒

ことばを

みつけて︑

それを

﹁を﹂の字は︑ことばのあとに

ある︑

六研11

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

はながつまってもいえることばとが

つかいかたがあります︒

七115 同じ﹁手﹂ということばにも︑いろいろな

のことばを︑たいへんありがたく思いました︒

六備8 五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六柵3

と考えてみた︒

はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑

六佃11

なぜはながつまるといえなくなることばと︑

六柵8 発音できることばと︑できないことばとが

ある︑ということに氣がついたのである︒

けではない︒

四395囹
さくらの枝をおろうとしたとき︑お

んのことばを思いだして︑

四398園

じさんのことばに氣がついてやめました︒
ただしいことばは︑いつも︑あなたが

たのいいお友だちになったり︑

四3910園

いいにくい

上からよんでも下からよんでも︑おな

四758を

じになることばを．考えだすあそびです︒

四668

まちがえないで︑早くいってあそぶのです︒

四663

とばにいろいろであうでしょう︒

二41！0圓 そんなきたないことばをつかうもの 四403囹 あなたがたは︑これから︑りっぱなこ
ではないよ︒

きたない

二425囹 おまえがきれいなことばでいえば︑
あちらだって︑きれいにいうさ︒
三133園 その ひとことと いうのは︑

ことばをつかわないということだよ︒
三139 そのうちに︑きたない ことばは︑きたな

六594

うたううたは︑そのことばの声のかずが︑

それはことばの声のかずのことです︒
五か七になっているのです︒

六597

その︑弟がまだいわないことばを︑さきに
弟ははながつまっているために︑あること
しかし︑どんなことばでも発音できないわ

ここで︑ちょっとことばを切った︒

みじかくなった文ですが︑まだ︑みがきあ

ほおじろ自身︑且々のなまりのようなこと

九73 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

九72 ﹁月﹂という︸つのことばがあります︒

ばをもっているのだそうです︒

八89

げられたことばということはできません︒

七592

りません︒

七558 よけいなことばは︑ちりほどもあってはな

七451

たばあいを︑しめしたものです︒

七153 ﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ

のは︑﹁手﹂だけではありません︒

七131
﹁手﹂ということばが︑文字を書くことに
つく︒
い心からうまれてくるものだと
なってきたのでしょう︒
三142 きれいなことばは︑きれいな心からう 五848 いのうえさんは︑國語の本にでていること
七1311
﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら
ばを︑五十音にわけてみるといいました︒
まれてくることもわかりました︒
きをしてくれます︒
三195 あつめたことばにえをかきそえました︒ 六214 こんなことばをみんな喜んできいています︒
七147 同じことばで︑ちがったつかいかたがある
六572 かべ新聞 第一号 はじめのことば
三柵7 この思いがけないことばをきいて︑お

じいさんもおばあさんもびっくりしました︒
四332国 ﹁︿略﹀︒﹂というおとうさんのことば
を思いだしました︒

である︒

六白7

ばが︑うまく発音できなくなっている︒

六二6

いったから感心したのである︒

六鵬4

いったことがあるのではない︒

六柵1

﹁︿略﹀︒﹂ということばを︑そのように

四347園 先生は︑かずこさんのおとうさんのこ 六鵬7弟のことばをまねて︑天皇﹀︒﹂といったの
とばに︑氣がつきました︒
ありますね︒

﹁おとうさんのことばです︒﹂

四357園 そのとき︑ふと思いだしたことばが
四358囹

四361園 かずこさんの耳には︑おとうさんのこ
とばが︑ひびいてきたのです︒

が生きているということが︑わかりますか︒

四363囹そこにいなくても︑その人のことば

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒
ことばをそえたら︑

九75 この﹁月﹂ということばに︑﹁水﹂という
九75 ﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう
けしきを思いだしますか︒
しょう︒

九81 ﹁虫の声﹂ということばを加えたらどうで

新しい思いをおこさせます︒

九84 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった
﹁風﹂ということばに︑ほかのことばをつ

けてみましょう︒

九87

﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ

九87 ほかのことばをつけてみましょう︒
九810
なことばをつけてみましょう︒

九91 ﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい
ろなことばを組みあわせてみましょう︒

九92 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑
風といえば︑︿略﹀・﹁ビュウビュウ﹂とか

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑
九1110
いうことばであらわしているが︑

九衙8 くもは︑このおかあさんということばを︑
長いこと耳にしたことはありませんでした︒
くこともできた︒

九桝3 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

とばがこいしくなります︒

こうしておまえたちに話すようなことば
外国でくらしてみて︑つくづくと︑自分

が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒

十177園
十179園
の國のことばのありがたみを知りました︒

ことばを愛することを知って︑勉強した

ら︑どんなにしあわせでしょう︒

十1710園

ためしに︑私は︑妹のいっていることばを︑

紙きれに書きとめてみたのです︒

十489

そのときのいきさつを知っている私には︑

このことばの意味がよくわかります︒

十4911

﹁クロイワンワン﹂は︑そのときさけん

だことばです︒

十503

﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの動

作をことばにして喜びました︒

十535

わずかのことばですが︑この中には︑妹の
すがたが︑ありありとうかんでいます︒

十5411

ことばの記ろくは︑妹の心の写声になるの
ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒

十552

ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそ
うではありません︒

十6411

そのことばをきいて︑そこらの乗客は思

﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさんの

どれもみなうまいことばだ︒

わずほおえんだ︒

十一539
十一548

838372

たろう

十一549

圏圏圃短命翻

十167 太郎がそばへきて︑外洋ではどんなことば

ことばをつづろ︒

ことばはしみる︒

ことばはかおる︒

ことばは光る︑プリズムのかげよ︒

ことばはひびく︑あしの葉のふえよ︒

ことばははねる︑つまめばにげる︒

ことばをわすれることができない︒

十十十十十十

を話すかとたずねるものですから︑

十168囹 そりゃあ︑フランスではフランスのこと
ば︑イギリスではイギリスのことばを話すよ︒

十169囹 イギリスではイギリスのことばを話すよ︒
とばでは通じません︒

十174囹 えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ
十176囹 そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ
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543
ことば一ことば

十一5810囹

おとうさん︑こんないいにくいことば

﹁おとうさんは︑もっといいにくいこ

は︑ほかにないでしょう︒

十一593囹

とばを知っているよ︒﹂と答えた︒

﹃はい﹄ということばと︑﹁いいえ﹄

十一595園 ﹁なんということばですか︒﹂

﹃はい﹄﹃いいえ﹄︑やさしいことばで

﹃いいえ﹄ということばだ︒

ということばだ︒

十一596囹

十一597園

十一596園

﹃はい﹄もいいにくいことばではない

﹃いいえ﹄ということばはいいにくい

やさしいようだが︑なかなかいいにく

はありませんか︒

十一598園

いことばだよ︒

十一628園
のだ︒

あたたかい愛情のこもったことばで︑

十一6212囹
か︒

十一784

少年は二こと三ことことばをはさんで︑

しっかりするようにと病人をはげましました︒
十一842

すると︑少年のたましいのそこから︑

家族のようすを話そうとしましたが︑

十一851

はじめはいやがっていた民ちゃんも︑

姉だけにわかるへんなことばをいってい

どっとことばがほとばしりでました︒
十一一251
ます︒

︿略﹀︑ときどき︑わからないことばで︑わたしに

十二259

もちろん︑ことばをつかっていることや︑

知らせるようになりました︒

十二3312

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

そんなものがこの世にあることさえ知らず︑

私はその日︑たくさんのことばを覚えま

さんのことばをつづることを覚え︑

十二344
十二3810

ことば一ことば

544

した︒

十二3811

じようにわかり︑同じように通じる

そこにことばとしての性質があり︑おも
前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば

しろさがある︒

﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば 十二932

があったことを思いだします︒

私たちのっかっていることばの中で︑

そうして︑つぎのようなことばはその一

いや︑いまは日本語にちがいないが︑

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒

﹁それでは︑これらのことばは︑もと

もとは︑外國のことばさ︒

十四227囹
十四232園

﹁それでは︑これらのことばは︑もと

はどこの國のことばだったのだろう︒﹂

外國からはいってきたことばは︑英語

どうしてこんなにたくさんのことばが︑

﹁先生︑どうして︑そんなにたくさん

品物が︑外國から傳えられたときに︑そ

ラジオといっしょに︑﹁ラジオ﹂という

タバコとともに︑﹁タバコ﹂ということ

ものとことばが︑いっしょになっている

新しいものが世の中にできてくると︑こ

﹁ことばのおたんじょう﹂などというお

それから︑早早のことばがはいってきた

学問などが傳わってきたときに︑そのこ

とばもいっしょに傳わってきたのにちがいない︒

十四2511

のは︑品物からだけではなく︑

十四2510

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

十四258

とばも︑それにつれて︑新しく生まれる

十四257

ということは︑あたりまえのことだが︑

十四254

ばが︑傳えられたということがわかった︒

十四25一

ことばがはいり︑

十四2412

のことばもいっしょにはいってきたので︑

十四2411

の外國のことばが︑日本語になったのでしょう︒﹂

十四247園

いろいろな國からはいってきて︑

十四244

十四242園そのほかのことばは︑みんな英語だ︒

も︑クレヨン︑ズボンはフランス語︑

十四239園たとえば︑ここにあげたことばの中で

だけではなく︑

十四237囹

はどこの國のことばだったのだろう︒﹂

心を練るほど︑ことばがみがかれてくる︒ 十四232園

日本のことばになおしてローマ字で書い

それは︑民主主義ということばをほんと
ことばを生かすということは︑身に行う
小さな木のめのむれは︑︿略﹀︑ことばの

︵顔をあげて︑そのことばを味わうよう

ことばのないかれらのことばで︑

三郎くんのことばの間に︑あいてがなに
ですから︑文字にあらわれていないあい
あいてのいうことを聞いて︑それから三
三郎くんのことばだけで︑すっかりよう

それは私にとって︑このうえもないた
十四204

魔軍からはいってきたことばが︑いろい
十四207

ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四205

いせつなことばです︒

十四83国

すがわかるように︑くふうします︒

十三458

郎くんのことばをいい︑

十三457

てのことばを考えて︑

十三455

かいっているわけです︒

十三453

に︑︶生きて帰って來ました⁝⁝

十三433

十三53

わしているけはい︒

ないかれらのことばで︑なにごとか︑ささやきか

十三52

ということです︒

十二備6

うに生かしていくよりほかに道はありません︒

十二価5

てあります︒

十二㎜10

十二9310

を選び︑

十二4010 ケラーに﹁ことば﹂というものをわから 十二936
せることによって︑

十二417 手のひらに文字を書くことから︑進んで︑

手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたによって
﹁︿略﹀︒﹂と︑ことに﹁ジャパン﹂とい

﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒
十二808

うことばに力をいれて答えました︒

十二847 大きなチルデン選手を追いつめるものす
ごさは︑ことばではあらわすことができません︒
十二882 ことばは︑そのときのまわりのようすや︑
﹁水を持っておいで︒﹂という簡軍なこ

︿略﹀によって︑いろいろにその意味がかわる︒

十二885
とばでも︑

十二886 相手の人のいうことばのわけをよくきき
わけて︑それによくかなうようにしなくては
十一一8811 そのわけにかなわないことをすれば︑
︿略﹀︑そのことばがわかったとはいえない

十二8812 話をきくときには︑相手の人のいってい
ることばをよくききわけ︑
十二8910 ただ習慣としてことばをつかえば︑こと
ばの力がうしなわれていく︒
十二8911 ことばの力がうしなわれていく︒
をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑

十二902 どんなたっといことばでも︑ただ口まね

のことばは︑すこしの力も発きしないから

十二903 おうむのようにとなえていたのでは︑そ
十二905 話すことばは︑その場その場にあらわれ
﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同

るその人の面影ということもできよう︒
十二9212
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十四266 チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは
いってきたときにそれぞれ傳わったことばで
十四269 コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

十四2610 西洋音樂がはいってきたときに︑いっ
しょに傳わってきたことばであろう︒

いうことばも︑西洋の油絵がはいってきたときに

十四2612 デッサンとか︑モデルとか︑バックとか
傳わってきたのだということが想像される︒

十四273 関係のふかかった大陸からは︑どんなこ
とばがはいってきたのだろうかと思った︒

十四276園 漢語は︑たいてい大陸からきたことば
だ︒

十四2710 私は︑自由研究で︑外國からきたことば

の中で︑西洋からきたことばをできるだけたくさ
ん調べてみたいと思った︒
﹁どうずれば︑外診からきたことばが

十四2711 西洋からきたことばを
十四2712囹
調べられますか︒﹂とおたずねした︒

十四283園 かたかなで書いてあることばは︑

十四284園 かたかなで書いてあることばは︑たい
てい西洋からきたことばと思っていい︒
十四361 星の光は︑声のないことばです︒
十四362 ことばのない詩です︒

十五343

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ
漢字をふたとおりに読んできたが︑︿略﹀︑

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒
十五386

このかなのおかげで︑日本のことばを︑

日本のことばによる読みかたを訓という︒
十五401

ローマ字を利用して︑発音のちがってい

たやすくしかも自由にうつすことができるように
なった︒

十五419

日本のことばをもっとも正しく︑もっと

四674 お正月までに︑ことばあそびのたねをた

ことばあつめ

ことばあつめ

ことばあつめ⁝⁝⁝十八

︹課名︺2

ことば遊びも書きました︒

くさんこしらえておきましょう︒
六691

ことばあつめ

三24 三

﹇言葉数﹈︵名︶1 ことば数

三181 三
ことばかず

民ちゃんのことば数のふえるのには︑お

どろいてしまいました︒

十二3011

書くことは︑︿略﹀︑その場のようすが相

かたには︑いっそう氣をつけなくてはならない︒

手にみえないから︑ことばづかいやいいあらわし

十二934

日本のことばも︑ローマ字で書くことが ことばづかい ﹇言葉遣﹈︵名︶1 ことばづかい

る多くの國々のことばが書き表わされている︒
できる︒

十五4110

十五428

も誓言に書き表わす方法がないものであろうか︒

六塒3

﹁ハダヲカブ︒﹂というのが︑いかにも弟

十五505囹どうか︑私のことばを今右衛門さんに ことばつき ﹇言葉付﹈︵名︶2 ことばつき
﹁つくえの上をごらん︒﹂おばさんのこ

傳えてください︒

十五696

旅人は︑おちついたことばつきで︑旅人

のいいそうなことばつきである︒

七767

ことばの愛⁝⁝⁝七

ことばの愛

二

︹官名︺2

﹁そのらくだは︑かた目ではありませんか︒﹂

十23

ことばの愛

ことばの愛

︹題名︺2

二

﹁ことばの愛﹂を読んでいる声が︑きこえ

十

︹一名︺2

ことばのはたらき

ことばのはたらき

ことばのはたらき⁝⁝⁝八十七

が︑ことばみじかにその関係を物語る私

の顔を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑

十五595

ことばみじか ﹇言葉短﹈︵形状︶1 ことばみじか

十二871

十二36 十

ことばのはたらき

声がきこえる︒

十196 ﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる

てくる︒

十193

ことばのあい

十71

博士は︑そのことばの意味をときかねて ことばのあい

ホランド博士のあの熱情のことば︒

とばに目をうつすと︑

十五756
十五7511

六ことばあそび
ことばあそび

六 ことばあそび⁝⁝⁝六十六
﹇言葉遊﹈︵名︶3

ことばあそびをしま

こ

﹁ぎょうぎのいいことばをつかっても

いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑
十五9212囹

らいたいものですね︒﹂

ことばあそび
三 ことばあそび⁝⁝⁝十⊥ハ

︹学名︺4

十五櫨2園 これがこの級の最後のことばだ︒
一一24

十四3610 先生から︑星をつかめといわれ︑そのこ ことばあそび
とばにふかい感動を受けたということです︒

した︒

ニー63 ただおさんたちが︑

とば遊び

ことばあそび

四661

四27

十四441圃 他人のためにもことばをもて︑なやみ︑ 一一161 三 ことばあそび
苦しんでいる他人のためにも︒

十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
説明してくれた︒

説明のことばなどによって︑かなり生き生きと表

十四871 ばんそうの音樂や︑場面の組みあわせと
現することができそうである︒

こども一こども

546

ちのこどもたち・ごにんのこども・にっぽんのこど

こども ﹇子供﹈︵名︶斯 こども 子どもεかわぐ
も

三532圏 こどもは石の上に立ち︑﹁︿略﹀︒﹂と
いいました︒

三583 五人の子どものおうちは︑丘の上にあ
るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒

ひとりの子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねまし

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど

五8910
た︒

六74
もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

村の子どもや︑森や︑小川や︑いな田など

六363園あら︑子どものかかしだね︒
六407

のく略﹀思い出が︑うかんではきえていく︒
﹁子どもは風の子︒﹂

この学校の子どものかずや︑

六6110圃

六692

この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

ました︒

三699 五人の子どもはゆうごはんをたべてい
三775園 あなたたちがねているあいだ︑お日
六692

七75園

ならったばかりの唱歌を︑大きな声で

かたを組んで話しながらでていく子ども︑

歌っていく子ども︑

七72園

七71玉手をつないで校門をでていく子ども︑

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑
光をあげにいくのです︒

三791 五人の子どもが︑もみじのこかげのす

学校にはいる子どもも︑いちいち知ら

なばであそんでいます︒

四47
せてくれます︒

星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ
なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど

渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑

なん千人の子どもの心︒

七104園渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

七102園

七98囹

もの心︒

七97囹

ヨン画と同じだ︒

七92

ならをして走って帰る子ども︒

中学校の女の生徒さんが子どものげ 七77囹 なんども手をふりながら︑先生にさよう
世界の子ども︒

たのはなおをすげるあいだ︑

四353園
四802 せ

四817圃 世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑
エスさまおよろこび︒

四963でる人うらしまたろう子ども四人
まいて︑あそんでいます

四965 四人の子どもが︑ 一びきのかめをとり

こんで帰っていった子どもがありました︒

五219 しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ

ここに子どもがいる︒

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

子どもの声がきこえている︒

七367囹
七652

雨あがりの麦のほ︑子どもと子どもとかけ

とが書いてありますよ︒

五317囹 これには︑きみのようないい子どものこ

七661

子どもと子どもとかけていく︒

五501囲 子どもや荷物のせてでる︒

七661

ていく︒

五561 もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ
﹁︿略V︒﹂と︑うたのようにふしをつけて

つまっていました︒
五865

七723 うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

七735 ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま

八44 西洋の子どもだろうなどと︑早がってんし

てはいけませんよ︒

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八645囹そんなものはほっておいて︑ほかの子ど

八918 小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ

いちばん小さな子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

てくれた︒

んだ︒

八919

もがつばめをつかまえました︒

九173 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど

九293図心うらがれにおろされ立てる子どもかな

で︑たいそうにぎやかです︒

九338團村の子どもがきょうそうでとりにいくの

九442團母やおばまで子どものように︑かきの葉

﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリック

を一まい一まいならべて︑

少年のように︑子どものころから︑世の中のこと

九453国

に注意を向けるようにといわれました︒

が大ぜい︑めずらしそうについてきて困りました︒

十73 フランスのいなかへいったときは︑子ども

子どもをさけて通ったこともありました︒

十711 うるさくついてこられたときには︑︿略﹀︑

がすきですから︑

十81 しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶこと

とうさんには︑子どものお友だちができました︒

十86 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お

を呼びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさ

十88 そういう子どもの中には︑道でおとうさん
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んにわけてくれる少女もありました︒
もにとっては︑もっとも樂しい季節でした︒

十912 木の葉が黄色くなるころで︑いなかの子ど
十101 どこへいっても︑遊びたわむれている子ど
もにあいました︒

きました︒

芭蕉は︑子どもが平すきでした︒

る︒

小さな子どもは︑絵も字もわからないこ

いっしょに︑そのマンシュウの子ども

自分には子どもがあるということをお

子どもみんな早口に話しつつ來る子

十五218

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

両親と子どもふたり︑

十五973囹

あ︑どうぞ︒

十五8910

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

あれは﹃子どもの幸福﹄だよ︒

︵ふたりの子どもに手をだしながら︶さ

の愛する子どもなのだから︑

十五7410

︿略﹀︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五206

どもと子ども

十五96図葉子どもみんな早口に話しつつ來る子

どもと子ども

十五96図圏

どもと子ども

十五96図閣子どもみんな早口に話しつつ來る子

しそうに見ている黒藻の子どもなど︑

十四838 雪どけ水が流れだすところ︑それをうれ

考えになって︑力をとりなおしてくださるように

十四152国

りかかっている絵です︒

十三535 その右の方に︑もうひとりの子どもがよ

に︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝

十三427園

れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三423園見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ

ろから︑︿略﹀︑れんをながめている︒

十三3411

心をひきつけてやまない︒

ふつうの子どもだったら︑くたくたに 十三344 ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの

なってたおれるところを︑

十一259

女の先生が︑卒業する子どもの名をお読

みあげになりました︒

十一4310

子どもと父兄と︑いっしょに呼ばれてい

るようです︒

十一444

また︑子どものようにうなっている者も

おとうさんの子どものチチロですよ︒

孟子がまだ子どものころでした︒

もうし

おじさんからゆずってもらったもので︑

喜びを思い返していたときの私ほど幸福
両親は︑なんとかして︑すこしでももの

子どものときからききなれた傳説が︑そ
十二724

そのあたりにいるのは︑川べりにある船
いざ子ども走りあるかんたまあられ
ふたりは子どものようにわらいました︒

これを聞きつけて︑子どもが大ぜい集ま

どもが︑もう︑頭をつるつるにそられている︒

十五9812園

なにしろ︑子どもの時代は︑ごく短い

ちばん美しいものに見えるものだからね︒

十三292その﹁ビューン﹂がとまると︑︿略﹀子 十五983園 子どもの幸福というものは︑︿略﹀︑い

十二7610

十二741図圃

大工の子どもや︑︿略﹀りょうしの子どもたちで︑

十二726

のあいだにおりこまれているからである︒

十二555

のころ︑よくみたものだよ︒

十二462園あやつりはく略﹀︑おじさんの子ども

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二405

な子どもを発見することは︑むずかしいでしょう︒

十二393

子どもにはりっぱすぎるほどだった︒

十一一167

ません︒

十ニー14美くつをはいている子どもはひとりもい

十二82

十一712囹

十一712囹ぼくは︑おとうさんの子どもですよ︒

ありました︒

あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑ 十一683

を︑一ふくろやったのがはじまりで︑

十116 おとうさんが︑子どものすきそうなおかし
十1212﹇n国

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒
て︑なかよしになってくれたからです︒

十141 一つは︑そういうかわいらしい子どもがい
十162 フランスのいなかの子どもから︑自分の國
のことをきかれたときは︑
﹁子どもでも︒﹂と︑また太郎がたずね

ましたので︑おとうさんは答えました︒

十1611囹

十194 ひとりの子どもが︑立って本を読んでいる︒
十203 ﹁にじの歌﹂を歌う子どもの声︒
と歩いてくる︒

十213 そのあとから︑小さな子どもが︑よちよち
十2111 窓をのぞく子どものはればれした顔︒

十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
なりたいのです︒

ましたが︑たいへん情ぶかい人でした︒

十一195 その子どもに︑りえもんという人があり
十一204 だから︑金次郎は︑子どものときから︑
家の手つだいをしてよく働きました︒
十一219 しかし︑なんといっても子どもです︒

十一237 母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど
もを親類にもらってもらいました︒

やってから︑夜になると︑ため息ばかりついて

十一2310 必聴よくいった母親も︑子どもをよそへ

十一2411 その晩のうちにいって︑子どもをつれて 十三313

こどもいち一こどもたち

548

のだからね︒

子ども一

十五麗7園 母親はだれだって︑子どもをかわいが
﹇子供一﹈︹話手︺3

るときにはお金持なのですよ︒
こどもいち

四967 子ども一﹁このかめをころがしてあそぼ
う︒﹂

四992 子ども；この人にうってあげようか︒﹂
う︒﹂

﹇子供三﹈︹話手︺2

子ども三

四9910 子ども一﹁さあ︑あっちへ いってあそぼ
こどもさん

もしろいから︑かめをころがしているのです︒﹂

四976 これこれ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁お
四988 子ども三﹁ころがしてあそぼうよ︒﹂

十五799 日本の子どもさんたちにも︑お目にか

こどもさんたち ﹇子供達﹈︵名︶2 子どもさんたち
かったことがあるからです︒

十五892囹 あれはすこしひねくれ者で︑子どもさ
﹇子供四﹈︹話手︺2

子ども四

んたちにしょうかいするのはむずかしい︒
こどもし

くたちがっかまえたのだもの︒﹂

ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑

まっています︒

三613

﹁よその國の子どもたちに光をあげ

まっていました︒

三771園

よその子どもたちがわたしのお日さ

るのですよ︒﹂

三783囹
まをとってしまうのはいや︒

学校へかよう子どもたちのことを思っ

て︑おもてのとおりをさっさとはく︒

四906

かけ

ていく︒

かしの木は︑子どもたちのことを︑まず思

ちょん．すずめと どこへいく︒

六471間おちばの︑おちばの子どもたち︑ちょん
七410

つぎからつぎへと︑子どもたちがやってく

いうかべる︒

る︒

七510

学校からいなくなってしまった︒

七85 しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑

学校の運動場に︑子どもたちが集まってい

子どもたちは︑小さな橋を渡る︒

十1310

十115

こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう

すると︑ほかの子どもたちも︑﹁︿略﹀︒﹂と

なんとかわいらしい子どもたちではありま

いずれも︑八つばかりの子どもたちでした︒

いたりしますと︑そのなかまいりをして︑

十82 道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで

とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お

た︒

八922 子どもたちは︑手をたたいておどりまわっ

喜んだ︒

八9111

として︑︿略﹀︑わらったりさけんだりした︒

八8611

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

八864

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

八1810

りながら︑さぐりさぐりもぐっていきます︒

八158 せみの子どもたちは︑︿略﹀トンネルをほ

七198

る︒

七165

たしのそばへやってきた︒

うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑ 七98園毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

子どもたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑

それぞれわたしてやります︒

四997
四柵2

みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑

いってしまいます︒
五247園

子どもたちをすわらせました︒

紙を書いてもらって︑

五387團こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手
きみの受持の子どもたちに︑それを送っ
てあげよう︒

五388團

そこへ︑村の子どもたちが︑﹁︿略﹀︒﹂
子どもたちが︑みんな︑りょうかんさんの
まわりにあつまりました︒

五889

﹁︿略﹀︒﹂とよびながら︑走ってきました︒

五855

いにそうじしておこう︒

四9710 はなしておやり︒﹂子ども四﹁だって︑ぼ 五852園子どもたちがくるまでに︑そこらをきれ

四987 そうだ︑わたしにこのかめをうってく
れないか︒﹂子ど も 四 ﹁ ど う し ょ う ︒ ﹂

こどもしばい ﹇子供芝居﹈︵名︶1 子どもしばい

十三441 この﹁子どもしばい﹂をするための注意

五931園

子どもたちは︑みんな帰っていきました︒

わからない子どもたちじゃな︒

﹇子供達 ﹈ ︹ 話 手 ︺ 3

五933

好秘も

好肚も﹁先生︑早くでかけましょう︒﹂

りょうかんさんは︑帰っていく子どもたち

こどもたち
七166

五934

子どもたちは思わずかおをみあわせた︒
おちばの子どもたち︑じゃんけんぼらぼら

六464圃北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちばの︑

六85

をみおくってから︑

七201 知っている人i﹂乱撃も﹁はい︒﹂

きまるか

子どもたち

七216ばらばらにわかれて︑そっとね︒﹂好掟も﹁は
い︒﹂

﹇子供達﹈︵名︶67

三601 ほかの 子どもたちは︑ どう

こどもたち
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こどもに一ことり

せんか︒

もうをとったり︑

十一52 川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す
十一118 子どもたちは︑いっさんにボートの方へ
かけていった︒
となしくこしかけています︒

十一437 ようち園の子どもたちは︑そのまえにお
十ニー13囹 あの廣場で遊んでいる子どもたちをご
らんなさい︒

同じ氣持でした︒

十二7111 そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑

十二727 川べりにある船大工の子どもや︑のりを
とりにでるりょうしの子どもたちで︑
子どもたちや︑芭蕉の足もとに落ちて︑

十二735白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑
十二738 子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし
て︑受けようとしますが︑
芭蕉は︑︿略﹀︑子どもたちのかけていく

方に︑自分もいっしょにかけだしたいと

十二7311

十三48 まるで︑息をこらしてしずかにしている︑
子どもたちのむれのように︒

ちにおくった︑アンデルセンの生まれた國

十三176 美しいおとぎばなしを︑世界の子どもた
十三279 ここに住んでいる子どもたちにとっては︑
かけがえのない︑着しい遊び場所であり︑
場に︑子どもたちがたむろして︑

十三2711 冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣
十三306 それぞれ子どもたちにはすぐわかる︒

十三347 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて
て家にもどって行ったりする︒

十三357 子どもたちは︑そのあざやかな色どりに︑
正月氣分を味わう︒

十三367
いかける︒

十三3611
行く︒

このかめをころがしてあそぼう︒﹂子ど

ころがしてあそぼうよ︒﹂子ども一一﹁でも

﹇子供等﹈︵名︶5

も一一﹁いこう︑いこう︒﹂

イ︾

こどもらし・い

まが通る

十五92圃

学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に

﹇子供﹈︵形︶3 子どもらしい ︽一

こどもら手をつないだ中を日ぐれのう

舞いのぼる︒

十一4110團

五457間ぼくら︑日本の子どもらは︑星だ︒

五451間ぼくら︑日本の子どもらは︑つぼみだ︒

五443間ぼくら︑日本の子どもらは︑はとだ︒

こどもら

こどもら 子どもら

四㎜1 さあ︑あっちへいってあそぼう︒﹂子ど

かわいそうだな︒﹂

四9810

も一一﹁みんなでころがそうよ︒﹂

四968

子どもたちは︑それをつかもうとして追 こどもに ﹇子供二﹈︹話手︺3 子ども二
子どもたちは︑またそちらの方へ走って

そうして︑ご自分にはまだ子どもたち

十四71團子どもたちのことをお考えになってく
ださい︒

十四72團
がのこっている︑

自分を愛してくれる子どもたちのこと

十四72團子どもたちはじゅうぶん愛していてく
れる︑

十四911團

子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ

を思って︑安らかに生きていてくださるのだと︑

十四891

ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子

て︑足でトントンとふんでみたり︑

十五207

それに︑この子どもたちをせわする︑ひ

で四つになるかわいい子どもたちでした︒

十五207

からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十99 少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな心

とうとうじょうずにつづれましたとき︑

私は子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎで︑

十二339

すっかりうれしくなりました︑

十二769 曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが

﹇小鳥﹈︵名︶24 ことり 小鳥

ことりになって︑

おててつないで︑のみちをいけば︑み

﹁みんなかわいいことりになって﹂

﹁ことりになります︒﹂

お日さま
はな
ことり一とぶ一
なく一とまる
かくれる一
一364園

一336

一265 ことりもねむりました︒

のところはこまりました︒

一232圃

んなかわいい

一215圃

ことり

このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

とりの女の家庭教師がついていました︒

十五2010

大都会で育てられた子どもたちには︑

教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒

十五2011

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑︿略﹀︑子

︿略V︑見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑
十五8511

ふとった幸福どもは︑︿略﹀︑いやがる子

どもたちの方へやって來ました︒
十五9312

小さな﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑子どもた

どもたちをひきずって行こうとする︒
十五9612

﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑子どもたちをとりま

ちのまわりで︑わになっておどります︒
十五994

﹁あなたは︑私の子どもたちに︑それ

いて︑陽氣なおどりをします︒

十五㎜2園

はこしんせつでしたね︒﹂

ことりさん一ごにゅうよう
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三107圃 ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは
あなたの花まつり︒

るところがら︑小鳥がとびたった︒

四151 むこうぎしの︑すすきのもさもさしてい
五943 その帰り道に︑一わの小鳥のひなをひろい
ました︒

﹁小鳥でも感心なものだ︑新しいことを

どんどんおぼえて い く ︒ ﹂

五㎜6園
六845圏 小鳥一わとれやしない︒

七44 どこかで小鳥が鳴いた︒
いる︒

七672 炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって
八面7 朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい
ものです︒

八1310 たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない
でください︒

八7110 すると︑草むらにいた小鳥がおそれてとび
たった︒

私は︑それを足先につっかけるなり︑す

小鳥が鳴いていたこと︑
十五642

﹇小鳥達﹈︵名︶4

小鳥さん
小鳥たち

﹁小鳥さん︑知りませんか︒﹂

﹇小鳥﹈︵名︶1

ぐ︑小鳥のようにとびだした︒
ことりさん
四604園

ことりたち

木のはの音がしましたが︑それは︑小
この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに

鳥たちが︑ねぼけてとびまわる音でした︒

四558
九236

窓ガラスが︑

︽ーネ︾

いろはがるたやことわざの中にも︑このこ

︽ーイ︾

ていねいに︑しかしきっぱりと︑こと

ことわる ︽ーッ・ーラ・一

どんなりっぱな人のねがいをも︑みん

﹇断﹈︵五︶3

わりなさい︒

十五8610囹
ことわ・る
ル︾

なことわってしまいました︒

三価3

十一6112囹 なぜ︑そのとき︑﹃︿略﹀︒﹄と︑きっぱ

はじめ︑ぼくがことわると︑よわ虫だ

りことわらなかったのか︒

といってわらうのです︒

十一622園

﹇粉﹈︵名︶3 こな

﹇粉桶﹈︵名︶1 こなおけ

けにはいってしまった︒

八869 あひるの子は︑︿略﹀︑こんどはまたこなお

こなおけ

に︑金や銀のこなをまいて︑

十二佃9 まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九鵬4 急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ

白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

五224 おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ

一まいこわれていて︑やが こな

小鳥たちはみんなめいめいの歌を歌う︒

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑
十一1511

十一144

小鳥屋

で︑なんだろうとのぞいてみると︑ひとり

﹇小鳥屋﹈︵名︶2

て︑小鳥たちは︑そこから遠い空へにげていった︒
ことりや

八55

小鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほ

の小鳥屋が︑夜店をひろげていました︒
うがいいかもしれません︒

八56

る

︵五︶

ことわりなさる

流れ
こなみじん

きみわれ口そそぐ朝のそこごこの小

次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

﹇粉雪﹈︵名︶1

こな雪

まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

ご入用

パリーにある︑なにかそういったもの

﹇御入用﹈︵形状︶1

十四1612團

ごにゅうよう

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

九掴5

こなゆき

みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十739囹

﹇粉微塵﹈︵名︶1 こなみじん

十五85図圃

﹁木もと竹うら﹂ということわざを教え こながれ ﹇小流﹈︵名︶1 小流れ
この簡軍なことわざは︑木を割るときに

てくれました︒

十四774

とのあてはまるものがみつかりました︒

六612

九416團山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ ことわざ ﹇諺﹈︵名︶3 ことわざ
かるからです︒

九423團そのほか︑名のわからない美しい小烏が
たくさんいます︒

十四776

は︑もとのほうから割るがいい︑竹を割るときに

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

九㎜6 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが

十51 小鳥が鳴いている︒

εおことわり

は︑うらのほうから割るがいいという教えでした︒
ことわり

十277 庭の木に小鳥がくれば︑︿略﹀や︑羽の色
や︑形などを︑こまかにしらべたいのです︒
の鳴く声をきいていよう︒

﹇断﹈

とわりかねてしまった︒

十一608

ことわりなさ・る

1

が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ

十一1310 丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥ことわりか・ねる ﹇断兼﹈︵下一︶1 ことわりかね
十一156 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色
の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑
十二914 カサカサと落ち葉をふんでいったこと︑
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ごにん一この

﹇五人﹈︵名︶6

がご入用のときは︑
ごにん

五人

︽ーシ︾

﹇此﹈

す︒
この

︵連体︶伽

この

U園 すよ︒ですから︑ このつくえやこしか
二708 いう声がする︒ この声はひとりでは
略﹀︒﹂はんたかは︑
三136
このひとことを心の
三169園にいますので︑ このはちをわたくし
三225年かたつうちに︑ このくすのきは︑い
三233あさ日がでると︑ この木の西がわの
三251 も︑こういつて︑ この大きな木をみ
三253囹しかたがない︒ この木を切ること
三476らっしゃいました︒ このかたは︑さきほど

二254 きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑ 一222ました︒それから︑ このうたのゆうぎを
︿略﹀︑この五人のばんです︒
一307 にありませんか︒ この手で︑なにをも
三583 五人の子どものおうちは︑丘の上にあ 一311 もったでしょう︒ この手で︑なにをも
るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒
一313 をもつでしょう︒ この足で︑どこへい
三699 五人の子どもはゆうごはんをたべてい
一315 いったでしょう︒ この足で︑どこへい
ました︒
﹇542園ひろいました︒ このお月さんのくに
三791 五人の子どもが︑もみじのこかげのす
一543ど
囹たまひろいに このかわらにきます
なばであそんでいます︒
二254と︑たけこさんと︑ この五人のばんです
五814 きょうは五人も休みました︒
二477園 でてきます︒﹁この おいしそうなり
二538園
をもらいます︒﹁この りんご︑じろう
で︑三日間かかりました︒

五人め

こぬれ

なでて︑

九346團 母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人
ごにんのこども ︹課名︺2 五人の子ども

﹇五人目﹈︵名︶1

三33九五人の子ども⁝⁝⁝五十八
三 5 8 1 九 五 人の子ども
こにんめ

二363園 五人めの めくらは︑ 足を
﹇木末﹈︵名︶1

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

こぬれ

こねだす

十五131図圃 あさき夜の月影清み森をなすすぎの
﹇ 割 出 ﹈ ︵五︶1

こぬれの高きひくき見ゆ
こねだ・す

まちふくれあがってだだをこねだした︒

このことをつたえて

は︑かぐやひめに

三鵬7

この十五夜には︑月

三鵬3 のたっときでも︑ このかぐやひめのか

三m3園でございます︒

とこたえました︒ この思いがけないこ
ました︒みかどが このことをおききに
＝而9 いました︒それで︑ この山の名を︑﹁ふ

山㎜7
三川4

四91 まるいかがみを︑ この町にはめこんだ
四131どきます︒どこも︑ この町の目です︒こ
四132この町の目です︒ この町の耳です︒こ
四132この町の耳です︒ この町の手となり

このよるを︑ みん

四532 がんのなかまは︑ この山のむこうに
四538 るがんたちには︑ この風がなんとも
四541 がんのなかまは︑ この林の中におり
四571園略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁この とおりだ︒﹂かっ
四689 ｪ﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁この えんの下のく

四814圃 星のきれいな

﹁おかげさまで︑このとおりじょうぶ

四967囹います子ども一﹁この かめをころがし
四985囹 うだ︑わたしに このかめをうって
四992園だな︒﹂子ども一﹁この人にうってあ
四994園さん︑おじさん︒このかめをうりまし
四鵬−o園

四佃2園
四描6囹
四伽8

われます︒かめ﹁このかたがうらしま

ます︒おとひめ﹁このたまてばこは︑

でんとうですが︑ この光をだすため

3

十五623 大小二つのくつをちらと見た私は︑たち

5

立ったりします︒

ことができます︒

んなのものです︒

この

この

この

この

この

一まいの紙に︑

一まいの紙に︑

一まいの紙が︑

でんしゃもみん

ていしゃばもみ

五164園 がきて︑﹁さあ︑

五155

も︑ただ一つの このでんきゅうがな
天人のしおれた︑ このようすをみて︑

4

四槻5園

7

五年

6

﹇五年﹈︵名︶1

五137園 とうございます︒このつぎの駅ですね︒

四梱8

93

できます︒また︑

くれます︒﹁︿略﹀︒﹂

三606園に なりました︒﹁この丘の上の博き
三608十うみ︑みずうみ︑この丘の下の︒﹂デ
三904 みんなのもの このはしはみんなの
三914 こをとおります︒このはしがなかった
三916 どうしましょう︒このポストもみんな

一一

三919んじょの人たちもこのポストにいれま

93

五314囹は︑
トランクからこの本をだして︑﹃︿略
五329さんつんでいます︒ この汽車は︑なにをた

五178園 たちはまだいい︒このわたしのをごらん

このかばんにはいるん

ません︒けれども︑このままでは旅はでき

95

ごねん

年の人たちも︑︿略﹀︑これをつかいました︒

「〈

95

一一597囹 四年の人たちも︑五年の人たちも︑六
ごねんせい ﹇五年生﹈︵名︶2 五年生

いをしていました︒

三343囹 五年生のきょうしつでは︑花のしゃせ
七5510 五年生が︑運動場で︑たいそうをしていま

U0

96

六5810でつれてきました︒ この人は︑私たちの組

この学校の子どものか

このほか︑﹁雪のかた

このお話のつづきを書

この第一号に︑つづき

このなぞの答がわかつ

このらんに︑その日の

このことのあてはまる

五333 つみこんでいます︒この荷物の中に︑おり
五361 につまれています︒この石炭が︑汽車や汽

五344 物を作っています︒この工場のきかいを動

六663をつくる人たちは︑
六683 いていきました︒
六692遊びも書きました︒

六612ことわざの中にも︑
六618は五度です︒毎朝︑
六658立つものはなあに︒
六662 さい︒ つづき話

五372 かしのけしきです︒このような木が︑たお
五397国 のめもみえます︒このきれいなけしきを

五405国んのいい花です︒この花がよくさく年は
五472 い小道 いつも通るこの小道︑ たのしい小

た︒﹁にいさん︑ この雪だるま︑歩きだ
六705園
又貸﹀︒﹂﹁いま︑ この雪だるまが︑お話
六712園
六766 vといいながら︑ この手が動かないから
六781うはおとうさんに︑ この考えついたことを
六828園いさん︒﹂編こで駒の﹁このつりざおを持って
六829園さん︒にいさんはこの弓と矢を持ってい
六889園みこと﹁ははあ︑この木だな︒のぼって
六947園ねるが︑だれか︑このかたのつりばりを
六965園の神﹁おまえは︑このかたのつりばりを
六976園ながら︑海の神﹁このつりばりではござ
六997 いながら︑ぼくは︑この二つをかさねたり
六悩4 んは︑かわるがわるこの望遠鏡をのぞいて
六研4 ︒しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもし
六麗2 ることがわかった︒このほかに︑弟は﹁ミ

五484 ︑いつもたのしい︑この小道︒ まどをあ

五9910二略﹀︒﹂﹁いいや︑この鳥はとべなくなっ

六 2 ﹂がいえなかった︒この二つは︑両方とも
六旧3囹 とにしました︒﹁このくるみを持ってい

＞︒﹂おとうさんはこ
︑ の話をそばでおきき
て︑﹁あやこも︑このきゅうりも︑あさ

五878囹略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁このおにんぎょうは︑
五908囹おかしいものか︑このわしも小さいとき
五914囹ました︒﹁それ︑このたけのこをごらん
五917園 がありました︒﹁このたけのこが︑えん
やったら︑それ︑このとおり︑いせいよ
五922園
五986園はじめましたよ︒このままかっておいた

りょうかんさん︑このおにんぎょう︑か
五8610園

このふしぎな話をしま
五669 て︑おばあさんに︑

五636園

五635

五629園した︒詩学﹀︒﹂﹁このきゅうりだって︑

﹀︒﹂﹁そうです︒ この春まいたのです︒

五価9園 た︒﹁まあまあ︑この鳥は︑いくつもげ
六611囹︒ただ自分だけがこのように小さくて︑

六梱4囹

六個3園

五607圏

やがてこの小さなねじをみつ
六711 めていたが︑

五5510私はお
︑かあさんにこのことをいって︑ ご

六87 ころがっていった︒ このとき︑父の時計屋

六悩1

ほしかったのさ︒このあたたかいトンネ

いやしないんだ︒このトンネルがほしか
し自分が勝ったら︑このしかの角で︑うさ

六徳3園ぼくが負けたら︑この角を︑おってしま

六118 にはいったために︑この時計ぜんたいが︑
六201三巴

六撚5

七1211 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このときの﹁手﹂は︑

丁
30
ノー− わないでください︒この思いでは︑おそら

七136 ﹂ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このようなときの﹁手
七138 手﹂といったり︑﹁この手でやってみよう
七158からだの名まえに︑このような︑いろいろ
七177園︵二︶女の子；このまえより︑なの花
女の子四﹁先生︑この実はなににするん
七181囹
七192囹うに︒﹂男の子三﹁このまえきたときは︑
七433 の人たちは︑みんなこの老人をみた︒﹁︿略
七438園もしれませんが︑このかんしゃの氣持を
七455園ころざしですが︑このお金はいただきか
七529やることになった︒このときは︑ぼくらの
七774 ︑ちょっと考える︒このようすを︑甲乙ふ
七809園せん︒そのとき︑この人にであったので
七812囹あやしいことは︑この人は︑私どものら
七824囹をぬすんだのは︑この男にちがいありま
ません︒それで︑このらくだはどこかか
七831園

八186そうほねがおれて︑このうえなくふべんで
八246鳴きはじめました︒このわかいあぶらぜみ
八301 v天帝は︑ひとっこの男のうでをためし
八325きました︒天帝は︑このようすをごらんに
八335うにみえるのです︒この星は︑ 一つ一つが

八337いう考えだけでは︑この遠いきょりは︑お
八345七まわり乱します︒この早さで計算します
八358うわけになります︒このほか︑五十光年の
八363たれます︒しかも︑この大きなうちゅうは

八365るということです︒このきそく正しいちつ
と︑王さまは︑﹁この花が︑みたとおり
八378園
ころげました︒﹁このくされ木めが︒﹂

八729た︒あひるの子は︑このあしの中で︑横に

八509くるつもりでした︒この﹁幸福﹂が︑いう

八492 ︑いままでのわけをこの男に話しました︒

は手をうって︑﹁この人こそ︑さがしも
八485園

ず手をたたきます︒このときの﹁手﹂は︑

ました︒ところが︑この大きな岩のかげに

ました︒﹁なんだ︑このぶどうのつるめ︒

六278園 かないものには︑この摩しさ︑この喜び

六鵬8園

おおいにひいて︑ この夏の日を虚しもう

〉。

六279圏 は︑この樂しさ︑この喜びはあじわえな

七119

六欄6
﹁たしかにそうだ︒﹂このとき︑戸のぞとに

六297圏 お元氣どころか︑このとおりすっかりよ

六281

〉。

この一この

552

553
この一この

こからでるのは︑このとおりうちくだい

いた貝つかです︒この土の上に白くみえ

十662 ました︒あるとき︑このだんなは︑用事で

十646 ちの國が持っているこのよい藝術を味わう

がらだ︒あれは︑この村のさみしがりや

九794園

十724園

にそった村です︒この村に︑ぎんえもん

九855園

十一142

このときである︒﹁︿略

十一193

この寒い國からあたた

きみはひどいよ︒このボタンをみたまえ

がいった︒﹁︿略﹀︒﹂

九991囹

つたりしました︒この人が金次郎の父親

みごとな羽 を 廣 げ ︑

九段1図野花いまの鳥はこの木にいるにちがい

十一197

てしまいました︒このとき︑金次郎はた

きさきました︒﹁このうえそんならんぼ

い感じになります︒ この赤い色のそばに黄

の一びきゆけばこの町のそこごこより

十一283

ました︒﹁かごをこのリヤカーにつみな

っているものです︒ この音と︑ほかの音と

九価5三三

つた︒﹁どうだ︒この水を飲んでごらん

九866園

ことばがあります︒ このことばを耳にした

九佃7園

このいねは︑いもち病

この﹁月﹂ということ

とができました︒この一びょうをもとに

生におきき し た ら ︑

れてくるで し ょ う ︒

きを思いだ し ま す ︒

十﹁297

たので︑なに︑

このくらいのことがこ

このことをたずねたと

この病人のむすごさん

この死んだ人にのこし

ん︑こころみにこのたまごをテーブル

ぼく︑記念に︑

わたしは︑これこのとおり︑ すっかり

﹁このかたは︑

をみました︒﹁このかたは︑ この病人

ききました︒﹁このかた︑ あなたのお

れから︑また︑

秋

九伽10園ちの村の用水も︑このまつ川からひいて

さがかかるかな︒この二三日というもの
﹀︒﹂﹁あなたが︑この四五日︑なんにも

﹂﹁︿略﹀︒﹂くもは︑このおかあさんという

九柵2園

この学校では︑かけが

いねのかぶばりこのうえもなく︑

この﹁水﹂は︑さらさ

︒﹁きっと︑泉はこの近くにある︒﹂茶

つた︒つれの人は︑この茶人ほど熱心では

じられた︒茶人は︑この上流にいい泉があ

寸劇1
九槻9
九枷5

九悩2園

約八万九千ばです︒このほかに︑オースト

九梛8囹

︒ある日の夕がた︑このくもは︑木と木の

ろでした︒しかし︑この國の人々が︑あわ
九柵8

九衛4 かたち︑ いままでにこの手で︑この足で一
九備4 ままでにこの手で︑ この足で一くもは︑
このつばめにひろわれ

十151 ﹂とたずねました︒ この少年の問には︑ち

九衛11 のでした︒くもは︑

この湖へつりにいくの

このめずらしいお客の
このほかに︑大きな︑

やいてみ え ま す ︒

この返事に︑少年も満

がいたそ う で す ︒

十1511いれて答えました︒

このようなあみかたを

んといっ し ょ に ︑

です︒ぼくたちがこの村へきたころは︑

からおり る と き ︑

このあいだに立って︑

82196679579548228933

このときコロンブスは

この老人は︑ペスタロ

たよ︒どうしてこのざくろはこんなに

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁この実のかげは黄色く

とでありました︒この日の午後︑私はな

した︒私は︑すぐこの指の遊びがおもし

のを感じました︒このときはじめて︑﹁

とを知りました︒この生きた一ことが︑

きごとの多かったこの日もくれて︑小さ

十391に全力をつくした︒このわか者こそ︑のち
十414どになるのである︒この赤しおのために︑
十419た︒うめは︑いつもこのわる口のたてとな

十二605

十二595

︑高どのの上からこのありさまをながめ

の池である︒昔︑この里に長者がいた︒

十一一4310園

ます︒﹁ む か し ︑

このかたの畑をすこし

横たわりながら︑この日が自分にもたら

十4911
知っている私には︑このことばの意味がよ

十4211
だすようになった︒この光明を喜んだのも

た︒﹁き ょ う は ︑

と申しました︒﹁このとおりです︒どう

このへんは︑波のおだ

らいいでしょう︒ この中で︑いちばんば
︒申しわたしだ︒ この中で︑いちばんば

十二609

この自動織機が︑どれ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
403939373了3331202011559283了474了2626236
園園
囹囹園園圏園翠蓋】圏
サ横きとのしと
しず
十5411かのことばですが︑この中には︑妹のすが

一まいならべて︑この色がよいとか︑こ

このように︑なんでも

この湖へつりにいけた

＋3810園
たからである︒﹁このわけをあてはめれ

十294あみかたか︑なぜ︑
十304みようと思います︒
十322りません︒ぼくは︑
十339あずけてしまった︒
十377出発にあたっても︑
この谷まの流れにはい

ださい︒ぼくは︑この手紙を数日もまえ

りたくなります︒この夏︑一ど︑用事で

なると︑だ れ も が ︑

いう文明の利器が︑このしごとにっかわれ
︑いろいろな方法でこのことをしらべてみ

あたたかい氣持は︑この國の人々が︑どん

の人々が︑あわれなこの小鳥たちにしめし

のこりの三十九わこの合計は︑約八万九

、

サリバン先生が︑このあらあらしいわけ

、

うになってきた︒このとき︑高どのに立

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁この人形だって︑みん

、

う︒どうも︑毎年この裁判で苦しみます
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、

、

、
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、
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はじめて︑電話でこのことを知らせてき

この中には︑親つばめ
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ることがあ り ま す ︒
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としたことから︑この岩屋からぜんやわ
ったりしました︒このようにして芭蕉に

りました︒もし︑この決勝戦に勝つこと

せん︒それでも︑この清水選手の試合を

ルデン選手です︒このままおされるもの

とが︑こまかに︑この文の中にたたみこ

を書いた︒太郎はこの﹁くりひろい﹂の

くるのも︑やはりこのためである︒しか

このほか︑うまや︑い

このやさしいのびのび

この人形は︑はにわと

この式の土器は︑はじ

このように︑古い時代

このほか魚では︑たい

この学校にうつってき

が﹂﹁︿略﹀︒﹂iこのようにまとまると

秋子は︑ お と 年 ︑

て い た ようです︒

どをたべ ま し た ︒

はにわ

とまって い ま す ︒
ます︒

か ︒ は にわには︑

ざつてあ り ま す ︒

このお面は︑生きもの

この人たちの着物やか

ゆめどの
︒
夢殿の観音 この美しい︑りっぱな

りつれて い ま す ︒

手ぶりに よ っ て ︑

ちらにいても︑このまこころを書いて

このときにさだまり︑

十四263

十四253

います︒しかし︑この太陽系は︑ぎんが

を知っています︒この一むれの星を︑ふ

とうかがつたが︑このことから考えあわ

わかった︒私は︑このお話から︑さまざ

十四161国

この人は︑すぐれた数

かほろびるかは︑

この苦しいときにうち

十四332

すぎないのです︒このぎんが系というの

う人が出ました︒

ときにさだまり︑

このとき︑希望をいだ

十四334

十四175団らっしゃるか︑この私にはわかるので

るのであります︒

このゆめを実現するた

の樂園といわれるこの國も︑千八百六十

ゆめであります︒

このぎんが系全体が︑
十四3310 です︒それでは︑

十四336

﹁友よ︑友よ︒この美しい朝をむかえ

このあれ地に育つ木が

二の人﹁この光を全身にあびよ
よう︒﹂

す︒ダルガスは︑

この歌に聞きほれてい
みりした氣持で︑

このことについて研究

十四413園

かないか︑まず︑

十四467

このときぐらい︑しみ
かしれませんが︑

この短大なうちゅうに
十四3410 の廣さなのです︒

十四468

この歌を知っていたか
おじょうさんは︑

このおじょうさんは︑
十四495 のです︒﹁︿略﹀︒﹂

この強い木をやしなう

このホートンではある

このおかげで︑ユート

このおじょうさんくら
ません︒しかし︑

れ地は︑もはや︑

たのであります︒

十四495

十四412園

うもないような︑

このように︑いろいろ

十四497

この歌の心を生かした
ようさんくらい︑

このむずかしい問題を

くひびきわたる︒

このころである︒やな

この音がすずしい氣持

十四498

く︑﹁自然は︑

く︒夏の日には︑

この﹁子どもしばい﹂

です︒ところが︑

ます︒ところが︑

しずかにまく︒

この絵も︑本物をこら

このしばいのむずかし

この四人の声は︑見て

このしばいは︑舞台に

十四506

十四4910

十四499

こそほ
︑んとうにこの歌を歌った人とい

このおじょうさんこそ
少ないでしょう︒

ルクの希望であるこの植林は︑ みごとに

降ってくるのも︑

ません︒そこに︑

感じがするね︒
＋三5910園

この絵はがきを送って

この絵の前には︑

この絵は︑たいへん大

んなさい︑私のこの足を︑手を︒こん
＋四5611囹

このことは︑あくる日
あげられました︒
人です︒だから︑

この絵は北斎という江

が行ったとき︑
十三5911園

このうえもないたいせ

ほくさい

︑
日本はこのよう
な・也をとり︑
し

富士山の 絵 で す ︒

この浮世絵は︑版画で

十三α8園 んなお氣持で︑

じ

よきょうに︑ ﹃このかぼちゃはだれの
十四515囹
十四524囹す︒もちろん︑このかぼちゃは私のも
十四543囹すよ︒だから︑このかぼちゃは︑全部
十四568園てあげるのは︑この私です︒もし︑つ

世絵とい い ま す ︒

この本によって︑日本

このとおりりっぱなも

の と なりました︒

この本を日本語になお

十四83團 は私にとって︑
十四92国考えになって︑

この式のランプをつか

このランプは︑石油で

この世の中には︑まだ

十四589園

十四588囹

が︑やっぱり︑この大部分は水です︒

てしまいます︒この大きなかぼちゃは

＋四5711園のです︒それがこの日本でできるため

はわすれても︑この土のことは︑かた

十四116国送らせました︒

十四597園

この議事堂でたんじょ

十四615囹 ︑﹁そうです︒このかぼちゃは︑だれ

の 新 しい憲法は︑

十四618囹

このランプに満足しき
この手紙を書いている

十四627

十四125團十年このかた︑

このうえなくまめやか

十四128團だちの母親は︑
写眞は︑いま︑
十四1311国

このうえもなく純眞な

このような歩みをたど

十四142團くまめやかな︑

十四141国んに対しては︑

前ごらん︑ まだこのかれ木のままの︑
の人々などには︑ この考えのまったくあ
︑考えられない︒ このように︑道理にあ

す︒ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の現

きさえすれば︑このかぼちゃは︑お礼
ました︒しかし︑ この天動説では︑どう

帳が終り ま し た ︒

一台

か っ た のですが︑

士士士士士士盗心士士士女士童謡士士三士下士

わ せ た 美しさは︑

ふ
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すこしも話せないこの二少年が︑遠い母
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ることで ︑
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ようなものです︒この茶わんをえんがわ
十五412
二十六字である︒この二十六字のローマ

出たものである︒このエジプト文字がフ

し
すべてこのかなによって書か
十五403 子などは︑

十五佃12囹なかったかい︒この手でおまえのせわ

十五麗4園 は︑いつだつてこの着物を着ているの

十五4210

この問題をもっとよく
うか︒私たちは︑

十五M12園︒おまえたちがこの上まであがって來

チル﹁それに︑このきれいな着物は︑

ようなものです︒この色については︑お
十五418

このふしぎなもようが

十五m11園

す︒湯げのお話はこのくらいにして︑こ

う明に見 え ま す ︒

十五梱3 てきた︒はじめてこの学校の門をくぐつ
十五槻1園

十五伽8園 みんな元亨で︑この学校を愛してくれ

十五柵7園 たよ︒あなた︑この私がおわかりです

ひとりでこの焼物を作ることは
たため︑

町を作って住み︑この赤絵製作の方法が

十五榴5 出を残してくれたこの運動場︑この校舎

十五齪5 な氣持をだいて︑この日記のふでをおこ

どき焼いては︑この店に持って來ます

十五487

十五483

がきた︒しかしこ
︑のような美術品を買

でも︑やりかけたこのしごとはやめなか

このお庭焼のために︑
れていたという︒

十五491

十五4711

うことすらある︒ このものすごいありさ
︒子どもたちは︑ この黒い土の上に集ま

十五495

十五471園

この子にとっては大き

この簡軍なことわざは

この子にとって︑ただ

このように︑二つの映

ものだっ た の で ︑

このユングフラウの山

えてくれ ま し た ︒

女の子は 思 っ た ︒

このユングフラウの山

このヨーロッパの高い

十五5411のであった︒私がこの博物館をたずねた

この絵のだんだんりゃ

十五鵬3囹

﹇此間﹈︵名︶10 このあいだ

れたこの運動場︑この校舎︑あの農園︑

四㎜5園 このあいだは︑うちのかめをおたすけ

がつたが︑

十四261

このあいだは︑お手紙ありがとうござい

このあいだから︑つりばりをのどにかけ

ここが︑このあいだからよくお話してい

このあいだの晩も︑ピアノの先生が︑

このあいだ︑先生から︑︿略﹀とうか

散歩にいらっして︑

よ︒

このあいだのレースで勝ったボートだ

た貝つかです︒

九793囹

をきいた︒

九102 このあいだ︑ラジオで︑﹁劇場音容の話﹂

まして︑たいへん苦しんでいるところで

六966囹

︿略﹀︑はき物に雪がついてころびました︒

六584 このあいだ雪の降った朝︑一年生の子が︑

ました︒

くださいまして︑ありがとうございました︒
五4110團

でございます︒

四欄6囹 このあいだ︑たすけていただいたかめ

このあいだ

ていけ︒これがこの級の最後のことば

びえてい る の が ︑

子どもた ち に は ︑

このアメリカ人の家族

十五旧5

夏のこと で し た ︒

で し た ︒ある朝︑

このひつじかいは︑が

決心し︑いよいよこのしごとに熱情をこ
＋五5010

かいの少 年 で す ︒

このわしが大きなくち

その舞い

またとち ゅ う で ︑

このたけだけしい相手

た︒けれど︑ もしこのわしが︑

英ゆうの よ う に ︑

までせまって來たこのあくまの胸をめが

せん︒大わしは︑この思わぬいたでにお

かかる大わしと︑この勇ましい少年との

く道を見つけて︑この鳥と少年との戦っ

こにこわらって︑この自分のすくい主へ

こ と も行われた︒

この方法では表わすこ

＋五梱−o園 な聞いたかい︒この人のうちに﹃幸福

十一116囹

形のない も の は ︑

このように︑日本では

十五鵬2園 ればいつでも︑この﹃幸福﹄たちは見

十五964園ばいいや︒﹂光﹁この世の中には︑人が

読むこと も し た ︒

この音と訓のふたとお

十五価2囹

でも︑朝日の中のこの勇ましい少年をほ

て い の 漢字には︑

このかなのおかげで︑

このことがすぐ理解さ

十ニー92囹

て み た だけでも︑

くおこって︑﹁このらんぼうなやつ︑
に 大 き な発明で︑

＋五9710園いるのだろう︒このへんでは︑みんな
︑聞いたろう︒この人︑まだぼくたち

十五823 ルのまわりには︑この地球の上でいちば
十五834園う︒﹂光﹁あれがこの世の中でいちばん
十五837園ちょいとでも︑ この人たちのなかまに
十五853園しく美しくて︑ この廣間のなにものを
十五874園 ︒失礼ですが︑ この中のおもなものを
十五877園いの幸福﹄で︑ このとおり︑りっぱな
十五879囹 とうなずく︒︶ このなかまは︑﹃のど
十五883囹目が見えない︒ このかたがたは︑﹃な

十五713園にぎっている︒このすがたをおじさん
十五735囹士は︑﹁それ︑このとおりだ︒﹂とい
十五794校のみなさんに︑このあいさつを送るだ

でした︒それに︑ この子どもたちをせわ
︑日に二どずつ︑ このふたりの子どもた

十五501囹うけついできたこのしごとは︑ぜひ続
十五502囹けてください︒この焼物をやめれば︑
十五508園に苦しんでも︑この赤絵の技術を続け

くいった も の だ ︒

11117467935531116237129746592119610793

このかた一ごひき
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このかた ﹇此方﹈︵名︶1 このかたεじゅうねん
このかた

﹇此頃﹈︵名︶8

このごろ

いつもたずねあぐんでいた道が︑

十五幡1園 人間が地上に住みついてからこのかた︑
このごろ

七913 このごろは天氣がわるいので︑うさぎは︑
元亀がありません︒
くなりました︒

十555 このごろ︑私は︑作文がすらすらと書けな

四22

一

四41一

この町⁝⁝⁝四

この町
このむ

︽ーン︾

この世

五の人﹁ゆめがさめた︒

こばこ

ことばをつかっていることや︑そんなも

こはく

それがこの世のすべてですもの︒

﹇號珀﹈︵名︶1

小ばこ

﹁こはくのつゆ﹂などがあらわれます︒
﹇小箱﹈︵名︶1

つめたくなったからだをわたにつつんで︑

ごはん呂あさごはん・た

小ばこにいれて︑︿略﹀うめてやりました︒

八125

﹇御飯﹈︵名︶7
五347

おかあさんが︑だいどころで︑ごはんのし
たくをしていらっしゃいます︒

芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく

くさん取ってきた︒

十一一712

いや︑たけのこにごはんつぶがついてい

それ︑たけのこにごはんつぶがついてい

ごはんつぶ

みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

るだろう︒

るのが︑たけのこごはんだよ︒

五929囹

五ばん星

六帯7 のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの

りができました︒

﹁五ばん星︑あんなところ︒﹂

ごばんぼし ﹇五番星﹈︵名︶1

5ひき

五ひき

こびきの大のこははばが廣いし︑

﹇木挽﹈︵名︶1 こびき

五547園

こびき

十二689

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

﹇五匹﹈︵名︶12

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

六捌4

ある日のこと︑五ひきのうさぎさんは︑ま

五ひきのうさぎさんがいました︒

五ひきのうさぎさんたちは︑めいめいにあ

五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で

五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風

五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく

五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六柵4

り休むことにしました︒

六佃5

のように走りだしました︒

六悩6

じゃんけんをして︑おにをきめました︒

六枷3

なをほりはじめました︒

六楢3

つ林の中で︑まつかさで︑まりなげをしたり︑

六梱2

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑

一一304園

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑

二298園

ごひき

それぞれ︑たけのこにごはんのつぶがI
lこりやあ︑たけのこごはんだよ︒

五925園

五927園ごはんの中にたけのこのはいっているの
いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷

が︑たけのこごはんですよ︒

九493

﹁ごはんをたべてから︑すすきを取って

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒
十594園

ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た

おいで︒﹂とおっしゃった︒

十595

五924園

化学︑生理︑植物︑鉱物︑地質等をこ ごはんつぶ ﹇御飯粒﹈︵名︶3

﹇好﹈︵五︶1

十五5810図

この・む

﹇此世﹈︵名︶4

のんで勉学す︒

このよ

四旧1圏わたくしがこの世に生まれてくるま
では︑なん百年も︑なん千年も︑人々は不自由
な思いをしました︒

こはく

十五918園

のがこの世にあることさえ知らず︑

十二341

者であったうめが︑この世をさってしまった︒

十一541 このごろ︑電車の中に︑つぎのような 十4212 喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力
ひょう語がかかげられているのをみた︒
このごろは︑きわだって美しいつやつや

したしゅの色がさしてきた︒

十一﹇1310

十二201囹 このごろでは︑いつも美しい実をなら
せることができるようになりました︒
ちゃんをだいてやろうとすると︑

十二2911 このごろふとってきて愛らしくなった民 十五955

うになりましたが︑

十二303 おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ

五の人﹁深呼吸をしよう︒﹂

けのこごはん・ばんごはん・ゆうごはん

十三383園 おばさんだって︑このごろちっとも來 ごはん
てくださらないじゃないですか︒

このばめん ︹題名︺3 五のばめん

二511 五のばめん さちこは︑りんごをだいた
り︑ほおにつけたり︑おどったりします︒

四聖7 五のばめん
六886 五のばめん
十四392

五の人 ﹁ 喜 び の 光 ︒ ﹂

このひと ﹇五人﹈︹話手︺4 五の人
十四396

五の人﹁平和と自由の光がさしてくる︒﹂

十四401

十四4011

このまち ︹課名︺2 この町
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こひつじ一こまかい

六槻11 おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ
いすきなクローバーをたべました︒

六備7 五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん
のことばを︑たいへんありがたく思いました︒

小ひつじ

﹇辛夷﹈︵名︶1

﹇拳﹈←にぎりこぶし

います︒

こぶし
こぶし

こぶし

五404團私のすきな花は︑こぶしの花です︒

こぶね

小船

小人たち

小船がある︒

1 こぼれおちる

といった︑しゃしょうさんのことばを

︽ーチル︾

こぼれお・ちる ﹇零落﹈ ︵上一︶

うななみだがこぼれおちる︒

六377 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ

こぼれたように雑草の中にありました︒

九3610團まっかな︑かわいらしい山いちごの実が︑

こまのようにまわる︒

五まい

ちくおんききしゃしゃしんややさいい

﹇胡麻﹈︵名︶1 ごま

﹇五枚﹈︵名︶2

たばが十あって︑五まいあまりました︒

庭の木に小鳥がくれば︑︿略﹀︑羽の色や︑

﹇細﹈︵形状︶4 こまか

塾しかったさまざまなことが︑こまかに︑

自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体

﹇細﹈︵形︶6

こまかい

︽ーイ・ーク︾

いねがよく根をはって育つように︑︿略﹀︑

土のかたまりをくだいてこまかくしました︒

八986

こまかいものがとんでいる︒

四944 えんとつからすすがとぶように︑黒い︑

こまか・い

かなところまで書き表わすことができて︑

十五4112 ローマ字をつかうと︑︿略﹀︑発音のこま

を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑

十三1411

この文の中にたたみこまれているにちがいない︒

十二918

形などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278

こまか

十588

み五まい︑くれよんひとはこ︑

一145 ほん一さつ︑ちょうめん二さつ︑いうが

ごまい

なごごままつつくえ

一一173

ごま

三888

小船にいきついて︑それにもたれて︑いま こま ﹇独楽﹈︵名︶1 こま
コペルニクス

これを最初にいいだしたのは︑十六世紀

︹人名︺2

歩いてきた足あとをみると︑

八574
コペルニクス

十三141

の中ごろに死んだ︑ポーランドのコペルニクスと
いう人です︒

コペル＝クスのいったとおり︑天は動く
ごへんじ

そののち︑みかどからたびたびお手紙

﹇御返事﹈︵名︶1

ものではない︑地球が動くのだということを︑

十三141一
ごへんじ

三㎜9

をくださいましたので︑かぐやひめも︑そのた
ごぼう

あくる日はいいお天馬で︑太陽は︑ごぼう

一わのあひるがすわっていた︒

みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ

﹇牛努﹈︵名︶3

びにごへんじをさしあげておりました︒
ごぼう

八608
ろに︑

九347団ちょまの根は︑ふといごぼうのようで︑

の上をてらしていた︒

八658

七8411園道に︑麦がこぼれていたからです︒

こがらしや子ぶたのはなもかわきけり こぼ・れる ﹇零﹈︵下一︶2 こぼれる ︽ーレ︾

﹇小船﹈︵名︶2

九271黒雲

こぶた ﹇子豚﹈︵名︶1 子ぶた
七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ

﹇小羊﹈︵名︶1

色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
こひつじ

小人

十五846園小ひつじの足に︑小うしのかんぞうも 八573 五百メートルほどさきに︑ひきあげてある
ある︒

﹇小人﹈︵名︶2

三417 たんぽぽのみが︑小人になってとんで

こびと

いました︒

三戸7 小人のようだったおひめさまは︑三月ほ
﹇小人達﹈︵名︶2

どのあいだに︑すくすくとせいがのびて︑
こびとたち

六492圃 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒
六493圏 いつもでてくる小人たち︒
ごひゃくねん ﹇五百年﹈︵名︶1 五百年

十三539團 これは︑いまから五百年ほど前に︑イ
タリアのラファエルという画家のかいたもので︑
ごひゃくメートル ︵名︶1 五百メートル

八573 五百メートルほどさきに︑ひきあげてある
小船がある︒

八445 王さまは︑ご病氣をなさって長いことお苦

こびようき ﹇御病気﹈︵名︶2 ご病識
しみになりましたが︑

ぼく︑もう帰れないんだ︒﹂なみだをぼろ
ぼろこぼす︒

六395

八454 どうしたら王さまのこ病氣をなおすことが こぼ・す﹇零﹈︵五︶3こぼす︽ーシ・ース︾
ごぶさたす

﹁電車もなみだをこぼしています︒﹂

電車もなみだをこぼしています︒

︵サ変︶−

十一536園

﹇御 無 沙 汰 ﹈

できるかと︑相談をはじめました︒
ごぶさた・する

十一549圓

︽ーシ︾

九312團 先生とみなさんへ 長らくごぶさたして

る

ごまかす一こみあげる
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鳴らすのであるが︑

九127 たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち
十四325 けれども︑星をこまかく観察したことか
ら︑農業が進歩したのです︒

十四626 よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑
いろいろのこまかいことが目につき︑

十四645 ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た
︵五︶1

ごまかす

︽ーサ︾

いへんこまかいちりのようなものです︒
ごまか・す

こまごま

十一4511 すこしぐらいのことだからといって︑ご
まかさなかった弟よ︒
﹇細細﹈︵副︶2

十462 幸吉は︑︿略﹀エジソンのもとをたずねて︑

こまごま

養殖眞珠のつくりかたを︑こまごまと話した︒

十四856 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
小まつ

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑
﹇小松﹈︵名︶1

困りはてる

︽一

九鵬11 みると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつ

こまつ

﹇困 果 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

の中へとびこんだところであった︒
こまりは・てる

十二579 昔︑神山のおくにおにが住んでいて

テ︾

こまる

困る

︽ーッ・ーリ・

︿略﹀田や畑を荒らすので︑村の人たちは困りは
て︑

﹇ 困 ﹈ ︵ 五︶33

近所の人たちは︑まいにち︑こまった︑こ

でいっちゃあこまるよ︒
五㎜1

つりばりは魚にとられてしまうし︑にい

つりばりをとられた︒どうしょう︒困っ

こまった︑こまったといっていました︒

まったといっていました︒

五㎜1

六843園
たな︒

六874園

兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒
六9211園
てしまいました︒

六悩5うさぎさんたちは︑困ってしまいました︒

じつは︑おとといからめんどうなあらそ

困ったことになってしまった︒

私は︑ほんとうに困ってしまいました︒

八426囹

七363
九6010園

フランスのいなかへいったときは︑子ども

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

十74

こんなにうるさくついてこられたときには︑

が大ぜい︑めずらしそうについてきて困りました︒
十710

この少年の問には︑ちょっとおとうさんも

おとうさんも困りましたので︑

十151

十二2310

さつまいもや野菜を作ったりしていたの

また人にみられるのもこまる︒

で︑さしあたり困ることはありません︒
十二638

いので︑二三日は困ることもありません︒

十一一7411 台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

しかし︑よいといった方角へ移って困っ

た人もあれば︑

十三107

ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ

がうまくいかないから︑また困る︒

十三584圏色のあるのは︑その点はよいが︑すり
十四795

そうして︑おばあさんが見えなくなって

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

よし︑どんなにお金に困っても︑どん

は困ると思ったので︑

十四柵6

十五508園
十五927園

知らないなんて︑そんなことあるもので

でないと︑いまに困ることになるから︒

なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒
十五9911

ごまんぞく

﹁女王さま︑これで︑あなたもごまんぞ

﹇御満足﹈︵形状︶1

すか︒﹂チルチルすこし困って︑﹁︿略﹀︒﹂

ごまんぞく

くでございましょう︒﹂

五745囹

九229

二十六日汽車で自画ば

いまのようなぬのの織りかたをしていたの ごまんば ﹇五万羽﹈︵名︶1 五清ば

困りました︒

十342

おちちがはって困るの︒

この一びょうをもとにして︑困っている

こんどは︑もみとごみをわけました︒

5ひとごみ・みごみ
八鵬2

︵下︼︶

1 こみあげる ︽一

風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

﹇込上﹈

そうして︑なんだかかなしい思いがこみあ
げてきた︒

八891

ゲ︾

こみあ・げる

からごみをふきとばさせます︒

八佃3

こみ

これは困った︒

では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒
十718園

村の人たちが困って頼みにくると︑弓手 ごみ ﹇塵﹈︵名︶2 ごみ
よく︑物をわけてやったり︑

十一196

﹁みんなかわいいことりになって﹂の 十一1912 いつのまにかびんぼうになって︑その日

ール︾呂おこまる

こま・る

一232

十一241囹

のくらしにも困るようになりました︒

十一297

ところはこまりました︒

三294 日かげになってこまっていたたくさん

三237圓 日があたらないで︑こまったものだ︒
の村々は︑

人にかしてやったり︑

四431園 きみ︑きみ︑じぶんがってに早くとん 十二71園雨で困っております︒
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こみいりすぎる一ごめんください

︽ーギ︾

こみいりす・ぎる ﹇込入過﹈︵上一︶1 こみいりす
ぎる

はないかと心配していました︒

十四169国 すこしこみいりすぎているとお考えで
こみち ﹇小道﹈︵名︶6 小道εたのしいこみち

︽ーン︾5いりこむ・う

きゅっとちぢむこともありました︒
クレヨン︑ペン︑ナイフ︑ゴム︑ランド

セル︑ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

十四209

十一479

うちではバターもつくったし︑こむぎこ

︵名︶1

ごむぐつ

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒
ゴムぐつ

かぜゆきあめかさまんとこむぐつく
小むし

すずむし︑小むし︑チックタック時計︑

﹇小虫﹈︵名︶1

つした

一一205
こむし

十一559圃

ごむまり

こめいれ

台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

﹇米入﹈︵名︶1 言入れ

いので︑

十二7410

感謝の心持をこめていうときと︑ただと

太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま

その石を取るが早いか︑︿略﹀胸をめが

﹁︿略﹀︒﹂と決心し︑いよいよこのしご

眞心こめて教えてくださった世界的魚類

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

十五754 力をこめてさけびながら︑

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五741

学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑

十五527

とに熱情をこめた︒

十五5010

けて︑全身の力をこめて投げつけました︒

十五311

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十二9010

おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑

十二896

朝から大うかれ︒

十一317圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

める・とじこめる

十四2310囹ゴム︑ランドセル︑コーヒー︑コレラ︑こ・める ﹇込﹈︵下一︶8 こめる ︽ーメ︾5たちこ
アルコールはオランダ語︑

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ

こむぎ・さとうだいこんなど︑北ヨー

ロッパ産の農作物で︑できないものはない

十三248

らまめ・えんどうみなまいた︒

十一396囲

五203 しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず こむぎ ﹇小麦﹈︵名︶2 こむぎ
しい川のきしを走ったりしました︒

五472 いつも通るこの小道︑たのしい小道だ︒
五473 いつも通るこの小道︑たのしい小道だ︒
五484 いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒
川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九494いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷 こむぎこ ﹇小麦粉﹈︵名︶1 こむぎこ
十二368 すいかずらのあまいにおいにひかれて︑
こむ

庭の小道をおりていきました︒
﹇込﹈︵五︶2

ちこむ・おしこむ・おちこむ・おもいこむ・おりこ

こ・む

む︒かけこむ・かんがえこむ︒きりこむ・ころがり
こむ・さしこむ・しのびこむ・しまいこむ・しみこ

︵名︶1

一つ一つひびく︒

ゴムまり

む・すいこむ・すみこむ・すわりこむ・せきこむ・
たたみこむ・つっこむ・つみこむ・とけこむ・とび

一一4510初手の上にごむまりをのせているね︒ ごめん ﹇御免﹈︵名︶5 ごめん
一一4210園 たろう﹁ごめんね︒﹂
こめ﹇米﹈︵名︶5米δおこめ・こごめ・なまこ

いままでのわがまま︑ごめんね︒

うむりました︒

八536 ﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ

した︒

︑10
ノ＝U− ﹁幸福﹂は︑さっそくごめんをこうむりま

そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ 四643囹

二431園山びこ﹁ごめんね︒﹂

こむ・ながれこむ・なげこむ・にげこむ・のぞきこ

三2810

め

む・のみこむ・のりこむ・はいりこむ・はめこむ・
ひきこむ・ひきずりこむ・ふきこむ・ふさぎこむ・

子がもこ米かむ︑かも米かむ︒
どんどんすっていたら︑こんどはすぐには
げましたが︑くだけた米もでてきました︒

八欄4

四688

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

ふみこむ・まいこむ・まよいこむ・もぐりこむ・わ
りこむ

五215 あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ
ぶっとこごとをいいながら︑出口の方へでていき
ました︒

三年めには︑二十びょうの米をとること
ができました︒

十一2910

の米を自分のものにすることができました︒

十5210圓

十494囹

ハイッテクノヨ

﹁ゴメンクダサイッテハイッテクノヨ﹂

ゴメンクダサイッテ

五234園あのね︑帰りの電車はとてもこんでいた 十一295 すると︑秋の終りには︑一びょうあまり ごめんください ﹇御免下﹈︵感︶2 ゴメンクダナイ
んです︒

四42一 ゴムのように のびる ことも あるし︑

ゴム ︵名︶3 ゴム与けしゴム

ごめんくださる一こゆき
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と︑おとなびたことをいいました︒

ごめんくださ・る ﹇御免下﹈︵五︶1 ごめんくださ
こもる

︽

オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

十四53

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

るかわからなかった︒

八769 小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ

八775 あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ

いているのをみつけたので︑

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

八911 生まれがはくちょうのたまごであってみれ

十﹁412圃

ふもとの小屋はみぞれして︑うらの山

ふたりは︑いどの小屋をおおっているす

には白雪つもる︒

十二364

いかずらのあまいにおいにひかれて︑

わすれた

カナリヤは︑

せどの

こやしをやったり︑手をやったりした

うたを

﹇小薮﹈︵名︶1 こやぶ

うらの小山の小いけに子がもが二百ぱ︑

﹇小山﹈︵名︶2 小山

十二594

これが湖山の池である︒
こやま
︹題名︺1 湖山の池

こやまのいけ ﹇湖山池﹈︹地名︺1 湖山の池

とった小山をめぐって︑聞えてくる︒

十三75 からすの声も︑︿略﹀︑白雲をかたにま

こ米が一びょう︑

四684

こやま

こやぶにいけましょか︒

三566圃

こやぶ

じゃありませんか︒

五631園

フィリップの作品の中には︑︿略﹀強い こやし ﹇肥﹈︵名︶1 こやし
木もれ日

眞実の力が︑こもっているのです︒

春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ

﹇木漏日﹈︵名︶1

十三55

こもれび

ご門

日のしま目もようにもちらちらとして︑
﹇御門﹈︵名︶1

四四4園あれがりゅうぐうのこ門でございま

こもん

す︒

小屋からだすとき︑みんな喜んですぐでま

や︒すみやきごや・とりこや・ますごや・やぎごや
したが︑

七922

小屋へ頭をいれて︑だきあげて︑そとへだ
そまつな一けんの小屋がありました︒

湖山の池

その小屋のそばを通りかかったときでした︒ こやみ ﹇小止﹈︵名︶1 こやみ

その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

﹁︿略V︒﹂と喜んで︑つかつかと小屋の中 九217

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小 こゆき ﹇小雪﹈︵名︶1 小雪

へはいっていきました︒

八769

十二592

八477

こやま

こやまのいけ
八477

しました︒

七924

いっしんに考えぬき︑

あたたかい愛情のこもったことばで︑ 十3511 佐吉は︑一けんの小屋に閉じこもって︑
日のあたるところ︑かげになったところ︑

力のこもった角︑まるみのある面︑

十三ー61

しっかりするようにと病人をはげましました︒

十一784

その音には︑ある感じがこもっているものです︒

九59

ッ︾呂とじこも

その目といい︑ふえの音といい︑申しぶん

﹇篭﹈︵五︶6

ませんでした︒
こも・る

八296

る

︽ーイ︾

十五936囹 ごめんくださいまし︒

小もみ

のないけだかさがこもっています︒

る

ごめんなさい ﹇御免﹈︵感︶1 ごめんなさい
﹇小玉﹈︵名︶5

十二2110囹 ごめんなさい︑こおろぎさん︒
こもみ

うか︑ということでありました︒

十三217 アルプス産の小もみを移植してみたらど
十三225 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ
るのはふせがれましたが︑

子もり

ようになって︑はねとびました︒

十三231園大もみがある大きさ以上に生長しない 十二831一 ボールはたましいのこもった生きものの
のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ
ばにならべておくからです︒

十三233囹 もしある時期になって︑小もみを切り
はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ
して︑生長するにちがいありません︒

十三237 小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの
﹇子守﹈︵名︶2

生長をうながす力をもっているが︑
こもり

九264図閣子もりするしずかなる月なの上に

子もり

十二253 学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ こや ﹇小屋﹈︵名︶12 小屋■うさぎごや・うまご
んの子もりをひき受けます︒

うた 子もり歌

こもりうた ﹇子守歌﹈︵名︶5 こもりうた

一262 こもりうたがきこえます︒
七4110 青年は︑つづいて日本の子もりうたをひき
九柵2 子もり歌もきこえてきます︒

八487

はじめた︒

九柵2 くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光
る星をみあげていました︒

九㎜5 あかちゃんのなき声も︑子もり歌もきこえ

561
こよい一ごらんなさる

こよい

責りのむすめのく略﹀なきがらを見つけたとき︑

十四槻2 小雪の降った元日の朝︑人々が︑マッチ
﹇今宵﹈︵名︶1

十一368圃 夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち
ご用

こよみ
子ら

﹇御覧﹈︵名︶46

ごらん

子どもたちのむれのように︒
ごらん

先生が︑それをごらんになって︑

﹁︿略﹀︒﹂とおたずねになりました︒

一一93

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

七221園 しずかにして︑みていてごらん︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

だから︑この絵も︑本物をごらんになつ

高い

八325 天帝は︑このようすをごらんになって︑

＋2110園 ﹁ごらん︑にじがでているよ︒﹂

八644囹どれ︑たまごをみせてごらん︒
八816園ねこにきいてごらん︒
八818園うちのおばあさんにきいてごらん︒
丁佃7園 この水を飲んでごらん︒

それ︑ごらん︒
＋一6212園

十一一443園さあ︑人形にきいてごらん︒

ふいている

﹁あれ︑あれごらんよ︒﹂

お友だちとやってごらん︒
＋一一4811囹

十五628囹

﹁満ぼう︑なにが氣にさわったの︑お

十四798湛水になげこんでごらん︒

ているだろうと︑思ったからです︒

十三5410

けやきのこずえの方を︒

ごらん︑まだこのかれ木のままの︑

﹁つまんでごらん︒﹂

十三42

います︒

＋五6812囹
あれをごらん︒

ばさんにいってごらん︒﹂
ほら︑あそこをごらん︒

﹁あわてないで︑しずかにごらん︒﹂

このわたしのをごらん︒

あとで写生してごらん︒
さあ︑考えてごらん︒

十五925囹おや︑光さん︑ごらんよ︒

﹁それ︑このたけのこをごらん︒﹂

みんな︑もっとまえへでてごらん︒

﹇御覧﹈︵五︶24 ごらんなさる ︽1

ごらん︑もう行ってしまった︒
十五9811園

二65園よくかんがえてごらんなさい︒

さい︒

二59園お友だちのなをかんがえて︑ごらんな

イ︾

ごらんなさ・る

ほら︑みてごらんよ︒

ここへきてごらん︒

でもね︑雲をじっとみていてごらん︒
﹁ここに立って︑お月さまを枝のあいだ

とまっているちょうちょが︑どんなかっ

からみてごらん︒﹂

七214囹

たら

十五695園 ﹁つくえの上をごらん︒﹂
十五706園 ﹁そのいすにこしかけてごらん︒﹂
十五711園そのペンをにぎってごらん︒
十五713囹このすがたをおじさんがごらんになつ

では︑にぎやかなおどりを して︑こら

きれいなおひめさまがすわって

家にはいってごらんになると︑ 光の凹

﹁ごらんよ︒﹂といいました︒

まどからのぞいてごらん︒

﹁では︑はいてごらん︒﹂

みてごらん︒

そうして︑風がどちらへ

じゃあ︑雲をみてごらん︒

くちばしをごらん︒

いってごらん︒

じゃあ︑さわってごらん︒

幽幽晶薗薗鹸空晶任鶴4菌晶幽禽繰麟繰

こよい

﹇御用﹈︵名︶5

こちと︑こよい与しいぼんおどり︒
ごよう

四欄4囹 天人のはごろもと申しまして︑あなた
がたには︑ご用のないものでございます︒
六923園なにかご用でございましょうか︒
六964園 なにかご用でございましょうか︒

十四154團 おかあさんがご用でしたら︑いつでも
とんで行きます︒

﹇暦﹈︵名︶1

十五581囹 それはおやすいご用だ︒
こよみ
﹇子等﹈︵名︶2

十四326 こよみが作られたのです︒
こら

うすずめの子らと日なたぼこする

︽ーシ︾

三三二ニニ
三三三三三三
四

九柵5図圃 たべのこしのめしつぶまけばうちつど

十五93図團 はまの子ら火をたく青き月夜となり
こら ︵感︶4 こら
﹁こら︑雨︑あっちへいけ︒﹂
﹁こら︑ う さ ぎ ど も ︒ ﹂

三798園
六㎜7園

﹁こら︑まて︒﹂という︑それこそかみ

こらえる

︽ーエ︾

六川1園

なりのような声がひびきました︒

﹇堪﹈︵ 下 一 ︶ 2

十五929園 こら︑チロー︒

九593 いちろうは︑おかしいのをこらえて︑

こら・える

﹁︿略﹀︒﹂とたずね ま す と ︑

こらす

十一一鵬6 うさぎはけんめいにこらえましたが︑た

﹇ 凝 ﹈ ︵ 五 ︶1

おれそうです︒
こら・す

十三47 まるで︑息をこらしてしずかにしている︑

5454534492916460571了11ん113に10了84了47171了0か6767454234

六六六六五五五五五五五

り
り

ニー12囹

﹁では︑めいめいのかんがえどおりに︑

わけてごらんなさい︒﹂

四228国なんのえか︑あててごらんなさい︒
四鵬9園 ごらんなさい︒

六793園 ほら︑左のむねのところに手をあててご

えの人たちも︑これをつかいました︒
二5910園

二612 春をむかえに

ます︒そうして︑これをつかいますよ︒
二605圓

よく見てごらんなさい︒

あなたの二つの目をたましいのどん底

まあ︑よくごらんなさい︒

﹁こりやあうまいかんがえだ︒﹂

それぞれ︑たけのこにごはんのつぶがl

︽ーリ︾

ｧ7園はよろこんで︑﹁これはわたしにさず
ｧ5園た︒みかどは︑﹁これはただのにんげ

三165園た︒王さまは︑﹁これはふしぎだ︒だ
三168園しゃかさまは︑﹁これははんたかの手
三435 がいましたので︑これはいいと思って
いました︒﹁さあこれでいけるぞ︒﹂お
三693囹
さけび．ました︒﹁これ︑どこからやつ
三741園

これはよびかけです︒

十五柵5園

十五㎜4園
におちつけて︑よくごらんなさいQ

いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ

五926園

三619園

こりやあ︵感︶2こりゃあ

りこすってもみがらをはじきました︒

八鵬8

六535園 お月さまをじっとみていてごらんなさい︒ ごりごり ︵副︶一 ゴリゴリ
らんなさい︒

六皿11園 おかあさん︑きてごらんなさい︒
を︑くらべてごらんなさい︒

七482 はじめに書いたのと︑二回めに書いたのと

ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二ま
こりる

大わしは︑︿略﹀︑ぱっと一まず舞いたち

﹇懲﹈︵上一︶1

ましたが︑まだこりないでやって來ました︒

十五314

こ・りる

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五662

lこりやあ︑たけのこごはんだよ︒
九771園ごらんなさい︒
十二55園 ﹁みなさん︑こころみにこのたまごを ごりょうにん ﹇御両人﹈︵名︶1 ご両人
テーブルの上に立ててごらんなさい︒﹂

十ニー13園 あの廣場で遊んでいる子どもたちをご
らんなさい︒

さい︒

十二撹1 このやさしいのびのびした顔をごらんな

︽ーッ︾

四724

﹁︿略﹀︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これにあたった人に

四403囹︒あなたがたは︑これから︑りっぱな
四544いな水をくむと︑これをうけとった 一
四662 び ﹁早口あそび﹂これは︑いいにくい
四666 ﹁かいぶんあそび﹂これは︑上からよん
四719くびき﹂︒﹁﹃︿略﹀︒﹄これにあたった人に

四725 ケチをあげます︒これは︑﹃︿略﹀︒﹄と

四7210場之﹀︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これがあたった人に

こる

四727 ｪ﹀︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これをひいた人には
﹇凝﹈︵五︶1

十二価2 絵の中ほどをごらんなさい︒

四734 のができました︒これをあっ紙に争い
﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂をつ
四775
﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂をつ
四799
四832園ました︒弟が︑﹁これもさげてちょう
四旧6園 りました︒たい﹁これは︑まださしあ
四帽1園 って︑うらしま﹁これをあけてはいけ
四桝2 さなものですが︑これができあがるま
そのまわりに︑蒸氣がこってくっつくので︑

一616を
園とりだして︑﹁これをたろうさんに

さってごらんなさい︒

十四119團 きはつ油のさしかたは︑ご自分でな 十四642 そのしずくのしんになるものがあって︑

二248囹まっています︒これからうんどうか

い︒

十四532囹 こんどは︑葉さん︑いってごらんなさ

を︒

一526囹
のおじさんが︑﹁これはあまの川です

れていました︒﹁これはなんという
一524囹

一475ら
園いいました︒﹁これはいいおこさん

十四359 みなさん︑ごらんなさい︑あの天上の星 これ ﹇此﹈︵代名︶捌 これ←あれこれ

十四5611園ごらんなさい︑私のこの足を︑手を︒

ｪ﹀︒﹂﹁はい︑これはせんどうさん︒

りょうし﹁いや︑ これは︑わたしがひ

本のマッチでも︑ これを作りあげるま

十四591園あの雨のおかげで︑かれるのが助かっ

S園

四榴1園

これははずかしいこ
五156

りょうし﹁ああ︑

二459園略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁これはなんですか︒﹂

の本をだして︑﹃これには︑きみのよう

ってもらうのです︒これは︑汽車の旅にき

二466園略﹀︒﹂﹁いいえ︑これは︑お月さまが︑

五316園

五312囹うれしいんです︒これからも︑いつもや

四伽10園

四盟8

「〈

二452園 こんこんこん︒これは︑とび︒くちば

こ・る

一一

一一

した︒二年生も︑これでべんきょうを
二593園

「〈

二595囹した︒三年生も︑これでべんきょうし

一一

たことを考えてごらんなさい︒

十四674 そういうときに︑よく氣をつけて見てい
てごらんなさい︒

十四6911 それを日なたへ持ちだして︑じかに日光
をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒
十四707 タごはんのおぜんの上でもやれますから︑

S5

れ
こ

一
ご
ご

562

563
これ一これ

八悩4 くらんでいました︒

ださいました︒﹁これ︑ただしちゃんに

におかしくなった︒
これなら︑弟のまねな

七1110 せる﹂の﹁手﹂も
こ︑
れと同じつかいかた

六伽4囹

手ではありませんこ
︒れは︑持つところと

ヌ﹂といってみた︒これもはなから声がぬ

これは大むかしのけし

すこしちがいますこ
︒れは︑あさがおのだ

四川7

これであなたもまんそ

七122

六m2

これで︑あなたもごま

七124

これは貨物船です︒か

これで教室が明かるく

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
﹂れは︑﹁腹﹂という
こ

七2711園
記に︑さっそく︑これを写生しておこう

七187園ね︒てんぷらは︑これであげるんだ︒﹂
七278囹うにみながら︑﹁これ︑死んでいるの︒
七279園生きていますよ︒これから︑どうかわる

これが︑きっと実にな

これにいろいろなこと

これは二つの色の組み

これは平年作というこ

これは色のばあいでも

これほどのひどい裁判

九8011園てやめてしまう︒これがふつうです︒﹂﹁

九701園いました︒ どうかこれから︑ わたしの裁
九702園なってください︒ これからも︑はがきが
九708園から︒そうして︑ これからは︑はがきに
九714園のもんくですが︑ これからは︑用事これ
九776園ところが︑ きょうこれからいく貝つかで
九801園るのです︒ ひとっこれからほってみるこ

九6911園
うございました︒

九167のかもしれません︒ これからいこうとする
九619した︒よくみると︑ これはみんな赤いズボ

これは︑石炭をほって

五331ているのでしょう︒
五354るところでしょう︒
五371
動物がみえ ま す ね ︒
五719園
金持のお く さ ん ︑
五744園
は︑﹁女 王 さ ま ︑
五787てくれたのでした︒
七153

八m7 とれるのですから︑
九53 どうなるでしょう︒
九89 を﹁朝風﹂として︑
九96 だれてしまいます︒

五8611略
園﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁これはかわいいにんぎ

五895圖囹
いよいよい︒ これは︑よいよいよい
五899圏國
いよいよい︑ これは︑よいよいよい
五946園
ていたのです︒﹁これ︑なんのひなだう
五962園
になりました︒﹁これはめずらしい︒ひ
五㎜3園 ん︒﹁ひわさん︑これからぼくの子だよ

六63役にたつのだろう︑これはどんなところに
六610園たつのに︑どれもこれも不足はなさそう

六94だ︒﹁︿略﹀︒﹂ねじはこれをきいて︑とびあ

七448園だと思いますが︑これは︑車中の人たち
七462ぎをした︒﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑みんな
七496校としあいをした︒ これも勝った︒さいこ
八169をすいはじめます︒ これは︑木からいうと
八176わったかしこさで︑ これでじょうずに生き

︑
／3
30
1 よりになりますと︑

六9311園
ました︒﹂海の神﹁これでみんなか︒﹂女﹁

六763園て︑﹁にいさん︑これなあに︒﹂ときき
六972園とる︒たい﹁あ︑これですっかりらくに
六977園
か︒﹂編論劫の﹁あ︑これだ︒これです︒﹂
六977囹と﹁あ︑これだ︒これです︒﹂海の神﹁み
六996二ねがでてきた︒﹁これは︑いいものがみ

八㎜3

えがでてきました︒これで︑もうだいじょ

＋3710園
ら愛される干珠︑

これを︑人工で作りだ

八6611囹
をみてもわかる︒これはわたしの子だ︒

八547園 てきて︑﹁さあ︑ これをおあがり︒﹂と
八621囹 たちはいった︒﹁これが世界だと思って
八654園子をながめた︒﹁これはまた︑ひどく大

八4511いました︒﹁︿略V︒﹂ これをきいて︑王さま

これという考えはでま

これをきいて︑ちえの

これでは︑もうまにあ

九829園 ました︒﹁そら︑ これはせきふらしいそ
九831囹 ｪ﹀︒﹂﹁おや︑これはなんだろう︒針
九843園 になりました︒﹁これかね︒これはじよ
九843園 た︒﹁これかね︒これはじょうもん土器
九849園 をとめました︒﹁これで三十分ほりまし
九858園 ︒それから土器︒これはじょうもん土器
九859園ような物ですが︑これはたいせつな物だ
九888囹あ︑やまだくん︑これでひきわけだ︒﹂
九946囹 めらったのち︑﹁これ︑きみのだろう︒
九968囹 ひろってくる︒﹁これきみが落したボタ
九佃7園 を飲んでごらん︒ これは︑名高い泉なん
十347きするのであるが︑ これを人の手によらず
八412がろうとなさると︑ これもこがねのさかな
八414とりになりました︒ これもこがねのたまご

八7111園てとびたった︒﹁これも自分がみにくい

これも︑まんまと失敗

＋3512 っしんに考えぬき︑ これならという一台の

六312
三 かかし これは︑まんがのシナ
六324囹んだりする︒6﹁これぐらいの風にまけ
六397園
あなたのしごとはこれからよ︒わたした
六575ことになりました︒これには︑みんなにお

八789園︒﹂とさわいだ︒﹁これは︑たいしたもう

＋3512
機械を作りあげた︒

これに満足せず︑すぐ

六614がみつかりました︒これがわかったとき︑
六695くはありませんが︑これをじょうずにくぎ

八7810園
もうけものだよ︒これからはあひるのた

十373なったが︑かれは︑
十375機ができあがった︒

八453だしになりました︒
八455ました︒けれども︑

ばかり植えましたこ
︒れから︑水がきれな

なものがでましたこ
︒れが︑ほんとうにめ

︒
﹁︿略﹀︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ こ れ を き い て ︑ ね え さ

六㎜11園 屋根であった︒﹁これで︑いっか︑おと

八996

八957

六714

六川8 かないようにした︒これで︑一本のつつが
たことがなかった︒
これはおもしろいそと

これが︑日本における

六柵3 たので︑
みんなは︑これで大わらいとなつ
六柵11

「〈

十412 ただしく発生した︒これは︑ある小さな三
十415 な死んでしまった︒これは︑まったく考え
十4112 の写場を発見した︒これは︑まえにさしい

できなかったら︑

これかちのちは︑けっ

これを承知して︑ある
これが湖山の池である
これがなによりうれし
これをみて︑うれしそ

土器もあります︒

これは︑食物をいれる

これをみて︑どんなこ

が︑その生長は︑これによってはたされ

いかけ屋が來る︒これも︑いろいろな道

をにぎわわせる︒これは︑はとにふえを

うように聞える︒これを聞きつけて︑子

です︒それでは︑これはしばいではない
︑そうではなく︑これでも︑しばいにな

︒おかあさん︑これからたびたび手紙
＋四1510団

十三539国ありました︒﹁これは︑いまから五百
十三541團われています︒これを見て︑どう思い
十三564園されました︒﹁これでも︑本物にくら
さいました︒﹁これは︑ドレスデンの
十三592園
いわれている︒これはどう思うかね︒
十三593園
ためなのです︒これは︑私の友だちで
十四125團
へいあん

身帳でしょうか︒

これは︑九百年ほどま

いたお話ですが︑

これは︑茶だんすにに

これをキリスト教の宣

十四294もしれませんが︑

十四256思った︒だから︑

﹁先生︑私は︑
十四224囹

これからの人の心がま

これはけっしてそうい

これからのちも︑新し

これはみんな︑日本語

のむら
これを聞いていた野村

ほうおう堂

まき絵書だな

これは︑オランダのタ

はしばらくおき︑
＋四3010

とばそうじょう

です︒解体図

これで︑日本の面影を

これは︑汽車第一号で

のです︒

はありませんか︒

これを最初にいいだし

これをいくどもくり返

ってきた日本を︑ これからどうもりたて

が出てきました︒

する︒そうして︑

そういう星1これをわく星といいま

これは︑いうまでもな

土地であります︒

のあれ地と職い︑

どおりにするか︑

りをまわります︒

これをこえた土地とす

これを豊かな土地にし

これが︑デンマルクの

これで︑夜と書とがあ

十四687鳴ったりします︒

ぼっていきます︒
＋四6610

十四659うずができます︒

これは︑茶わんのばあ

これとよくにたうずで

これがまた︑よく見て

十四726 てできてきます︒ これに日光をあてると
十四761むきがあります︒ これがあまりはげしく

十四717になるわけです︒ これは︑湯の中にうか
これがためにくじかれ

これなら︑ユートラン

これをノルウェー産の

これを生かすのは︑み

ルガスの誠実は︑

しまったのです︒

とでありました︒

木でありました︒

十四693 ︒だから︑ どれもこれもみんな︑茶わん
十四703がっくでしょう︒ これは︑夜︑電燈の光

十四638がついています︒ これは︑白いうす雲が
十四656 よう︒もちろん︑ これは︑まわりの早臥

がたっています︒
＋四6210

十四316 ︒あなたがたは︑ これからの日本にとっ
十四356はありませんか︒ これを思えば︑人間の
しまいのことば

︒

これは︑千二百年ほど
これは︑平安時代の町

なら︒きょうはこれでお話をやめます
十四177団

これをみても︑平和を

これは︑鳥羽僧正とい

略﹀︒﹂といった︒
＋四1810

はじめてのお金

いのもあります︒

これは能につかうお面

をごらんなさい︒

能面

十十十十十十

だれた秋の野原︒

いる︒ほかの人がこれと同じ文を書いた

た︒少年たちは︑

てもらえるので︑

キロの湖がある︒

あった︒おには︑

8411610635512103274569110231927645441
である︒ところがこれを読んだ人々の心

29

31

35

44

十429 つたので︑ひとまずこれを加工して︑かざ
とを発見した︒﹁これで成功しなければ

十482 いかと思いました︒これは︑足がおそいと
した︒﹁ほんに︑これは上等の黒ざとう

た︒﹁チチロ︑これはいったいどうし

22

65113107
44

十447園
十714園

十一78園 でいく︒ぼく︑これがうれしいんだよ

十718園 しまいました︒﹁これは困った︒だんな

十一187 三 二宮金次郎 これから︑私の調べた

にのみやきんじろう

十一83圏 に進んでいく︒これこそ︑いちばんり

︒﹁おじさん︑これをはいてください

十一221 ことにしました︒これを持って︑朝早く
十．一226園

ンをあけて︑﹁これが︑きみのおとう

十一291 実がつきました︒これを油にかえて︑本

十一239園 ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑じゅ
十一689圓
十一833園

︒﹁わたしは︑これからすぐにうちへ

十一6911 かわるものか一これが父親であろうと
十一875園

十一916園 がありません︒これを病院の記念に持

てしまった︒﹁これは︑こおろぎの巣

がなかった︒﹁これをとりかたづけて

︒﹁みなさん︑これも人のしたあとで

十二53 ざわらいました︒これをきいたコロンブ
十二512囹
十一一1411園

勾当ー56園

十五ー66 をぬりはじめた︒これは︑絵のすきだっ
︑﹁民ちゃん︑これ持って学校へいき

十ニー86園 した︒ははあ︑これが鳴るんだなと思
十二2710園

十二397 ました︒ ︵二︶ これは︑ヘレン・ケラ

十二424 までなりました︒これは︑ケラーのサリ
十二469園 がつけてある︒これに光をあてて影絵
十二482園 写しばいだが︑これは人間にできない
十二5210 ︑図の形に切る︒これを二まい作る︒②

、

これ一これ
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これ一ころ

十四7612 すが︑ここでは︑これくらいにしておき

十四767 けられています︒これが︑もうひとまわ

十四766 がふいています︒これと同じようなこと
＋五聖12囹 ないからです︒

十五皿9囹
おっています︒

これは︑﹃青空の幸福

これは︑﹃両親を愛す

十五川7園 よ︒それから︑ これはみんな︑﹃おう
十五槻8囹 かるでしょう︒ これは︑﹃清い空論の

十四762 んになるのです︒これと同じような氣流

十四779 した︒私はすぐにこれをためしてみまし

十五鵬1園
十五欄3園
十五佃4園
十五鵬8囹

十四7911 へんちがいます︒これは︑ちょうど︑﹁
着ていますし︑

れます︒また︑

これが﹃日ぐれの幸福

これは︑﹁春の幸福﹄

これは︑﹃ひなたの幸

これは︑いや︑まった

これが︑﹃雨の幸福﹄

がたになると︑

これは︑﹃森の幸福﹄

十四915 ︒その男の子は︑これは人形のゆりかご
十五佃11園 氣が変わると︑

着ていますし︑

十四956 ように思われた︒これは︑ま法のマッチ

十五脳7園 す︒それから︑

十四793 た︒木のほうは︑これと反対に︑もとの

十五153ロ凶國
ただみればこれかりそめのばらの
ふ じ
十五196 フラウの山です︒これは︑富士山よりは

十五m5園あ︒それから︑

十五347 ければならない︒これは︑記おくのため
ビアあたりにも︑これににた文字があっ

コレラ

コレラ

チフス︑コレラ︑マラリア︑トラホーム︑

︵名︶3
十四2110

ゴム︑ランドセル︑コーヒー︑コレラ︑

アルコール︑ガーゼ︒

コレラは︑オランダ医学がはいってきた

アルコールはオランダ語︑

十四2311園

十四264

﹇此等﹈︵代名︶7 これら

ときに︑︿略﹀傳わってきたことばであろう︒

六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと

これら

みくらべて︑

﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これらもは

六柵4 すると︑これらははなからでる音なのだろ
う︒

円心5

九幽4 くもは︑これらのことを一つ一つ思いだし

なの音であることがわかった︒

十三1012

εいしころ

それでは︑これらのことばは︑もとは

これらの表わしかたとともに︑

﹇頃﹈

︵名︶ 56 ころ

ころ

ころ

ろ・おわりごろ・こごよじごろ・このごろ・さんじ

n▽いまごろ・おひるご

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

十五355 ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

どこの國のことばだったのだろう︒

十四232囹

運命をたどるとは︑考えられない︒

れるが︑これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ

日本には︑毎年︑約二百万人の人が生ま

ているうちに︑

十五捌5 あれもいいたい︑ これもいいたいと思っ
十五糎1園 て生きていけ︒ これがこの級の最後の

これもおかあさんの手

十五351一

絵文字から起り︑
これがだんだん変わっ

十五柵2園 幸福といって︑ これほどの幸福は︑世
十五川1園 の愛﹁いいえ︑ これは︑おまえたちの

十五3512
これは失礼しました︒

十五餌6囹 のだよ︒さあ︑ これで︑おまえたち︑
十五備1囹 って來たのは︑ これから下へ帰ってか

十五4411囹した︒﹁いや︑
﹁いいも
えう
︑ これだけです︒﹂﹁︿略

十五466園 からである︒ ﹁これは回りものですか
十五4611園

︵感︶3 これ

八73園
﹁これ︒﹂としかったり︑

これ

十五499わずかに外國人がこれに目をとめて買う

十一836こ
園れ︑チチロ︒

十五482 絵屋もあったがこ
︑れははん主からゆる
十五507 である︒﹁︿略﹀︒こ
﹂れを耳にした今右衛

じょうぶになったよ︒
﹇之在﹈︵ラ変︶1

︽ール︾

十一838わ
囹たしは︑これこのとおり︑すっかり
これあ．り

これからは︑用事これあるにつき︑

これこれ︵感︶3これこれ

明日出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九714図団圖

これあり

十五598園
って︑﹁おやこ
︑れはまた意外だ︒じ
十五5911園きょうは
も︑
うこれでしごとはやめだ
ら︑﹁満ぼう︑これか︒﹂と︑にごや

た︒﹁満ぼう︑
これでどうだ︒おじさ

十五649囹

ねた家の書生が︑
これから車のついたも

十五6311園

十五6512

十五681 つるしてあって︑これでたたけというよ

これこれ︑たろう︒

ごろ・ちかごろ・てごろ・なかごろ・ひごろ・ゆき

一一4110園

どけごろ・ろくじごろ

十五769 れた︒そうして︑これが新島からならっ
とも口をきかず︑
これも︑右手の方のお

これこれ︑どうしたのだ︒

十五8212

これこれ︑そんなこと︒

ある年の春のころから︑月のきれいな

ためいきをつき︑

ばんになると︑かぐやひめは︑空をながめては

三島1

四975園

これはこれは

七263囹

︵感︶1

これはこれは︑おみやげまでいただき
まして︑ありがとうございます︒

四幡8園

十五875園 たしましょう︒これが︑わたしのむこ
お じ ぎをする︒︶
これは﹃なんにも知ら

これはこれは

十五8712

十五876園 をしています︒これが﹃みたされたき
十五895園 るところです︒これでけさから十二ど

ころ一ころ
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四801 も

ももの花のさくころ︒

五431圏 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る
ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒
五7411 それから一週間もたったころ︑おばあさん
は︑おじいさんをよんでいいました︒
の中をとびまわっていました︒

五966 夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご
六262 雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ
ろ︒

た︒

六271囹 でも︑夏のころはあつくてたいへんだっ
八203 七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑
︿略﹀大きくなりきったことを知ります︒

八241 明かるい光がさっとさすころになると︑せ
みの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑

八984 田植えのころになったので︑しろかきをし
ました︒

九234 そのころ︑オーストリアは第一次世界大戦
のあとで︑

九235 オーストリアは第一次世界大学のあとで︑
まだそのいたでがなおっていないころでした︒

九418国ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には
美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑
しました︒

九424国 かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ
九453團 セドリック少年のように︑子どものころ
から︑世の中のことに注意を向けるように

九461国セドリックは︑七つ八つのころでも︑せ
んきよのことを話していますけれども︑
九柵2 十のころであった︒
たくりの実の落ちるころでしたから︒

十92 あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

十911
とうきよう

ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色

くなるころで︑

たまたま︑そのころ︑東京にはくらん会
そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老人に

が開かれた︒

十351
十443
なっていた︒

小さな子どもは︑絵も字もわからないこ

るその声を聞くのは︑

ろから︑︿略﹀︑れんをながめている︒

十三3412

十三364 中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

三郎の声が終るころ︑しずかにまく︒

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

十三5610園 そのころ︑︿略﹀天才の集まっていた︑

十三549 わかいころ︑世界をまわって來た人です︒

十三519 おさないころにそうだった︒

十三4310

金次郎が十二のころです︒

ろが︑うらやましくさえなりました︒

思うことがどんどんと書けていたまえのこ

十一2012

かきのわか葉に日の照るころは︑

十559

十一331圃

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑ 十四56

めいじ

プリンタリーが︑日本政府から頼まれて

話は明治初年のころにさかのぼる︒

そのころ留学生としてアメリカのスタン

きょうはきみがまだ生まれないころの

私が日本をおとずれたころは︑西洋の

十五5512園

アマスト大学の助手をつとめていたこ

そのころ日本をたずねた外人の中で︑

そのころ︑もう熱心なクリスチャンに

とおばさんは京都へひきあげられたが︑

きょうと

十五657 秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん

らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五616 そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

なっていたが︑

十五5710園

ろ︑寄宿舎で二間続きの室をつかっていた︒

十五5612園

文化をとり入れることがさかんなときで︑

十五5510園

日本の話をさせてもらおう︒

十五559囹

フォード大学に学んでいた私は︑

十五524

たころのことである︒

十五523 話は︑第一次世界大戦がたけなわであっ

︿略﹀やって來たのも︑そのころのことであった︒

十五4510

十五452

ろいろとなめていたからのことでした︒

おさないころから︑人の世の苦しみをい

美術の中心のフロレンスで︑

十一4611

夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい

孟子がまだ子どものころでした︒

もうし

いろいろと思いださせる︒

十二82
十ニー48

文雄さんがりっぱな絵かきになるころ

たかれ草が︑すっかりくちていた︒
十一一214囹

あやつりはく略﹀︑おじさんの子ども

は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二462園

のころ︑よくみたものだよ︒
そのころまで︑人間のからだがどうなつ

十二462囹あのころは影絵もあったよ︒
十一一麗10

そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ

ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

十三148

わかいころからいろいろな発見や発明を

サに生まれたガリレオという学者がありました︒

十三149
しました︒

しかし︑そのころの教会のぼうさんたち
は︑天動説を信じていましたので︑

十三157

そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ
た農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑そのほかわ

十三245

やっと目がさめたころ︑遠いところを通

ずかのものにすぎませんでしたが︑

十三321

567
ごろう一ころげる

られて︑

ひろしま

十五6611 そのころは︑新島のおばさんは廣島にお

︹人名︺11

ごろう

十五738 ちょうどそのころは眞夏であったので︑
ごろう

六702 ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑
大きな雪だるまを作りました︒

六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは
こんなことを考えました︒

まだみていたいようでしたが︑やっと目を

ごろうさんにおみせなさい︒

に︑学校へいきました︒

五581囹

五584
はなして︑ばんをごろうさんにゆずりました︒

ごろうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

し︑

六728
八152

死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ

ようちゅうが︑︿略﹀︑地面に向かって︑す

白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

べったりころがったりしておりていきました︒
十二736

ころがりこむ

ふわふわとまるくなって︑風がふいてく
︽ーッ︾

いまから五六千年ぐらいまえに︑アフリ

カのエジプトには︑そうした絵文字とよばれるも

十五359

﹇五六羽﹈︵名︶1 五六は

のがあった︒

ごろくわ

ちでみはりばんをしました︒

四554 そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ

︽ーッ︾

ころ・げる

した︒

︽ーチ・ーチル︾

﹁こんなところにころげおちてしまって︑

あとずさりして︑うしろに氣つかず︑テー

﹇転回﹈︵五︶1

ころげまわる

︽ーゲ・ーゲ

しろいこいぬが︑むこうからころげるよ

﹇転﹈︵下一︶2 ころげる

として︑ころげまわって︑わらったりさけんだり

八8611

子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう

ころげまわ・る

らころげ落ちることができたかもしれません︒

九帽3 もがけば︑あるいは︑つばめのくちばしか

ブルのはしからころげ落ちたりしました︒

八76

もし︑みつからなかったら︒﹂

六96囹

ころげ落ちる

おもしろいから︑かめをころがしてい ころげお・ちる ﹇転落﹈︵上一︶3 ころげおちる
ころがしてあそぼうよ︒

﹇転込﹈︵五︶1

︽一

小石をころころ︑ころがして︑いわの上か

十三367

ころがる

こわれたおけが一つ︑ころがっていました︒ ル︾

﹇転﹈︵五︶6

ると︑ころころところがりだす︒

五775

ずいて︑すってんころりところげました︒

六鵬7 こんどはたおれた木のみきにトンとけつま

うにはしってきます︒

一386

ひわは︑かたのところにけがをして︑ころ

ねじは︑しごと台のあしのかげにころがっ
ていった︒

六86

がっていました︒

五993

ころが・る

︿略﹀︑はね返ったりころがったりします︒

ごろうさん︑あなたは︑ねむってしまつ ごろくせんねん ﹇五六千年﹈︵名︶1 五六千年

ねえ︑ごろうさん︒

五589

六787園

六742園
たら動かなくなるでしょう︒

よいしょ︑よいしょ︒﹂かけ声をかけなが

みんなでころがそうよ︒

このかめをころがしてあそぼう︒

六7211園 ごろう︑なにを考えこんでいるんだね︒ ころが・す ﹇転﹈︵五︶6 ころがす ︽ーシ・ーソ︾

ン︾

六二1一

ころと︑下の方へころがりこんでいきました︒

トンネルのさか道に足をすべらせて︑ころ

ころがりこ・む

らとびおりて︑︿略﹀︑川は山からかけおりる︒

五57

四988圏

るのです︒

四976園

ら︑みんなでかめをころがします︒

四972

四968囹

六7411 たとえ動いても︑それだけでは命があると 四967園
﹁︿略﹀︒ ﹂ と き か れ て ︑ ご ろ う は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒
六753

ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑この手

と答えました︒

六764

が動かないから︑やはり雪だるまは命がないのか
ご ろ う が 学校で︑﹁︿略﹀︒﹂

なと思いました
六768

をしないから︑命がないんだと︑ごろうは考えつ

六7711 風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息
きました︒

六781 その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え
ついたことを話しました︒

なんだい︑ごろうくんは︒

ス︾

六7811 ごろうは︑息をすることも自分の力ではなころがりだ・す ﹇転出﹈︵五︶1 ころがりだす ︽一
いことをきいて︑なるほどと思いました︒

六799 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった
﹁あさがおの花﹂を思いだしました︒
六7611園

ごろうくん ︹人名︺1 ごろうくん
ごろうさん ︹人名︺7 ごろうさん

てきて︑﹁︿略﹀︒﹂

五546 そこへ︑となりのごろうさんが︑かけよっ
五5510 ごろうさんをさそって︑はるおといっしょ

ころころ一こわい

568

ころころ ︵副︶5 ころころ

五57 小石をころころ︑ころがして︑
ていました︒

六擢10 そこには︑くるみの実が︑ころころと落ち

ころと︑下の方へころがりこんでいきました︒

六旧10 トンネルのさか道に足をすべらせて︑ころ

︽ーシ︾

十一2711

母親と相談して︑戸をしめきって︑息を

は十五夜︑まんまるい︒

五884園黒いころもに赤いおび

︵感︶一 ゴロンゴロン

︵副︶1

ごろんと

︽ーバ・

かわいいよ︒

すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑

地べたに横になってねそべっていました︒

十531

ごろんと

四181 石うすは︑ゴロンゴロンといった︒

ごろんごろん

うとしているところでした︒

︑
ノ8
4一1ひとりの男が︑いまにもごろりと横になろ

わしが大きなくちばしで女の子の頭でも ごろりと ︵副︶1 ごろりと

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

十五267
つつけば︑轟けがをするか︑殺される心配がある︒
ころちゃん

ころちゃんがかぞえてみました︒

︵名︶1

二313園

ころちゃん

五六ぱ

くもはからだを小さくまるめて︑ころっと
﹇五六羽﹈︵名︶1

五六歩

ころぶ

とちゅうでころんで︑雪だるまになってお

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

このときコロンブスは︑コツンとたまご

コロンブスのたまご

﹇恐﹈︵形︶8 こわい ︽iイ・ーカッ︾

ちっともこわいことはないから︑いっ

しょにあそぼうよ︒

五鵬2囹

こわ・い

十二42

ご

コロンブスのたまご ︹題名︺ 一 コロンブスのたま

立てていいました︒

のはしをテーブルにうちつけて︑なんの苦もなく

十二510

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十一一53

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十二47 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒

十二43 コロンブスがアメリカを発見して帰った

夏の終りごろ︑つばめが電線や物ほしざお コロンブス ︹人名︺4 コロンブス
五六ぺん

ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

﹇五六遍﹈︵名︶1

﹇五六歩﹈︵名︶1

6

一年生の子が︑学校にくる道で︑はき物に

ビ・一

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

九699

ごろっぺん

に五六ばぐらいならんでとまっているのを︑

九152

ごろっぱ

横になりました︒

九二8

九436團 つやつやした大きなかきが︑ころころと ころっと ︵副︶1 ころっと
二つ一二つ落ちてい る の を み た と き は ︑

ると︑ころころところがりだす︒

十三367 ふわふわとまるくなって︑風がふいてく
ごろごろ ︵副︶1 ごろごろ
ごろごろする

九伽8 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑
︵サ変︶2

九㎜9 水は大きなごろごろした石ころのあいだか

ごろごろ・する

ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

︵四五︶

五六歩いったかと思うと︑
﹇転﹈

六586

ブ・ーン︾δねころぶ

ころ・ぶ

十525

ごろっぽ
十四5412園 そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑
石ころなども︑ごろごろしています︒

ころ・す﹇殺﹈︵五︶9ころす殺す︽サ・ーシ・
ソ︾呂かみころす・つきころす

四394園 先生︑ありをころそうとしたとき︑

九柵7

雪がついてころびました︒
にいさんのことばを思いだして︑
四396園 にいさんのことばを思いだして︑ころ 七545 あぶなくころびそうになった︒
しませんでした︒

きあがるものもある︒
八131 ころしたのは︑もちろんあやまちですが︑
八895園 みっともないものが︑おくめんもなく近 十二856 いまにもころびそうになりました︒
十四817図 ころばぬさきのつえ︒
づいていくのだから︑ころされるかもしれない︒
る舞いをして︑︿略﹀落ちて行きました︒

﹁おお︑こわい︒﹂と︑ひとりの少女が︑

﹁ああ︑こわかった︒﹂

ませんよ︒

十131園

わたしは︑そんなにこわいものではあり

おとうさんをみてそういいました︒

十129囹

六儲2囹

八898園冬じゅうひもじい思いをしたりするより 十五3210 大わしは︑空中をころぶように︑くるく 六353囹 おじさん︑大風ってこわいな︒
は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

四鵬8囲園白いころものそろいでまえば︑月

はまつ黒︑やみの夜︒

四儒6圏國黒いころものそろいでまえば︑月

八904 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも ころも ﹇衣﹈︵名︶3 ころも5はごろも
のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒
と︑

九餅5 くもが︑じいっと息をころして待っている

569
こわいものしらず一こんど

す︒

十672 でも︑こわいものはかえってみたくなりま
十一623園 ぼくはくやしくなったので︑なに︑こ
のくらいのことがこわいものかと︑自分からさき
こわいことはないよ︒

になって渡ってしまったのです︒
十五8512囹

こわいものしらず ﹇恐知﹈︵名︶1 こわいもの知ら
ず

﹇ 恐 ﹈ ︵五︶3

こわがる

︽⁝ッ・ール︾

八102 うちの中にいるかぎり︑こわいもの知らず
で︑

こわが・る

六679 さるは子ぐまをみてこわがって︑︿略﹀︑木
なにしろ︑水をこわがるのだから︑︿略﹀

の上にするするとのぼっていってしまいました︒
八6310園
はいるようにしてやることができなかった︒

るだろうって︑心配しているのですよ︒

十五描12圏 顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこわが
小わき

﹁︿略﹀︒﹂そういって︑少年は︑その小

﹇小脇﹈︵名︶1

十一931

こわき

﹇ 壊 ﹈ ︵ 五︶1

こわす

︽ーシ︾

さな着物の包みを小わきにかかえました︒
こわ・す

こわばる

た人形のことを思いだして︑
﹇強張﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーッ︾

十二384 へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし
こわば・る

八214 皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく
はみえないらしいので︑ねこや︑すずめにみつけ
レ・ーレ

あたらしい

二604囹

1

こんざつする

一年生がはいってきます︒

こんど︑みなさんが二年生になったら︑

三7610

にいさんは︑こんど︑いつおふねから

こんどはマイクルがたずねました︒

おい︑こんどは︑ぼくがかわって︑か

こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手

それから︑まっかなカーネーションです︒

わたしは女王もいやになった︒こんどは︑

これらもはなの音であることがわかった︒

そうして︑こんどは︑アイウエオ︑カキクケコか

直心6

ることになりました︒

六573 こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

んですもの︒

そだてたいねを︑こんどは︑あなたがたがまもる

六399囹︺わたしたちのなかまがわるい虫をとって

海のぬしになりたい︒

五753園

そのたねをこんどお送りします︒

五4310国

それを送ってあげよう︒

紙を書いてもらって︑きみの受持の子どもたちに︑

五386團

た︒

と︑こんどは︑また︑かばんの中にいれられまし

五199 ふくろの中からだされて︑ほっとしている

ついでいこう︒

四516囹

おかえりですか︒

四234国

木を︑どうするかということになりました︒

すことができました︒こんどは︑切りたおした

長いあいだかかって︑やっと切りたお

教室の高いところの窓ガラスが︑一まい

︵サ変︶

三265

いらなくなったりこわれたりした道具や︑

十﹁1510

九798囹
こわれていて︑

十四1111国たぶん︑とちゅうでこわれるだろうと
もしこわれたら︑そちらでわけなくか

いうことでしたが︑

十四121團
こんこん

わりをお見つけになれるでしょう︒

︵副︶2

雪やこんこん︑あられやこんこん︒

こんこん
十二721圏圖

こんこんこんこん

雪やこんこん︑あられやこんこん︒
︵感︶1

十二721圏國

﹇混雑﹈

こんどはきつね︒こんこんこんこん︒

こんこんこんこん
一一451園

︽ースル︾

金色

こんざつする町かどでは︑きちんとせい

こんざつ・する

四710

﹇金色﹈︵名︶1

りしてくれます︒
こんじき

コンセテラ
それから︑コンセテラは︑それから︑

︹人名︺一

立って︑やっと見えるくらいのところにいる人︑

十五佃1園遠い遠い金色の雲の中に︑つま先で
コンセテラ

十一8310園

こん虫

みんなどうしている︒

一びきのこん虫をながねんかかって調べ

﹇昆虫﹈︵名︶1

あかんぼうは
こんちゅう

十四863

こんど

こんどは︑あかいたまをかぞえましょ

﹇今度﹈︵名︶49

るのも︑

こんど

う︒

一115園

﹁こんどは︑なにをしようか︒﹂

︽

﹁こんどはなにをして遊ぼう︒﹂

こわれる

六悩9囹

﹇壊﹈︵ 下 一 ︶ 6

られたらたいへんです︒

こんどは︑ぼくがかぞえてみよう︒

こわ・れる

二312囹

ら︑じゅんじゅんにいってみたところが︑

ル︾

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

六柵6 しかさんがおこって走ると︑こんどはたお

六個8園

おじさん︑こんどは︑わたくしがやつ

こんどはきつね︒
てみましょうか︒

一一456園

二448園

しまっているんだもの︒

五676囹 うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて
五774 こわれたおけが一つ︑ころがっていました︒

こんな一こんな

570

七55 白いちょうが︑︿略﹀︑光の中をおよいでい
たが︑こんどは︑思いきり高くとんで︑

七531 ちょっとのあいだに︑勝つことができた︒

九㎜1圏

こんどこそは︑にがさないそ︒
弟は︑︿略﹀でなおして進みました︒

こ

ぼくは︑︿略﹀︑いちばんたいせつなも

んどははっきりと︑﹁︿略﹀︒﹂といいたされた︒

のです︒こんどあったら︑わかるでしょう︒

十五醜7園

﹁︿略V︒﹂こんなこえがきこえます︒

少年は︑するどいさけびをあげて︑その こんな ︵形状︶99 こんな

んどはまちがいませんでした︒

十一455
十一8111

二216園先生︑ゆうがおがこんなに大きくな

一454

こんどは︑さいこの決勝職だ︒

場に立ちすくみました︒男はみまわして︑ひと目

二337園

ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こんな

こんなことをかんがえているうちに︑

先生︑こんなことがありました︒

こんな小さなものですが︑

りょうし﹁きものだな︒こんなきれいな

五176園

わたしのはこんな小さな字だから︑なお

こんな話で︑かばんの中はにぎやかです︒

こんなにだいじにしてくれますから︑おち

ぼく︑こんな本をもらいました︒

またみつけた︑きれ

手紙の中に︑こんなことが書いてありまし

おや︑こんな花が
いな花を︒

五481

た︒

五385

五287園

る心配はありません︒

五1811

心配ですよ︒

五1610

きものは︑みたことがない︒

四伽3園

四梱2

四367園

のにも大さわぎでした︒

三261 こんな大きな木のことですから︑切る

でしょうか︒

三255要素んな大きな木を︑切っていいもの

二588 先生が︑こんなおはなしをなさいました︒

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

一﹇563

ことをかんがえました︒

二553

どしんというおとが．してきました︒

こんなはなしをしていると︑どしん

少年をみると︑こんどはかれがさけびを発しまし

こんどの新しい憲法は︑この議事堂でた

こんどは仁王さま︒

道路をつくったり︑みぞをほったりする

え︑え︑はい⁝⁝そうですが︒ほんと
おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを
こんどは︑葉さん︑いってごらんなさ
湯げのお話はこのくらいにして︑こんど
ほのおが明かるくもえあがった︒そうし

本のクリスマスの木

博士は︑︿略﹀︑大きな声でわらわれ︑こ

りました︒

八5111 ﹁幸福﹂は︑さっそくごめんをこうむりま
た︒

十一一355

十二梛6

十四9711

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四697

い︒

十四532園

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって

十三419圏

う⁝⁝こんどの日曜ね︒

十三385園

な土地にしょうと

が︑こんどは︑︿略﹀あれ地と這い︑これを豊か

ときに︑よく︑國土の地質や地味を研究しました

十三195

んじょうしました︒

十二掴9

であることをわからせようとなさいました︒

いましたが︑こんどは︑二つの人形が同じ名まえ

先生は失望して︑一時やめていらっしゃ

七534園 さあ︑こんどがだいじだ︒
した︒こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ
て立ちました︒

﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ

うむりました︒こんどは︑うさぎのかってある家

八537
のまえへいって立ちました︒

八571 わきみをしたあたりが横にそれている︒こ
んどは三どめだ︒

八869 あひるの子は︑︿略﹀たるの中へとびおり︑
こんどはまたこなおけにはいってしまった︒
がやしました︒

八986 種まきのときとちがって︑こんどは深くた
八塒1 1かぶのくきの数を数えてみますと︑︿略﹀︒
こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ

八佃2 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたら
︿略﹀︒こんどは︑もみとごみをわけました︒

八㎜3 もみすりをしてみました︒どんどんすって
いたら︑こんどはすぐにはげましたが︑

九633 ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ
ン︑ガランガランとふりました︒

て︑こんどは︑女の子は︑

九638 ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二
三べん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしま

わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった

の下にすわっていた︒

十五7512

い包むいきおいでせまって來ました︒

かと思うと︑こんどはく略﹀︑少年の周囲をおお

十五305

した︒

九926 うしろを向いてじゃんけんをする︒こんど
は負けたらしくたちどまって待っている︒
のだ先生がとばれるばんである︒

九麗2 みんなは思わず手をたたいた︒こんどは︑

571
こんな一こんな

こんなにさいたのですね︒

五608園 この春まいたのです︒たねをまいたから︑

せたのは︑だあれ ︒

五621囹 けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか

力ではありませんよ︒

﹁こんなたこ︑ほしいなあ︒﹂

な幸福があろうなどとは︑ゆめにも思わなかった︒

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに
目をさます場面を演ずることがある︒こんなとき

九142

にも︑たいこをつかう︒

それには︑こんな針や︑もりなどがあり

じょうもん土器という種類で︑こんなた

少年は︑さらにこんなことをいいました︒

こんな動植物だけではなく︑雪のようすや︑

ひとつとして︑日本製のものは︑なかっ

たからである︒﹁こんなことでいいのか︒

十357園

星の世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十283

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒

十2010園白つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけ

十156

みをもっことができるものかと思いました︒

十94 知らない外食人どうしでも︑こんなに親し

た︒こんなにうるさくついてこられたときには︑

十710 おとうさんの顔をのぞきこむようにしまし

だのせともののかけらがと思うような物ですが︑

九858囹

ます︒

九852園

にもおいれにならないで︑

九8111口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳

ますが︑

こんなことをつぎからつぎへと考えました︒ 九1711 日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

こんなことを考えました︒

六749

弟は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂といっ

ているんだなと思うと︑きゅうにおかしくなった︒

六m1

へんなたこだな︒こんなものがあがるも

六価10囹

一本だけのこしておきましたら︑それが︑
おかあさんも︑こんなところをみるのは︑

でも︑わたしは︑こんなことになろうと

はじめてですよ︒

七321園

いまちょうど︑こんな白い花をつけています︒

七207園

のか︒﹂といってわらいました︒

五6210園 こんなによくできたのは︑おかあさんの 六胴5囹

五639囹立つようになり︑あるくようになって︑
いまは︑もうこんなに大きくなった︒

五6810囹 こんなおけなんて︑とくにもならない︒

五821囹 どうして︑きょうはこんなに休んだので
しょう︒

こんなのは︑みじかくなった文ですが︑

また︑こんなつもりでひいたのでもあり

七591

あっちでもこっちでも鳴く︒こんなに︑か

いや︑いや︑わたしは︑こんなかなしい

ひどく大きなひなだ︒ほかのものは︑一
強く空事をうち︑とぶことができた︒どう
してこんなになったのかわからないうちに︑

八885

わだってこんなすがたをしていない︒

八655園

ことはありません︒

八4211園

﹁︿略﹀︒﹂こんなひとりごとをおっしゃって︑

あまいにおいがして︑黒っぽいものがは

金次郎のうちは︑こんなにもびんぼうで

おとうさん︑こんないいにくいことば

は︑ほかにないでしょう︒

十一5810園

した︒

十一2712

いながらにげだしました︒

十749 太郎かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌

いっていました︒﹁こんなどくってありはしない︒

十705園

のでしょう︒

十558 どうして︑こんなふうにゆきづまってきた

ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒

王さまは︑庭へおでになりました︒ 十553 ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

虫たちは︑どうしてこんなことができるの
でしょう︒

八171

らすがいるのかしら︒

七618

ません︒

七453囹

は︑思っていませんでした︒

五9010園 おかあさんのおちぢをコップコップとい 七452園

そうして︑﹁︿略﹀︒﹂こんなふうに︑自分で

ただいて︑こんなにいいおぼうさんになったのだ
よ︒

五984

もさえずりはじめました︒
もし︑みつからなかったら︒

六96園 こんなところにころげおちてしまって︑

のうちがいもあるよ︒

六193園 翫い焦思す﹁こんなによくあうと︑たいこ

こんな寒しいときは︑二どとありませんね︒

﹂こん

六1910園 たいへんきれいなもんくをいいましたね︒ 八408

六214 寒しいわれらきりぎりすの生活
なことばをみんな喜んできいています︒

が財謝卯砂の﹁こんな辛しさも知らないで︑

いで︑いつあそぼうというんだね︒

六242園 まあいいや︑こんないいときにあそばな
六2410園

氣のどくなありさ ん た ち だ よ ︒ ﹂

ておいて︑よかったね︒

六2610園夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ 八9310園 みにくいあひるの子であったとき︑こん
六716園 でも︑こんな口じゃ︑だめだわ︒

六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは

こんなん一こんばん
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十一837園 いく日おまえはここにいたのだね︒ど
うしてこんなまちがいがおこったのだろう︒

十二58 人々は︑なんのためにこんなことをいい
だしたのかと思いながらやってみましたが︑
じゅんさは︑﹁こんなものをひろって︑

どうするのですか︒﹂とききました︒

十型ー012園

十二205園 わたしはこんなところがすこしもない
ようにしたいのです︒

十二209園 文雄さんがいってましたよ︒どうして
このざくろはこんなに美しいんだろうって︒

十二293 こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ
しらえて持たせているうちに︑

十二3910 ケラーは︑めくらで︑そのうえつんぼで

﹁こんなに降るのによくきたな︒﹂

した︒それなのに︑こんなりっぱな文章が書ける
ということは︑
十一一7510囚巴

十四443圏

そうして︑なんでこんなにほがらかで
こんなきけんのせまった中で︑なんとい

いられるのか︑それを︑こう話してやるのだ︒

十四479
うおちついた︑︿略﹀ほがらかな人だろう︒

自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ

いなのに︑こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑

十四481

こんな︑十キロもあるような大きなか

こんな海のまん中で︑

よくあんな美しい声がだせるものだと思いました︒
十四481

十四529園
ぼちゃでも︑

十四5511黒影は︑こんなに長いばかりで︑︿略﹀︑
ごらんなさい︑私のこの足を︑手を︒

特別なはたらきは︑なに一つございません︒
十四5611園

こんなふうにして︑湯の表面には︑水の

こんなに大きなきずができていますが︑

十四723

おりているところと︑のぼっているところとが

歩く人は︑おそらく︑まっすぐに歩こう

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で
おばあさんが︑こんなにせいが古園く︑

世界のどこに︑こんなに三種類も四種類
十五4610園
十五921

おまえのせわをしているときは︑いつ

こんな話をしているまに︑

こんなものが︑まだほかにもあります

もの文字をつかっている國があろうか︒

十五427

ことは︑いままでなかったことであった

りっぱで︑美しく︑そうして︑しんせつに見えた

十四棚1

も聞こうとしたりする︒こんな場面を︑

十四895

まう︒どうしてこんなに曲がるのか︒

と思ったのであろうが︑いつのまにか曲がってし

十四884

説明してくれた︒

十二761囹友だちがほしくなるのはやはりこんな 十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
晩だ︒

十一一787 私は︑いままで試合のまえにこんなふう
にはげまされたことはありませんでした︒

こんなりっぱな本ができました︒

こんな短い文であるが︑
十二958
十二㎜9 いんさつ機も外國から渡ってきていまし
たから︑

こんな こ と を い っ て 通 る ︒

十三325夏は︑きんぎょ費りがやって割る︒
﹁︿略﹀︒﹂

あなたのことを思うとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十三616囹こんなことを考えて︑きみも勉強を続
けるんだね︒
十四1412團

こんなことが思われてくるのです︒

十五榊1園

か︒

いろいろな國からはいってきて︑日本語になった

十四244 どうしてこんなにたくさんのことばが︑
のだろうかと︑ふしぎになって

しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

﹇困難﹈︵名︶2 困難

だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

九擢11

こんなん

わたしをまもるためには︑どんな困難と

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

十一168

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

﹇困難﹈︵形状︶1 困難

も戦う︑そのうで︒

こんなん

困難になりました︒

十一887

﹇今日﹈︵名︶6 今日

十452 今日︑眞珠の産地は︑︿略﹀をはじめとし

こんにち

理由のないことを信ずる迷信は︑今日︑

今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ

て︑オーストラリアや南洋の島々であるが︑

十三103
ている︒

十三122

祖國を生き返らせ︑ついに︑今日のよう

日本の國は︑今日よりまだまだ進むこと

世の中にどれほど害をなしているかしれない︒

十三125
であろう︒

十三264

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

な平和國家をうち建てました︒

十五361

字から起り︑︿略﹀︑今日のようになった

一248十
園一 あいさつ ﹁こんにちは︒﹂

こんにちは﹇今日﹈︵感︶7こんにちは

一251園﹁こんにちは︒﹂﹁こんにちは︒﹂

五148園おばさん︑こんにちは︒
六226園きりぎりすさん︑こんにちは︒
六227園こんにちは︒
十174園こんにちは︒
十五995國こんにちは︑チルチル︒

︵名︶3今晩

九梛7囹 今晩はうまいえさがかかるかな︒

こんばん ﹇今晩﹈
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こんばんは一さ

十三4112園

それで今晩然るんだろう︒

十三395園 今晩⁝⁝そうですが︒

走らせているからさ︒

五1010園 いちばんさきのきかん車の中でさ︒

﹁車しょうさんさ︒﹂

さ

むこうからきた汽車とすれちがったのさ︒

こんばんは

五114囹

﹇今晩﹈︵感︶3

五131園

こんばんは
﹁こんばんは︒﹂﹁こんばんは︒﹂

五175園ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

らべるのさ︒

まちがって乗っている人がいないか︑し

一256園

がたさ・あわただしさ・いさましさ・うつくしさ︒

δあおさ・あかるさ︒あたたかさ・あつさ・あり

五133園
さ

﹁こんばんは︒﹂﹁こんばんは︒﹂

五528囹 ﹁こんばんは︒﹂と︑あいさつをしてい

一257囚回

く人もあります︒

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

うそ字さ︒

うまさ・うれしさ・おおきさ︒おかしさ・おそろし

ぼくはおともができないのさ︒

こんもり ︵副︶1 こんもり

五鵬11園

こうしていつまでも︑ここにいるよりし
六228園

いまあそばないで︑いつあそぼうという

そんな大きな物を持ってさ︒

かたがないのさ︒

五柳3囹

六232園

じつさ・たかさ・たのしさ・つめたさ・とうとさ・

じゅんしんさ・しんけんさ・しんぼうつよさ・せい

五179園

今夜

くらさ・けだかさ・さむさ・しずかさ・しずけさ・

がありました︒
こんや

四5310 みずうみの島には︑こんもりとした林 さ・おもさ・おもしろさ・おやさしさ・かしこさ・
﹇今夜﹈︵名 ︶ 1 2

とくいさ・ながさ・なさけなさ・はやさ・ひもじ

一一443園 おじさん︑こんやもまた︑かげえをし

こんや

さ︒ひろさ・ふかさ・ふとさ・まずしさ・むずかし

て︑みせてください︒

さ

@さ

しげった草むらの中に︑かくれているの

とりのこされるかと思ってさ︒

氣がらくにはらくさ︒

八828園だから︑おまえさんとおつきあいするの

八6710囹
あそこにいるあひるの子をさ︒

七232囹だいすきさ︒
七246囹かれないようにさ︒
七269園どうしたのさ︒

七2211園
子すずめにやるのさ︒

七229園あおむしをさがしにくるのさ︒

さ︒

七197園

六榴3園あの山のてっぺんさ︒

くりとねむりたかったのさ︒

六355園ないだりあれたり︑海みたいなものさ︒
六826園でも︑つってみるがいいさ︒
六幡9園 作れるさ︒
六桝1囹 石でたたいて︑わっているのさ︒
六梱4園 このトンネルがほしかったのさ︒
六梱5囹 このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ

のさ︒

四895圃圖 こんやはだいぶつもるでしょう︒

5

りまえさ︒

四457囹
四459園
五108園

きかんしの人が︑いっしょうけんめいに

三286囹
あのいきおいのいいくすのきでつ
くった ふねだもの︑いきおいのいいのがあた

あちらだって︑ きれいにいうさ︒

二358囹ぞうは︑大きなへびみたいなものさ︒
二427園おまえがきれいなことばでいえば︑

︵終助︶

六845園さ︑弓矢を返すよ︒
六桝6園 りすさん︑さ︑あげるよ︒
六燭2園 さ︑はじめよう︒

六266園さ︑そろそろタごはんにしようか︒
六739囹﹁さ︑どっちかな︒﹂

︵感︶

うかんさ・りこうさ・わかさ

さ・めずらしさ・もうしわけなさ・ものすごさ・ゆ

さ

さ

五557園 今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで
星をみせますよ︒

五562園 今夜みるのは土星です︒
六264園 今夜はつもるかもしれない︒
くりとねむりたかったのさ︒

六個4囹 このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ

夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほどまえに発

八355 はたおり星は︑二九・五光年ですから︑今
した光だというわけになります︒

九柵9園 くもさん︑今夜は助けてください︒

うかな︒

九補5園 今夜は︑ばらのかげでねむることにしょ

てきましょう︒

十一247囹 そんなら︑今夜いって︑返してもらっ

先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒
n ▽ ガ ス コ ンロ

十一一764園

十一888 ﹁今夜はもうだめかもしれない︒﹂

コンロ
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さ一さあ
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なにさ︑あれは︑︿略﹀﹃とてもたまら

﹃幸福﹄がいるかってさ︒

ないんだってさ︒
十五棚11園

がいやなのさ︒

九916囹 どうしてけんかなんかしたのさ︒
十五価4園
なくなるゆかい﹄ですよ︒

九959囹 よけいなおせっかいさ︒

してもいいさ︒

十一104園 では︑実力があって︑力いっぱいはた
らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十﹁109園 もちろんさ︒
めているのさ︒

十一1010園 そういう男には︑ぼくがなることにき

十一111園 いいコックスが日本を正しい方へつれ
ていくのさ︒

じょうるりさ︒

十二455園 ほら︑分家のおじいさんの大すきな

年をとったおかあさんもないのさ︒
︵間助︶4

さ

十五備6囹光さ︒

一

さ

もの︒

﹁さあ︑きたぞ︒﹂けらいたちは︑弓に

さあ︑用意はいいですか︒

﹁さあ︑出発だ︒﹂

いというんだね︒
四631園

﹁さあ︑早く︑早く︒﹂

四6110園﹁さあ︑ひとねいりしなければ︒﹂

﹁さあ︑でかけよう︒﹂

﹁さあ︑やすもうよ︒﹂と摩すずめ︒

四637圏

四892圃圓

わり︒

五581園

五164園

五89園

五84園

さあ︑どうぞそのこしかけにおかけ

さあ︑こえんりょなくめしあがってく

あんまり長くみていないで︑さあ︑おか

﹁さあ︑このかばんにはいるんだよ︒﹂

﹁さあ︑じろう︑お乗り︒﹂

さあ︑改札ロへいこう︒

でましょう︑町にでましょう︒

五53 さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に

ださい︒

四相6園

ください︒

四鵬4園

四佃8囹︺さあ︑どうぞこちらへ︒

四川4園 さあ︑元氣をだしておかえり︒

こうして右の手でだいてな︑左の手でか 四9910園さあ︑あっちへいってあそぼう︒
そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま
あたたかなへやにはいってさ︑ものごと

さ一さるの木のぼり︒

を教えてもらえる人たちのなかまいりをしたんだ

八826囹

ることもできるし︑

六274囹

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811園

れからく略﹀みずうみへいこうよ︒

三616囹丘の木のところまでのぼってさ︑そ

．さ

さ

四791

十二806囹オブコース︑フォアジャパン︒サー︒

十三4112園 帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝ サー ︵名︶一 サー
うん︑うん︒

一437さ
園あ︑ お月さんのくにへ いくんだよ︒

十三5612園 美術の中心のフロレンスで︑研究して さあ ︵感︶94 さあ
いるうちに︑たいそう上達したのさ︒

五888園さあ︑ここへおいで︒

五6410園
さあ︑考えてごらん︒

二436圓
さあ︑もうすこしのぼろう︒

五912園 ﹁さあ︑みんなこちらへおいで︒﹂

一466さ
囹あ︑あちらのへやへいらっしゃい︒

二446園
さあ︑いぬだよ︒

六205園さあ︑ひと休みしようではありませんか︒
六232囹さあ︑はいりたまえ︒

十四196園 カーテンは︑まどかけさ︒

二4510園
さあ︑なんだろう︒

六246圓さあ︑おそくなるからでかけよう︒

一515囹﹁さあねましょう︒﹂

二7010さ
園あ︑ぜんそくりょくだ︒

二615園
さあ︑春をむかえにでかけましょう︒

十四198園 バケツはね︑手おけさ︒
十四228囹 いや︑いまは日本語にちがいないが︑
もとは︑外國のことばさ︒

十五948囹 みんな不幸のところへにげこんでしま
うのさ︒

﹁さあこれでいけるぞ︒﹂

三82囹 さあ︑手をつなごう︒
三693園

三麗7園

四441園

四209国園

九971圓 首をひっかいたからさ︒
そりゃあそうともさ︒

矢をつがえました︒

十五柵6園

。174
園囹易

十五欄8囹 この人︑まだぼくたちに会ったことが

四469園さあ︑きょうは︑どのへんにならびた

九996園 そりゃそうさ︒
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十二458園 そりゃ︑おもしろいさ︒

きりょうのわるいおかあさんもないし︑

けれど︑人間には見えないのさ︒

九九九
園

十五襯10囹

十五堰5園

九

なんだか︑いま考えるとはずかしい氣持

つ ま らないことさ︒

いや︑ぼくがいけなかったのさ︒

九棚1 ぼくもそうさ︒

102さ102101101

575
さあさあ一さい

九899園

帰ろうよ︒

九896園

さあ︑いいかげんにして

さあこい︒﹂ふたりともむきになって︑

ふたりとも

六387歪なんでしょう︒あの屋根にとまっている 九888園 さあ︑やまだくん︑これでひきわけだ︒
のは︒﹂親つばめ﹁さあi﹂
六418園 さあ︑かかしさん︑いまから帰るのよ︒

六424園 さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

しょう︒

十三503さあ︑元氣でゆかいに︑手をつなぎま

﹁さあ︒﹂

十四194園 ﹁さあ︒﹂田中さんが答えられないで
いると︑

十五239さあたいへんだ︒

﹁それではなんだろう︒﹂
十四1911園

さあ︑行こうぜ︒
＋五6312囹

さあ︑きみたち︑やまだくんをつれてい

友だちの手からぬけだそうともがく︒

九906園

﹁さあ︑元氣をだして︒﹂

におねがいします︒
なんだろうな︑それ︒﹂子がらす一﹁さあ︑
六4411園

半価11園

九柵1囹 さあ︑いこう︒
九価3園 さあ︑でかけよう︒

九㎜11園 さあ︑早くとんでいくがいい︒
た光を写してみますよ︒

十205囹さあ︑その白いかべに︑プリズムでわけ

げるから︑ さあ︑出かけよう︒

満ぼう︑いいところへっれて行ってあ
十五6111園

さあ︑ どうぞ︒

さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでも
＋五9310囹

さあ︑きみを待っているのだ︒
十五939囹

幸福にしてしまおうじゃないか︒

十6711圏

﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂

はるお︑おいで︒

十6910園さあ︑もとの場所において︑あっちへい 十五M6園さあ︑これで︑おまえたち︑私に会っ

28

28

90

84

84

83

3

12

6

7

9

6

12

さあ︑うさぎが勝つでしょうか︑かえる
が勝つでしょうか︒

十一一柳4

私がぼろぼろの着物を着ていても︑わかるだろう
ね︒

さあさあ

十五佃6囹 さあ︑そのベールをおとりください︒

さあさあ︑きんぎょをお買いなさい︒

︵感︶1
十三324園

さあさあ

サアッ

大きな一わのやまわしが︑サアッという

︵感︶2

十五231

さあっ

そのとき︑鳥はサアッという羽音をさせ

羽音をたてて︑︿略﹀舞いおりて來ます︒

十五281

たかと思うと︑

ざあっと ︵副︶ーザアッと

木はバラバラと実を落しました︒

九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの

さい

﹇際﹈︵名︶1 際

ダルガス︑おまえがくれるといった材 さい ﹇歳﹈5にじゅうしさい・まんしちさい
木を︑さあ早くもらいたい︒

十三228園

たのだから︑あしたまた︑あの小さな家に帰って︑

いまのうちに︑さきの方へいらっ

十6912園 ﹁さあ︑あおげ︑あおげ︒﹂

こう︒

七3811園 ﹁さあ︑リレーにしよう︒﹂

さあ︑いこう︒

ほんとう︑おじさん︒﹂﹁さあ︑人形に

さあ立ったして︒

さあ︑いっちょにいきまちょうね︒

﹁さあ︑お帰り︒﹂

さあ︑いくのか︑いかないのかね︒

さあ︑いこう︒

囹園園囹囹囹囹
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きいてごらん︒

十十十十十十十

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

さあというときに︑ひとりで責任を

十一107囹

てもらおう︒

八406園 さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん
﹁さあ ︑ こ れ を お あ が り ︒ ﹂

美しい庭をもつことができる︒
八547囹

八588園 さあ︑もう一曲がりだ︒
八622園 さあ︑みんなそろったろうね︒
﹁さあ︑文章はなかなかうまいようでし

九8511園 さあ︑あと三十分ほってみましょう︒

九738園 さあ︑おうちへお送りいたしましょう︒

九717園 さあ︑なんだかへんですね︒

九622囹 おい︑さあ早くベルを鳴らせ︒

た よ ︒ ﹂ と い い ま した︒

九579園

さあ︑うちへ行こう︒
十五5911園

六884囹さあ︑早く船にお乗りなさい︒
六919園さあ︑どうぞこちらへ︒
六撹3園 さあ︑できたぞ︒

はるお︑いっしょに遊ぼう︒

あおむしくん︑新しいごちそうだ︒

けよ︒

七49園さあ︑きょう︑いちばんはじめにくるの

＋五8910園 ︵ふたりの子どもに手をだしながら︶

出発しよう︒

﹁さあ︑おりるよ︒﹂

だれかな︒

九㎜1園

は︑

七173園
七248囹
七307囹
七334園
七384園
、

、

、

、

七534園さあ︑こんどがだいじだ︒
七793囹さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいっ

しゃい︒

、

さささささ
あああああ

さいく一さいばんかん

576

十五566囹 その際算出した高さは︑実測の結果と
わずか十フィートしかちがわなかった︒
さいく 呂かわざいく・ぶさいく

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

いろいろな國の人々の間に︑友だちとし

て心のかよったおつきあいができるようになった

十五802
のは︑われわれが最初であります︒

︽ーサ︾

した︒

五571

︵サ変︶

1

さいなん

さいそくする

九674園

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半

裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

でかたづけてくださいました︒

九6911園

さい晩

さい晩や火のこ豊かの汽車けむり

﹇歳晩﹈︵名︶1

十五75図工

さいばん

裁判官﹁いったい︑どういうことなのか︑

裁判官﹁どんなことを︑知っているのか

裁判官﹁それから︒﹂

裁判官﹁それで︑どうした︒﹂

七814
七8110

裁判官﹁ふたりのいうことは︑よくわかっ

裁判官﹁ほかにまだ︑知っていたかね︒﹂

た︒﹂

七828
七833

裁判官﹁なるほど︒

裁判官﹁では︑まえ歯のぬけているという

裁判官﹁なるほど︒

裁判官﹁きいてみれば︑いちいち︑もっと
七8410

裁判官﹁あなたがたふたりが︑あの旅人を

裁判官﹁よしょし︑よくわかった︒

裁判官﹁それについて︑なにか︒﹂

﹇裁判官﹈︵名︶3

裁判官

七856
じつは︑おとといからめんどうなあらそ さいばんかん

うたがったのも︑むりはない︒

七852

もなことばかり︒﹂

七844

ことは︑なぜわかったのか︒﹂

七8310

七837

いいぶんがあるかね︒

旅人をみて︑裁判官﹁なにか︑そちらにも︑

七826

ね︒﹂

七8010

七806

くわしく話しなさい︒﹂

七802

博士は︑別れに際して︑各地の大学者た さいばんかん ﹇裁判官﹈︹話手︺14 裁判官
﹇催促﹈

はるおにさいそくされて︑ばんをゆずりま

さいそく・する

ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑

十五528

十五4711 このお庭焼のために︑細工人︑画工︑さい・する ﹇際﹈︵サ変︶− 際する ︽ーシ︾

さいくにん ﹇細工人﹈︵名︶1 細工人

ちょうこく師︑下ばたらきの者などが︑三十数人
かかえられていた︒

さいご ﹇最後﹈︵名︶7 さいご 最後

三価4 たいていの人は︑あきらめてしまいまし
たが︑さいごまでどうしてもあきらめない人
が︑なん人かのこりました︒

それによると︑さいたま縣のあるところで︑

うことがわかりました︒

﹇最中﹈︵名︶1

﹇災難﹈︵名︶1

ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ
裁判

あした︑めんどうな裁判をしますから︑

﹇裁判﹈︵名︶8

そのめんどうだという裁判のようすなどを
九6010園

考えて︑おそくまでねむれませんでした︒

九486

おいでなさい︒

九476国

さいばん

ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒

九188

さいなん

あの雨のおかげで︑かれるのが助かったことを

十四5812囹あのかわききった夏のさいちゅうに︑

さいちゅう﹇Vまつさ

こころみに︑しるしをつけてはなしたものだとい

九175

七498 さいごに︑町の学校とやることになった︒ さいたまけん ﹇埼玉県﹈︹地名︺1 さいたま縣
七531 こんどは︑さいこの決勝職だ︒

がつたようなもので︑とりついたがさいご︑よう
さいちゅう

八1611 せみの子からいえば︑母親のちぶさにす
いにそれからはなれません︒

でわかれを告げたことや︑

十一7112 去年︑みおくっていって︑最後に船の上 いちゅう
十二823 清水選手は︑最後の決勝戦にのぞむこと
になりました︒

十五擢2囹 これがこの級の最後のことばだ︒
ざいこうせいたち ﹇在校生達﹈︵名︶1 在校生たち
送別の歌を歌ってくれた︒

十五伽5 在校生たちがみんなで︑私たちのために

日記

さいこのがっきゅうにっき ︹聖旨︺ 2 最後の学級

十五㎜1七最後の学級日記

十五311 七 最後の学級日記⁝⁝⁝百二十

旅人︒甲乙︒裁判官︒

人
いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

七799
最初

裁判官は︑ふたりのものに向かって︑裁判

裁判官がはいってくる︒

﹇最初﹈︵名︶3

七801

さいしょ

十三1312 これを最初にいいだしたのは︑︿略V︑ 九612園 どうも︑毎年この裁判で苦しみます︒
裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

官﹁︿略﹀︒﹂

七854
九662園

九6310園

裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

ポーランドのコペルニクスという人です︒

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の一げきで
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さいばんかんどの一さえ

さいばんかんどの ﹇裁判官殿﹈︵名︶1 裁判官どの

七848園 裁判官どの︑それを︑しらべていただき
とうございます︒

九702園 どうかこれから︑わたしの裁判所のめい

さいばんしょ ﹇裁判所﹈︵名︶2 裁判所
よ判事になってください︒

九709囹 はがきに︑かねたいちろうどのと書いて︑
﹇材木﹈︵名︶3

材木

こちらを裁判所としますが︑ようございますか︒

五327 材木や︑石炭や︑お米を︑たくさんつんで

ざいもく

います︒

ら運んでくるのもみえる︒

十一48 長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か

ちゆうごく

十三228園 ダルガス︑おまえがくれるといった材
木を︑さあ早くもらいたい︒
さいゆうき

さいゆうき

十三314三國志とか︑西遊記とかいった︑中國

さんごくし

さいゆうき ﹇西遊記﹈︹題名︺1 西遊記

﹇材料﹈︵名︶4

材料

のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑
ざいりょう

材料︒

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六塀3 材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹
十二493 一 指人形の作りかた 1

十三91 すでに知ったことを材料として︑考えを
おし進め︑

﹇幸﹈︵形状︶3

さいわい

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒

十五4812 職人のちんぎんや材料のお金をはらうた
さいわい

家が一けんあったので︑

九208 さいわいなことに︑そのとき︑あいていた
十448 さいわいに︑赤しおもよせてこなかった︒
のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

十五2411 さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

さいわい

さえ

さいわい

とをしらべつづけていたのである︒

十五455

思った︒

十四956

金次郎のうちでは︑その十二文さえもあ

はぎの花ふく朝風も︑音さえすず

そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ

ことばをつかっていることや︑そんなも

その中には︑世界に共通なものさえある︒

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜はと

いい種を︑早年もわすれずにまいても

それまでのものの考えかたや商費では︑

これは︑ま法のマッチだろうかとさえ

礼に︑すっかり人間にあげてしまっても︑

らうことができさえずれば︑このかぼちゃは︑お

十四617囹

きに︑しもさえ見ることがあったのです︒

十一一一244

せんでした︒

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

十三213

アールのあの美しい田さえなく︑

てしまってあとかたもなく︑きのう植えたなん千

十二α4 そのあくる斜ながめると︑高どのは消え

十一一565

人まねのように指を動かすだけでした︒

のがこの世にあることさえ知らず︑ただ︑さるの

十二341

ていって︑用をたさせるようにしました︒

十二256

しくなってきた︒

十一372圃秋

りませんでした︒

十一279

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

十一93囹ぼくらは︑きみについていきさえすれ

ろが︑うらやましくさえなりました︒

十559 思うことがどんどんと書けていたまえのこ

うになった︒

かれを氣ちがいとよび︑やましとさえののしるよ

その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も 十418 町の人のかげ口は︑いっそうはげしくなり︑

﹇幸﹈︵副︶2

四555
ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

さいわい近くの田で働いていた村の人た

ちに助けられて︑

十一611
サイン

休けい場にもどってくると︑中國人らし

︵名︶2

十一一779

サイン

私は︑その少年の持っていたペンをかり

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

︵副助︶25

いなかったら︑まいあさ

て︑サインをしてやりました︒

十一一782
さえ

でて

私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの

あえますよ︒

三787園雲さえ
七348

の︑動くことさえできません︒

文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり
のらねこが通りかかっても︑にげるどころ

写しだすことができるとはかぎりません︒

七552
八101

か︑向かっていこうとさえするのです︒

すると︑あわれにも︑くちばしから血をだ
して︑目さえあけたりとじたりして︑

八117

あわれなあひるの子は︑立っていたほうが
いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

八708

なかった︒

八716園遠いところにいてくれさえずればいい︒
︑7昌− ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴
ノ71

らしたり︑火花をだすことさえできた︒

にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの
口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの

まえに枝をたれた︒

八936
九162

佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ

さえあります︒

十331

さえぎる一さがしもの

578

﹇ 遮 ﹈ ︵ 五︶2

さえぎる

︽ーッ・ ル︾

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒
さえぎ・る

にもない︒

十二656 のびていく根のさきをさえぎるものはな
十五5812 なお語り続けようとする博士をさえぎっ
て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

さえずりはじ・める ﹇噌始﹈︵下一︶2 さえずりは
﹁︿略﹀︒﹂こんなふうに︑自分でもさえず

︽ーメ︾

五984

じめる

りはじめました︒

﹇ 噌 ﹈ ︵ 五︶5

さえずる

︽ーッ・ーリ・一

九価10

さかい息くにざかい

きゅうな坂にかかると︑

うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が

さかさま与まつさか

秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3211国

﹇捜続﹈︵下一︶2

しだしたいものと思った︒

る ︽ーケ︾

さがしつづけ

さきほどから︑さがしつづけているので

さがしつづ・ける

すが︒

七762園

さがしなさる ︽一

ちこちさがしつづけながらさる︒

九935 それを舞台のおくになげすてて︑なお︑あ

イ︾

さがしなさ・る ﹇捜﹈ ︵五︶ 1

﹇捜始﹈︵下一︶1

さがしはじめ

七859囹 早くいってらくだをさがしなさい︒

さがしはじ・める
る ︽ メ︾

﹇捜回﹈︵五︶4

さがしまわる

六98 親子はそうがかりでさがしはじめた︒

みんなでさがしまわりましたが︑ゆかの

︽ーッ・ーリ︾

さがしまわ・る
三762

三人はさんざんさがしまわったが︑みつか

上にはもうみえませんでした︒

らないのでがっかりした︒

六910

けらいたちは︑あちこちとさがしまわりま

したが︑ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつ

八465

かるものではありません︒

﹇挙世﹈︵下一︶1

さがしもとめ

りましたが︑やはりみあたりませんでした︒

ノ41

︑00一 けらいたちは︑足をぼうにしてさがしまわ

さがしもの

﹇捜物﹈︵名︶4

さがしもの

さがし物

八485園 この人こそ︑さがしもとめていた人だ︒

る ︽ーメ︾

さがしもと・める

㈹顔は︑着物のすそからさかさにいれ

ふわふわととびます︒

十二531

﹇逆様﹈︵形状︶5

て︑首を着物にぬいつける︒
さま

すると︑向こうのけしきが︑小さく︑さか

そのさかさまにみえるけしきを︑大きくし

さまにみえた︒

六三！

六㎜2

でも︑さかさまじゃないの︒

てみようと思って︑

さかさまでも︑よくみえるでしょう︒

六鵬11囹
六脳1囹

九梱6 なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが

はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに さがしだ・す ﹇捜出﹈︵五︶1 さがしだす ︽ーシ︾

﹇境﹈︵名︶4

八963

さかい

求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

しるしをつけました︒

九伽7

これに日光をあてると︑熱いところとつ

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

十四727

たとえば︑森と畑とのさかいのようなと

めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

十四755
ころですと︑

ヨーロッパの大むかしにさかえた︑ギリシ
一代二代はいい人で︑よくさかえたが︑
この苦しいときにうちかっことのできる

とげて︑さかえるのであります︒

國民だけが︑國の建てなおしという大事業をなし

十三1810

三代めの長者は︑︿略﹀︑わがままをしはじめた︒

十二596

アの︑同じめんの藝術とくらべて︑

十6312

ル︾

五986囹 ひわが︑いい声でさえずりはじめました さか・える ﹇栄﹈︵下一︶3 さかえる ︽ーエ・ エ
よ︒

さえず・る

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

五964囹 いまにいい声でさえずりますよ︒

ル︾

五㎜11

んちゃんの本をよむ声をまねます︒
さえずっている︒

七716 そのずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑

︽一高︾

七951

八86 ﹁ツンツンつっころばし﹂とさえずつたり さかさ ﹇逆﹈︵形状︶2 さかさ

さえる

外に來て鳴け病む人のために
﹇冴﹈︵下 一 ︶ 1

さお﹇▽たけざお・つりざお・

さかさま

十五112図魍人の家にさえずるすずめガラス戸の
さ・える

﹇竿﹈︵名︶1

九備4 くもは︑目がさえてなかなかねむれません︒
さお

ものほしざお

一一454園長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒
さか ﹇坂﹈︵名︶3 坂εのぼりざか
九548 道はたいへんきゅうな坂になりました︒
九5410 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ
とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑

579
さがす一さかな

すで地面をみながらでてくる︒

︽ーサ・ーシ・ース・

地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い
着たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが

すると︑さがしていたはたおりひめが︑
むすめのために︑りっぱなむごをさがし
そのほんとうに幸福なものをさがしてき

王子も︑なんとかして父の病氣をなおした
日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく
新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で
さがしていたすみである︒

岸にそって上流に向かって歩きながら︑と
九餅6園

そうか︑おかあさんをさがしにいきたい

おかあさんをさがしてくるのです︒

そのもようが︑どんな軍紀からなりたって

のか︑ちょうちょさん︒

九糊4園

きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

九伽3

九9410

はないので︑なおあたりをさがしている︒

九939

さがそうと︑歩いていきました︒

八475

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

八473

てほしい︒

八462園

てやろう︒

八291囹

いっしんにはたをおっていました︒

八286

すようになさいました︒

八276

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八165

にやわらかいところをさがして︑

八155

九932 しばらく︑間1やまだ︑さがし物のよう が︑みあたりません︒

すででてくる︒

九937 しばらくすると︑たかぎもさがし物のよう

事をしないでさがし物をつづける︒

九956 たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑返
十五731 客間に私をみちびき︑自分は書さいには
さがす

いって︑しきりにさがしものをしておられたが︑
﹇ 捜 ﹈ ︵ 五 ︶35

ーセ・ーソ︾

さが・す

春をさがす︒

二674 ﹁しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑

ましょう︒﹂

﹁よし︑ぼくがさがしてくる︒﹂

三743園 ﹁では︑光のとおり道をさがしてみ
四598囹

四623 みんなのねているひまに︑かっちゃん
は︑もう一ど林のおくをさがしにいきまし
た︒

とびあがるほどうれしかった︒

六93園さがせ︑さがせ︒﹂ねじはこれをきいて︑

六935囹 では︑さっそくさがさせてみましょう︒

六93園 さがせ︑さがせ︒

かけました︒

六伽2 おにも︑とんとこ︑とんとことさがしにで
七229園 あおむしをさがしにくるのさ︒

七7410 甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑ 十301

十ニー02

ねむったあとでは︑目を開いたときに︑
老人が︑道路をうろうろとみまわしなが

その小さな看護人をさがすようにみえました︒

十一778

さがしにフランスへいったのですが︑

ら︑なにかさがしては︑それをひろってポケット

こしょうのできた飛行機乗りが︑安全な

にいれていました︒

十五2611

青い鳥をさがしているのです︒

ほんの形だけでも︑廣間の方をさがし

着陸地を上からさがしているような氣持で︑

十五839囹

﹃なにももののわからない幸福﹄をさ

てみよう︒

十五903園

がしているのです︒

十五柳1園

﹇逆立﹈ ︵下一︶ 1 さか立てる ︽一

十五柵7囹あの女はさがしに行きたがって︑
さかだ・てる

六331おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子

テ︾

たねまきする人︑いえをたてる人︑さ

さかな3きんのさかな・き

がらすをすにひきもどす︒

さかな ﹇魚﹈︵名︶24

一254

んのさかなさん

かなをとる人︑きしゃをはしらせる人︒

ほそ長い

びんに︑さかなが

はいって

二208 にいさんねえさんはなほしよるゆめ
山川さかなふねなみ

いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ

いました︒

三335園

五59

おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば

ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五656

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

わしは︑きょう︑金のさかなをとったよ︒

おじいさんが金のさかなをよびますと︑す

五6810囹 もう︸ど金のさかなのところへいって︑

ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

五679

五6610囹

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒
いるか︑それをさがしてみようと思います︒
五661 すると︑金のさかながかかってきました︒
七7511園 あなたがたは︑なにかさがしておいでの 十一6310 少年の父親というのは︑去年︑しごとを 五662 金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

ようだが
七763囹 あなたがたは︑らくだをにがして︑それ
をさがしていらっしゃるのではありませんか︒
七808囹 おどろいて︑方々をさがして歩きました

さかなたち一さかん

580

家をもらっておいで︒
九慨8

ル︾

流れは急流だし︑︿略﹀︒さかのぼるのもた

さかりδいたずらざかり・

さい︒﹂女の人は︑いったんさがる︒

六917 では︑そのかたをこちらへこあんないしな

つつましくすこしさがってい

さかわ川
か ながわ

二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川

﹇酒匂川﹈︹地名︺4

る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五描3 チルチル
さかわがわ
けん

十一192

そのうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑を

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒

十一1910

さかわ川のていぼう工事があって︑どの

みんな流されたりしましたので︑

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

十一2012

て働くことになりました︒

﹇盛﹈︵形状︶8 さかん

四933 さかんに降る︒

さかん

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に 十一282 さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

帰りは︑村までくだりの坂道だ︒

﹇盛﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑せきこむように︑さかんに

五356 さかんに︑きかいで石炭をくずしてとって
います︒

鳴きました︒

五鵬5

日本ではあまりさかんでなかったが︑

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな影絵しばい

十二465園

ができている︒

どんとさかんにたちのぼります︒

わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑どん

十四653 熱い湯ですと︑湯げの温度が古同くて︑ま

十四327 航海術がさかんになったのです︒

にあらわれて︑

つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつが 十三611 ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

一579 わたくしは︑かたほうだらりとさがった
しろちゃんのみみをみてききました︒
四5510

かんぱんのクレーンが︑あがったりさがっ

ずっとさがって︑
五332

たりして︑荷物をつみこんでいます︒

ピシャピシャと︑あがったりさがったりし
て︑流れていきます︒

五796

羽がぶらりとさがりました︒

八228

五692 おじいさんが金のさかなをよびますと︑お
やすくなかった︒

九5611 いちろうはぎょっとして︑ひと足うしろに

︽ーッ・一

さがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

よいできてききました︒

めいじ

話は明治初年のころにさかのぼる︒
が

佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の

が

さ

そこで︑谷川をさらにさかのぼると︑

十五452

九協5

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

五702囹金のさかなのところへいって︑たのんで 二流11 そこからさらに︑すこしさかのぼって水を
おくれ︒
のさかながおよいできました︒

五708 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金

さ

十五478

五708 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金 さがはんしゅ ﹇佐賀藩主﹈︵名︶1 佐賀はん主
のさかながおよいできました︒

家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか
坂道

を作らせていたが︑

さか道

一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

﹇坂道﹈︵名︶3

もいやになった︑女王になりたいつてたのんでお

さかり

帰ってくる︒

十256

九稲10

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

六伽10

さかみち

五724囹 金のさかなに︑わたしは金持のおくさん
くれ︒
五731 おじいさんが金のさかなをよびますと︑

五732 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金
のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

五752囹 金のさかなにたのんでおいで︒

五755囹あのひろい海で︑金のさかなをけらいに
してやりたい︒

でさかり︒なのはなざかり・はなざかり

δもえさかる

こちらへきたときは夏の暑いさかりでし

九313国
さかる

たが︑

五761 おじいさんは金のさかなをよびました︒
金のさかなは︑なにもいわないで︑︿略﹀︑

五762 金のさかなは︑でてきていいました︒
五769
海の中へおよいでいってしまいました︒

さかのぼる

δたれさがる・ぶらさがる

八412 さかなをめしあがろうとなさると︑これも さが・る ﹇下﹈︵五︶8 さがる ︽ーッ・ーリ・ール︾
こがねのさかなになりました︒

八413 これもこがねのさかなになりました︒
さかなたち ﹇魚達﹈︵名︶1 さかなたち

六985圏國 めでた︑めでたとさかなたち︑みんな
でまうやら︑うたうやら︒

さかなやさん ﹇魚屋﹈︵名︶1 さかな屋さん

十172園 太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで
﹇湖﹈︵五︶4

も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒
さかのぼ・る

581
さがん一さきだす

十五5510園私が日本をおとずれたころは︑西洋の
左岸

文化をとり入れることがさかんなときで︑
﹇左岸﹈︵名︶1

九俄4 右岸や左岸では︑その味がきえてしまうこ

さがん

とがあっても︑

さき ﹇先﹈︵名︶39 さき 先貼あしさき・うでさ
き・おさき・くちさき・つまさき・てさき・にわさ
き・のきさき・はさき・はなさき︒はるさき・みせ
さき・めさき・ゆくさき︒ゆびさき

しゃい︒

七611

さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑

北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

動いている︒

八46

親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

やそのさきの島々まで︑

八145
かたい皮にあなをあけて︑

その口のさきを根の中につきさして︑木の

しるをすいはじめます︒

八167

二郎4

ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ
五百メートルほどさきに︑ひきあげてある
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに立って

のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先
生がすべられる︒

わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす
ぬき足さし足で︑そっとおくのへやに近づ

んだ空の中にとけこんでいる︒

十48
十682

十二Z8園

來年とか︑さ來年とか︑それからもつ

のびていく根のさきをさえぎるものはな

根のさきは毛より細い︒

とさきのことをおっしゃったりすると︑

十二656

十二651
にもない︒

十三45 こずえの︑細い︑細い小枝のあみ目の先

そのために︑さきにいったようなもよう

にも︑はやふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

うらのほう︑いいかえると︑竹の先のほ

が見えるのです︒

十四729
十四784

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

ころばぬさきのつえ︒

うから割ってみると︑

十四817図

十五474

一方が先に生まれ︑他方があとから生ま

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

nVしらさぎ

れたというだけのことで︑

十五745
さぎ

た︒

さきかた

だりやの花が︑さきがけてしぼみまし

トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

︹話手︺1

さきこ

﹇咲揃﹈︵五︶1 さきそろう ︽ーイ︾

さきこ﹁東の友だち︒﹂

世界の花そ

さきだす ︽ーシ︾

みんななかよくさきそろい

﹇咲出﹈︵五︶1

五401團 こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑

さきだ・す

のかざろうよ︒

五455圏

さきそろ・う

三87

さきこ

ねんにみようと思います︒

や︑花のさきかたや︑実のなりかたなどを︑たん

十279

﹇咲方﹈︵名︶1 さきかた

一一237園

ケ︾

そうして︑目をふさいだが︑またさきへと さきか・ける ﹇咲掛﹈ ︵下一︶ 1 さきがける ︽一
んでいった︒

八722

お歩きになった︒

八589

小船がある︒

八573

ずかずつすっているせみの子たちは︑

八193

にっかってちぢをのむのと同じように︑

一108囹 さきに︑しろいたまをかぞえましょう︒ 八174 人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

つよいうでさきで︑かっちんかっちん石を切

三512圏石よりかたいのみのさき︑のみより
る︒

三516圃 かっちんかっちん日がくれて︑火花
がみえるのみのさき︒

三843ピーターは︑はのさきにあまだれがあ
るのをみつけて︑．﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

四507 ほかのものは︑あとになり︑さきにな
りして︑はげましはげまし︑さけびました︒

さわってみると︑いままでぺしゃんこだっ
たさきが︑ふくれてかたくなっていました︒

八二2

がでそうです︒

四839 それをまつの枝のさきにつりさげると︑ 八撹1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ
おたんじょうのお話をしました︒

四845 一ばんさきに︑ねえさんが︑エスさまの
五1010園 いちばんさきのきかん車の中でさ︒
じょうのくものすをはらいました︒

五807 竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん 九385團 長い竹ざおのさきにかまをくくりつけて︑
六375 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ
うななみだがこぼれおちる︒

六鵬4 その︑弟がまだいわないことばを︑さきに
いったから感心したのである︒

六川4園 おれがさきにうさぎをみつけたのだ︒

き︑さきに立った太郎かじゃが︑

自分からさきになって渡ってしまったのです︒

七301園弟が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒ 十一624園 このくらいのことがこわいものかと︑

七384園さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ

さきち一さく

582

︿略﹀︑いっぺん に さ き だ し ま す ︒

佐吉皿vとよださきち

佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ

﹇佐吉﹈︹人名︺13

十3210

さきち

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

とをしらべつづけていたのである︒
十336

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒

﹇咲始﹈

︵下一︶

1

さきはじめる

先ほど

なの花ちらほらさきはじめ︑うすぐもり︒

さきはじ・める
︽ーメ︾

七625
さきほど

このかたは︑さきほどおとおりになった

﹇先程﹈︵名︶3

三477

さきほど
かたがたのおとうとさんです︒

よ︒

︵下一︶

2

さきみだれる

︽ーク︾

︽ーウ︾

十一425團

さきみちる

ことしも作はよいだろう︒

さく

︽一

︽ーイ・ーカ・

ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと
サク

して代表的なものです︒

十二佃7

﹇咲﹈︵四五︶66
キ・ーク・ーケ︾

さ・く

一392

うすももいろのあさがおのはなが︑いつ

山のつつじがさいた︒

つかきねにさきました︒
一402

一594 しろちゃんのうちは︑つきみそうのさい
ているおはなばたけのなかにありました︒

あんな

二571 なの花が︑いちめんにさいていました︒

よあけにぽあとまっき色︑つゆをふ

はかげにふたつさきました︒

かぜに

かぼちゃの花がさきました︑はかげに

かなかなぜみも目が

も

ももの花のさくころ︒

い

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

さめて︑

三502圏

五477

この花がよくさく年は︑ほう年だといい

いま︑たくさんさいています︒

すみれがさいていたり︑

ていたり︒

いたり︑名まえは知らないが︑きれいな花がさい

五476 たんぽぽがさいていたり︑すみれがさいて

五406團

ます︒

五405團

す︒

五404国白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で

りました︒

五205 なしの花のきれいにさいている家に︑はい

四801

四312国 わたくしは︑うちのにわにさいて
るコスモスの花をあげようと思います︒

なの心をたのしませてくれます︒

三924

ゆれゆれさきました︒

三504圏

ふたつさきました〇

三501圃

くんでさきました︒

三496團

三493圃 かぼちゃの花が さきました︑
七762園 さきほどから︑さがしつづけているので
十337 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑
ところにさきました︒
すが︒
佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒
十338 佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒ 十五7510島先ほどの話は︑こころよくひきうけた 三494圏 あんなところにさきました︒
﹇咲乱﹈

土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ

た秋の野原︒

十二研1

︽ーレ︾

さきみだ・れる

十339 このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑
なぐさめたりしたのは︑母であった︒
佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑︿略﹀︑

十3311 佐吉の考えはこうである︒
十345

たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

︵上一︶

1

そのほとんどいただきまで高山植物のさ
﹇咲満﹈

砂丘

馬車は︑︿略﹀︑草花のさきみちている野原
へおりてきました︒

八269

チ︾

さきみ・ちる

きみだれているけいしゃ面を︑

十3411 佐吉の考えは︑しだいに高まっていったが︑ 十五198

小学校をでただけのかれには︑手のとどきそうも
ない空想になりがちであった︒
佐吉は︑︿略﹀︑設計図をひいては組みたて︑

十351 佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよった︒
十358

﹇砂丘﹈︵名︶1

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸
特有の砂丘を︑海岸近くでくいとめました︒

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑さらに︑北海岸

十三251

佐吉は︑︿略﹀︑いっしんに考えぬき︑これ さきゅう

組みたてては動かしてみた︒
十3511

ならという一台の機械を作りあげた︒

十3612 試運轄の日︑その織機をあやつって︑りっ
めいじ

ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒
ときのことである︒
さき続く

十371 それは︑明治二十三年︑佐吉が二十四才のさく ﹇作﹈︵名︶2 作δへいねんさく
﹇咲続 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

さきにおう

十五95忌まんじゅしゃげおりすててある道のま

さきつづ・く

﹇咲匂 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

んじゅしゃげさき続く
さきにお・う

五453圏 世界のそのにさきにおう︑きれいな花の 一387 あさがおのはながさきました︒
﹇388 あさがおのはながいつつさきました︒
その一つ︒

583
さく一さくひん

五479 匿まえは知らないが︑きれいな花がさいて
いたり︒

五598 かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ
きました︒

五5910園
おかあさん︑あさがおがさきましたよ︒

五602園ほんとうに︑きれいにさきましたね︒
五609園たねをまいたから︑こんなにさいたので
すね︒

せ た の は ︑ だあれ︒

アンナトコロニー七 サキマシタ

五

七サキマシター

五621園けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか

−五

六6010圏
カボチャノハナガ

五

クローバーの花が︑まつ白にさいていまし

六611圃アンナトコロニー七 サキマシター

た︒

六襯10

子どもがわらっていたんだよ︒

七511学校じゅうは︑いちどに花がさいたようだ︒
七562 つばきの花がまっかにさいています︒
七645はつ花のさいたこと︑けさ書く︒
七671うめがさく︒
七734ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま
あ︑

八127庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば
きの木の根もとにうめてやりました︒

八麗8花のさいているほもみつけました︒
八目2 朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ
さいていませんでした︒
だと思いました︒

八鵬4花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ
九餌3 まつ白なばらが︑たくさんさいていだので
す︒

十257 道ばたにさくたんぽぽ︑とびかうちょう

ちょ︒

十498園
十5312

ワンワンタッターハナガサイテルー
そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい
﹁ハナガサイテル﹂︿略﹀は︑そのこと

にさいていました︒

十543囹
十574

白と︑もも色と︑こいもも色のがさきまし

きれいにさきました︒

コスモスがさきました︒

をいいあらわしています︒

十575

人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑

きょうも︑みんなは話に花をさかせてい

十577
た︒

十一55
る︒

十一162

道ばたに野はぎがさいていだので︑

十四299 花がたえずさいていだために︑天上の花

を見ようとはしなかったのだろうと
せん︒

十四525園私の花がさかなかったら︑実はつきま

十四528手遠︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ

養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

て︑かぼちゃの実がつくのです︒

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒

十四542園

いたって︑

十四5910囹花さん︑あなたが︑どんなに美しくさ

十五104図題荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

目をあけてつくづく見ればばらの木

るばちならび赤き花さく

十五144図閣

﹇裂﹈δひきさく

にばらがまっかにさいてけるかも
さく

工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ

﹇作製﹈︵名︶1 作製

作品5きょうどうさく

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

自由にふでをふるって︑りっぱな作品

だから︑フィリップの作品の中には︑

まくらのそうし

十五403 源氏物語や枕草子などは︑すべてこの

げんじものがたり

︿略V強い眞実の力が︑こもっているのです︒

十四51

大きな愛の氣持︑

十四46 フィリップの作品の中にみなぎっている

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十三615囹

人々からたっとばれている作品です︒

十二鵬1

ひん

さくひん ﹇作品﹈︵名︶6

陽とするならば︑作製に失敗したわたしは︑

十471園 養殖眞珠発明の︿略﹀あなたの光明を太

さくせい

て︑石炭をほっている︒

十246

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく さくがんき ∩盤岩機﹈︵名︶1 さくがん機

︿略﹀︑それはおかあさまの愛です︒

十一291

続くひよりにさくらがさいて︑野山を

さんの実がつきました︒

十一313圏

畑にさいて︑

もも赤く

畑にさいて︑

十一315圏

げんげがさいて︑なの花ちって︑かき

かざると︑もも赤く

十一329圃

あぜに火とさくまんじゅしゃげ

のわか葉に日の照るころは︑

十一379圏

少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに
﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

十二72

十二710重圏

それからでた細い根が︑つなのようにか

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑
十一一666
十二9412

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十三363

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

さくぶん一さけぶ

584

かなによって書かれた作品である︒

十五4911 ただわずかに外底心がこれに目をとめて
とう

買うことがあるということを聞いて︑作品を東

京や箱根へ責りだすことにしたのである︒

きようはこね

七33 五 作文⁝⁝⁝四十七

さくぶん ︹課名︺2 作文

七471 五 作文

﹁学校﹂というだいで︑作文をするこ

さくぶん ﹇作文﹈︵名︶7 作文呂いもうとのさく

三302

ぶん

とになりました︒

ざくろさんが︑勾玉とか︑さ年年とか︑

﹇鮭﹈︵名︶1

十一8111

さけ←しおざけ

少年は︑するどいさけびをあげて︑その

男はみまわして︑ひと目少年をみると︑

場に立ちすくみました︒

十一8110

えながら︒

どの花も︑ さけび ﹇叫﹈︵名︶3 さけび
十一816 のどまででかけたさけびを︑じっとおさ

たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒

九725 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

さけ

︿略﹀さきのことをおっしゃったりすると︑

十二217園

十ニー77園 ざくろさん︑ざくろさん︒

十ニー77囹 ざくろさん︑ざくろさん︒

じゅう美しい花をつけていたが︑
三69囹さくら︑さくら︒
十一一172園 あのざくろの色もかけてないや︒
三69園さくら︑さくら︒
十一一209園 どうしてこのざくろはこんなに美しい
四87 まわりには︑さくらの木がたくさんう
んだろうって︒
えてあります︒
さくらの枝をおろうとしたとき︑お ざくろさん ﹇石榴﹈︵名︶3 ざくろさん

じさんのことばに氣がついてやめました︒

四397園

四月はさくら︒
あ︑あそこにきれいなさくら︒

四悩4
五105囹

こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑

さくらの花が︑白くうかんでみえる︒

︿略﹀︑いっぺんにさきだします︒

五399團
七911

さくらの花をしらべてみたり

いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑

畑にさいて︑

続くひよりにさくらがさいて︑野山を
かざると︑もも赤く

十一313國

毎日はれ︒

七651

みんな空を向いている︒

七623

三308 あとで︑できた作文を︑ひとりびとりよ 七622 さくらの木が︑ぬれてゆれている︒
みました︒

五846 いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海
の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

十555 このごろ︑私は︑作文がすらすらと書けな
くなりました︒

﹇叫声﹈︵名︶2 さけび声

こんどはかれがさけびを発しました︒

ようなのが︑聞きとれないさけび声をたてて︑

十五脳11 黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

︿略﹀︑いっそうするどくとびかかります︒

十五317 そのたびごとに︑鳥はさけび声をたてて︑

さけびこえ

十四8211図圃世の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒

十五83圃さくらさくら人が人が子を歩かせて
さくらんぼ

さくらさくら人が人が子を歩かせて
﹇桜坊﹈︵名︶1

十五83圃

わたしたちが︑さくらんぼと︑くるみの
ごちそうをならべると︑

十三501

さくらんぼ

十5511 あるとき︑なにげなく妹の作文をみました︒

十564 ここで︑いままでの作文のからをぬぎさっ
て︑新しい世界にふみだしていこうと思います︒

作物

文章は︑どのようにも書きあらわされる︒

十四897 同じ題の作文でも︑︿略﹀人によって︑
﹇作物﹈︵名︶2

十三1710 ドイツオーストリアニ國との戦いに敗れ︑

さくもつ

でトンネルをほりながら︑さぐりさぐりもぐって

二404

﹇叫﹈︵五︶35

さけぶ

︽ーバ・ービ・ーブ・

﹁︿略﹀︒﹂とさけびます︒

ーン︾0なきさけぶ

さけ・ぶ

けんめいにさけびつづけました︒

六146

︿略﹀︑チルチルに近づいて來ます︒
さぐ・る ﹇探﹈︵五︶3 さぐる ︽ーリ︾
賠償として︑シュレスウィヒとホルスタインとい
さけびつづ・ける ﹇叫続﹈︵下一︶1 さけびつづけ
一6410 おもわずぽけっとをさぐりました︒
う︑作物のよくできる二州をとられました︒
十三1910 ユートランドは︑デンマルクの半分以上 八159 せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足 る ︽ーケ︾
﹁助けて︑助けて︒﹂ありは︑いっしょう

もあって︑その三分の一以上が︑作物のできない

さぐりさぐりもぐっていきます︒

いきます︒

ざくろ

そこには一本のざくろの木があって︑夏

﹇石榴﹈︵名︶3

遺墨ー35

ざくろ

八159

土地であります︒

さくら ﹇桜﹈︵名︶16 さくらOあさざくら．やえ

ざくら

三68囹どこもさくら︒

585
さけめ一さげる

二406

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と さ け び ま す ︒

﹁︿略﹀︒﹂とうばんのがんは︑大きな声

三7310 はじめてみんながこうさけびました︒
四442
でさけびました︒

四508 ほかのものは︑あとになり︑さきにな

﹁︿略﹀︒﹂とさけびたくてたまらない︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とさけびました︒

りして︑はげましはげまし︑さけびました︒
四594

六910

めていた女の子が︑思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

六109 しごと台のそばで︑ふさぎこんで下をみつ
﹁︿略﹀︒﹂ありは大きな声をだしてさけび

と︑どんぐりどもは︑口々にさけびました︒

﹂ガヤガヤ︑ガヤガ

やまねこがさけびました︒

九658 そこで︑やまねこがさけびました︒
九6610

九677 頭のとがったのが

ヤーやまねこがさけびました︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂とさけばれた︒

れて︑はかってさけびました︒

九7210 ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい
九鵬4

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声にさけんだ︒

ｪ﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

ｪ﹀︒﹂とさけぶ︒

ｪ﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

﹁クロイワンワン﹂は︑そのときさけん
ｪ﹀︒﹂とさけんだ弟よ︒

だことばです︒

きしめた︒

ｪ﹀︒﹂とさけんだ︒

ｪ﹀︒﹂と︑少年はさけびました︒

ｪV︒﹂と︑少年はさけびました︒
ｪV︒﹂とさけぶばかりです︒
﹁︿略﹀︒﹂とさけんで︑しっかと私をだ

﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

さけめ

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

﹇裂目﹈︵名︶1

みつばちは︑そのつなをさけてにげようと
しましたが︑

九麗1

うるさくついてこられたときには︑︿略﹀︑

子どもをさけて通ったこともありました︒

十711

どっちみちさけることのできなかった

ために︑急いで道を横ぎったときに︑

十五2812 短刀をぬいて︑︿略﹀︑鳥のせ骨をさけて

ぎんざ
まぶしい日の光をさけながら︑銀座通り

一つきつき通し︑

博士の家族たちは暑さをどこかにさけて︑

をアメリカの一しょうこうが歩いていたが︑

十五433
十五739

﹇下﹈︵下一︶12 さげる ︽ーゲ︾8つりさ

家の中はがらんとしていた︒

げる・ぶらさげる

さ・げる

あたまをさげたので︑

四646 かっちゃんが︑わびるようにちょこんと

ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑

つるや︑ふうせんをさげました︒

四828 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった
四8210

﹁これもさげてちょうだい︒﹂といっ

十字かもさげました︒

かるくあたまをさげて︑そこをでました︒

一まいのえをだしました︒

四832囹
て︑

五268

虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし

﹁︿略﹀︒﹂と︑頭をさげました︒

八9211

年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

うのまえにきて頭をさげた︒

十一5110

少年は包みを下におくと︑頭を病人のか

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一691

じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

たのところへさげて︑

十五702

しずかに頭をさげた︒

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげて︑う

﹇提﹈︵下一︶2 さげる ︽ーグ︾

十五727
さ・げる

二台の荷馬車が來たので︑それをさける 五936

ことに対して︑しっかりしたかくごをおきめにな

十四910国
り︑

十四9010

ろにさげました︒

七383

︽ーケ︾

のようなものがひと皮かぶさっており︑それが︑
さける

八232
﹇裂﹈︵下一︶1

ここにいるのは︑﹃はちきれそうなわ
らい﹄で︑口は耳までさけているし︑

十五887園

さ・ける

ちょうどさけめのようにたて横にやぶれて︑

十四739

さけめ

あのかかしったら︑﹃さようなら︒﹄とか︑

「〈

「〈

「〈

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒

十五754

「〈

「〈

「〈

「〈
「〈

六141
ました︒

六453園
﹃ありがとう︒﹄とか︑なんべんもなんべんもさけ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂とさけびました︒

んでいたよ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にわとりがさけんだ︒

﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

六田7

八8011

七5110

八871 子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう
﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

として︑︿略﹀︑わらったりさけんだりした︒
八9111

八939 わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

2197411
7106122

九643 やまねこがく略﹀むりにいばっていいます さ・ける ﹇避﹈︵下一︶7 さける ︽ーケ・ーケル︾

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

十十九九九九
50 26 112 112 111 106
十十十十十十
五五一一一一
6了 23 90 90 53 46

ささ一さしいれる

586

らのいどばたに立ちました︒

︽ーエ︾

一首

十五279 纏わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に
さげて︑︿略﹀︑下へ下へとおりて行きました︒

ささい

六価8 ささの中︑やぶの中をとんでいきます︒
﹇些細﹈︵形状︶1

ささえる
かっ

ささ ﹇笹﹈︵名︶1 ささ3あおざさ・くまざさ
ささい

十四864 ごくささいな感情をひろいあげて︑
﹇支﹈︵ 下 一 ︶ 2

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒
ささ・える

四528 一まいのもうふのように なって︑
ちゃんをささえながらく略﹀とびました︒
十二662 おおつなのようなたくましい根が︑深く
のびてみきをささえ︑廣くのびて枝をやしない︑
ささきくん ︹人名︺1 ささきくん
﹇捧持 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ささげ持つ

︽ーツ︾

五845 ささきくんは︑星をしらべるといいました︒
ささげも・つ

十一458 両手をずっとさしのべて︑おめんじょう
ささげる

︽ーゲ︾

をいただいて︑ささげ持つようにしながら︑
﹇捧﹈︵ 下 一 ︶ 3

十441 かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの

ささ・げる

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

ささだけ

一生をケ

八257

あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ

﹇小波﹈︵名︶1

さざなみ

にかたくすがりついています︒
さざなみ

高どのは消えてしまってあとかたもなく︑

ささやき

︿略﹀︑みわたすかぎりさざなみがうちよせる堅き

十二614

﹇囁﹈︵名︶1

な池となっていた︒

ささやき

ささやきあう

︽一

ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

も︑ききもらさない︑その耳︒

十一169
﹇囁合﹈︵五︶1

ささやきかわす

このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑

ささやきあ・う

七775

ウ︾

﹇下交﹈︵五︶1

なにか︑こそこそささやきあう︒

︽ーシ︾

小さな木のめのむれは︑︿略﹀︑なにごと

ささやきかわ・す
十三54

さじ

ささやく

︽！カ・ーク︾

11

さしあげる

みかどからたびたびお手紙をください

ましたので︑かぐやひめも︑そのたびにごへん

三㎜10

じをさしあげておりました︒

おいしいごちそうでございます︒

四備6園 これは︑まださしあげたことのない︑

女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに

お礼はたくさんさしあげます︒

げましょう︒

四柵3園 では︑おみやげにたまてばこをさしあ

六904

五664囹

女の人はつりばりを水であらって︑海の神

さしあげる︒

六973

にさしあげる︒

ですが︑わたしには︑あいにく︑一まいのシャツ

八494囹王さまに︑さしあげたいことはやまやま

の持ちあわせもございません︒

十四1011團少なくとも︑一週間ごとにお手紙をさ

与ぬきあしさしあし

しあげましょう︒

さしあし

さつまいもや野菜を作ったりしていたの

﹇差入﹈

︵下一︶

6 さしいれる ︽一

もし︑母貝の中に︑核をさしいれること

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

核をさしいれたために死ぬものもあった︒

しかも︑核をさしいれてから︑眞珠になる

までには︑少くとも四年はかかる︒

十404

十3912

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

十396

ができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒

十393園

レ・：レル︾

さしい・れる

で︑さしあたり困ることはありません︒

十二2310

ささやくように︑はるお﹁にいちゃん︑す さしあたり ﹇差当﹈︵副︶1 さしあたり

﹇囁﹈︵五︶2

か︑ささやきかわしているけはい︒

七224

ささや・く

﹁︿略﹀︒﹂とささやかれた︒

ずめはなにしにくるの︒﹂
十五7511

﹇匙﹈︵名︶1

︵下一︶

︽一

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑
﹇差上﹈

﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

これをたろうさんにさしあげます︒

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし 十4112 これは︑まえにさしいれておいた核によっ
あげたりにおいをかいだりします︒

二481

一616園

てをうえにさしあげました︒

一2310

ゲ・ーゲル︾

さしあ・げる

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一765

さじ

十4611囹 あなたが自然をあいてとして︑三珠を世さし ﹇差﹈δなざし・ひざし・みずさし・ものさし

﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑

界の人々にあたえたことに︑心から敬意をささげ
ます︒

十二422
ラーのためにささげました︒

ざざざざざざざざざ ︵感︶一 ザザザ︑ザザザ︑ザ
ザザ
﹇笹竹﹈︵名︶2

三873 まちの音 ザザザ︑ザザザ︑ザザザ︒
ささだけ

八216 地上には︑一本のささだけがはえていまし
た︒

587
さしかかる一さす

十444 研究を重ねたすえ︑ついに核をさしいれる

十一894

︽ーッ・

十728

あかつきの光が窓から白くさしこんでき
さしず

こう︑さしずをされて︑しかたなく︑ずつ

﹇指図﹈︵名︶1

たとき︑

さしかかる

さしず

ときに︑ほかの平貝のがいとうまくを切り取って
﹇差掛﹈ ︵ 五 ︶ 4

きて︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

しりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上

さしかか・る

で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

サシスセソ

四485 たににさしかかったとき︑かっちゃんが︑
一

カキクケコでも︑サシスセソでも︑︿略﹀︑

ちがった性質をもっているにちがいない︒

一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょうとは

六備5

さしすせそ

ーリ︾

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑ 声をたてました︒

八282 やがて︑大きな天の川にさしかかりました︒

八474 どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし
かかりました︒

てくる風であり︑
﹇差掛﹈

︵下一︶

2

さしかける ︽一

メ︾

すところ︑

十四837

春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ

九121 とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい さしそ・める ﹇差初﹈ ︵下一︶ 1 さしそめる ︽一

ケ︾

さしか・ける

は︑かさをさしかけてあげました︒

六975

ほおりのみことのまえにさしだしながら︑

四329長雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし さしだ・す ﹇差出﹈︵五︶6 さしだす ︽ーシ︾

十一224

金次郎はわらじをさしだしていいました︒

海の神﹁このつりばりではございませんか︒﹂

と︑日がさをさしかけながらついていらっしゃつ

十五654 あせをふきふき歩かれた新島のおじさん

おってきて︑それをしずかにさしだしました︒

少女は︿略﹀黄色なやまぶきの一枝を

さしかた

十二73

﹇添方﹈︵名︶1

た新島のおばさんとの思い出は︑
さしかた

さしこむ

︽ーミ︾

︽ーン︾

しかしまた︑見かたによっては︑茶わん

すが︑どうでしょうか︒

の湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ

十四6812

﹇差出﹈︵形︶1

さしでがましい

くにたものと思ってさしつかえありません︒

︽ーイ︾

さしでがまし・い

︵下一︶ 5

さしのべる

︽一

その首をはくちょうの方へさしのべ︑自分

﹇差伸﹈

ですが︑わたしにちょっと話をさせてください︒

七431園 みなさん︑たいへんさしでがましいこと
さしの・べる
ベ・ーベル︾

でもおどろくほどへんな大きな声をだした︒

八847

をいただいて︑ささげ持つようにしながら︑

十一457 両手をずっとさしのべて︑おめんじょう

手をさしのべた︒

十四954 女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両

女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

十五766 停車場まで送ってくださった博士のこう

十四987

︵下一︶ 1 さしはじめる

意をふかく謝して︑別れの手をさしのべると︑

そこへお日さまの光がさしはじめまし

さしはじ・める ﹇差始﹈
︽ーメ︾

た︒

三813

高どのに立っていた長者は︑日のまるの

製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

﹇差渡﹈︵名︶2 さしわたし

さ・す﹇刺﹈︵五︶4さす︽ーサ・ーシ︾5つきさ

は︑およそ二十億光年ということです︒

十四346 博士の計算では︑うちゅうのさしわたし

わたしをもっている︒

十一一6810

さしわたし

おおぎをあげて︑しずみかけた日をさしまねくと︑

十二6010

女の子は︑にこにこわらって︑この自分 さしまね・く ﹇差招﹈︵五︶1 さしまねく ︽ーク︾

さしつかえ

生まれがはくちょうのたまごであってみれ

﹇差支﹈︵名︶3

このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人
間にあげてしまっても︑さしつかえないと思いま

十四619園

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

八912

さしつかえ

郭搬つた﹁チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂

十五861ーチルチルの方へ手をさしだしながら︑

のすくい主へ手をさしだしていました︒

十五333

だしました︒

で︑それが母だとばかり思いこんで︑両手をさし

十四118團 きはつ油のさしかたは︑ご自分でな 十二327 私は︑近づいてくる足音を感じましたの
さってごらんなさい︒

五915 みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ

ざしき ﹇座敷﹈︵名︶1 ざしきδおくざしき

﹇倉皇﹈︵五 ︶ 1

て︑のびているたけのこがありました︒
さしこむ

さしこむ

六114 ピンセットでねじをはさんで︑きかいのあ
﹇差込﹈︵五 ︶ 3

なにさしこみ︑
さしこむ

三313園 まどから光がさしこんできます︒
ので︑日光が店いっぱいにさしこんできた︒

六104 雲にかくれていたたいようがかおをだした

さす一させる

588

三345囹 まつ白なかびんに︑赤い花がさして

す

ありました︒

んだことも知っています︒

九㎜3囹 いましがた︑みつばちにさされて︑苦し
十二389 生まれてはじめて︑くやむ心と悲しみと
に胸をさされました︒

﹇点﹈︵五︶2

さす

︽ーシ︾

十五289 自分のこしにさしていた短刀をぬいて︑
さ・す

十ニー41 このごろは︑きわだって美しいつやつや
ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

したしゅの色がさしてきた︒

十五755
﹇ 差 ﹈ ︵ 五 ︶ 18

さす

︽ーサ・ーシ・ース︾nVひ

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒
さ・す

﹁︿略V︒﹂と︑のだ先生がつえでさされる

方をみると︑なるほどりっぱなスキー場で︑

九摺3

にえんにさす︒

私は︑かさをさして電車の停留所までで

四柵5

さす・る

さする

︽ーッ・ーリ・ール︾

うらしまは︑かめをだきおこして︑せな

﹇摩﹈︵五︶6

九938

たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん

首がいたいらしく︑手でさすっている︒

かをさすって︑

九977

ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑

やり立っている︒

首をさする︒

九993

九悦9 くもが︑手でさすっているあいだに︑みつ

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

ばちは︑つなをほどいて︑

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

十一883

三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の

﹇座席﹈︵名︶2 座席

おたがいにつめて︑座席にもうひとり︒

せる・たちおうじょうさせる・はいけんさせる・ば

る・こごえじにさせる・しんぽいさせる・しんぽさ

5あんしんさせる・かんしんさせる・くりくりさせ

へびも︑いきがくるしくなつ さ・せる ﹇為﹈ ︵下一︶ 10 させる ︽ーセ・ーセル︾

十一546圏

上に立って︑︿略﹀︑私を手まねきしています︒

七405

ざせき

十一406囲南にかたむく日につれて︑光はまとも
十一516
かけた︒

大きな愛の氣持︑そこからさしてくると

うとい光のためなのです︒

十四47

平和と自由の光がさしてくる︒

その火の光のさすところは︑かべがきぬ

十四4011園

十四969

おまえたちがほおずりをするたびに︑

のようにうすくなって︑

十五相10園

おまえのせわをしているときは︑いつ

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五M1園

だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

さすがの

それにはさすがの大きなくもも︑びっくり

たばたさせる・ぱちぱちさせる・はったつさせる・

びっくりさせる・へいきんさせる・もぐもぐさせる

長者は︑日のまるのおおぎをあげて︑し

︽ーケ︾

金のさかなは︑なにもいわないで︑しっぽ

六814囹

きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ

だれがそうさせるのかしら︒

みなさん︑たいへんさしでがましいこと

ですが︑わたしにちょっと話をさせてください︒

七432園

さいませんか︒

六788園

てしまいました︒

でピシャリと音をさせて︑海の中へおよいでいっ

五7610

させていただきました︒

ずみかけた日をさしまねくと︑さすがの太陽も︑
しかし︑さすがにチルデン選手です︒

白描1園 いやいや︑たいへんだのしい思いを
十二849

さすがの大わしも︑十五六の少年に上か
らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

十五258

まねかれるままに空の中ほどまでもどってきた︒

十二6011

しました︒

九槻6

たので︑力をゆるめました︒

四628

三178 はんたかの からだから︑きれいな光がさすが ﹇流石﹈︵副︶5 さすが

とさしゅび・めざす・ゆびさす
さしていました︒

四317團 わたくしがかさをさしていくと︑
すげるあいだ︑かさをさしてあげたのですね︒

四354園生徒さんが子どものげたのはなおを
六襯10 野原には︑日の光がいっぱいさしています︒

七53朝日の光がななめにさしてきた︒
ます︒

七119このときの﹁手﹂は︑てのひらをさしてい
七1211このときの﹁手﹂は︑文字を書くことをさ
していますが︑

さずける

これはわたしにさずかった子にちが
﹇授﹈︵下一︶1

かぐやひめをこてんにつれてきたら︑
おまえにくらいをさずけてやろう︒

三鵬6囹

さず・ける

いない︒

三棚8園

八241 朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が さずか・る ﹇授﹈︵五︶1 さずかる ︽ーッ︾
さっとさすころになると︑

八344 一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ
てとどくきょりをさしていいます︒
たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248 日本に春がくると思うと︑もう矢もたても

589
させる一さっき

九5710

男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑

十一710園 みんながさせてくれたら︑コックスの
まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

十二254 姉が︑いそがしいので︑おしめカバーを
させたままほっておくと︑

たかと思うと︑

十五281 そのとき︑鳥はサアッという羽音をさせ
十五559囹 きょうはきみがまだ生まれないころの
︵助動︶9

させる

︽サセ・サセル︾

日本の話をさせてもらおう︒
させる

お友だちにさそわれても︑どうしてもおと

いって︑あり一︑二をさそい︑

十127

さちこが︑走ってでてきます︒

さつ

こういつて︑さちこは︑じろうを手まね

さちこさん

きがついてみると︑さっきの人たちも︑

﹇先﹈︵名︶20

皿vいっさつ・にさつ
さっき

みんなと

ねこねずみをして

おや︑さっきのお日さまの光︑どこへ

さっき︑

さっきみつけた星は︑どれだったかしら︒

ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

するするとはいるくらいの大きさに作って︑

六期10

六909 そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒

枝のあいだにはなくて︑

六559 動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

にわの木の下へいってみました︒

六557

五554園

あそびました︒

四203團

いったの︒

三758囹

︿略﹀︑みんなく略Vうさぎさんでした︒

一498

さっき

それでは︑座長の根さんのご指名で︑

﹇座長﹈︵名︶1 座長

﹁ここですよ︑さちこさん︒﹂

︹人名︺1

きします︒

二5310
さちこさん
ざちょう

となりの友だちにさそわれていったこと︑ 一一526囹

うさんのそばへこない女の子もありました︒

さだおさん

二504

じろうは︑大きなりんごをさちこにわ

ちこおかあさん

二506

さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ

たします︒

二512

﹁︿略﹀︒﹂という︑さちこの声がします︒

ときこえたので︑

六価2 さっきも︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑﹁︿略﹀︒﹂

二525

いますよ︒

さちこが︑おかあさんのそばにかけより 七284園 はるおは︑さっきから︑おもてで遊んで
ます︒

二527

けたり︑おどったりします︒

私から申します︒

きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑ 十四523園

︹人名︺2

十二922
一一253

さだおさん
︿略﹀︑この五人のばんです︒

︽ーリ︾

さだおさんのしたおはなし︒
さだまる

國のおこるかほろびるかは︑このときに

﹇定﹈︵五︶1

一﹇268
さだま・る

十三188
εみさだめる

さだまり︑

さちこ

さちこ

さちこ﹁おきあがる︒﹂みんな﹁おきあが

さちこ﹁はあ︒﹂みんな﹁はあ︒﹂

︹話手︺2

さだめる

﹁ぼっちゃん︑おかけなさい︒﹄といっさちこ

をかけさせておあげ︒

五96園 じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん
五2310囹
三62

三66

て︑かけさせてくれたんです︒

五953園 すりえをこしらえて︑たべさせてみよう︒

︹人名︺10

る︒﹂

︽ーイ・ーッ・ーワ︾

二472でる人いちろうじろういもうとのさ

さちこ

五955 たまごのきみですりえをこしらえて︑たべ
させてやりました︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは
みたいだけみさせてやった︒

十337 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑
佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒
うすこしここにいさせてください︒

十一8510園 ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も

さそう

十二379 この生きた一ことが︑私のたましいを目

十一8511園 どうか︑ここにいさせてください︒

﹇ 誘 ﹈ ︵ 五 ︶5

ざめさせ︑
さそ・う

九9510

やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお

れて︑はかってさけびました︒

九729 ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい

へとんでいきましたよ︒﹂

けれども︑またさちこに︑りんごをかえ 九514園 ﹁やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方
二531

さちこは︑またおかあさんにあげます︒

五5510

んごをもらいます︒

します︒

五559 いってみませんか︒﹂と︑さそってくださ

二533

とうとう︑おかあさんは︑さちこからり

いました︒

私は︑︿略﹀︑ごろうさんをさそって︑はる

二536
おといっしょに︑学校へいきました︒

六247 さあ︑おそくなるからでかけよう︒﹂と

ざつくざつく一さて

590

して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒
地べたに横になってねそべっていました︒

十531 すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑

十一86囹 さっきから︑きみはだまっているけれ
ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒
とがついていました︒

十一735 さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人

それはさっぱりしますよ︒

さつぼろ

八815圓それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑

さっぱり・する︵サ変︶1さっぱりする︽ーシ︾

九3610團まっかな︑かわいらしい適いちごの実が︑ 六46 なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒
くまざさやいろいろな名も知らない雑草

こぼれたように雑草の中にありました︒

九378團

がいちめんにはえていて︑なにかでてきそうです︒

さっぽろに農学校をつくられたクラーク

﹁ぼくは︑さっぽろまで︒﹂

これを生かすのは︑みぞをほって水をそ さっぽろ ﹇札幌﹈︹地名︺4 さっぽろ 札幌 札幌

五167園

十三206

十一501
十五604

めいじ

新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう

札幌の創成川の岸にあった家につれられ

そうせい

外に養っていたのは︑明治二十年の夏であった︒
て行っても︑

十五617

札幌

恩師クラーク博士の精神のやどっている

札幌独立教会

さっぽろどくりつきょうかい ﹇札幌独立教会﹈ ︵名︶

1

十五606

﹇札幌農学校﹈︵名︶1

札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑

さっぽろのうがっこう

さつまいも

そうして︑近所からわけてもらったさつ

﹇薩摩芋﹈︵名︶2

﹇籾﹈︵接︶6 さて

さて︑私は︑あなたがたに星を見るよう

にすすめましたが︑

十四321

きょりにあるのでしょう︒

八351 さて︑空の星は︑地球からどのくらいの

さて︑どこへいったものかしら︒

七752圏 ちょっとのまに︑いなくなってしまった︒

さて

さつまいもや野菜を作ったりしていたので︑

十二239 荒れ地を三十アールばかりかいこんして︑

まいものなえを︑手わけして植えていきました︒

九355團

さつまいも

︿略﹀札幌独立教会をつかさどっていた私の父

十五605 当時︑母校札幌農学校の教師をしながら︑

﹁幸福﹂は︑さっそくごめんをこうむりま 農学校

まどをあけると︑いまのぼったばかりの日
しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑

さっぱり

さつぼろ

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑じゃがいもか牧草

時計屋さんは︑さっそくピンセットでねじ

観察日記に︑さっそく︑これを写生して

では︑さっそくさがさせてみましょう︒

先生もおっしゃった︒

を植えることにありますが︑

おこう︒

した︒

八5110

おいいつけになりました︒

天rO−さっそくけらいたちを集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑
ノ41

して︑それにはいあがっていきました︒

八216

せみは︑さっそく︑ぶさいくなかっこうを

七2711囹

六934園

をはさみあげて︑

六111

十三407 その間︑かた手に持ったさっきの手紙を さっそく ﹇早速﹈︵副︶7 さっそく
くり返して読む︒

十四547園さっき︑葉さんは養分のことをおっ
しゃいましたが︑

十四581囹 さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ
とをいっていらっしゃいましたが︑
て︑みんな私がわけてあげたのです︒

十四595囹 さっきから問題になっている養分だっ
ざつくざつく ︵副︶一 ザックザック

九629 大きなかまをとりだして︑ザックザックと
やまねこのまえのところの草をかりました︒

三617笹丘の木のところまでのぼってさ︑そ 十五575園 ものずきな私は︑それはおもしろいと︑

さっさと ︵副︶6 さっさと

れからさっさとかけおりて

教授の申し出でをさっそく承知して︑

七85

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五488

四908 学校へかよう子どもたちのことを思っ さっと ︵副︶5 さっと
て︑おもてのとおりをさっさとはく︒
はく︒

四913 ゆうびんなげいれ口のまわりをさっさと

学校からいなくなってしまった︒

朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が
さっとさすころになると︑

八241

︑50

とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい

ノハ01 さっと水の中へとびこんだ︒

九122

︵副︶1

てくる風であり︑竹やぶを流れてくる風であり︑

さっぱり

六5411 すると︑月は枝のあいだにじっとしていま
すが︑雲はさっさと走っていきます︒

九952 そうしてさっさといきかけるが︑舞台はし
で足をとめる︒

十一453 弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑
そこからでなおして進みました︒

ざっそう ﹇雑草﹈︵名︶3 雑草

591
さと一さばく

けといった︒

十四4912 さて︑おじょうさんの歌をたよりに︑ 十五9210園 それからさとうも︑パンも︑だれが行
マッケンナがおよいで行ったように︑

かね︒

だが︑おまえさんたちは︑あのさとう

あのとおりテーブルの光栄になってい

さとロつ

佐藤さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそ

とう

さとロつ
﹇佐藤﹈︹人名︺1 佐藤さん

うにいうと︑

十四223

さとうさん
さ

十五854園あのさとうがしをわすれたのじゃない

るさとうがしを︒

十五852園

がしをわすれたのじゃないかな︒

十五8412園

十五886園 さて︑いちばんおしまいに︑ここにい さとうがし ﹇砂糖菓子﹈︵名︶3 さとうがし
るのは︑﹃はちきれそうなわらい﹄で︑

十五柳10園 さてここに︑﹃いちばん大きな喜び﹄
の中に︑﹃美しいものを見る喜び﹄がいます︒

さと ﹇里﹈︵名︶6 さと 里5ふるさと・むらざ
五222 いちろうさんは︑おかあさんのさとの︑い

と

なかにいきました ︒

十一285 そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑
︿略﹀︑あずけら れ る こ と に な り ま し た ︒

さとう

さ

とヒつ

さどが島

さとうだいこ

さとる ︽ーッ・ーリ・ール︾

﹁︿略﹀︒﹂とさとりました︒

﹇悟﹈︵五︶4

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒
三146

さと・る

八914 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの

それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ

中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九槻7

どういうように私を見なければならな

いか︑それを︑はっきりとさとるためだからね︒

十五備3囹

さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内

﹇早苗﹈︵名︶1 さなえ

十一344圃

さなえ

﹇蠣﹈︵名︶5 さなぎ

そろって田植えする︒

七272園 さなぎになったのですよ︒

さなぎ

七272園 先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

教えてくださらなかったの︒

きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ

﹇鯖﹈︵名︶1 さば

さばく

﹇砂漠﹈︵名︶3

δおさばき

さばく

さばくの中︒

らくだの足あとがつづいていました︒

七8210園私がさばくを旅していますと︑砂の上に

さばくを通っていましたが︑

七803園私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑

七748 ところ

さばき

かつおなどをたべました︒

十二984 このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

さば

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

七2911園

たのが︑よくできたって︒

七289囹あおむしがさなぎになったところを書い

﹁これ︑死んでいるの︒﹂

こむぎ・さとうだいこんなど︑北ヨー 七278 はるお さなぎをふしぎそうにみながら︑

﹇砂糖大根﹈︵名︶1

受持の佐藤先生と︑教室でお別れをした︒

なりました︒

うらの山から海べをみれば︑波にうか

﹇佐渡島﹈︹地名︺2

五897圏圓

さどがしま

わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

んださどが島︒

︹題名︺2

﹃さどが島﹄とおうたいになったとき︑

︽ーシ︾

それでな︑さどが島をうたうときには︑
いつでもおじぎをするのだよ︒

五905囹

おじぎをなさいましたね︒

五901園

さどがしま

さどが島においでなさったことがあった︒

五904囹

さどが島

ロッパ産の農作物で︑できないものはないまでに

十三248

ん

さとうだいこん

十五捌11

十一411圏 はい色雲がたちこめて︑さとはしぐれ さとうせんせい ﹇佐藤先生﹈︹人名︺1 佐藤先生
昔︑ こ の 里 に 長 者 が い た ︒

がしとしと降るに ︑
十一一595

十二5910 ある年の夏︑きょうは長者の家の田植え

だというので︑里のおとめたちは︑赤いたすきも
かいがいしく︑朝から集まってきた︒

十二603 里の人たちはおどろいたが︑︿略﹀︑田植
﹇砂糖﹈︹話手︺2

え歌勇ましく︑一心にはたらいた︒
さとう

さとうおじょうずらしく︑﹁︿略﹀︒﹂

さとうがしをわすれたのじゃないかな︒

十五8411 さとう﹁だが︑おまえさんたちは︑あの
十五936

さとう ﹇砂糖﹈︵名︶5 さとう←くろざとう
﹁ なあんだ︑さとうだ︒﹂

十三328囲囹 においもさとうも大まけだ︒

十7012囹

十五8210 いぬと︑パンと︑さとうとは︑はじめは
いって來たとき︑すこしはにかんで︑

さとす

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

﹇諭﹈︵五︶1

与めざとし
十336

さと・す

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い さとし

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中

十五921

にひきずりこんでしまいました︒

さびしい一さま

592

さびし・い
ーク︾

﹇ 寂 ﹈ ︵ 形︶7

さびしい

︽ーイ・ーカッ・

七434園 わたしは︑終戦後︑いつも心さびしい旅
をしていました︒

八474 どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし
かかりました︒

十二219園來年とか︑さ來年とか︑︿略﹀おっし
でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

やったりすると︑なんとなくさびしくなります︒
十一一2111園

氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二4011 しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というもの
をわからせることによって︑そのまつ暗なさびし
い心を明かるくすることに成功しました︒

十四439囲 どんなさびしい日だって︑それが三十
にしてくれる︒

﹇寂 過 ﹈

︵上一︶

1

さびしすぎる

十五柵1園 私︑きょう︑ここにいて︑それはさび
しかったよ︒

︽ーギル︾

さびしす・ぎる

十四171国︺おひとりでさびしすぎるとは︑お思い
になりませんか︒

三52 さぶろう﹁あかるい山︒﹂

さぶろう ﹇三郎﹈︹話手︺7 さぶろう 三郎

三54 さぶろう﹁あたたかなかぜ︒﹂
三57 さぶろう﹁たねまき︑たねまき︒﹂
十三379 三郎﹁もしもし⁝⁝そうです︒
十三404 三郎﹁もしもし︑五千二十五番ですか︒
か︒

十三432 三郎手紙を読みながら︑﹁生きて帰って
來ました

十三437 三郎﹁おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝
︵と︑うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒
さぶろう

さぶろう ︹人名︺24 さぶろう 三郎 三郎

七348

私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの
私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑

の︑動くことさえできません︒

七3410

私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒

七3410

それでも︑汽車がゆれるたびに︑前後から
私とさぶろうとは︑まるで︑一つからだに

おされて︑さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

七352
七353

私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

七355

三郎ところ

三郎のうちの一室

ところ

三郎のうちの一室

十三373

三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

しん

十三377

で企て︑受話器をとる︒

んが⁝⁝

十三391園ぼく︑三郎⁝⁝はい⁝⁝え⁝⁝眞ちゃ

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三3911

三郎︑それに氣がついて︑三郎﹁おかあ

十三408園ぼく︑三郎⁝⁝うん⁝⁝よかったなあ︒

三郎くん

よかったなあ⁝⁝﹂三郎の声が終るころ︑

さん︑おかあさんなの⁝⁝

十三435
十三4310

しずかにまく︒

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四

三郎くんのことばの間に︑あいてがなに

あいてのいうことを聞いて︑それから三

三郎くんのことばだけで︑すっかりよう

さぶろうさん

さぶろうさん︑もうすこし︑がまんして

︹人名︺2

さぶろうさん︑だいじょうぶ︒

﹇様﹈ 与ありさま・エスさま・おうさま・おか

さま・おひめさま・おほしさま・かねたいちろうさ

おてんとうさま・おとうさま・おとひめさま・おひ

あさま・おかげさま・おしゃかさま・おつきさま・

さま

七373圏

いらっしゃい︒

七364園

さぶろうさん

すがわかるように︑くふうします︒

十三458

郎くんのことばをいい︑

十三457

かいっているわけです︒

十三453

はなりません︒

人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて

十三451

ん︑それからおとうさん︑

十三448

さぶろうくん ﹇三郎君﹈︹人名︺5

﹁︿略﹀︒﹂とうけあって︑さぶろうをつれ

をかばうように両手をつっぱりました︒
七3511

私は︑さぶろうのかたに手をかけて︑

てきたのでした︒

七371

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒

七374

いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

七391

おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け

じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七394

はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

とって︑つぎの人に渡しました︒

七399

乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう

そうに私の方をみていましたが︑

七402

私は︑いそいで︑さぶろうのあとを追いか

を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

七404

三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の

けました︒

七405

私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中

上に立って︑︿略﹀︑私を手まねきしています︒

七408

人

さぶろう

の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

十三372

593
ざま一さむさ

ま・かみさま・ごちそうさま・さかさま・じょおう

私は︑このお話から︑さまざまなことが

十四365

いろいろのこまかいことが目につき︑さ

さまざまな術を発達させました︒

風の関係︑水蒸氣の量︑高度など︑さま

﹇覚﹈︵五︶8

さます

︽ーシ・ース︾

けさも早くから︑三十ぱのがんは目を
ぼくが目をさましたときには︑おびみた

校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか
目をさますと︑向こうの席にひとりの青年
しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

十五棚1園

︽ーゲ︾

生長をうながす力をもっているが︑それをこえる

と︑かえってさまたげになるという︑

さまた・げる ﹇妨﹈︵下一︶1 さまたげる

喜んだ私は︑朝早くからそれをガラガラ

とひきまわすので︑家の人のねむりをさまたげて

十五6511

﹇寂﹈︵名︶1 さみしがりや

しかたがない︒

さみしがりや

さむい

寒い ︽1・ーイ・一

あれは︑この村のさみしがりやの毒すず

﹇寒﹈︵形︶14

十一142
めだ︒

カッ・ーカロ・ーク︾5おおさむごさむ

さむ・い

四889團

それに寒かったし︒

北風︑からかぜ︑寒いのに︑

からすのかんたはさむかろう︒

さむい︒
六463圏

四875

七194園

やりました︒

七952 寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて

はくちょうはく略﹀︑

この寒い國からあた

で︑寒い冬もぶじにこすことができました︒

八147 ていねいに生みつけておいてくれましたの
八843

そのうちに寒い冬がきた︒

たかい國︑重いみずうみへと︑とんでいった︒

九216 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か

八856

夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

十一403圃

そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十四902

寒いことも寒いが︑また暗さも暗かった︒

ていって︑用をたさせるようにしました︒

けれども︑いちろうが目をさましたときは︑ 十一一256

ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た

もうすっかり明かるくなっていました︒

九4810

目をさます場面を演ずることがある︒

九141

が立っていた︒

七414

にしんこきゅうをした︒

七47

をさましてしまいました︒

さぎさんたちがあまりガヤガヤ話をするので︑目

六糊1とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六447囹

さましました︒

四437

さま・す

ざまな條件によって︑雪のけっしょうがちがう

十四849

まざまのうたがいがおこってくるはずです︒

十四626

心にうかんできた︒

十四253

ざまな藝をする︒

まるく輪になったその中で︑さるがさま

どらにも︑大小さまざまあって︑音色も

だされるでしょう︒

ちがうし︑

十三303

さまざま

十三314

さま・だんなさま・にいさまがた・におうさま・ほ

ざま

とけさま・まっさかさま・みかづきさま・みやさま
﹇様﹈︵名︶1

がた・やまねこさま
ざま

ろう︒

﹇様様﹈︵形状︶18

十五947園 おやおや︑なんてみっともないざまだ
さまざま

六54きりや︑ねじまわしや︑ピンセットや︑小
さなつちや︑さまざまの道具も︑おなじ台の上に
よこたわっている︒

七1310 私どもの手が︑さまざまなはたらきをする
ように︑

きをしてくれます ︒

七1311 ﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら

わすのと同じように︑

九69 色の組みあわせが︑さまざまの感じをあら

ざまな情景を写しだすこともできるという

九105 たいこのたたきかたによって︑︿略﹀︑さま

九㎜9 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま
じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒
まなことを話しかけたり︑

十125 ずんずんおとうさんのそばへきて︑さまざ

わけてみると︑こんなにさまざまな色になります︒

十2010園 ただ白っぽくみえる太陽の光線ですが︑
十632 能は︑そのうたいにつれて︑役者が︿略﹀︑
さまざまなしぐさをしたりするものですが︑
太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十一一9010

﹁なんと暗い︑寒い夜だろう︒﹂

十四902寒いことも寒いが︑

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの さむさ ﹇寒﹈︵名︶8 寒さ

べたり︑飲んだり︑目をさましたり︑

十四904園

樂しかったさまざまなことが︑

十一一968 その写眞帳をひろげてみると︑あなたが さまたげ ﹇妨﹈︵名︶1 さまたげ

十三238

十一一917

たの家の昔からいままでのことがさまざまに思い

さむざむ一さよなら
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九193 その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

さむざむ

九143

ゆめからさめるときには︑音などはけっし

うさぎは︑高いびきをかいて︑さも点しそ
﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそうにいうと︑

﹇鞘豆﹈︵名︶1

さやまめ

三421園

﹁さようなら︒﹂

と思ったら︑ すぐおわかれでした︒

さようなら︒
六4411園

九4611團
さようなら

声がきこえました︒

十﹁815園﹁さようなら︑看護婦さん︒﹂という

十一9010園

﹁さようなら︒﹂といって︑名をなん

さようなら︒

く︒﹂

さよなら

﹁さよなら 三かく︑ また きて 四か
三424園

︵感︶1

十五佃11囹さようなら︒

朝ざくらみどり子にいうさようなら
十五63圃

さようなら︒
十四178團

では︑おかあさん︑さようなら︒
十四177團

さようなら︒

十四137團あなたを思うすべての心をかたむけて︑

十四111國さようなら︒

＋四1010国では︑おかあさん︑さようなら︒

＋三4211園
さようなら︒﹂︵受話器をおく︒

＋一9212園 ﹁さようなら︑おとうさん︒﹂

と呼ぼうかと思っているうち︑

十一929園

いも 十一877園 さようなら︒

たかぎとやまだが左右にひきわけられたと

﹇左右﹈︵名︶2

もふとってくるようす︒
さゆう

九884

さよう

屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

ころである︒

十二川8

﹇左様﹈︵形状︶5

うにも︑

さよう

左右

十一373圏さやまめ・とうきびよくみのり

さやまめ

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十四226

うに書ねをしていました︒

八551

をおりてきて︑あせをふきます︒

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒
四259団さようなら︒
きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑
雪見8園 さようなら︒
十二718 芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に 九槻7 そのひょうしに︑くもは︑目がさめました︒
十三321 やっと目がさめたころ︑遠いところを通 四宙9園 さようなら︒
こたえましたが︑雪をみるのが淫しみでした︒
五126囹 ﹁ぼっちゃん︑さようなら︒﹂
るその声を聞くのは︑
十四4611 寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで
五127園 ﹁さようなら︒﹂
十四392園 ゆめがさめた︒
しまって︑
五161園 ﹁では︑としおさん︑さようなら︒﹂
十四4812 助け船のくるのを待つ間︑︿略﹀︑寒さに 十四392圓長いゆめがさめた︒
五186園 ﹁さようなら︒﹂
さも ﹇然﹈︵副︶3 さも
氣を失って︑まるたから手をはなさないように︑
十四921 寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くなつ 六1810 上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき台 五187園 ﹁さようなら︒﹂
五188園 ﹁さようなら︒﹂おたがいに︑であった
ていた︒

十四9410 両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい
た︒

十四棚11 寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑
﹇寒寒﹈︵副︶1

十四皿4園あの子は寒さでこごえ死んだのだ︒
さむざむ
持をおこさせる︒
﹇ 雨 ﹈ ﹇ ▽ あ きさめ・はるさめ

︽ーイ︾

十三337 冬の日には︑いかにもさむざむとした氣
さめ
﹇ 覚 ﹈ ﹇ V め ざめ

さめやすい

さめ

﹇冷語 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

﹇鮫﹈■わにざめ

さめやす・い

さめ

めやすいから︑

十三243 しげった木のない土地は︑熱しやすくさ
︽⁝メ・ーメル︾

さようでございます︒
さめる

四価5園

10

さようでございますか︒

︵下一︶

さようでございます︒

﹇覚﹈

四価7園

さ・める

六田5園

さようなら

﹇左様﹈︵感︶25

さようなら

なんども手をふりながら︑先生にさよう さよなら

﹇左様﹈︵名︶1

はい︑さようでございます︒

あ︑さようでございましたか︒

一521 すずしいかぜがふきこんできたので︑

さようなら

ならをして走って帰る子ども︒

七76囹

さようなら

十五467囹

六922囹

呂あおざめる・めざめる
目がさめました︒

一649 おかあさんのこえで目がさめました︒
三503圃 かなかなぜみも目がさめて︑
七61 あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ
た︒

七807園 目がさめてみると︑らくだがいません︒
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さら一サリバンせんせいなし

十五413

このエジプト文字がフェニキアに移って

フェニキア文字となり︑さらに︑そのフェニキア

らさら

三72園さらさら︑さらさらさら︒

さら ﹇皿﹈︵名︶3 さら5おさら
十四133團 それに︑小さなさらがあります︒

自動車のドアに手をかけた老博士が︑さ

文字がギリシアに傳わってギリシア文字となり︑

らに︑﹁︿略V︒﹂とささやかれた︒

サリバン先生

次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす

︹人名︺9

私の一生を通じて︑わすれることのでき

サリバン先生は︑お着きになったあくる

サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私

サリバン先生は︑﹁ゆのみ﹂が道具で︑

すこしでももののわかる子どもに育てて

サリバン先生が︑このあらあらしいわけ

サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

これは︑ケラーのサリバン先生に対する

︵名︶一

サリバン先生なし

サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑

サリバンせんせいなし

十二425

一つになったおかげです︒

信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑

十一一424

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒

十二41一

なみならぬどりょくがいりました︒

のわからないケラーをしつけていくのには︑なみ

十一一408

バン先生にきていただくことにしました︒

やりたいと念じて︑もうあ教育に経験のあるサリ

十二406

はっきり教えるために苦しまれたのですが︑

﹁水﹂がその中にはいっているものであることを︑

十二352

のひざの上において︑﹁人形﹂という字をつづり

十二349

朝︑︿略﹀︑一つの人形をくださいました︒

十一一332

ださった日であります︒

ないいちばん大きな日は︑サリバン先生がきてく

十二314

サリバンせんせい

を︑さらりと開きました︒

十679

樂しみはいよいよくわわり︑喜びはさら さらりと ︵副︶1 さらりと

にたかまる︒

三音︑四音と組みあわせてみると︑さらに
さらに︑﹁虫の声﹂ということばを加えた

ちがった氣持がします︒

九62
九81

南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い

らどうでしょう︒

九179

そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

オーストラリアまでいくのがあるということです︒

九205

にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒
そこからさらに︑すこしさかのぼって水を

そこで︑谷川をさらにさかのぼると︑岩ま

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

九号5

おとうさんがしょうじきにその答をしまし

からちょろちょろとわきでる泉があって︑

十156

そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら

たら︑少年は︑さらにこんなことをいいました︒

十374

ととのった知識とし︑また︑さらに進ん

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

十三94

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

だ研究をする土台にするのである︒

十三251

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑さらに︑北海岸
特有の砂丘を︑海岸近くでくいとめました︒
月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星

の夜であれば︑またさらに美しい︒

十一一一3310

いますこしふかく考えれば︑さらにおも
しろい場面が発見されるように思われる︒

十四867

十五而9

三73園さらさら︑さらさらさら︒
三76園さらさら︑さらさらさら︒

十四9612 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ
か光るさらをならべたテーブルが見えた︒
しげしげとのぞきこみながら︑
﹇更﹈尋なおさら

六258囹

十五435 ウインドにかざられてあるさらやはちを︑ さらに ﹇更﹈︵副︶15 さらに
さら

さらい 息おさらい
ざくろさんが︑來年とか︑さ馬騎とか︑

さらいねん ﹇再来年﹈︵名︶1 さ來年
十一一217園
︿略﹀さきのことをおっしゃったりすると︑

さらさら ︵副︶8 サラサラ さらさら

一378 ちいさな川が︑うちのまえをさらさら

﹁377 川が︑さらさらとながれています︒
とながれています︒
かるく水の上をおよいでいた︒

八8810 はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑ 九伽11
八938 すると︑つばさがサラサラと音をたてた︒

九79 この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも
なり︑

かけたところがら︑さらさらと流れだしていた︒

九伽1水は︿略﹀音をたててわきだして︑一方の

︿略﹀川に流れこ ん で い た ︒

九卿1 泉をあふれでた水は︑さらさらと走って︑

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒

九櫛2 そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ
さらさらさら ︵感︶3 さらさらさら
三866 さらさらさら︑さらさらさら︒
三866 さらさらさら︑さらさらさら︒

さらと雪の音︒

四897圃 すずめ親子のねたあとは︑さらさら
さらさらさらさらさら ︵感︶3 さらさら︑さらさ

さる一さわやか
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十二419 ケラーは︑もうサリバン先生なしには︑
生きていけません︒

さるの木のぼり︒

さる ﹇猿﹈︵名︶9 さるむおさるさん

四791 さ

それを舞台のおくになげすてて︑なお︑あ

︽ーテ︾

二315園十二ひきの

さわぎたてました︒

ぶたは︑

ぶうぶう

いって

あのとおり︑さわぎやどもが︑おまえ

さんがたを呼びたてているでしょう︒

十五897園

喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力さわぎやども ﹇騒屋共﹈︵名︶1 さわぎやども

ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒

ちこちさがしつづけながらさる︒

九936
九佃3

十4212

者であったうめが︑この世をさってしまった︒
春がさって夏がくる︒

一びきのさるにであいました︒

十一123

すると︑

六679 さるは子ぐまをみてこわがって︑

六675

去る

さるさん

さるさん︑さるさん︒

﹇猿﹈︵名︶2

六677園

さるさん︑さるさん︒

さるさん

六677囹

さるすべりラジオのほかに声もなし
さるまわし

その中で︑いちばんさわがしくて︑大き

﹇猿回﹈︵名︶2

十三309

さるまわし

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり

な音をたててやって送るのは︑さるまわしである︒

十三318

さわがしい

︽ーク︾

ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒
﹇騒﹈︵形︶4

さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑

さわぎたてる

七493

五

あひるが︑﹁ガア︑ガア﹂とさわいで行

つかまれている女の子は︑あきらめたの

ザワザワ

ざわざわ

﹁キャッキャッ﹂とさわいだり︑

さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑

︵副︶4

風といえば︑﹁そよそよ﹂とか︑﹁ザワザ

川波がザワザワとたちさわぐところである︒

﹇爽﹈︵形状︶6

サワヤカ

さわやか

樂しいことがあるような︑ああ︑さわや

アルヨウナー

アサノソラー⁝五

タノシイコトガi七

アアサワヤカナi七

六606圃

かな朝の空︒

六501團

六4310 さわやかな朝の空︒

さわやか

ザワザワ鳴り︑

九551 そこは美しいこがね色の草地で︑草は風に

らわしているが︑

ワ﹂とか︑﹁ビュウビュウ﹂とかいうことばであ

九1110

九114

動いている︒

七612

ざわざわ

十五826

失ったのか︑すこしもさわがず︑

か︑おそろしいのか︑それともおどろいて氣でも

十五275

く︒

十三3610

コッ︒﹂とさわいだ︒

八788 ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁コッ

あいてのセンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒

しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水 さわ・ぐ ﹇騒﹈︵五︶5 さわぐ ︽⁝イ・ーガ︾呂た

さる

五鵬10

さわがし・い

おどろいてとんでいってしまいました︒

空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく
ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一354圏

つくば

ふだんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸
をゆさぶったり︑

十一一751

その中で︑いちばんさわがしくて︑大き
な音をたててやって來る．のは︑さるまわしである︒

十三307

5おおさわぎ・おおさわぎする

︵下一︶

1

先生が第一にさわぎだす︑両親があわて
﹇騒立﹈

ちさわぐ

十三253

ちゆうごく

の害がのぞかれたので︑

八104 そのかっこうは︑さるそっくりです︒
に指を動かすだけでした︒

十二341 私は︑︿略﹀︑ただ︑さるの人まねのよう

さいゆうき

十三314 まるく輪になったその中で︑さるがさま
さんごくし

ざまな藝をする︒
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九295図魍

十三316三國志とか︑西遊記とかいった︑中國さるすべり ﹇百日紅﹈︵名︶1 さるすべり
のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑さる
は︑とちゅうできよとんとし．てやめてしまったり︑

︵五︶

︽ーッ・ーリ・一

ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十三318 さるまわしは︑さるをつかったり︑せり

﹇去﹈

十四818 さるも木から落ちる︒
さ・る

ル︾3うつりさる・たちさる・とりさる・ぬぎさる
六254 ありはなんにもいわないで︑おもい足どり
でかみてにさっていきます︒

六403親つばめ︑子つばめをつれてさる︒
七910圏 毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ
ばからさっていった︒

九165 まもなくさっていかなければならない日本
に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

九1610 やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

さわぎ

さわぎた・てる

てあたりをかけまわる︒

十五235

﹂と︑やまだのせなか さわぎだ・す ﹇騒出﹈︵五︶1 さわぎだす ︽ース︾

は︑そろそろ日本をさっていき︑

九911 もういいったら
をおしながらさる︒

九931 ふたり︑じゅんじゅんに舞台をさる︒

九9111 友だち︑たかぎをかこみながらさる︒

597
さわり一さん

八807 さわやかな空氣と日の光が流れてきた︒
十四398囹 なんとさわやかな夜明けだろう︒

︽ーッ・ーラ︾εお

十674

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

三

満ぼう︑なにが氣にさわったの︑

︹課名︺30

ことばあそび⁝⁝⁝十六

三むすんでひらいて⁝⁝⁝八
三むすんでひらいて

三
三 ことばあそび

一24
一81
P

Q4

ことばあつめ⁝⁝⁝十八

三 いろいろなあいて

三 いろいろなあいて⁝⁝⁝十九

三ことばあつめ

四191

三 ありがとう⁝⁝⁝二十一

四24

三181

三24三

さん

十五628園

十五693 その口もとがほころんで声さわやかに 十五625園 なにが氣にさわったのかなあ︒
﹇触﹈﹇▽てざわり

﹇障﹈←みみざわり
さわる

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と よ びかけそうであった︒

さわり
﹇触﹈︵五 ︶ 1 2

さわり

さわ・る

さわる
一一331囹 いや︑目でみなくても︑手でさわった
ことがあるかい︒

二335園 いや︑まだ︑さわってみたこともな
い︒

二343園 もしもし︑ちょっとそのぞうという

五24

九27

八261

三

三天の川

七161 三もんしろちょう
さわって︑ 八26 三 天の川⁝⁝⁝二十六

さわって︑こういいました︒
六311 三かかし
一一357園 三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ 七24 三 もんしろちょう⁝⁝⁝十六
わ っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹄といいました︒

二3510園四人めの めくらは︑耳に
﹁︿略﹀︒﹄といいました︒

八393囹 ﹁わたしの手にさわったものが︑みんな

三 つばめ

つばめ⁝⁝⁝十五

九151

こがねになったら ︒ ﹂

十五211

十四291

三

三

三

文字の話

文字の話⁝⁝⁝三十四

星の光

﹇三﹈︹話手︺2 三

十五341
さん

三

たかぎの服のほこりをはらいながら︑

三﹁よせよ︒

九915 三

九894

︹題名︺20

﹁︿略﹀︒﹂

一463

さん

一一92
一一195
一一286

三77

一一691

五419

七27
七36
七217

八38

七673
八767

九25
九71

十一811

＋210
十306
十二221

三日の光
二宮金次郎⁝⁝⁝十八

十二9311

三 日の光⁝⁝⁝十八

二宮金次郎

十181

十一27三

わたしの民ちゃん⁝⁝⁝二十三

十26

十一186三

︿略﹀さきが︑ふくれてかたくなっていました︒

十一724 そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた

十二24三

八脳1 いねの花のすんだあとをさわってみると︑

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒

にのみやきんじろう

十一748 それから︑病人の上にかがんで︑みゃく

たみ

3㈹n▽ありいちにさ
わたしの民ちゃん

ん・ありさん・ありにさん・いちにのさん・うおさ

十一763 病人のふとんをなおしたり︑ときどきそ
︽iッ・ーリ︾

名

みどりの野⁝⁝⁝十七

ん・しちごさん

ん・おとこのこさん・おんなのこさん・こどもさ
さわる

ロ一己

十一一231三

みどりの野
﹇障﹈︵五 ︶ 3

の手にさわってみたり︑
さわ・る

さん

十三26三

星の光⁝⁝⁝二十九

をみたり︑ひたいにさわってみたりして︑

十三171三

一一一）））））））））））））））））
）＿＿＿
16 ）））
十四24三

（（（（（（（（（（（（（（（（（
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（（（（一一一一一一一一一一一一一一一一一

一一

一一

一一347囚型 じ ゃ あ ︑ さ わ っ て ご ら ん ︒
五211 三ありがとう
二354園 二ばんめの めくらは︑ぞうのきばに 六26 三 かかし⁝⁝⁝三十一

ものに︑さわらせてくれませんか︒

P6

四70図

11

おかあさんがらす・おかあさんたち・おかいこさ

ぼうさん・ぼうさんたち・ボーイさんたち・ぼちさ

さん・プリンタリーさん・プリンタリーじいさん・

ん・ふくろうさん・ふとったこうふくさん・ふみお

ん・おかさん︒おかみさん・おきゃくさん︒おくさ

べえさん・みかづきさん・みきこさん・みちこさ

ん・まことさん・まさおさん・まつもとさん・まん

ん・めくらさん・やおやさん・よしこさん・りすさ

んがた・みなさんじしん・みよこさん・むすごさ

ん・りょうかんさん・りんごさん

ん・みつおさん・みつばちさん・みなさん・みなさ

ほしさん・おまえさん・おまえさんがた・おまえさ

ねえさん・おばあさん・おばさん︒おぼうさん・お

十五3712 ﹁山﹂を﹁サン﹂︑﹁海﹂を﹁カイ﹂とい

じょうさん・おつきさん・おつきさんのくに・おと

ん・おじさん︒おじさんたち・おしょうさん・お

ん・おけやさん・おこさん・おさるさん・おじいさ

ん・えんちょうさん・おいしゃさん・おかあさん・

23456789

六656
八17書

8整調

﹇山﹈←ばんだいさん・ふじさん

で︑せんぽいをしのいで大家になり︑
さん
﹇産﹈

さん・くもさん・ケラーさん・こおろぎさん・こづ

かいさん・こどもさんたち・ことりさん・ごろうさ

こさん︒さとうさん・さぶろうさん・さるさん・サ

ん・さかなやさん・ざくろさん・さだおさん・さち

ンタクローズさん・しかさん・しゃしょうさん・
しゃしょうさんたち・じゅうさんやさん・じろうに
いさん・すずめさん︒すみこさん・せいとさん・せ
つこさん・せんどうさん・たかはしさん・たけこさ
さん・たつこさん・たなかさん・たぬきさん・たみ

ん・たけださん・ただおさん・ただしさん・たつお

をしたが︑

十五3712 ﹁山﹂を﹁サン﹂︑︿略﹀というようにも

三音

﹁山﹂を﹁やま﹂︑﹁海﹂を﹁うみ﹂など

との中國の発音にしたがった読みかたをしたが︑
十五381

﹇三音﹈︵名︶1

とっかって︑

さんおん

ちがった氣持がします︒

﹇三角﹈︵名︶2

あか

三かく一

三かく

あお

き

九62 三音︑四音と組みあわせてみると︑さらに
さんかく

にじ

四かく

さよなら三かく︑またきて四かく︒

まる

一334 お日さま

いろ

三424園
さんがく

﹇三角定規﹈︵名︶1

三角じょう

﹇Vアメリカさんがくかいかいいん

おさん・だるまさん・たろうさん・たろうさんた

さんかくじょうぎ

ひろいあげる︒

﹇三角測量﹈︵名︶1

三角測量

九933 そのうちに︑セルロイドの三角じょうぎを

ぎ

ち・ちょうちょうさん・ちょうちょさん・チルチル
さん・つばめさん・つるさん・ときこさん・とけい
やさん・としおさん・とみこさん・とらさん・にい

にっぽんさん・ノルウェーさん

﹇Vアルプスさん・きたヨーロッパさん．

さん

さん3サン5あおきさん・あきこさん・あきら

さん・にしださん・にしもりさん・ねえさん・ねさ

さんかくぼうし

﹇三角帽子﹈︵名︶1

三かくぼうし

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

そのときは︑まだ三角測量が行われて

十五562囹

さんかくそくりょう

ん・はるのくにさん・はんじさん・ひいおじいさ

ん・はなさん︒はるえさん・はるおさん・はるこさ
ん・ひかりさん・ひでおさん・ひばりさん・ひわさ

ん︒のぶこさん︒のむらさん・のんのさん・はさ

さん・あつしさん・あめやさん・あやこさん・あり
さん・ありさんたち・あんどうさん・いけださん・

すさん・うさぎさん・うさぎさんたち・うらしまさ

とやさん・いのうえさん・いまえもんさん・うぐい

いしゃさん︒いちろうさん・いちろうにいさん．い

うようにもとの中國の発音にしたがった読みかた

んたち・おまごさん・おまつさん︒おもちゃやさ
ん・かあさん・かかしさん・かじゃさん・かずこさ
ん・かめさん・からすさん・かんごふさん・きよし

さん︒きりぎりすさん・きんのさかなさん・くにお
357コックス2

﹂と数えながら舞台は

は四︑ 五 ︑ 六 ︑ そ の ほ か 数 人 が ︑

函885たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに
九928囹二︑二︑三
しまできてとまる ︒

3

6

十一11図 一 トップ

十侶8

4

23456789

1

12

（3）

3

（3）

3

十三613囹 なんといっても︑二十二か三のわかさ

十十十十十 十
二ニニニニ10−
54 54 53 52 50
56

うさん・おとうとさん・おにいさん・おにさん・お

12345678

六64図

六3110

11

10

12345678910

121

3

三 12

4211111図
三

さん一さんかくぼうし

598

599
さんかげつまえ一さんじゅうアール

り︑

四837 赤いふくをきて︑三かくぼうしをかぶ

十二315 それは一八八七年の三月三日︑私が満七

さんかげつまえ ﹇三箇月前﹈︵名︶1 三ヶ月まえ

三月

さいになる三ヶ月まえのことでありました︒
﹇三月﹈︵名︶2

四桝3 三月はひなまつり︒

さんがつ

十一633 雨の降っている三月のある朝︑

十二315 それは一八八七年の三月三日︑私が満七

さんがつみつか ﹇三月三日﹈︵名︶1 三月三日

三きゃく

さいになる三ヶ月まえのことでありました︒
﹇三脚﹈︵名︶2
ふみお

十ニー33 文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑

さんきゃく
がかを立てて写生をはじめた︒
でをとってかきはじめた︒
牽くみ

三組

十ニー74 文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ
﹇三組﹈ ︵ 名 ︶
4

三184三くみは魚の名をあつめました︒

さんくみ

三211三くみの人たちに︒
四697三組の﹁なぞ﹂︒
へんしゅうをすることにきめました︒

六565それから︑二組︑三組と︑じゅんじゅんに
さんげんぶん ﹇三字分﹈︵名︶1 三げんぶん

十三415園 いまどこの家でも二けんぶんも︑三げ
さんごくし

さいゆうき

ちゆうごく

んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒
さんごくし

さんごくし ︹題名︺1 三國志
のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑

六910
さんさんと

く植えました︒

八992 あいだを30㎝ぐらいずつあけ︑きそく正し

三人はさんざんさがしまわったが︑みつか さんじつセンチメートル ︵名︶1 30㎝

らないのでがっかりした︒

30センチ

3時間め

三時ごろ

三十銭

30センチ

三十センチ

四436

一列になってとんで

けさも早くから︑三十ぱのがんは目を

三十ぱのがんは︑

さましました︒

三十分

三十ぱのがんは︑みずうみの島をとび

いきましたが︑

四478

四653

﹇三十分﹈︵名︶5

たちました︒

さんじっぷん

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

もうすっかりくらくなっていて︑

五551

八349光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

これで三十分ほりました︒

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒
九849園

さあ︑あと三十分ほってみましょう︒

﹇三十本﹈︵名︶1 30本

九864 あとの三十分は︑ひじょうにみじかく思わ

九8511園
れました︒

さんじつぼん

八価9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑即き

三十

三十 30

田園⁝⁝⁝三十

学校⁝⁝⁝三十
四

30
のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

﹇三十﹈︵名︶2

五

︹課名︺2

なかぶは30本もありました︒

三26

さんじゅう

十一28
さんじゅう

六404
十二676

︵名︶1

三十アール

がって︑︿略﹀︑二十も三十も続いている︒

さんじゅうアール

らいぎょは︑大きなのになると︑三十セ
ンチあまりもあります︒

四412三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北
へむかってたびをつづけていました︒

まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ さんじつば ﹇三十羽﹈︵名︶4 三十ぱ

﹇燦燦﹈︵副︶1

十二832

さんさんと
しがさんさんと降りそそいでいました︒
三時

自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ

﹇三時﹈︵名︶1

九206

さんじ

三時間

﹇三時間目﹈︵名︶1

三時間もぶっとおしに戦いました︒

﹇三時間﹈︵名︶1

りきっているつばめたちを運んできました︒
さんじかん
十一一817

さんじかんめ

3時間めの終りに開きはじめましたが︑お
﹇三時頃﹈︵名︶1

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八鵬3
さんじごろ

朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど
三四千年

三十光年

みたところ︑なんのかわりもない貝です

﹇三四千年﹈︵名︶1

ずつ︑︿略﹀︑散歩に出て承るのでした︒

十五209
さんしせんねん

十二976

﹇三十光年﹈︵名︶1

が︑いまから三四千年もまえの貝です︒

︵名︶2

私は︑三十銭でどこへでも旅をすることが

﹇三十銭﹈︵名︶1

二十光年の星もあり︑三十光年の星もあり

さんじっこうねん
ます︒

八353
さんじっせん

五158

できます︒

さんじつセンチ

十二53図

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十三314 三國志とか︑西遊記とかいった︑中國 十一一529 古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

さんざん

九3310團

十四766 これと同じようなことが︑山腹と谷との さんじつセンチあまり ︵名︶1 三十センチあまり

さんこくふう ﹇山谷風﹈︵名︶1 山谷風

﹇散散﹈︵副︶1

間にあって︑山谷風と名づけられています︒
さんざん

さんじゅういち一サンタクローズさん

600

十二239 近所の荒れ地を三十アールばかりかいこ
んして︑

さんじゅういち ︹課業︺4 三十一

一36 十四 ひとつのことばから⁝⁝⁝三十一
六26 三 かかし⁝⁝⁝三十︻
九31 五 先生とみなさんへ・⁝⁝：三十一
十一一25 四 光を求めて⁝⁝⁝三十一

さんじゅういち ﹇三十＝︵名︶1 31

六407 31
さんしゅうかん ﹇三週間﹈︵名︶1 三週間
しにおいてもらった︒

八793 そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため

三27 六 かえり道⁝⁝⁝三十九

さんじゅうく ︹課名︺1 三十九
さんじゅうく ﹇三十九﹈︵名︶1 39

心に生きていることば⁝⁝⁝三十

34

七

一38
八29

十六

37

37
三十数人

さんすう

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

﹇三色﹈︵名︶1

三色

三色の組みあわせにしたら︑︿略﹀︑もっと

﹇算数﹈︵名︶3

さんすう

算数

ちがった感じがするにちがいありません︒

九53

さんしょく

めやぎのおちぢ︑ 一つ一つかおる︒

十一5610圃

だんだんくわしくなる⁝⁝⁝三十 さんしょ ﹇山椒﹈︵名︶1 さんしょ

三十二

38

36

算出する

︽1

三種類

算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう

さんせいする

﹁二二が四﹂という算数の九九と︑にた

﹇賛成﹈︵名︶3 賛成

﹁賛成︑賛成︒﹂

ぼくもきみに賛成だ︒

﹁賛成︑賛成︒﹂

﹇賛成﹈︵サ変︶3

︽ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑ 一雄はす

みんなは︑それにさんせいしました︒

︵名︶1

3㎝

花も︑葉も︑根も︑みんな賛成しました︒

あごひげを

つけた

サンタク

三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

﹇三代目﹈︵名︶1 三代め

て︑わがままをしはじめた︒

十二596

さんだいめ

八972 もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました︒

さんセンチメートル

十四6112

ぐ賛成した︒

十一5912

四445

賛成する

さんせい・する

十四5110園

十四5110園

十﹁510園

さんせい

ようなものだと思いました︒

十四7912

の木にのぼって︑

十582

がく︑︿略﹀などのべんきょうをします︒

このお長窪のために︑細工人︑画工︑ 四115 こくご︑しゃかい︑さんすう︑りか︑おん

﹇三十数人﹈︵名︶1

﹇三十七﹈︵名︶1

電話⁝⁝⁝三十七

幸福⁝⁝⁝三十七
五

四

十三28
六431

さんじゅうしち

十五481

さんじゅうすうにん

︹課名︺2

四石炭⁝⁝⁝三十二
五発明二つ⁝⁝⁝三十二

﹇三十六﹈︵名︶1

﹇三十八﹈︵名︶1

32

︿略﹀などが︑三十数人かかえられていた︒
さんじゅうに

五25
十31

三十八

﹇三十二﹈︵名︶1

︹課名︺3

六401032

さんじゆうに
さんじゅうはち

38
36
﹇算出﹈︵サ変︶−

するが

﹇三種類﹈︵名︶2

まつ白な

サンタクローズさん

︵名︶2

サンタクローズさん

ローズのおじいさんができあがりました︒

四838

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ サンタクローズ ︵名︶一 サンタクローズ
世界のどこに︑こんなに三種類も四種類
もの文字をつかっている國があろうか︒

十五427

らがなとの三種類の文字をつかっており︑

十五425

さんしゅるい

その際算出した高さは︑

がめ︑ その角度を目算して紙上計算してみたが︑

十五566足
園の下にひろがる駿河湾の海岸線をな

シ︾

さんしゅつ・する

六428

さんじゅうろく

六433

さんじゅうはち

二32 六山びこ⁝⁝⁝三十八
六436 39
五26 五心と心⁝⁝⁝三十八
さんじゅうくわ ﹇三十九羽﹈︵名︶1 三十九わ
二日同じく九百九十ぱ五日同じくの 十四25 四 夜明け⁝⁝⁝三十八
こりの三十九わ

九2213

さんじゅうご ﹇三十五﹈︵名︶1 35

六416 35
さんじゅうさん ﹇三十三﹈︵名︶1 33

六411 33

四

一37 十五 なってみたいもの⁝⁝⁝三十四

さんじゅうし ︹課名︺4 三十四

四25
四

七210 四 汽車の中⁝⁝⁝三十四
﹇三十四﹈︵名︶1

十五211 三 文字の話⁝⁝⁝三十四
さんじゅうし

六412 34
さんじゅうしち ︹課名︺3 三十七

601
さんち一ざんねん

四841園 サンタクローズさんがぶらんこしてい
るよ︒

﹇産地﹈︵名︶1

産地

四858園 おかあさんのサンタクローズさん︒
さんち

さんちゃん

て︑オーストラリアや南洋の島々であるが︑

五佃1園

ぼくの友だちのさんちゃんだよ︒

おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ
︹人名︺1

さんちゃんたち

んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

五㎜8
さんちゃんたち

山中

ユングフラウの山中のホテルに︑アメリ

﹇山中﹈︵名︶1

︵名︶1

3・5引

七人の一家族が煽て︑しばらくとまっていました︒

十五204

さんちゅう

りをつけてやったりしますと︑

十452 今日︑眞珠の産地は︑︿略Vをはじめとし 五994 さんちゃんたちが水をふきかけたり︑くす
︹人名︺15

五942 さんちゃんが︑友だちと︑山へわらびをと

さんちゃん
りにいきました︒

三ど三ど

なかに︑子うしが三とういます︒
﹇三度三度﹈︵名︶1

五4010国
さんどさんど

三人

三どめ

三ど三どの食事に︑テーブルの上でおしょ
うばんしたりしました︒

八610

さんどめ ﹇三度目﹈︵名︶一

八571
こんどは三どめだ︒
さんにん ﹇三人﹈︵名︶14

二54
置7
おかあさんのよこに︑三人が立ちます︒
一一548おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか

に なでてやります︒

三636
三人の男の子は︑うしろにこしかけまし
た︒

五218しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ
三人はさんざんさがしまわったが︑みつか

こんで帰っていった子どもがありました︒

六910

ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か

らないのでがっかりした︒

六514

六555

それから︑三人はわかれて︑それぞれ．家へ
帰りました︒

十m9 プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑

三人の少女は︑その葉をひろい集めて︑

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

︿略﹀︑遊んでいました︒

十1011

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

いと頼みました︒

十134

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十一6012 すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑

1

三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

﹇三人掛﹈︵名︶1

三人がかり

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

十一一

さんにんがかり

まさお

かずお

﹇三人連﹈︵名︶1 三人つれ

人形を動かすんだ︒

十一一4411囹 ものによっては︑三人がかりで一つの
さんにんつれ

太郎は︑友だちの正男と一雄と三人つれ

で︑学校から帰るときのことであった︒

十一599

三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ

﹇三人目﹈︵名︶2 三人め

二357囹

さんにんめ

三人め︑四人めと︑高いところをメデシン

わって︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

七3910

一ど︑三年のときだったか︑遠足で行

二年忌ぎました︒︿略﹀︒三年になりまし

﹇三年﹈︵名︶3 三年

ボールのように送られていくうちに︑
さんねん

三123
た︒

石の上にも三年︒

きました⁝⁝

十三387園
十四811

三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒ ざんねん ﹇残念﹈︵形状︶3 ざんねん

げふみをして遊んでいました︒

六516

ちがったことを心の中に思いうかべる︒

平年作は︑1平方mに3・5㎝のげん米が 十二959 読み手によって︑三人三よう︑それぞれ

とれるのですから︑

八佃7

五952 さんちゃんがひろって帰ると︑おとうさん さんてんごデシリットル
さんちゃんは大よろこびでした︒

が︑︿略﹀︑たまごのきみですりえをこしらえて︑

五9510

り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

五976 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった さんとう ﹇三頭﹈︵名︶1 三とう
五欄5 さんちゃんは︑ひわによくいってきかせま
した︒

五㎜8 さんちゃんがべんきょうをはじめると︑ひ
わは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑

﹁︿略V︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

んちゃんの本をよむ声をまねます︒

五㎜11

と︑ひわもよろこんで︑

五梱2 さんちゃんが︑ハーモニカをふきはじめる

ま す と ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と︑ひわもまねをします︒

五皿9 さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

した︒

五価10 さんちゃんのおかあさんも︑ひわをほめま

墨髭1 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう
ちのまつの木におりてきました︒

むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

五号6 ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ

した︒

五柳8 そこへ︑さんちゃんが学校から帰ってきま

さんねんせい一さんぽ

602

ぼくは︑大きくなったら︑喜ばんか四

三ばん星

並ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた

三びき

︵名︶1

三百

390g

﹇三百五十本﹈︵名︶1

黒うさぎ3909．

さんびやくくじゅうグラム

七866
五十本

︵名︶1

三百五十年

いもなえは︑ぜんぶで三百五十本ありま

さんびやくごじつぼん

九357團
した︒

たのは︑三百五十年ほどまえのことです︒

︵名︶1

三百五十メートルも登ったところで︑つえ

さんびやくごじゅうメートル
メートル

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

九㎜1

三百五十

十二鵬7 これをキリスト教の宣教師が日本に傳え

三ばん星は︑ねえさんがみつけたいわ︒ さんびやくごじゅうねん
三ばんめ

﹁あれ︑三ばん星︒﹂

かっちゃんは︑三ばんめにしよう︒

﹇三番目﹈︵名︶2

五5310園
五542園

さんぱんめ

四648圓

三ばんめに︑すじむかいのみきこさんが︑

﹇三匹﹈︵名︶7

﹇三百三十年﹈︵名︶1

有田に僥物がはじめられたのは︑いまか

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

十五476

三百三十年

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ さんびやくさんじゅうねん

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

20度

︵名︶1

320g

母うさぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいの

三

これと同じようなことが︑山腹と谷との

﹇山腹﹈︵名︶1 山腹

﹇三分一以上﹈︵名︶1

さんぽ

まんでいうと二年

散歩

その三分の一以上が︑作物のできない土

地であります︒

十三1910

分の↓以上
草をやったら︑

さんぶんのいちいじょう

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

十四766

さんぷく

で320g︑かるいので260gでした︒

七989

さんびやくにじゅうグラム

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ

十二979

いけには︑きんぎょが三びきおよいでさんびやくしゅるい ﹇三百種類﹈︵名︶1 三百種類

三びきもとってくると︑うちの家族七人

晴

3びきとも

が︑じゅうぶんだべることができます︒

㈲

﹇三匹共﹈︵名︶1

4月29日

三百

りますが︑

います︒

ねずみが三びき︑わの中にはいり︑
そのとき︑しもてから︑ありが爪びき︑
ゆっくりでてきます︒

六216

ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒

四205團

三353囹

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑

二304囹

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑

二297園

さんびき

しょうかをうたいました︒

四849

﹇三番星﹈︵名︶2

ち強い男の子だ︒

十一105園

ばんをこぐんだ︒

十一58園

九719 やまねこは︑どうもいいようがまずかった︑ さんぱん ﹇三番﹈︵名︶2 三ばん
いかにもざんねんだというふうに︑

かったのは︑ざんねんなことだと思います︒

三年め

さんぱんぼし

十四306 大きなものに心をくばることがたりな
十五旧2 なぜいままで︑もっと先生がたとしたし
くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒
さんねんせい ﹇三年生﹈︵名︶3 三年生

二594園三年生も︑これでべんきょうしました︒
五386国ぼくも︑三年生を受け持っている︒
﹇三年目﹈︵名︶1

十二佃3 三年生のときに習ったイソップ物語︒
さんねんめ
ができました︒

三年めには︑二十びょうの米をとること
＋一2910
さんのばめん ︹題名︺4 三のばめん
一一493 三のばめん

三の人

でる人もところも︑三の

たいえびそのほかいろいろな魚

四佃1三のばめんでる人うらしまたろう

ばめんとおなじ︒

四佃2 四のばめん

﹇三人﹈︹話手︺8

六844 三のばめん
さんのひと

十四386三の人﹁明かるいひびき︒﹂

七577

十四389三の人﹁朝が近づく︒﹂
十四393三の人﹁夜が明ける︒﹂

九3310團

ほたるを三びき︑つかまえました︒

十四3911三の人﹁希望の光︒﹂

さんびきとも

十四405三の人﹁おおらかな朝︒﹂
十四409三の人﹁新しい世界のおとずれ︒﹂

七868

﹇三百﹈︵名︶1

﹇散歩﹈︵名︶4

十476 きのう︑三つになる

みんな赤いズボンをはいたどんぐりで︑そ さんぽ
の数といったら︑三百でもきかないほどでした︒

九6110

さんびやく

3びきとも︑せっせとたべました︒

十四414三の人﹁喜びにみちてかがやく光︒﹂
﹇三羽﹈

︵名︶1 三ば

十四418三の人﹁わたしたちの前に︑朝がきた︒﹂
さんば

の おちて いくのを︑下からうけとめました︒

四502
力の つよいがんが︑三ばで︑かっちゃん

603
さんぼする一し

三ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにでました︒
散歩にいらっして︑

十ニー93園 このあいだの晩も︑ピアノの先生が︑

教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒

やそのさきの島々まで︑いたるところの山野に︑
三よう

読み手によって︑三人三よう︑それぞれ

﹇三様﹈︵名︶1

十二959

さんよう

三四人

ちがったことを心の中に思いうかべる︒
﹇三四人﹈︵名︶1

七22
七210
七341

八22
八29
八371

九22
九28
九261

十22
十27
七

校門のかしの木⁝⁝⁝四

汽車の中

汽車の中⁝⁝⁝三十四

うちのほおじろ⁝⁝⁝四

幸福

幸福⁝⁝⁝三十七

組みあわせ⁝⁝⁝四

夕やけ⁝⁝⁝二十六

夕やけ

あなたの思っていることは⁝⁝⁝二十

美しいもの⁝⁝⁝四

十一305
四

光を求めて⁝⁝⁝三十一

小さな行⁝⁝⁝四

田園

十一22一 川口の子どもたち⁝⁝⁝四
十一28四田園⁝⁝⁝三十

十271四 あなたの思っていることは
たまいれ⁝⁝⁝九

十一一22 一

︹課名︺45

し

字にすべりおりた︒

二本11ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文

さんよにん

十五2010 このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

ものように散歩に出ました︒

散歩

十五217 ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

︽ーシ︾

さんぽ・する ﹇散歩﹈︵サ変︶2 さんぽする
する

のそばまでさんぽしてきました︒

四248国おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ
十五461 ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え
し

たまいれ

十一一25四

みんないいこ⁝⁝⁝四

四一四四一四四一四四一
﹁あ﹂のつくことば⁝⁝⁝四

四

先生

先生⁝⁝⁝二十一

春の声⁝⁝⁝四

十二311四光を求めて
十三22一 しずかな午前⁝⁝⁝四
十三27四ホートン風景⁝⁝⁝二十六

十四25四

夜明け

夜明け⁝⁝⁝三十八

ホートン風景

はやとり⁝⁝⁝二十二

十四22一 おかあさん⁝⁝⁝四

十三265
四

隅に生きていることば⁝⁝⁝三十

十四381
四

十五22一 まさに立つべし⁝⁝⁝四
十五36四 めぐりあい⁝⁝⁝四十三

心に生きていることば

四

四 めぐりあい
十五431

︹話手︺2

九903四﹁みっともないよ︒

だ︒﹂

九888四﹁さあ︑やまだくん︑これでひきわけ

﹇四﹈

川のうた⁝⁝⁝四

空のうた

空のうた⁝⁝⁝四十六

小さなねじ⁝⁝⁝四

石炭

石炭⁝⁝⁝三十二
し

この町⁝⁝⁝四

四一四四一四四一四四一

はやとり

1721521

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

一148 くれよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑え

さんぼん ﹇三本﹈︵名︶7 三ぼん 3本 三本

んぴつ三ぼん︑けしごむひとつ︒
五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり
の花が︑三本かざつてありました︒
えたのと二とおりにして︑

八993 1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植
八川7 3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま
したが︑いちばん多いので15本になりました︒

八塒3 3本ずつ植えたかぶには︑

52152152152
四四三三三ニニニー一一

四四一四四一四

九432団 こちらはかきの木の多いところで︑どこ
の家にも︑二本や三本はあります︒

九434團 ぼくたちのかりているやしきのまわりに
も︑大きなかきの木が三本あります︒
さんメートル ︵名︶1 三メートル
きな一わのやまわしが︑
山野

十五2211 三メートルもあるような羽をひろげた大
﹇山野﹈︵名︶1

八47 北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

さんや

4622322234四2222222122922
六六六五五五四

δきかんし

里悪童幣多輝
︵名︶12 四 4ω呂おとこのこし・お

んなのこし・こどもし

4

四70図 1
11 12

9
にた
、

六321

8

8
九
と

六64図 1

死

7
九

1112
7

︑二︑一二︑やまだに

0 ρ0

は四︑ 五 ︑ 六 ︑ そ の ほ か 数 人 が ︑

八17図 19臼 つU 4
九885たかぎには友だちの一

7 コックス 2

﹇死﹈︵名︶1

の

十192
5

6

整調

3

トップ
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8

立
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算

十一11図 一
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1

十一56図
0
1

十二503
十二527
十二534

＝＝1（4）4（4）121

ようなものだと思いました︒

十四7911

い

夏

数

しししし
し
十八八七七ニー
し

10

十四459

ことごとく波にのまれてしまったように︑

六779

つりばりは魚にとられてしまうし︑にい

いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒

六873園
六874園

死のしずけさがあたりに廣がりました︒
﹇志﹈δさんごくし

六耀6 紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

︵副助︶3いましがた

七194．囹

それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど

それに寒かったし︒

皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく

それに︑たずねてくれるものも少ないし︑

うがすきであったからである︒

ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎまわるほ

八611

られたらたいへんです︒

はみえないらしいので︑ねこや︑すずめにみつけ

八214

でっくのですから︒

七359囹

ごでまにあわせました︒

にいさんにはしかられるし︑

し

﹇師﹈←きぐつし・せんきょうし・ちょうこくし
詩

し
﹇詩﹈︵名︶3

し﹇紙﹈δがようし・にほんし
し

だから︑人間がいるところには︑かな
れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ

らず詩もあれば︑絵もある︒

十二475園
十三3410

ことばのない詩です︒

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒
十四362
し

し

︵接助︶56

おりればみずうみへでられますし︑のぼ
れば大きな木のあるところへでられます︒

のびる

ことも

あるし︑

雪だるまは動きもしないし︑息もしてい

ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑

たいこのたたきかたによって︑いろいろな

足もひどく曲がってやぎのようですし︑こ

九擢8

ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

流れは急流だし︑雨の日も風の日もある︒

九伽2

それより︑自分のからだがはれてくるし︑

雨は降るしで︑

九榴2

からだがはれてくるし︑いたいし︑

いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒

九柵2

あみもはることはできませんでした︒

九伽2

だったのです︒

とに︑その足さきは︑しゃもじのようなかたち

九562

な情景を写しだすこともできる

心持をあらわすことができるし︑また︑さまざま

九105

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒

八695園

はすわることもできますから︒

おてがみを書いてもいいし︑えをか 八647園 いままでだいていたのだし︑あと四五日
ゴムのように

ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ
そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま

お月さまをみていると雲が動いていくし︑

死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ
目だってつぶってしまうだろうし︑あんな

ませんね︒

六776囹

に丁丁のいい顔つきもしていないはずだ一

六729

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

六728

雲をみているとお月さまが動いていく︒

六5310囹

れるというわけだ︒

ることもできるし︑たべものもじゅうぶんだべら

六276園

いろのくすりも石炭からとれます︒

五363

きゅっとちぢむこともありました︒

四422

いてもいいと思います︒

四3010團

三586

し

23456789
23456789

nVにっぽんびじゅつこうげいし

δかし・せっし

簾菱㊧鰯酉㊧馨

2

4

し一し

604

605
し一じ

十316 かげで人のわる口をいわないようにしたい
し︑自分のもっているいいところを︑えんりょし
ないであらわし︑

きるし︑ひとりでに︑ぬのがずんずん織られてい

十349機械で動かせば︑もっと早く織ることがで
くからである︒

十一45 おきをながめると︑大きな汽船がく略V
近くの町の工場のえんとつが︑なん本も立ってい

通っていくのがみえるし︑川上の方をながめると︑
るのがみえる︒

十一81園 ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒
たし︑働きつけているので︑

十一215 金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ
十一3410圃 日ましに日ざしが強くなり︑いねはそ
だっし︑あぜまめのびて︑

十一478 うちではバターもつくったし︑こむぎこ

のまるいのこぎりも︑大きなさしわたしをもって

の着物を着ていますし︑これは︑﹃春の幸福﹄で︑

十五麗9囹きりょうのわるいおかあさんもないし︑

きらきら光る青いたまの色をしています︒

芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

いる︒

十二709

4

シ

し

支枝

年をとったおかあさんもないのさ︒

十五3710

﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に

﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・ハン﹂とい

﹁シ・ハン﹂という音をしめしたりした︒

う音をしめしたりした︒

十五379

関係のあることを表わし︑

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に

十五378

四798 し一しものあさ︑白いいき︒

曾池が水をたくさんくんでおいてくれた し

だというし︑家もせまいので︑

十二747

まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑
十二749

そうでないと︑相手の人に満足を與える

︿略V米入れの大きな入れ物もかなり重いので︑
十一一892

文を書くときには︑よく手をいれること

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒
十一一938

じをよむときには︑くちをつかいます︒
一152

じ・ローマじ

ガリレオは︑年をとってもいたし︑めく じ ﹇字﹈︵名︶30 じ 字nvうそじ・にじゅうろく

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十三162

らにもなりかけていたので︑

じをかくときには︑てをつかいます︒
一161

どらにも︑大小さまざまあって︑音色も

どんなじがかかれるでしょう︒
一176

十三303

ちがうし︑同じ大きさのどらでも︑そのうちかた
そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑

できます︒

できます︒

四7010

みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ

﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒

いじにしまっておきなさい︒

三994園

えをはこんでくれます︒

三991 どんなとおいところでも︑紙は︑字や

ましょう︒

三968
大きな字でも︑小さな字でも︑
三987
紙にかいた字を︑どこへおくってあげ

とが

三968
大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ

とが

黷X66
また︑この一まいの紙に︑字をかくこ

によって︑調子がちがう︒

﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

ふたりとも手はパンのしんだし︑目は
口は耳までさけているし︑だれもそれ
あなたには︑なんにも見えないし︑な
これは︑﹃青空の幸福﹄で︑もちろん

﹁を﹂の字は︑ことばのあとに

四714 ﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒
つく︒

青い色の着物を着ていますし︑これは︑﹃森の幸
﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモンド色

四758を
十五鵬4園

福﹄で︑みどりの着物を着ています︒

十五鵬1園

んにも聞えないんだなあ︒

十五撹3園

に立ち向かうものはないのですよ︒

十五887園

もものジャムですよ︒

十五885園

福﹄は︑こうもりのように目が見えない︒

︿略﹀つんぼだし︑﹃なんにもわからないという幸

十五882囹

石ころなども︑ごろごろしています︒

なかまだなと思ってよくきいてみると︑ 十四5411園

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒
十一一1812囹

じょうずなのもあるし︑へたなのもある︒
十二222囹 先生もあるし︑友だちもある︒
十二238 やしきがすこし廣いし︑︿略V︑さつまい
もや野菜を作ったりしていたので︑

十二452囹 まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑ときに
は︑したをだしたり

あったし︑︿略﹀子どものころ︑よくみたものだ

十二462囹 あやつりは文樂よりもっと古くから
よ︒

るし︑それに便利でしょう︒

十二478園 でも︑生きた人車のほうがうまくやれ

十二486園そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自
分で作って自分で動かすのは樂しいものだよ︒

十二689 こびきの大のこははばが廣いし︑製材所

一一

四775
つかう︒

ゐ

四799 ゑ
つかう︒

﹇試合﹈︵名︶14

しあい

試合

第二近めには︑にし村の学校としあいをし
はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学校と

試合のまっさいちゅう︑︿略﹀︑チルデン

無事に受け返すことができ︑試合はふた
﹇為合﹈︵五︶1

しあう

︽ーッ︾

しあげる

︽ーゲ・一

それにあきると︑そのボートをながめて
﹇仕上﹈︵下一︶2

時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳

﹃しごとをしあげる喜び﹄が︑﹃考え

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒

六1110
十五鵬10囹

しあわせδふしあわせ

ることの喜び﹄のとなりにいます︒

きみはみっともないから︑いいしあわせ

﹇幸﹈︵名︶1

八738園

しあわせ

にあうかもしれないよ︒

おさな心にも︑ことばを愛することを

しあわせ者

帰ってしあわせにおくらし︒

﹇幸者﹈︵名︶1

いまその大先生にお会いすることができ

︵感︶1

じいい︑じいい︑じ

じいい︑じいい︑じいい︒

あなたは︑きょう︑しいくびんのなっぱ

﹇飼育瓶﹈︵名︶4 しいくびん

兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒

ジージi︑ジージー

δおじいさん・ひいおじいさん・ブリンク

︵感︶一

あおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜみが

﹁ジージー︑ジージー︒﹂と鳴きはじめました︒

八246

じ一じ一じ一じ一

リーじいさん

じいさん

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ

んをみる︒

七308 立ちあがりながら︑なにげなく︑しいくび

七242

を︑とりかえましたか︒

七237園

しいくびん

三868

いい

じいいじいいじいい

た私は︑なんというしあわせ者であろう︒

十五543

しあわせもの

十一909園

知って︑勉強したら︑どんなにしあわせでしょう︒

十1711囹

くちょうをわすれることはできなかった︒

八849 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは

ふえがまた﹁ピi︒﹂と鳴って︑しあいがしあわせ ﹇幸﹈︵形状︶3 しあわせ

はじまった︒

七515

が︑しあいをすることになった︒

七506

た︒

七496

しあい

ちじ︒じゅうじ・にじ・はちじ・よじ・ろくじごろ

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂を じ ﹇時﹈ 呂こごよじごろ・さんじ・さんじごろ・し
﹁ゑ﹂の字もこれから ﹁え﹂を

四伽5 字も書けます︒

五173園ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて
名の字がそまつなので︑ わかりにくくて心配さ︒

五176園わたしのはこんな小さな字だから︑なお
心配ですよ︒

七525

すぐまた︑しあいがはじまった︒

の字がくるくるまわる︒
六322 目だまの﹁の﹂

メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

私は︑いままで試合のまえにこんなふう
じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑

それからまもなく試合がはじまりました︒

どちらをおうえんするの︒

十一︻7911園

にはげまされたことはありませんでした︒

十二787

いよいよ試合をする日のことでした︒

十二773

雨だれのよ
六375 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑

六323 口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒
うななみだがこぼれおちる︒

くらいでした︒

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく
九582園 あの字もなかなかうまいか︒
十二3311二階から母のところへかけおり︑指さき

ゲル︾

しあ・げる

は︑いろいろな話をしあつて齢しむ︒

十︻54

しあ・う

たびはげしいものになっていきました︒

十二863

選手はかた足をふみすべらせてしまいました︒

十二852

早くも︑第一回は七一五で清水選手が勝ち︑

かたずをのんで試合をみているうちに︑

試合がはじまりました︒

この清水選手の試合を見物しようと︑

火のでるようなはげしい試合が続きまし

74

3810

で人形という字をつづってみせました︒
十一一3411﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

とも同じ名であることを私にわからせようとなさ
いました︒

く略﹀︑れんをながめている︒

小さな子どもは︑絵も字もわからないこ
＋三3412

十二371 ﹁水﹂という字を書いてくださいました︒
うから︑

＋五3610 ﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

十五374 いまの﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれで
ある︒

十五379字の右側に︑﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・
ハン﹂という音をしめしたりした︒

十五388 字によっては︑いくつかの音のあるもの
があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒

じ﹇次﹈呂だいいちじせかいたいせん

十十十 十十
二二二た二二
84 83 82
0 81 81

じ一じ一じ一じ一じ一

606

607
しがい
じいっと

九梱5 くもが︑じいっと息をころして待っている

じいっと ︵副︶2 じいっと

と︑

十四3511 じいっと大空の星をながめていると︑は
てしのない︑遠い世界にひきこまれるような氣が
します︒

九695 どんぐりどもは︑しいんとしてしまいまし

しいんと ︵副︶3 しいんと

た︒

九696 それはそれはしいんとして︑だまってしま
いました︒

しお

でかわりばんこにお目にかかるのです︒

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

五552

︽iレ︾

いちにちにニへんあるのに︑いちねん
よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄しかな

に一ぺんしかないものはなあに︒
二225園

いのに︑わたくしのは︑﹃いろはにほへと﹄まで
もありました︒

やっぱり十一びきしかいません︒

よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

五㎜2

しおれる

﹇萎﹈︵下一︶1

もうすっかりくらくなっていて︑

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒
しお・れる

天人のしおれた︑このようすをみて︑

しかの角などで作ったつり針もあります︒

しおからい

一一2910囹七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑十一

二306園

やっぱり十一びきしかいません︒

びき一おや︑十一びきしかいない︒
二311園

なぜなら︑ほおじろだけしか費っていな

このゆめを実現するために︑ダルガスの

身近なものしか見ないで︑遠いもの︑大

この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の

あなたがたは︑自分のことしか考えな

人々の目には︑小さな小さな黒い点かな

その際算出した高さは︑実測の結果と

はじめて見る東洋の青年をひきとった

﹇四海﹈︵名︶1

﹇死骸﹈︵名︶1

四海

死がい

八256 せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ

しがい

十五7411 四海の民すべて兄弟姉妹である︒

しかい

た︒

が︑室は二つあっても︑つくえは一つしかなかっ

十五577園

わずか十フィートしかちがわなかった︒

十五567園

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五2712

しかのこっていなかった︒

十四979女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ

いようですが︑

十四578囹

大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒

十四336

きなものに心をくばることがたりなかったのは︑

十四303

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1912

かったのですから⁝⁝︒

八57

です︒

六 3 ま四角で︑骨が二本しかついていないたこ

つしかないのだ︒

六91園 ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

りょうし﹁お氣のどくですから︑はごろもをお返

四梱8

雨音

りとなって︑半分しかひろげられません︒

﹇四音﹈︵名︶1

しいたしましよう︒﹂
しおん

三音︑四音と組みあわせてみると︑さらに

ちがった氣持がします︒

九62
しか

しか

︹題名︺2

十三34
しか

しか

十三476

もし自分が勝ったら︑このしかの角で︑う
みなさんのひろった物の中に︑いのしし
やしかの角などに手を加えて︑なにかの道具につ

九851囹

さぎさんたちをつきあげるというのです︒

六二1

ニー67 とんぼぼうししかからすすずめめだ
かかめめじろ

十二754 そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉 しか ﹇鹿﹈︵名︶5 しか
は心をすませ︑雪の句を考えました︒

しうんてん ﹇試運転﹈︵名︶1 試直轄
ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

十3611 試運轄の日︑その織機をあやつって︑りっ

﹇塩﹈︵名︶1

ジェー与ダブリュージェーホランドはくし
しお

十二997

かった物があったでしょう︒

しおのはねるような音をききました︒

午前の森に︑しかがすわっている︒

九614 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ

十三477

1

ニー91園

七85 しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑ しか ︵副助︶19 しか

しお ﹇潮﹈︵名︶2 しおεあかしお
学校からいなくなってしまった︒

十426 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の

︵形︶

︽一

深さのこともわかり︑しおの流れの早さや︑えさ
﹇塩辛﹈

のよいわるいなども︑はっきりしてきた︒
しおから・い
カッ︾

しおざけ

十二631 小魚はしおからかったので︑のどがかわ
いてたまらない︒

﹇塩鮭﹈︵名︶1

九723園あなたは︑こがねのどんぐりニリットル 三773園 お日さまは 一つしかないから︑みんな

しおざけ

しかえしする一しかし

608

サ︾

﹇仕返﹈

てひいていきますが︑

︽

しかえし・する

︵サ変︶

1

しかえしする

十五価12園 ﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

不正がしかえしされたときに︑いつもにっこりし
ています︒

あお一き

しかく ﹇四角﹈︵名︶2 四かく5ながしかく・ま
しかく

一334 お日さま
にじ一あか
いろ
まる
四かく1三かく
三425園 さよなら三かく︑またきて四かく︒
しかく ﹇四角﹈︵形状︶2 四かく 四角

一479 四かくなかみに︑まるいおおきなはん
をおしてくれました︒

字画

十二鵬5 四角なあながあいていたり︑︿略﹀︑おも
﹇字画﹈︵名︶1

しろいお金です︒
じかく

るいとかきめたり︑
﹇鹿﹈︵名 ︶ 1 4

n▽おおじかけ
しかさん

十三104 名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ

しかさん

しかけ

六齪9 うさぎさんたちのまえに︑大きなしかさん
があらわれました︒

六書5 しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を
みあげました︒
﹁しかさん︑ただ遊ぶんだよ︒﹂

うさぎさんたちは︑しかさんとならびまし

などということはできません︒

た︒

六価3
しかさんは︑天略﹀︒﹂と︑元氣のいい声を

五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風

かけました︒

六燭3

六搦6

しかさんがおこって走ると︑︿略﹀けつま

しかさんも負けてはいません︒

のように走りだしました︒

只言6

六搦2

しかさんは︑うさぎさんたちのあとを︑ど

しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒

ずいて︑すってんころりところげました

六観7

六槻3国

んどん追いかけました︒

そのうちに︑しかさんは︑いつのまにかは

ぐれてしまいました︒

六白10

しかし

降った雪はまつ白だ︒しかし︑降って

﹇然﹈︵接︶70

四921

しかし

みんな︑ぶつぶつとこごとをいいながら︑

くる雪は︑まつ黒だ︒
五218

︿略﹀︒しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ

おじいさんにおあいして︑︿略﹀︑たいへん

こんで帰っていった子どもがありました︒

五225

かわいがられました︒しかし︑きょうのうれしさ
は︑それだけではありません︒

近所の人たちは︑まいにち︑こまった︑こ

まあいいよ︒

五301園ありがとう︒しかし︑きみは小さいから︑
五㎜1

まったといっていました︒しかし︑ひわは︑すぐ

六悩1 しかさんは︑もし自分が勝ったら︑このし

六⁝⁝⁝7圏回

かの角で︑うさぎさんたちをつきあげるというの

なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑まねをしました︒

屋の店であることがわかった︒

しかし︑だんだんおちついてみると︑ここは時計

六47

です︒

六道6 どうせ︑足の早いことにかけては︑しかさ
んにかないません︒

六悩9 しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

六1010

時計屋さんも喜んだ︒しかし︑いちばん喜

弟は︑二三日まえから︑かぜぎみである︒

んだのはねじであった︒

六餌7

そのようにいったことがあるのではない︒

しかし︑ねつはないので︑ねているわけではない︒
六二2

しかし︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑いかにも弟のいい

ぼくのまねはしくじった︒しかし︑ぼくは︑

そうなことばつきである︒

このおかげで︑おもしろいことに氣がついた︒

六梛4

ばが︑うまく発音できなくなっている︒しかし︑

六柳6 弟ははながつまっているために︑あること

どんなことばでも発音できないわけではない︒

としました︒しかし︑弟の手をひいているので︑

七387 私は︑人と人のあいだをかきわけていこう

ひとあしすすむにも︑よういではありません︒

は︑︿略﹀︑いっしんにひきつづけていた︒

七423 汽車はトンネルにはいった︒しかし︑青年

しかし︑文章は︑くわしくしさえすれば︑

はっきり写しだすことができるとはかぎりません︒

七552

木の根にいきあたります︒しかし︑虫たちは︑

八164 いいかげんにすすんでいっても︑なにかの

かぶとむしの子どもたちは︑︿略﹀︑わずか

︿略﹀皮のうすい︑しるの多い木の根をさがして

二三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎかえて地の上

八193

へでていきます︒しかし︑︿略﹀せみの子たちは︑

やっとひっそりした︒しかし︑︿略﹀あひ

たいへん生長がおそくて︑

八762

あひるの子は︑三週間ばかりためしにおい

るの子は︑おきあがる氣にもなれなかった︒

てもらった︒しかし︑たまごは生まなかった︒

八794

あひるの子は︑あの鳥の名も︑︿略﹀も知

らなかった︒しかし︑いままでにだれをなつかし

八852

609
しかし一しかし

く思ったよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒
になる養殖眞珠は︑まがいものであるといった︒

かつて︑パリーの眞珠商たちが︑幸吉の手

しかし︑世界の学者の研究によって︑天然眞珠と

十4510

おってしまわないように︑水の中をおよぎまわら

八858 あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ

そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十一219

だと︑

いつのまにかびんぼうになって︑その日

金次郎は︑すこしも休まず働くので︑か

えもんは︑︿略﹀︑身代をもとのようにしたいもの

のくらしにも困るようになりました︒しかし︑り

十一1912

ぱな船長になるだろうよ︒

ろう︒しかし︑りっぱなコックスは︑いっかりっ

十一911園

なけれぽならなかった︒しかし︑一晩ごとに︑そ
のおよぎまわるあながだんだん小さくなっていっ
た︒

八895無私のようなみっともないものが︑おくめ
んもなく近づいていくのだから︑ころされるかも
しれない︒しかし︑かまわない︒

九178 さいたま縣のあるところで︑︿略﹀はなし
たものだということがわかりました︒しかし︑つ
ばめは︑もっともっと南へとんでいくのです︒

九186 なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

えって︑おとなよりもよけいに土や砂を運ぶほど

私は︑かさをさして電車の停留所までで

でした︒しかし︑なんといっても子どもです︒

父は︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねた︒しかし︑太

少年は︿略﹀その名をいいました︒しか
そのつぎの日も︑一日ずっとそばにいま
した︒しかし︑病人はますますわるくなるばかり

十﹁886

し看護人は︑そういう名を思いだせませんでした︒

十一656

郎はだまっていた︒

十一617

つぼめてしまった︒

かけた︒しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

十一517

けっしてふしぎではありません︒しかし︑その中
には︑ことし生まれた子つばめがたくさんいます︒
九235 オーストリアは第一次世界大戦のあとで︑
︿略﹀︒しかし︑この國の人々が︑あわれなこの小

鳥たちにしめしたく略﹀あたたかい氣持は︑

九934 そのうちに︑セルロイドの三角じょうぎを
ひろいあげる︒しかし︑自分の物ではないので︑
それを舞台のおくになげすてて︑
つれの人は︑︿略﹀︑やめて帰ろうといった︒

でした︒

しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

九糎10

十62 毎日の生活のらんざっとあわただしさの中

その根もとの地面には︑︿略﹀つみ重ねておいた

いよいよ下がきをかきはじめた︒しかし︑
かれ草が︑すっかりくちていた︒

十ニー47

つでも︑どこにでも︑その美しいものを︑すなお

に︑それを失っている︒しかし︑われわれは︑い
に感じとる心を︑もちつづけたい

いい色の絵のぐがたくさんあった︒しか

花は美しく︑実はうまい︒しかし根は

﹁ことば﹂というものをわからせることによって︑

ちっともみえない︒

十二649

はたらきのある人は︑はをもったのこぎ

りににている︒しかし︑いつも勉強してみがきを

十一一693

大きなチルデン選手を追いつめるものす

かけていないと︑じき︑役にたたなくなる︒
十一一849

ごさは︑ことばではあらわすことができません︒

しかし︑さすがにチルデン選手です︒

れぞれちがってくるのも︑やはりこのためである︒

十一一9211 同じ文題で書いても︑書かれたことがそ

方角がよいとかわるいとかいい︑︿略﹀︒

しかし︑︿略Vなかみはそれぞれちがっても︑

しかし︑よいといった方角へ移って困った人もあ

十三106

れば︑

いわゆる天動説が行われていました︒し

かし︑この天動説では︑どうしてもかたつかない

十三135

これで︑夜と書とがあるわけも︑春・

ようなことが︑目についてきたのです︒

十三157

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので

す︒しかし︑そのころの教会のぼうさんたちは︑

ユートランドの平野には︑八百年あまり

天動説を信じていましたので︑

十三203

前には︑よくしげつた森林がありました︒しかし︑

切りとるばかりで手入れをおこたったために︑土

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三214

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

せんでした︒しかし︑ダルガスの誠実は︑これが

十一一168

ためにくじかれることなく︑

十81 子どもをさけて通ったこともありました︒
しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶことがすき

し︑パレットの上でみたときは︑ずいぶん美しく

年々高まってきました︒しかし︑問題はまだの

ケラーをしつけていくのには︑なみなみ 十三222 そこで︑デンマルクの画調回復の意氣は︑

みえるが︑カンバスの上にぬりつけてみると︑
ならぬどりょくがいりました︒しかし︑ケラーに

十二4010

ですから︑

十434 その数は︑じつに八十五万にもおよんだ︒
しかし︑幸吉は︑くじけはしなかった︒

しかた一しがつさんじゅうにち

610

十四603園あのかぼちゃは︑みんなぼくのものだ

がない︒

十四57 まずしい木ぐつしの子に生まれ︑︿略﹀︒

といってもいいのです︒しかし︑ぼくは︑そんな

こっています︒

しかし︑フィリップのすなおな心は︑まずしさの
よくのふかい︑身がってなことはいいませんよ︒

てもらうことができさえずれば︑このかぼちゃは︑

かし︑いちばんいい種を︑來年もわすれずにまい

公平にいって︑みんなのものです︒し

十四333 この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん

お礼に︑すっかり人間にあげてしまっても︑

十四616園

ために︑すこしもゆがめられたりはしませんでし

でいます︒しかし︑この太陽系は︑ぎんが系とい

た︒

われる星の大きな集まりの一部分にしかすぎない

やがて︑思いどおりのものを作ることの

できる日がさた︒しかし︑このような美術品を買

十五495

ジャパンタイムズという新聞も発行した︒

い求めるようなものは︑ほとんどいなかった︒

しかしなんといっても︑日本の古い美術に対する

十五513

ていねいに︑しかしきっぱりと︑こと

愛着がふかく︑

わりなさい︒

十五869園

しかたがありませんから︑はんたかは門

うのですから︑そういう︑いろいろなかわったこ

三156

うずの高さも︑四キロとか八キロとかい しかた ﹇仕方﹈︵名︶8 しかた

とがおこるのです︒しかしまた︑見かたによって

三253園

十四6810

か︑想像がつきません︒しかし︑アインシュタイ

十四344 うちゅうというものは︑どこまで廣いの

は︑茶わんの湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑

三257囹

のです︒

ン博士の話によると︑うちゅうは︑けっしてはて

よほどよくにたものと

かなによって書かれた作品である︒しかし︑いま

十五404源氏物語や枕草子などは︑すべてこの

きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか

こうしていつまでも︑ここにいるよりし

文雄はそれが氣になってしかたがなかっ

朝早くからそれをガラガラとひきまわす

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒

十五6511

た︒

十ニー49

かたがないのさ︒

五柳3園

たをしてみせてあげよう︒

五887園

テーブルのまわりにあつまりました︒

四608 しかたがないので︑二十九わのがんは︑

ほかにしかたがあるまい︒

日のあたるようにするには切るより

しかたがない︒

のぞとにのこりました︒

しのないものではありません︒

これは︑湯の中にうかんでいる小さな糸

はずです︒しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしない

くずなどの動くのを見ていても︑いくらかわかる

十四719

しょう︒しかし︑それだからといって︑すこしも

でおいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒

は︑バクテリアにもおとるほどの小さなもので

十四353 大うちゅうから見たら︑たしかに︑人間

かなしむことはありません︒

このふしぎなもようがなんであるかとい

うことは︑まだ︑あまりよくわかっていないよう

十四7311

です︒しかし︑それも︑前の温度のむらとなにか

たかどうか知りません︒しかし︑このおじようさ

十四497 このおじょうさんは︑この歌を知ってい

んくらい︑この歌の心を生かした人は少ないで
十四508 おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん

では漢字の長所をいかして︑

まくらのそうし

関係があることだけはたしかでしょう︒

の名まえがわかりません︒しかし︑たとい︑名ま

げんじものがたり

しょう︒

えはわからなくても︑

ローマ字の教育にも努力している︒しかし︑考え

ク︾

こう︑さしずをされて︑しかたなく︑ずつ

十四535囹花さんは︑たいへんじょうずに自分の 十五427 三種類の文字をつかっており︑そのうえ︑ しかたな・い ﹇仕方無﹈ ︵形︶ 1 しかたない ︽一
ことを主張なさいましたね︒しかし︑︿略﹀とい

﹇四月三十日﹈︵名︶1

四月はさくら︒

︹四月﹈︵名︶1 四月

で︑ガチャンとくだいてしまいました︒
しがつ

四悩4

しがつさんじゅうにち

4月

しりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上

十728
今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

あがるものではなく︑

からはじめた︒しかし︑そのしごとも簡軍にでき

かして残したいと考え︑自分でまず︑焼くしごと

十五489

類もの文字をつかっている國があろうか︒

てみると︑世界のどこに︑こんなに三種類も四種

私は︑︿略﹀︑特別なはたらきは︑なに

うことは︑こぞんじないようですね︒
十四56エ園

一つございません︒しかし︑︿略﹀でも︑︿略Vで
も︑私が運んであげなかったら︑

かし︑土にはえていないかぼちゃなんて見たこと

十四594園ぼくは︑いちばんじみなものです︒し

611
しがつにじゅうくにち一じかん

は︑だいたいきそく正しく運行している

感じにうたれます︒しかも︑この大きなうちゅう

清水選手は︑ボールをやわらかくして︑
思いがけなく︑きれいな歌が流れてきま

よく見ると︑まことにきれいな形をして
一ひら一ひらの雪が︑それぞ

漢字には︑この音と訓のふたとおりの性

かなのおかげで︑日本のことばを︑たや

ては︑いくつかの音のあるものがあり︑

質のちがった読みかたがある︒しかも︑字によっ

十五388

れちがったけっしょうをしていること︑

いること︑しかも︑

十四842

いなければ︑ふるえてもいません︒

した︒それは女の声で︑しかも︑調子もみだれて

十四4512

しかも受けやすいところに︑送ってやった

十二861

はかかる︒

．いれてから︑眞珠になるまでには︑少くとも四年

で︑かわりのあるはずはない︒しかも︑核をさし

︽ーメ︾

﹇叱飛﹈︵五︶1

も力強い声に︑

サ︾

しかりとば・す

︽一

すがたがみっともないばかりに︑みんなか
らしかりとばされるので︑

八709

六873園

つりばりは魚にとられてしまうし︑にい
﹁これ︒﹂としかったり︑それでもきかな

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒
八74

﹁このうえそんならんぼうをしては︑

ければ︑指で追ったりしました︒

十724園

いっそうしかられるじゃないか︒﹂

まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

十四929

う︒

光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

七287園
れたの︒

3時間めの終りに開きはじめましたが︑お

算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう

わたしは時間をはかっては︑︿略V︑用を

時間がせまったので︑私はユニホームを

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

どの時間になにをしていらっしゃるか︑

また︑音樂の時間によくつかう︑リズム

また︑図画工作の時間によくいう︑デッ

先生から︑星をつかめといわれ︑

十四369 キューリー夫人は︑︿略﹀︑物理の時間に︑

サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611

とか︑ハーモニーとか︑︿略﹀とかいうことばは︑

十四268

この私にはわかるのです︒

十四押5團

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1512団

つけて︑練習のためにコートにでました︒

十二776

うがずっと便利なわけだけれど︑

十二4712囹時間をかけて絵をかくより︑写眞のほ

たさせるようにしました︒

十二256

くださいました︒

の木にのぼって︑いちょうの葉をたくさん落して

十582

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八鵬3

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

八348

きょうね︑國語の時間に︑先生にほめら

五783囹こごのずが工作の時間に︑写生しましょ

はんじかん

んじかん・さんじかんめ・なんじかん・にじかん・

4 十404 同じことをなんどもくり返してみたところ じかん ﹇時間﹈︵名︶15 時聞5あそびじかん・さ

30日

︵名︶1

20度

19度

19度

︵名︶1

﹇四月二十七日﹈︵名︶

㈲晴

﹇四月二十九日﹈

七874 4月30日 ㈲ 晴 19度

4月29日

しがつにじゅうくにち

月29日

七867
しがつにじゅうしちにち

ω晴

﹇四月二十八日﹈

4月27日
八942 4月27日．㈲晴

4月28日

しがつにじゅうはちに ち

七862

4月28日
﹇直﹈︵副︶1 じかに

をしめつけるようにしています︒

しかめっつら ﹇蟹面﹈︵名︶1 しかめっつら

しかめる

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒

十五7810 人の心をひくために︑しかめっつらをし
﹇輩﹈︵下 一 ︶ 1

八363 夜になって天の川をみると︑︿略﹀ふかい

知っているのです︒

した︒しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと

七818囹 らくだがびっこであることも知っていま

しかも﹇然﹈︵接︶9しかも

を し か め て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とたずねました︒

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔 しか・る ﹇叱﹈︵五︶4 しかる ︽ーッ・ーラ・ール︾

しか・める

しかりとばす

木にしがみついたりしました︒
すくしかも自由にうつすことができるように
十五2312 わしのせにしがみついて︑両足で鳥の腹 十五539
﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑しか

九3910團 のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず 十五401

かたくそれにしがみついて︑

天10
ノ9﹂− 虫は︑ それにとりつくと︑まえ足のつめで

しがみつ・く︵五︶3しがみつく ︽ーイ︾

をあて︑ 茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

十四6911
それを日なたへ持ちだして︑じかに日光

じかに

1

じかんてき一しくむ

612

十221園

先生が︑いまじきにおいでになります

﹁もうじきですよ︒﹂

十五988園 もう時間がないのだからね︒
十一7212園

十二694

じきに九月になります︒

もうじきお目にかかれます︒

﹇指揮台﹈︵名︶1

しき台

﹇仕来﹈︵名︶1

しきたり

徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

とくがわ

しきふ

まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑
呂だいじぎょう

十ニー63

そんなところをはっきりつかまえたいも

客間に私をみちびき︑自分は書さいには

のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒

十五731

﹇敷﹈︵四五︶4 しく ︽ーイ・ーカ・ーキ︾

三487園早く川の水でからだをあらって︑が

やわらかなもうせんをしいたようなし

まのほをしいて︑その上にねるがよい︒
三937

荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

道路・鉄道は︑いたるところにしかれま

ばふ︑みどり色につやつやと光ったしばふ︒
十三257
した︒

十五104団圃

能は︑︿略﹀︑役者が美しい舞を舞ったり︑

﹇仕種﹈︵名︶1 しぐさ

るばちならび赤き花さく
しぐさ

十632

しくしく

さまざまなしぐさをしたりするものですが︑

はまべでしくしくないていました︒

︵副︶1

ほかは︑みんないい子だ︒あれだけはし

ぼくのまねはしくじった︒

シグナル

シグナルだよ︒あれをみて︑汽車が︑と

︵名︶一

これは︑茶わんのばあいにくらべると︑

﹇仕組﹈︵名︶1 しくみ

しくむ ︽ーン︾

高度など︑さまざまな條件によって︑雪

﹇仕組﹈︵五︶1

十四8411

しく・む

とか八キロとかいうのですから︑

しくみがずっと大きくて︑うずの高さも︑四キロ

十四687

しくみ

まったりとおったりするのだ︒

五121園

シグナル

くじったね︒

八689園

六甲4

しくじ・る︵五︶2しくじる︽ーッ︾

三463

しくしく

しきしゃ﹁われわれは︑おおいにうたお

し・く

いって︑しきりにさがしものをしておられたが︑
十一877園 じきまたあえるね︒
しかし︑いつも勉強してみがきをかけて しきる 呂ふりしきる

からね︒

十五9812囹 やはり時間がおしいのだよ︒

十三455 ﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした

じかんてき ﹇時間的﹈︵形状︶2 時間的
りして︑電話の話らしくしなければなりません︒
十四1012團

いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

すところ︑それをうれしそうに見ている良馬の子

十四838 春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ

δおじぎ

十四136国
じぎ

どもなど︑時間的に︑じゅんじょをおって︑とり
あつかったものである︒

しきしゃ

しきしゃ﹁上でき︒

﹇指揮者﹈︹話手︺3

六189

しきしゃ

四36 十二 四季⁝⁝⁝百二十四

しきしゃ﹁おおいにうたい︑おおいにひい

しき ︹課名︺2 四季
六201

六256

て︑この夏の日を蓋しもうではないか︒﹂

四桝1 十二 四季
しき ﹇式﹈︵名︶5 式■しゅうぎょうしき・じょ
うもんしきどき・そつぎょうしき・とよだしきじん

しきしゃの
きりぎりす

六249

じぎょう

風にゆれている︒

十211

﹇敷布﹈︵名︶1

てすっかりようすを変えてしまったので︑

十五453

しきたり

をおりてきて︑あせをふきます︒

六1810上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき台

しきだい

﹇指揮者﹈︹話手︺1

まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに
ふっています︒

六186

う︒﹂
りきしょっき・やよいしきどき
七504 どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に しきしゃ ﹇指揮者﹈︵名︶1 しきしゃ

整列して︑式をあげた︒

七547 また運動場に集まって︑終りの式をした︒

時期

都賭乱軍頻﹁苦労しょうのありさんたちだな︒

七548 式をすませてもどってくると︑たかやま先しきしゃのきりぎりす
生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒

十二鵬11 この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい
町から発見されたので︑やよい式土器という名ま
えがつけられています︒

十四125團 十年このかた︑この式のランプをつ
﹇時期﹈︵名︶1

かっているというのが教えてくれたことなのです︒
じき

じき

しきふ

十三233囹 もしある時期になって︑小もみを切り
﹇直﹈︵副︶9

はらってしまったら︑
じき

二702園 もうじき﹃春の國﹄だ︒
四鵬6園 もうじきでございます︒

九611園 じき︑どんぐりどもがまいりましょう︒ しきりに ﹇頻﹈︵副︶2 しきりに
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しぐれ一しごと

のけっしょうがちがうわけを︑映画的手法によっ
しぐれ

て︑よくわかるようにしくんだものであった︒
﹇時雨﹈︵名︶1

しげしげ

十一411囲 はい知覧がたちこめて︑さとはしぐれ

しぐれ

﹇繁繁﹈︵副︶4

がしとしと降るに︑
しげしげ

九側11 くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ
とみつめました︒

十一698 病人はしげしげと少年をみつめて︑いく
らかわかったようでしたが︑

︿略﹀︑なにかもの を い い た げ に し ま し た ︒

十一8810 病人はしげしげと少年をみつめながら︑
十五435 ウインドにかざられてあるさらやはちを︑
しげみ

しげしげとのぞきこみながら︑
﹇茂﹈︵名︶2

八889 ところが︑木のしげみから︑二三ばの美し

しげみ

いはくちょうがあらわれてきた︒

︵五︶12

しげる

︽ーッ・ーリ・ール︾

ユートランドの平野には︑八百年あまり

しげっていく︒

十三202

両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑

前には︑よくしげつた森林がありました︒
十三2110

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

しげった木のない土地は︑熱しやすくさ
ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

めやすいから︑

十三242
十三2410

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

しげったために︑こえた田園となりました︒
十三2412

︽ーシ︾

このひつじかいは︑がけの中ほどのあき

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑

十五243

試験する

ユートランドのあれ地にも育つだろうと

﹇試験﹈︵サ変︶1

地に︑草のしげっている場所を見つけて︑
しけん・する

思って︑実際に試験してみると︑もみの木ははえ

十三2012

︽ーク︾

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒
しごく

5めいわくしごく
かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑と

﹇扱﹈︵五︶1

きどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよくしごく︒

十三291

しご・︿

十二319 午後の日光は︑げんかんをおおったすい しごく
﹇茂﹈

かずらのしげみをもれて︑
しげ・る

■おいしげる

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

九333国

四五十センチもあるこいもいます︒

四439 ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい しごじつセンチ ︵名︶1 四五十センチ

まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西
﹇仕事﹈︵名︶24

六397園

しごとδおしごと・ひと

おばあさんは︑おじいさんをうま小屋のし
あなたのしごとはこれからよ︒

ごとにおいやりました︒

五7111

しごとする・わらしごと

しごと

に四五十メートルほってみることにしよう︒

九814園

四482 山のふもとには︑大きな木がしげって しごじゅうメートル ︵名︶1 四五十メートル
いるので︑そこをよけてとびました︒
五203 しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず
しい川のきしを走ったりしました︒

さ︒

七197圓 しげった草むらの中に︑かくれているの

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

十一402圃山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

十二6610 深くて長い根の上に︑みごとな草や木が 七145 ﹁ちょっと︑手にあまるしごとだな︒﹂

九239 また︑飛行機という文明の利器が︑このし

ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋

ごとにっかわれたということを︑

九457團

まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとにか

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒

かりましょう︒

九803囹

十253 ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

ら地上にでてくる︒

十331 佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはたら

ほかのことを考えないで︑みっちりしご

いていたが︑

十335園

ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに

とをやってくれ︒

十3312

しごとがじゅうぶんできないので︑金次

してはおかれない︒

十一Z9

少年の父親というのは︑去年︑しごとを

郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒
十一6310

ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

さがしにフランスへいったのですが︑

十一一628

けれども︑力をだしてしごとのことを

いると︑のどがかわいてきた︒

十四812團

いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし

お考えになるのです︒

十五486

今右衙門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

ごとをしていたため︑

かして残したいと考え︑自分でまず︑焼くしごと

十五489

そのしごとも簡軍にできあがるものでは

からはじめた︒

十五489

せっかくうけついできたこのしごとは︑

それでも︑やりかけたこのしごとはやめ

なく︑白く僥けるはずのものが黒くなったり︑
なかった︒

十五491
十五502園

しごとだい一しじょ

614

ぜひ続けてください︒

十五5010 いよいよこのしごとに熱情をこめた︒

﹃しごとをしあげる喜び﹄が︑﹃考え

事実

︿略﹀という︑植物学上の事実が︑ダル

﹇事実﹈︵名︶1

十三239

じじつ

た︒

しじみ

四十分もかかったのではないかと思いまし
しじみ

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ

などをたくさんだべていたようです︒

りますが︑古代の人は︑︿略﹀︑しじみ︑あかにし

十二9711

﹇蜆﹈︵名︶1

十481

十五5911園 きょうは︑もうこれでしごとはやめだ︒ ガス親子によって︑発見されたのであります︒
十五914園 それは︑いつもしごとをしないことで しじつぶん ﹇四十分﹈︵名︶1 四十分
す︒

十五鵬9園
ることの喜び﹄のとなりにいます︒
十五佃9囹 ここでは︑うちにいるときのように︑
しごとをしないの︒

しごとだい ﹇仕事台﹈︵名︶6 しごと台

一39

十七

山のつつじ⁝⁝⁝四十

六48 自分のおかれているのは︑しごと台の上に しじゅう ︹課名︺1 四十

2

四十四

﹇四士三︵名︶1

43

十一31 五新しい出発⁝⁝⁝四十三
十二31 五 人形しばい⁝⁝⁝四十三
十五36 四 めぐりあい⁝⁝⁝四十三

43

︹課名︺3

四十七

六 まどをあけると⁝⁝⁝四十四

七 かげえ⁝⁝⁝四十四

︹課名︺

しじゅうさん

六454
しじゅうし

五31

一一33

しじゅうしち

︹課名︺1 四十二

七33 五 作文⁝⁝⁝四十七
九32 六どんぐりとやまねこ⁝⁝⁝四十七
十34 六私の妹⁝⁝⁝四十七
しじゅうに

のっている小さなふたガラスの中で︑

六78 男の子は︑やがてしごと台の上のものをあ しじゅう ﹇四十﹈︵名︶1 40

﹇四十五年﹈︵名︶1

高い高い⁝⁝⁝四十九

﹇四十二﹈︵名︶1 42

42

﹇四十日﹈︵名︶2 四十日

︵名︶1

四十メートル

空のうた⁝⁝⁝四十六

︹課名︺2

四十六

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

四

そよ風⁝⁝⁝四十六

親の目から見れば︑自分の子女は︑︿略﹀︑

﹇子女﹈︵名︶2 子女

かわいいことはみな同じであって︑

十五742

しじょ

十三31 六

六27

しじゅうろく

の人となられた︒

九擢10

しじゅうメートル

につれられて︑山のスキー場へいった︒

九脳2 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生

しじゅうにん ﹇四十人﹈︵名︶1 四十人

十三4011四
園十日の旅じゃっかれただろう⁝⁝

も

十三394園たいへんだったでしょうね⁝⁝四十日

しじゅうにち

六441

十四26 五 心に太陽をもて⁝⁝⁝四十二
しじゅうに

しじゅうから
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五 がんのなかま⁝⁝⁝四十一
﹇四十一﹈︵名︶1

﹇四十雀﹈︵名︶3

六431041

しじゅういち

四26

六439 40
れこれといじりはじめた︒
︹課名︺1 四十一
六86 ねじは︑しごと台のあしのかげにころがっ しじゅういち
﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑しごと台の上を

ていった︒

六89

みて︑だしておいたねじのないのに氣がついた︒

五悩7

八

もう︑四十五年にもなる︒

お月さんのくに⁝⁝⁝四十三

四十五年

五価6 いつのまにか︑しじゅうからは︑どこかへ

た︒

五価2 しじゅうからは︑ あくる日もやってきまし

又略﹀︒﹂ と

らカ︑︑しじゅうからがやってきて︑
．どこカ︑
︑いい声で鳴いて︑

六811園 だれだ︑しごと台の上をかきまわしたの しじゅうから
は︒

めていた女の子が︑思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

六106 しごと台のそばで︑ふさぎこんで下をみつ
しごにち ﹇四五日﹈︵名︶4 四五日

八647囹 いままでだいていたのだし︑あと四五日

七94園

しじゅうごねん

三32

いってしまいましたが︑
はすわることもできますから︒
九伽2 ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑ しじゅうく ︹課名︺1 四十九

あみもはることはできませんでした︒
いことをちゃんと知っています︒

九糊2園 あなたが︑この四五日︑なんにもたべな

十八

三31七白うさぎ⁝⁝⁝四十三

一310

十一281 ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五 しじゅうさん ︹課名︺5 四十三
日の病氣で死んでしまいました︒
しし むいのしし
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じしょ一しずか

十五748 親としてみれば︑自分の子女にはすべて
﹇辞書﹈︵名︶1

辞書

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑
じしょ

︽ーシ︾

紙

十五511 また︑日本についていろいろの研究を進
め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑
上計算する

しじょうけいさん・する ﹇紙上計算﹈︵サ変︶1
するが
十五565園 足の下にひろがる駿河湾の海岸線をな

﹇四色﹈︵名︶1

四色

がめ︑その角度を目算して紙上計算してみたが︑
ししょく

はまたふかくなるでしょう︒

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ
じしょもち ﹇地所持﹈︵名︶1 地所持
﹃地所持の幸福﹄で︑なしのようなお

なかをしています︒

十五875囹
じしん ﹇自身﹈ 8フィリップじしん・ほおじろじし

自信

ん・ぼくじしん・みなさんじしん・わたくしたちじ
しん
﹇自信﹈︵名︶2

十448 幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ

じしん

た︒

﹇字数﹈︵名︶1

字数

ろうということができたら︑うれしい︒

十一94囹そういわれて︑自信をもって︑よしや
じすう

十五411一 ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす
むばかりでなく︑

九伽6 求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

しずおかけん ﹇静岡県﹈︹地名︺1 しずおか縣

しずか

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒
﹇静﹈︵形状︶ 5 5

ります︒

おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか

みんな︑きき耳を

二514 きゅうにおどりをやめて︑しずかにな

六瑠3園

ところで︑

はばたきの

あわてないで︑しずかにごらん︒

うさぎさん︑ここは︑しずかなところで

すよ︒

七47 校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか

しずかにして︑みていてごらん︒

にしんこきゅうをした︒

七221囹

青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ

しずかに波がよせている︒

しばらく︑じっとしずかにしていた︒

子もりするしずかなる月なの上に

くりの木は︑ちょっとしずかになって︑

しずかにしろ︒

たかぎしずかに︑﹁︿略﹀︒﹂

ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに

目をつぶってしずかにしていると︑

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

少女はく略V黄色なやまぶきの一枝を

おってきて︑それをしずかにさしだしました︒

十一一73

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九幽6

光っていました︒

九鵬10

九榴4

かにいてすぎの美しずか

九備7図圏

九柵9

九8311 ﹁︿略﹀︒﹂と︑しずかにおっしゃいました︒

九692囹

ずかになりました︒

九636 こがね色のどんぐりどもは︑すこしずつし

﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

九498

九264図圏

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九74 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

八759

にういていました︒

八283 川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか

て︑あたりもひっそりとしずかになります︒

八254 やがて︑秋になると︑みんな死んでしまつ

七642

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

七463

みんなは︑﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑きゆ 七318 しずかな音樂がはじまる︒

ちょっとちょっと︑しずかに︒

になでてやります︒

二548
二664囹
二667

しずかに︒﹂

しずかにして︒
もっと

はんたかは︑しずかにごてんにあがって
しずかにあるくこと︒

います︒

のぼっていきました︒

その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も
しずかなやぶの
波もしずかだ︒
みんななかよくきらきらと︑しずかな空

天人は︑それをきて︑しずかにまいます︒

んだよ︒

六⁝⁝⁝2囹ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

五573囹

で光ろうよ︒

五462圃

四柵3

四描7園

音がきこえます︒

四623

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

四556

くから︒﹂

四152園 ﹁みんな︑しずかに一よしきりがな

天へ

三備9 そこで︑よういの車にのって︑しずかに

三683しずかにしずかにとんでいます︒

んで

三683
雲は︑もりの方へしずかにしずかにと

三326囹

きました︒

三174

たてる︒

U囹

T園

うにしずかにいう︒
一一
一一

二439 かっこうが︑とおくでしずかになきます︒ 六襯9 やっとしずかな廣い野原にでました︒

しずか

U8 U8

しずかさ一しずむ
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十三47 まるで︑息をこらしてしずかにしている︑

はひとりしずかにしているのがすきだというし︑

十二709 住みこんであげてもいいけれども︑芭蕉

す︒

十一323團 やぶのたけのこすくすくのびて︑しず
くすおうとででむしが︑つのをふりあげのぼりだ

十185

ポタリと落ちてきました︒

九678園

九6611園 しずまれ︑しずまれ︒

ちをヒュウパチッと鳴らしました︒

子どもたちのむれのように︒

だれかのかさのしずくが︑私のくつの上

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十四631

日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ

なったのが︑無数にむらがっているので︑

十四635

のでもおいてすかして見ると︑しずくのつぶの大
きいのが︑ちらちらと目に見えます︒

シスト
8

しずまる

︽ーリ・ーレ︾

﹃シストのマドンナ﹄といわれている︒
︵五︶

しずまれ︑しずまれ︒

をヒュウパチッと鳴らし︑

九678園

しずみかける

どんぐりはみんなしずまりました︒

﹇沈掛﹈ ︵下一︶ 1

九6710

︽ーケ︾

しずみか・ける

十一一6010 長者は︑日のまるのおおぎをあげて︑し

ずみかけた日をさしまねくと︑

十三59

した︒

お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ

西の方をみると︑日がしずんでまもない空

しずんでいくお日さまをおって︑町の上を

白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

つかれて︑氣がしずんでいた︒

ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで

こういつて︑失望にしずむ幸吉を︑なんど

少年は︑かなしい思いにしずみながら︑

長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑

やさしい父親のことをいろいろと思い返していま

十一7110

もはげました︒

十411

あった︒

八8310

八725

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七54

列車のようにとぶつばめのむれ︒

六431

に︑大きな星が光っていました︒

五531

へしずんでいきました︒

三756 そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ

へしずむところでした︒

三7410

しず・む ﹇沈﹈︵五︶15 しずむ ︽ーミ・ーム・ーン︾

まったくとう明なガス体の蒸氣が︑しず

くになるときには︑かならず︑なにか︑そのしず

十四6312

そのしずくのしんになるものがあって︑

くのしんになるものがあって︑

十四641

しずけさ

まあ︑なんというしずけさでしょう︒

﹇静﹈︵名︶3

十四3510

ことごとく波にのまれてしまったように︑
そのきみのわるいしずけさの中から︑と

死のしずけさがあたりに廣がりました︒

十四4510
十四4511
︵名︶一

つぜん︑︿略﹀︑きれいな歌が流れてきました︒

シスト

﹇静﹈

十三592園
しずま・る

δねしずまる

しずまれ︑しずまれ︒﹂ぎょしゃがむち
をヒュウパチッと鳴らしましたので︑どんぐりど

九659園

しずまれ︑しずまれ︒

もはやっとしずまりました︒

九659園

朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

希望の帰ってくるとき︒

しずまれ︑しずまれ︒﹂ぎょしゃが︑む 十三129

どんぐりどもはやっとしずまりました︒

九6611園

九6511

しずまれ︑しずまれ︒﹂ぎょしゃがむち

十三77 ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ
十一526

竹の葉さきからしたたるしずく︒

ういうしずかな午前にあって考える︑
十三175 デンマルクは︑︿略﹀本國と︑三つの島
からなっている︑小さな︑しずかな國であります︒
しずかにまく︒

しずかさ

しずく

しずけさ

十三4310 よかったなあ⁝⁝﹂三郎の声が終るころ︑
十四3810園 夜明けの足音︑しずかな夜明け︒
十四559 おとなのつるは︑しずかにいいました︒

十五72図圃 うしはしずかにおのおのの大きな耳

十五539 しずかに室内にはいった私の目に映じた

をむけぬ
十五91図魍水はしずかに流るると見ればもの花
のは︑

十五544 博士は︑しずかに歩みよる私が手にして
いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五727 しずかに頭をさげた︒
十五7311 廣い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ
﹇静﹈︵名︶2

たり︑しずかに食事をしたが︑
しずかさ

十二753 その夜は︑すべての音も雪にうずめられ
たようなしずかさでした︒

十二754 そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉
は心をすませ︑雪の句を考えました︒
しずかなごぜん ︹課名︺2 しずかな午前

﹇滴﹈︵名︶8

十三41 一 しずかな午前

十三22 一 しずかな午前・⁝⁝：四
しずく

九榴2 たまったつゆが︑しずくになって︑ポタリ
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しせい一した

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三185 戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の信望
はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十四455 マッケンナも︑しずんでいく船からほう
りだされて︑黒い波の間をおよいでいました︒

十四486 船がしずむひょうしに流れ出たものらし
い一本の大きなまるたに︑
﹇姿勢﹈︵名︶3

しせい

十四798囹 しずむほうがもとだよ︒
しせい

八233 しばらくそのままのしせいで動きません︒
せいのいいのをみてもわかる︒

八6610園 あのうまく足をつかうようすや︑あのし

はありましたが︑やわらかなボールだったので︑

十一9211

五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜ
歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん

んと口にのぼってきました︒

十三2912

そうすれば︑人間がだいいちにしなけれ

どうがどらにあたる︒

ばならないことは︑なんであるかということも︑

十四377
しぜんにわかってくるはずです︒

空言中には︑それが︑しぜんにたくさん
それで︑畑の上からとんできて︑森の上

ういているのです︒

十四646
十四7511

へかかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしお
ろされるかたむきがあります︒

しセンチ

室友ホランド先生︑自然科学にもっと

︵名︶1

四千キロ

とうきょうから四千キロもあるフィリピン

4センチ
4センチ

︵名︶1
十一一53図

ふ

じ

しせんひやくしちじゅうメートル
七十メートル

1

四千百

これは︑富士山よりはすこし高く︑四千
﹇思想﹈︵名︶1

思想

むかしからすぐれた人たちは︑星の光の
﹇下﹈︵名︶89

した

下5えんのした・くつ

でんとうのしたを︑くろくすうっとと

した・のきした・わきのした

した

中からふかい思想を読みとりました︒

十四365

しそう

百七十メートルばかりの高さがありますが︑

十五197

︵名︶

で︑︿略﹀︑子どもがつばめをつかまえました︒

九172

しせんキロ

質等をこのんで勉学す︒

もきょうみを有し︑化学︑生理︑植物︑鉱物︑地

十五589図

十二862 チルデン選手は︑とりみだしたしせいで しぜんかがく ﹇自然科学﹈︵名︶1 自然科学
無事に受け返すことができ︑

十273 ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

しぜん ﹇自然﹈︵名︶6 自然Oふしぜん
を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十287 観察すればするほど︑自然のおもしろさも
わかり︑

界の人々にあたえたことに︑

十4610園 あなたが自然をあいてとして︑眞珠を世

十三215 自然は︑このむずかしい問題を︑かなら
ず解決してくれるにちがいない︒
日一日と︑むすばれていくように︒

十三527 わたしの日々が︑自然をしたう心で︑一
十四627 ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の現象を

しぜん

観察し︑研究することのすきな人には︑なかなか
﹇自然﹈︵副︶6

おもしろい見ものです︒
しぜん

んだ︒

八176 しぜんにそなわったかしこさで︑これで 一413
じょうずに生きていくのです︒

ゆびさして︑

お立ちに

そのとき︑ぶどうだなの下をとおり

みずうみ︑みずうみ︑この丘の下の︒

下の方から︑てっぽうの音がひびいて

﹁かいぶんあそび﹂これは︑上からよん

白いはま︑白いはま︒

下の方から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふ

六172

ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑

その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑

ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑

ものはなあに︒

六654 上にすれば下になり︑下にすれば上になる

にわの木の下へいってみました︒

六558

木の下へいきました︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

六379

めていた女の子が︑

六107 しごと台のそばで︑ふさぎこんで下をみつ

しをつけてよびながら︑ひとりの子どもがきます︒

五862

五506團がけの下には

五394團中ほどから下は︑雪がありません︒

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒

四952 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

考えだすあそびです︒

でも下からよんでも︑おなじになることばを

四667

が︑

四511 下からねらわれているときには︑ばら
ばらになって︑はなれてとべば安全なのです

のおちていくのを︑下からうけとめました︒

四503 力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん

きました︒

四496

ました︒

四3610囹

黷U08園

なっていらっしゃる︒

下とを

Q園上は大みず︑下は大かじ︑なあに︒
P8

三101圃上と

一一
一一

した一した

618

六654 下にすれば上になるものはなあに︒
六891 木にのぼって︑下をみる︒
六醜8 もっと下をみる︒

六佃2 そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙
で上と下とまん中をはりつけました︒

六櫨9 うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び
ました︒

六伽10 一びきのうさぎさんが︑︿略﹀さか道に足
をすべらせて︑ころころと︑下の方へころがりこ
んでいきました︒

六個6 うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑
まるくならんで︑話をしました︒

六襯3 上になったり︑下になったりしました︒

七947 あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に
いれていました︒

からみあい︑かさなりあってはえています︒

八1510 そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑

天
20
ノ∩∠− 腹の下のほうだけが皮にかくれています︒

九3911團

下では︑兄や︑母や︑おばが︑﹁︿略﹀︒﹂

十一147

一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう

いちばん下のは︑そのとき二つでした︒

金次郎の下にふたりの弟がありました︒

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

十一232

とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑

十一233

また︑下の方の山道を︑しょいこをつけ

たおとなの人が︑男か女かわからないが︑下を向

九409團

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その
十一691

ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

少年は包みを下におくと︑

だれかが水をくみあげていましたので︑

その下の白いところに︑先生の手で︑こ

あたたかい空氣がのぼっていくあとへ︑

茶わんに接したところでは︑湯は︑ひえ

そういう部分からは︑ひえた水が下へお

それで︑畑の上からとんできて︑森の上

女の子は︑︿略﹀両足をそろえて︑ぼろ

そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の

けわしい山が︑むらさきがかった大空の

それがコトコトと音をたてて下の方まで

下の方にちらばっているひつじのむれを

追いでもするように︑

十五221

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五2111

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

十五215

クリスマスの木の下にすわっていた︒

十四9712

ぼろの着物の下で重ねて︑

十四948

ろされるかたむきがあります︒

へかかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしお

十四7512

り︑

十四7112

て重くなり︑下の方へ流れて︑

十四711

︿略﹀つめたい空氣が下からふきこんできて︑

十四685

う書いてありました︒

十三537

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二3611

いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

十二235

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一483

下を向いて登ってくるのがみえます︒

いて登ってくるのがみえます︒

まわりの山は︑︿略﹀︑きれいにもりあがっ

九4010團
九493

て︑まっさおな空の下にならんでいました︒

一本のぶなの木の下に︑たくさんの白いき
﹁︿略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑かなし

のこが︑︿略﹀︑へんな樂隊をやっていました︒

九518
九577
そうにいいました︒

いかにもざんねんだというふうに︑しばら

あふれでた水は︑さらさらと走って︑やが

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

九η10

九梱1

ポンナフという石の橋があって︑イエンヌ

て︑すぐ下のすこし大きな川に流れこんでいた︒

十103

という川が︑その下を流れていました︒
プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑
その少年は︑︿略﹀︑そのいなか町にある商
その下で︑きょとんとしているあまがえる︒

まっさおな海は︑太陽の下でわらってい
一つの太陽の下で︑みんながめいめいの
歌を歌っている︒

十一145

る︒

十﹁129

木の下におりていってしまいました︒

＋5610ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

十212その下を︑あひるがならんで通っていく︒

むれ︒

＋1810その下で︑雨やどりをしているにわとりの

十186

業学校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒

十148

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

八5811 下をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒ 十109
八617 みどりの葉の下で︑あたりをみまわした︒

八964 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

九161 まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほど
こくありません︒

九328国 はるか下の方に美しい湖がみえます︒
たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3210囲 秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

九387團高くて手のとどかないかれ枝は︑長い竹
ざおのさきにかまをくくりつけて︑ひっかけるよ
うにして︑下から力をいれてひきおろします︒
ても︑きこえないときがあります︒

九394国 下からどんなに大きな声で話しかけられ

619
した一したがう

十五236 見ると︑そのがけの下の方へゆったりと
んで行く大きなやまわしのつめにっかまれて︑

十五253 鳥が大づめでつかんでいる女の子のから
だが下へ落ちないように︑

十五2512 羽ばたきも苦しげに︑しだいしだいに︑
下の方へ落ちるように舞いおりて行きました︒
十五2612 下の方にいる女の子を元三づけるために

十五279 大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に

十五273 下につかまれている女の子は︑
さげて︑ずんずん︑落ちるように︑下へ下へとお
りて行きました︒

した

八174

それにねんどでだんだん肉づけをし︑しだ

これらのことを一つ一つ思いだしているう

冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ

佐吉の考えは︑しだいに高まっていったが︑

病人が︑しだいに︑すこしずつものがわ

また︑やさしい色がその目にうかぶこと

知識は︑人から教えられたり︑︿略﹀︑考

ろうそくはもえ続けていて︑それが︑高

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

形のきまったものとなり︑

字から起り︑これがだんだん変わって︑しだいに

十五361

く︑高く︑しだいにのぼって︑

十四9810

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三84

いに暗くなっていきました︒

もありましたが︑それも︑だんだん小さく︑しだ

十一892

かりかけるようにみえたことです︒

十一802

すりするばかり︒

十一398圃

十3411

ちに︑心持が︑しだいにかわってきました︒

九M5

いに︑その人の顔ににせていくやりかたです︒

七678

人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず しだいに ﹇次第﹈︵副︶9 しだいに
したは口からたれて︑目はみにくく光って

にっかってちぢをのむのと同じように︑

ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

八7410
いた︒

九伽11

まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑ときに

味がはっきりと感じられるようになった︒

十二452園

まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ

は︑したをだしたり

十三513
εてあたりしだい

ると︑よろけるんだよ︒

しだい

このように︑古い時代のことがはっきり
新しい学問をきり開いていくときは︑い

十五594園

あなたがたの時代がきたときには︑私た

あなたがたの時代がきたときには︑

いやいや︑時代がちがう︒

しだいしだい

わたしの日々が︑自然をしたう心で︑一

﹇従﹈︵五︶4

したがう ︽ーッ・ーワ︾

馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ

が︑おかあさん︑運命にはしたがわな

﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

十五381

ければなりません︒

十四84国

んだん光がうすくなって︑

九745

がこくなってみえます︒

五396團ふもとになるにしたがって︑木のみどり

したが・う

日一日と︑むすばれていくように︒

十三527

それが︑あまり古い時代にはいってき した・う ﹇慕﹈︵五︶1 したう ︽ーウ︾

十五8011

﹇次第次第﹈︵副︶1

羽ばたきも苦しげに︑しだいしだいに︑
下の方へ落ちるように舞いおりて行きました︒

十五2512

に

しだいしだいに

十五9812園子どもの時代は︑ごく短いのだからね︒

いのります︒

ちの時代がはずかしく思われるようになることを

十五8012

て︑長いあいだつかっているうちに︑

十四276園

るものではありません︒

つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ

十一一佃3

わかるいとぐちとなったのは︑

十一一989

い・みつぼうじだい・むうまちじだい

きょうとじだい・とくがわじだい・へいあんじだ

えどじだい・がくせいじだい・かまくらじだい・

十五2710落ちるように︑下へ下へとおりて行きまじだい ﹇時代﹈︵名︶7 時代与アマストじだい・
した︒

大わしは︑︿略﹀︑くるくる舞いをして︑

十五2710下へ下へとおりて行きました︒
十五3210

﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

下の方へ︑谷の中へ落ちて行きました︒

十五368
には︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえに

﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑した

おいたり︑したにおいたりして表わした︒
十五3610

﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

においたりして表わした︒
十五3610
するが

十五564園 私は︑小手をかざして足の下にひろが
る駿河湾の海岸線をながめ︑

十五692 きずのあるみけんの下にかがやく目は︑
思いなしかやわらいで見え︑

十五812 天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし
たに人をつくらず︒

十五M11園 私も下へ行くのですよ︒

﹇舌﹈︵名︶5

うに私を見なければならないか︑

十五柵1園 これから下へ帰ってから︑どういうよ
した

したがき

た︒

﹇下書﹈︵名︶3

下がき

文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

十ニー47 そうして︑いよいよ下がきをかきはじめ
十ニー510
また下がきにがかった︒

したがって

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

といいますのは︑私は︑あの美しいあな
なぜいままで︑もっと先生がたとしたし

たがたのお國を親しくおたずねして︑

十五796
十五旧1

くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒

知らない外國人どうしでも︑こんなに親し
どうも日本人は︑むかしから︑あまり星

みをもっことができるものかと思いました︒

十95

十一一165 下がきがすむと︑パレットの上にチュー したしみ ﹇親﹈︵名︶2 親しみ
﹇従﹈︵接︶2

干たく

下墨

親し

︵形︶

3

︽ーシキ︾

したしい

親しい ︽

したし・む

親しむ

︽ーマ︾

また︑ローマ字は世界的の文字であるか

﹇親﹈︵五︶1

十五422

したたる

︽ール︾

ら︑日本語が世界の人々に親しまれるようになる
﹇滴﹈︵五︶2

小学校のかわら屋根から雨がしたたる︒

十185竹の葉さきからしたたるしずく︒

したた・る

十192

十五481

このお庭焼のために︑細工人︑画工︑
ちょうこく師︑下ばたらきの者などが︑三十数人
下羽

わしの白い下羽が︑綿のように一面にち

﹇下羽﹈︵名︶1

かかえられていた︒

したばね

十五304

下向き

︽

レ︾

へちまの葉は︑みんな下向きになってし

﹇下向﹈︵名︶1

りました︒

したむき

十一515
まった︒

しだれる

だが︑根もとのところに三つ四つかた

﹇枝垂﹈︵下一︶1

十ニー45

しだ・れる

︹課名︺31

七

まってしだれているところもいい︒
しち

6232763943了43了03523了43433443
68313110581242111113
十十十九九八八七七六六五五四四三三ニニ

かげえ⁝⁝⁝四十四

かげえ

白うさぎ⁝⁝⁝四﹁十三

誓うさぎ

いろはがるた

いろはがるた⁝⁝⁝七十四

星⁝⁝⁝五十二

だれの力⁝⁝⁝七十

にげたらくだ⁝⁝⁝七十四

だれの力

にげたらくだ

いねを育てて

いねを育てて⁝⁝⁝九十四

貝つか⁝⁝⁝七十六

ことばの愛⁝⁝⁝七

貝つか

ぶす⁝⁝⁝六十二

一つ一つつづろ⁝⁝⁝五十五

ぶす

一つ︸つつづろ

みえない力・・⁝・⁝六十四

＋三310

ある画像

ある画像⁝⁝⁝五十三

みえない力

十三531

茶わんの湯

茶わんの湯⁝⁝⁝六十二

︹題名︺

﹇七﹈

︵名︶17七
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十四33

しち

﹁536︵七︶

しち

十五伽1

十五311

十四621

十二641

十二33

十一551

十﹇35
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星

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒
したがって

したく

に親しみをもっていなかったようです︒

十四3412 地球などになると︑なおさら︑ごくごく 十四297
小さなものです︒したがって︑その地球の上に住
んでいる人間などは︑

十四724 湯の表面には︑水のおりているところと︑
のぼっているところとがほうぼうにできます︒し

たがって︑湯の︑中までも熱いところと︑わりあ
﹇支度﹈︵名︶3

いにぬるいところとが︑いろいろに入りみだれて
したく

たくをしていらっしゃいます︒

五347 おかあさんが︑だいどころで︑ごはんのし したばたらき ﹇下働﹈︵名︶1 下ばたらき
九734園 よし︑早く馬車のしたくをしろ︒

十一393圃 はじの葉も︑赤く黄色く色づいて︑冬
﹇自宅﹈︵名︶1

のしたくをとりいそぐ 村人の目をなぐさめる︒
じたく

﹇下雲﹈︵名︶2

み︑一路自たくへと車を走らせた︒

十五602 りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこ
したぐも

九292囲 下士へ下雲へ夕やけうつりさる
﹇ 親 ﹈ ︵ 形︶1

九292圏下雲へ下雲へ夕やけうつりさる
した・し

﹇親﹈

十四819図 親しきなかにも礼儀あり︒
したし・い

よみかき⁝⁝⁝十五

一151七よみかき

一28

七

十三331 なんといっても︑いちばん耳に親しいも

イ・ーク︾

七

したがき一しち

620

621
しちがつ一しちねん
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﹇七月九日﹈︵名︶1

七916了月9日㈲晴26度

しちがつここのか

8

7

團

晴

7月12日

㈱

晴

28度

29度

7月9日

7

7月

7

七

七月

﹇七月十八日﹈︵名︶1

28度

﹇七月十二日﹈︵名︶2

晴

﹇七月十三日﹈︵名︶2

金

﹇七月十五日﹈︵名︶1

五777七月十一日月

月十一日
しちがつじゅうごにち

七月十五日

7月13日

五805七月十三日水
八伽4
12日

しちがつじゅうににち

八㎜1

月18日

㈱

﹇七月十四日﹈︵名︶1

しちがつじゅうはちにち

8

7月18日
しちがつじゅうよっか

十四日

七月七日

﹇七月十六日﹈︵名︶1

土
﹇七月七日﹈︵名︶1

七月十六日

しちがつじゅうろくにち

六日
8月十9

五841

しちがつなのか

くもり

19度

しちがつはっか

﹇七月二十日﹈︵名︶1

七一五

7月20日

7月20日㈲雨のちくもり22度

かたずをのんで試合をみているうちに︑

﹇七五﹈︵名︶1

七921
しちこ

十二843

﹇七五三﹈︵名︶1

七五三

早くも︑第一回は七一五で清水選手が勝ち︑
しちごさん

しょうが︑

十551 七五三の記念正立も︑思いでにはなるで

だれの力⁝⁝⁝七十

七十

私は短い旅をしたあとで︑七時にパ

﹇七時﹈︵名︶1 七時

十四66團

しちじ

七

︹心入︺2

リーに着きました︒

しちじゅう

六32

︹恩名︺2

七十四

十二34八雪まろげ⁝⁝⁝七十
しちじゅうし

七十七

学級日記から⁝⁝⁝七十七

︹課名︺4

四31迎いろはがるた⁝⁝⁝七十四
七38七にげたらくだ⁝⁝⁝七十四
しちじゅうしち

木もと竹うら⁝⁝⁝七十七

十二35九テニス⁝⁝⁝七十七

五35 十
十四34 八

七十六

その人のことば⁝⁝⁝七十七

貝つか⁝⁝⁝七十六

三びきもとってくると︑うちの家族七人

﹇七人﹈︵名︶1 七人

七

︹課名︺1

十五39 五

九33

しちじゅうろく
しちにん

が︑じゅうぶんだべることができます︒

九3311團

あぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八203

になることができないといいます︒

八197

では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅう しちねん ﹇七年﹈︵名︶2 七年
とあうことをゆるしてやろう︒

八326囹

七月

六592 七と五と 私は︑きのう︑おもしろいこと しちがつじゅういちにち ﹇七月十一日﹈︵名︶1 七

六325
に氣がつきました ︒

六597 うたううたは︑そのことばの声のかずが︑
五か七になっているのです︒

五828

六5910 ウスムラサキニー七 ホノボノトー五 十五日
アカルクソマルー七 アサノソラー五

五

五

六602アカルクソマル 七アサノソラー五しちがつじゅうさんにち
六604タノシイコトが七アルヨウナー五 月13日 七月十三日
アアサワヤカナー七 アサノソラー五
六606 アアサワヤカナー七 アサノソラ

3

七サキマシタi五 五789七月十二日火

五 アンナトコロニー七 サキマシタ

六609 カボチャノハナガー七 サキマシタ

2

六601ーアンナトコロ芦

り乙
−

1

六64図12345678910
1⊥
−⊥

八19図
またでぴょんぴょんかけてきて︑

九922園﹁七︑八︑九︑十︒﹂と数えながら︑大 八伽8

＋19107
4

−

七月

3

十﹁11図ートップ357コックス五
2813七月十四日木

1⊥
﹂■■

十一56図
0
1

十二512 ①
﹇七月﹈︵名︶3

四桝8 七月はたなぼた︒

しちがつ

7月24日
7月24日

㈹

九358国それは︑七月の二十八日でしたが︑村でしちがつにじゅうよっか ﹇七月二十四日﹈︵名︶1
いちばんおそい植えつけでした︒

十二822 五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ 七927

しちねんかん一しっかりする

622

しちねんかん ﹇七年間﹈︵名︶1 七年間

十374 そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら
︵感︶3 シチビー

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

しちび1

﹇七匹﹈︵名︶6 7ひき 七ひき

五脳8 シチビー︑シチビi︑シチビー︒
五脳8 シチビi︑シチビー︑シチビi︒
五餌8 シチビi︑シチビi︑シチビー︒
しちひき

二299園︸びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

八666囹

﹁いや︑しちめんちょうではない︒﹂と︑

しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

親あひるはいった︒

﹁シッ︒﹂というと︑ねこは︑おどろい

︵感︶ーシツ

うにからだをふくらませて向かってきた︒

八704
しつ
五992園

﹇室﹈︵名︶3

室

かんちょうしつ︒こうさ

てにげていってしまいましたが︑

しつ

くしつ︒しゅくちょくしつ・だいはちこうしつ・だ

十五571囹

いよんこうしつ・ひょうほんしつ

た︒

きみは室を二つももっているようだが︑

はじめて見る東洋の青年をひきとった

が︑室は二つあっても︑つくえは一つしかなかっ

十五576園

その一つに日本の青年をとまらせて︑

十五572囹

ろ︑寄宿舎で二間続きの室をつかっていた︒

アマスト大学の助手をつとめていたこ

十一びき一おや︑ 十一びきしかいない︒

き︑六びき︑ 七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

一一305園三びき︑四ひき︑五ひき︑六びき︑七ひ

き︑八ひき︑ 九 ひ き ︑ 十 び き ︑ 十 一 び き ︒

いました︒

七959その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひき
七962 7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ
らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

じつ

長男︑フレデリック︒ダルガスは︑父の

﹇確﹈︵副︶1

﹇Vすうじつまえ

しっかと

しっかり

﹁︿略﹀︒﹂とさけんで︑しっかと私をだ
﹇確﹈︵副︶14

きしめた︒

十五677
しっかり

しっかと

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑

十三2210

しつ ﹇質﹈︵名︶1 質﹇Vしんじゅしつ
七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ

色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

七995 母うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ
しちひきとも ﹇七匹共﹈︵名︶1 7ひきとも
巣からでて歩いていました︒

七985 お書ごろみたら︑子うさぎは︑了ひきとも︑
しちほん ﹇七本﹈︵名︶2 7本 七本

ただひとことをしっかりとおぼえな
おばあさんは︑しめきったくらの中で︑

四756

た︒

四161

る

るすいはしっかり氣をつけて︒

おかしをしっかり手にもってねんねし

しっかりとかぐやひめをだいていました︒

三池2

さい︒

八川7 1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら 三128園
いにふえました︒

九348国 ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように
一かぶから七本も八本もでていて︑

しちめんちょう ﹇七面鳥U︵名︶4 しちめんちょう
八635園 きっとしちめんちょうのたまごだよ︒
八655園 ほんとうにしちめんちょうのひなかしら︒

ねじをはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑

小さなねじまわしでしっかりととめた︒

六115

六備8 たこが青空で右や左にゆれると︑︿略﹀首

私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ

をふりながら︑しっかり糸をにぎっています︒
七3410

﹁しっかりやれ︒﹂おうえんの声が耳に

﹁しっかりやれ︒﹂と︑元氣づけてくだ

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒
七509園
さった︒

七538囹

ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン

ひびいてくる︒

七541

﹁しっかり登れ︒﹂とさけばれた︒

しっかり目あてをみさだめて歩いてみよう︒

ターに渡した︒

八571

のびた手さき︑しっかりふまえた両足︑

十ニー511 だいたいの形をしっかりとっかんで︑

墨描3園

十二餅8

しっかりしなさい︒

しっかりしなさ・る ﹇確﹈ ︵五︶1 しっかりしなさ

四㎜7園

る ︽ーイ︾

しっかり・する ﹇確﹈︵サ変︶10 しっかりする ︽一

四505園

﹁かっちゃん︑しっかりしろ︒﹂

シ・ーシロ・ースル︾

あたたかい愛情のこもったことばで︑

まえより元入で︑からだもしっかりして

すぐな︑しっかりした足あとがついている︒

八576 足あとをみると︑みちがえるように︑まつ
九324国
きました︒

しっかりするようにと病人をはげましました︒

十﹇785

病人は︑だんだんしっかりした目を少年

の上にすえて︑

十一803

十一8010園 おとうさん︑しっかりするんですよ︒

十一8010囹 しっかりするんですよ︒
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じつキローじっと

サ・ースル︾

る

︽ーキ︾

このゆめを実現するために︑ダルガスの
ダルガスの希望であり︑デンマルクの希

十3810囹

みどりの野はできたが︑︿略﹀建築用材

︵名︶1

﹇実現出来﹈︵上一︶1

しっこ

実現でき

民ちゃんは︑まだ︑うんこもしっこもい
実行

デンマルク人のたましいは︑ダルガスの

﹇実行﹈︵名︶2

ました︒

﹇実際﹈︵名︶6

じっさい

実際

じっさいに紙の上でいろいろとまげぐあい

十三2012

これなら︑ユートランドのあれ地にも育

わかいダルガスの意見を︑実際にためし

つだろうと思って︑実際に試験してみると︑

てみると︑そのとおりになりました︒

十三236

世をすごしてきたばかりでなく︑実際は︑たがい

十五806 おたがいに他の國々のことはわからず︑

﹇実測﹈︵名︶1

実測

ににくみあったり︑おそれあったりしてきました︒
じっそく

その際算出した高さは︑実測の結果と

わずか十フィートしかちがわなかった︒

十五566園

大きなあおがえるが︑とうもろこしの

みんなじっとしていたけれども︑なか

こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

八653

七875

親あひるは︑じっとその子をながめた︒

うさぎは︑すこしもじっとしていません︒

んだよ︒

六期2園ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

ていられなくなった︒

霞棚2

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

六5411 すると︑月は枝のあいだにじっとしていま

六537﹇n国 でもね︑雲をじっとみていてごらん︒

六535囹 お月さまをじっとみていてごらんなさい︒

で︑雲が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒

六526 じっと月をみつめていると︑月は動かない

てこの小さなねじをみつけて︑

六710 女の子はただじっとみつめていたが︑やが

なかった︒

四153

とかんがえこむようになりました︒

めは︑空をながめてはためいきをつき︑じつ

月のきれいなばんになると︑かぐやひ

はっぱに︑じっとぶらさがっていました︒

二243園

じっと ︵副︶30じっと

水の音をたいこであらわすことなどは︑

理論と実際とは︑そうやすやすと︑ひとつ
になるものではなかった︒

十399

と︑たしかに水の音である︒

ちょっと考えられないが︑じっさいにきいてみる

九111

をしらべ︑ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六扇5

じっさい

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十三262

誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり

十三2512

じっこう

えません︒

十二2410

しっこ

実現できないことはあるまい︒

このわけをあてはめれば︑自分のゆめも︑ 三柵3

じつげんで・きる

を求めるダルガスの熱望は︑実現されません︒

十三224

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三22一

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1911

誠意にみちていました︒

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

大きなゆめは実現された︒

十一883 手をさすったり︑やさしく話しかけたり︑ じつげん・する﹇実現﹈︵サ変︶5実現する︽一
しっかりするようにとはげましたりしました︒

しつけ

実験

実験する ︽一

十三198

十451

てしっかりしたものとなりました︒

十二佃1 この本によって︑日本の医学は︑はじめ

ことに対して︑しっかりしたかくごをおきめにな

十四910團どっちみちさけることのできなかった
り︑

じつキロ ︵名︶1 十キロ

﹇仕付﹈︵名︶1

も︑︿略﹀めしべの根もとが︑大きくふくれただ

十四529園 十キロもあるような大きなかぼちゃで
け
しつけ

十一一261囹 いそがしいものだから︑ついしつけが
できなくて︒

しっけい

﹁じゃあしっけい︒﹂いちろうくんが︑

﹇失敬﹈︵感︶3

三412園

しっけい

︽ーケ︾

﹁きみ︑列をはなれちゃだめじゃな

右の方にまがっていってしまいました︒
四429園
い か ︒ ﹂ ﹁ し っ け い︑しっけい︒﹂

しつける

﹁しっけい︑しっけい︒﹂

﹇仕付﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

四429囹
しつ・ける

十一一409 サリバン先生が︑このあらあらしいわけ
のわからないケラーをしつけていくのには︑なみ
﹇実験﹈︵名︶1

なみならぬどりょくがいりました︒
じっけん

十三98 おしべのかふんがめしべにっかないよう

︵サ変︶

1

なくふうと︑いま一つ︑よくっくようなくふうを
﹇ 実 験﹈

して︑その実験を重ね︑
じっけん・する
シ︾

調べたり︑︿略﹀観察したり︑実験したりする︒

十三89 深い︑正しい知識を得るには︑考えたり︑

しつない一しっぽ
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八759 しばらく︑じっとしずかにしていた︒

九戸1 それで︑そのまま手足をちぢめて︑じっと
すわっていました︒

設計図をひいては組みたて︑組みたてては動かし

十358．佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑
てみた︒

十一682 大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間
をみつめている者もありました︒
は︑じっとみつめていました︒

女の子は︑︿略﹀氣でも失ったのか︑す

暗い心になって︑じっとおじさんの重工

こしもさわがず︑あばれもせず︑じっとしていま

十五275
す︒

十五701
に見入りながら︑

室内

しずかに室内にはいった私の目に映じた

﹇室内﹈︵名︶1

十五539

しつない

のは︑

じつにゆかいだ︒
はなをつまんで︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑

八736園

じつに美しい︒

きみはじつにみにくいから︑氣にいった

じつに苦しい︒

六m10

六195囹

十一769 でも︑ハンカチを目にあてているときに じつに ﹇実﹈︵副︶7 じつに
十一788 しみじみとしたそのちょうしに︑じっと
耳をかたむけているようにみえたからです︒

十一817 のどまででかけたさけびを︑じっとおさ
十410

その数は︑じつに八十五万にもおよんだ︒

よ︒

十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと

十432

えながら︒

で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒

ている︒

來たものだ︒

十五598園

﹇十羽﹈︵名︶1

十ぱ

ときには︑十ぱも二十ぽも︑ずらりとなら
じつは

じつは︑おとといからめんどうなあらそ
じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

星と人間とは︑たいして関係がなさそう

私はハギンスというものですが︑じつ

ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十五4412園

じつは︑私は今右衛門のまごにあたる

は︑私のプリンタリーじいさんがね

十五519園
ものです︒

これも︑まんまと失敗であった︒

﹇失敗﹈︵名︶5 失敗
十3512

しっぽい

しい設計図をこしらえあげた︒

十364 いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新

いまにもう失敗もなくなるようにして

白く焼けるはずのものが黒くなったり︑

十二2511園
みせます︒

1 失敗する

失敗に失敗を重ねていった︒

︽一

黄色くなったりして︑失敗に失敗を重ねていった︒

十五4811
十五4811

あなたの光明を太陽とするならば︑作製

しっぱい・する ﹇失敗﹈ ︵サ変︶

十471園

シ︾

10びき

十びき

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

﹇十匹﹈︵名︶3

に失敗したわたしは︑星にもあたらないでしょう︒
じっぴき

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

一一2910園

二305園

茶うさぎ一びき習うさぎ10びき黒うさ

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

ぎ2ひき

七8910

その際算出した高さは︑実測の結果と

しっぽ

おしまいのめくらは︑しっぽをもって

﹇尻尾﹈︵名︶3

五7610

金のさかなは︑なにもいわないで︑しっぽ

いいました︒

二366園

しっぽ

わずか十フィートしかちがわなかった︒

十五567囹

じつは︑海でつりをしていたら︑つりば じつフィート ︵名︶1 十フィート

﹇実﹈︵副︶6

十四329

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十735園

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

九609園

りをとられてしまったのです︒

六925園

じつは

んでいることがあります︒

九153

じつぱ

じつにめずらしい日本人が舞いこんで

こにかいたという小さな絵だが︑じつによくかけ

十一8412 病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと 十三575園 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ
少年をみつめました︒

十一8512 父親は︑じっと少年をみつめていました
が︑やがてまた︑病人の方をみました︒
ました︒

十一8612 病人は︑やはりじっと少年の方をみてい
十一899 病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑
そうして︑また目を閉じました︒
十ニー71 文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ
ろからじっとみつめた︒

十二317 この日の午後︑私はなんとなくものを待
つ氣持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒
という︑いわゆる天動説が行われていました︒

十三132 天は動き︑地はじっとしていて動かない

るい星が落ちるのを見た︒

十四992 じっと見つめているうちに︑一つの明か

625
しつぼう一じどうしょっき

でピシャリと音をさせて︑

八303 天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

失望

ようと考えて︑黒うしのしっぽのあたりを一つき
﹇失望﹈︵名︶2

おつきになりました︒
しつぼう

もはげました︒

十411 こういつて︑失望にしずむ幸吉を︑なんど
十一795 希望と︑胸をこおらせるような失望との
﹇ 失 望﹈

︵サ変︶

1

失望する ︽一

あいだで︑たえずはらはらしていました︒
しつぼう・する
シ︾

室友

十二355 先生は失望して︑一時やめていらっしゃ
﹇室友﹈︵名︶1

いましたが︑

しつゆう

失礼

失礼する

︽一

六3710 ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑豆つ

自動車につみこまれて︑

︽ーシ︾

じどうしゃ

じどうしゃもとおります︒

自動車

六7710

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

﹁自動車は︒﹂

汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま
九205

自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ

さらに二台の自動車を加えました︒

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

目ざすりっぱな博物館に自動車を乗りつ

横づけにしてあったりっぱな自動車に︑

町を走り出た自動車は︑やがてこう外の

︹題名︺2

自動織機

自動織機

自動車のドアに手をかけた老博士が︑

自動織機

﹇自動織機﹈︵名︶3

十377 日本の新しい出発にあたっても︑この自動

ある︒

十376 これが︑日本における自動織機のはじめで

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

十375 そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら

じどうしょっき

十328 自動織機

十32

じどうしょっき

十五758

すばらしい家のげんかんに横づけになった︒

十五729

ためらう私をおしこみ︑

十五601

け︑︿略﹀おくまった館長室の前に立った私は︑

十五535

日に日に進歩しています︒

十二佃10

りきっているつばめたちを運んできました︒

九206

にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒

九205

すから︑

九185

をしないから︑命がないんだと︑

六749園

している︒

ぶほどの自動車や電車が︑ひっきりなしにゆきき

らです︒﹂裁判官﹁なるほど︒して︑びっこという

して畢またしても

実際に試験してみると︑もみの木ははえ

︵接助︶2

ことは︒﹂

して
十三211
るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒
しでかす

平ぼんにしていだいなれよ︒
毎日なにかかわったことをしでかしては︑

﹇仕出来﹈︵五︶1

十五816
しでか・す

八1010
自輔

自轄といって︑一書夜に一どずつ︑自分

﹇自転﹈︵名︶2

みんなをおどろかせたり感心させたりします︒
じてん

十三152

で西から東へ一回轄します︒

また︑公轄といって︑自轄をしながら︑

︿略﹀︑一年に一回︑太陽のまわりをまわります︒

十三153

自轄車

﹇辞典﹈■がいらいごじてん・こくごじてん
自てん車

配たつをする人は︑自てん車に乗って走り

﹇自転車﹈︵名︶5

自轄車のチューブのようにふわふわした︑

黄みがかった麦ばたけ︑泥道らしい白っぽ

自轄車に乗った中学生が︑ふたりつれでな
四頭
﹇自動車﹈︵名︶14

北海道の家には︑うしが四頭いた︒

﹇四頭﹈︵名︶1

三907

5かもつじどうしゃ

じどうしゃ

十一476

しとう

の花畑を横ぎる︒

十236

九282面訴朝つゆの中に二黒車のりいれぬ

い道︑そこを自県車に乗って走る中学生︑

七466

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑

七294囹

ました︒

五1911

じてんしゃ

じてん

十五588図 室友ホランド先生︑自然科学にもっと じてん ﹇事典﹈皿vだいえいひゃっかじてん
もきょうみを有し︑

実力

十四7410 そうなると︑いろいろの実用上の問題と

じつようじょう ﹇実用上﹈︵名︶1 実用上

﹇実力﹈︵名︶1

えんがつながってきます︒
じつりょく

十一103園 では︑実力があって︑力いっぱいはた
﹇失礼﹈︵形状︶2

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒
しつれい

車中の人たちのこころざしであります︒

七448園 たいへん失礼だと思いますが︑これは︑

︵サ変︶

しょうかいいたしましょう︒
﹇失礼 ﹈

1

十五874園失礼ですが︑この中のおもなものをこ

シ︾

しつれい・する

十五4411囹 いや︑これは失礼しました︒
して ︵接︶1 して

七837里道のかたがわの草ばかりたべてあったか 五195 二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑

しとうびき一しぬ

626

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ
ろう︒

しとうびき ﹇四頭引﹈︵名︶1 四頭びき

品

しなさる

︽ーッ︾

︽ーイ︾

十五504囹

品物は私が買いうけましょう︒
シナリオ

死貝

これは︑まんがのシナリオです︒

︵名︶一

六313

シナリオ

5こごえじにさせる
﹇死貝﹈︵名︶2

研究のため︑死目を一つ一つ︑ていねいに
幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑
死人

中には︑死人のようにみえる者もあれば︑

﹇死人﹈︵名︶2

十一681

そこで死人の方へ向いて︑﹁︿略﹀︒﹂と

七278囹

死ぬ

︽

ナ・

二・ーヌ・ーン︾

ひなはたいそう小さくて︑元氣がなく︑死
いままで死んだようになっていたかいちゆ
いったい︑あの雪だるまは︑死んでいるの
もちろん生きているとは思わないが︑死ん
死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ
雪だるまは生きているのでしょうか︑死
﹁これ︑死んでいるの︒﹂

んでいるのでしょうか︒

六738園

し︑

六728

でいるとも思えない︒

六727

か︑生きているのか︒

六726

う時計が︑︿略﹀カチカチと音をたてはじめた︒

六116

んだようになっておちていたのです︒

五944

﹇▽こごえじぬ

﹇死﹈︵五︶30

いって︑名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

十一928

しにん

死貝をどんどんみていった︒

十439

しらべていった︒

十434

しにがい

八264 たまでかざった︑きれいな四頭びきの馬車 しに
が走ってきます︒

しとしと ︵副︶3 しとしと

十一321圃 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの
こすくすくのびて︑

十一388圏 かきねににおうきんもくせい︑しとし
とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑

十一411圃 はい色雲がたちこめて︑さとはしぐれ
﹇品﹈︵名︶1

がしとしと降るに︑ふもとの小屋はみぞれして︑
しな

しなう

知っているじゃありませんか︒

七822園 そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑ し・ぬ
﹇ 擁 ﹈ ︵ 五 ︶−

十一512園その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

しな・う

︵五︶1

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑
しなさ・る

ら︑こづかいにしなさい︒

十一877園 じゃあ︑ここに二円だけおいていくか
しなもの ﹇品物﹈︵名︶6 品物

五289園 むこうの店に品物をとどけて︑受けとり
をもらって帰ってくるとちゅう︑

五343 ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ
つな品物を作っています︒

十二6111 そうしてよく日いってみると︑頼んだ品
物がちゃんとそろってならんでいた︒

庭のだいこんの葉に︑うつしてやりましょうね︒

十四2410 外國と交通をして︑日本になかった品物 七3211囹 死ぬといけないから︑ここからだして︑
が︑外國から傳えられたときに︑

信用してくれていたものを︑あやまちのた
めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

十四2510 それから︑外國のことばがはいってきた 八133
のは︑品物からだけではなく︑

八251図魍

やがて死ぬけしきばみえずせみの声

どにぎやかに鳴きたてたせみも︑

八252 そのとおり︑死ぬことなど考えられないほ

八254にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋
八7311

核をさしいれたために死ぬものもあった︒

二わのがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒

になると︑みんな死んでしまって︑

十3912

はきだしもせず︑死にもしないものでも︑

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

十401

まった︒

そちらからふいてくる風にあたっても︑

母貝は︑ほとんど死んでしまった︒

十414 この赤しおのために︑母貝はみな死んでし
十432
十668囹

そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと

たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十6612

それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに

になってはつまらないから︑

十697園

それが︑死なないのだから︑﹃ぶす﹄で

あたって死んでいるはずじゃないか︒

はない︒

十698園

十7312囹︺ ﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早

ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

道と思ったのです︒

﹁死んでしまった︒﹂

日の病氣で死んでしまいました︒

十一281

十一905園︺

ていきます︒

十一924囹ぼく︑記念に︑この死んだ人にのこし

これを最初にいいだしたのは︑十六世紀

の中ごろに死んだ︑ポーランドのコペルニクスと

十三141

十三167

そうでなければ︑死んでいたい︒

死ぬまで眞理を求めていたのです︒

いう人です︒

十三523

627
しぬ一しばらく

十四484 どうせ助からないものなら︑こういう美
しい歌に送られて︑死んでいきたいものだ

死ぬ

︽ーナ・一二︾

︽ーイ︾

しのぶ

︽ーブ︾

母にそのからだをみせるにはしのびない︒

﹇偲﹈︵五︶1

十二637
しの・ぶ

﹇柴﹈︵名︶2

しば

ありし日をしのぶことをわすれなかった満ぼう

遠い山へいって︑しばをかったり木を

しばい尋かげえしばい・

やがていろりには︑パチパチとしばがも

﹇芝居﹈︵名︶13

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

人形しばいって︑人形がしばいをする

十三446

そこに︑このしばいのむずかしさがあり

これでも︑しばいになっています︒

しばし

十三452
ます︒

館長室の前に立った私は︑しばしため

﹇暫﹈︵副︶1

十五536

しばし

しはじめる ︽ーメ︾

らったのち︑︿略﹀ドアをコツコツとノックした︒

三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

﹇芝生﹈︵名︶4 しばふ

春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ

もうしばらくないてくれたら︑かご

それをやめて︑しばらくかんがえます︒

﹇暫﹈︵副︶35 しばらく

四272国

一一501

しばらく

日のしま目もようにもちらちらとして︑

十三55

三938みどり色につやつやと光ったしばふ︒

ばふ︑

三936 ここのしばふもみんなのものです︒
三937 やわらかなもうせんをしいたようなし

しばふ

て︑わがままをしはじめた︒

十二598

しはじ・める ︵下一︶1

能は︑︿略﹀︑かぶきや︑ほかのしばいとも︑

ふつうのしばいでは︑役者がおじいさんに

十一一445園

は︑おしろいやべにでけしょうをして︑

なったり︑むすめになったり︑︿略﹀するときに

十634

いろいろちがうところがあります︒

十633

目をさます場面を演ずることがある︒

九141

かみしばい︒こどもしばい︒にんぎょうしばい

しばい

えあがります︒

十一一763

切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一255

しば

十四588囹水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ 十五665 せっくがくるごとにその人形をかざって︑
﹇ 死 ﹈ ︵ ナ 変︶3

たり死んだりしてしまいます︒
し・ぬ

十744図圃園 ひとくちくえども死にもせず︑ふた
くちくえども死にもせず︑みくち︑よくち︑ぶす
はくえども︑死なれもせず︒

十745図魍園 ふたくちくえども死にもせず︑
死なれもせず︒

しのぎ

十748図圏圓 みくち︑よくち︑ぶすはくえども︑
﹇鏑﹈︵名︶1

しのぐ

十二865 両選手はしのぎをけずって職いました︒

しのぎ

﹇ 凌 ﹈ ︵ 五︶2

九促11 しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

しの・ぐ

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

十三614園 二十二か三のわかさで︑せんぽいをし
のいで大家になり ︑

しのばめん ︹題名︺3 四のばめん

︽ーイ︾

海の神は︑しばらくお考えになって︑

八233 しばらくそのままのしせいで動きません︒

物したのち︑その一わを買い︑

八62 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見

した︒

七943 しばらく動かないで︑いたそうにしていま

六959

したが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手まねきをしました︒

それが音樂や歌にあわせてしばいをす 六545 そうして︑しばらく枝こしに月をみていま

影絵ってやっぱり人形のしばいですか︒ 六295囹一 ﹁しばらくでしたね︒﹂

しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話

十二4612園

十一一464園

るわけだ︒

十三443

です︒

ところが︑このしばいは︑舞台に出て來

から組みたてられています︒

十三444

る人が︑ただひとり

これはしばいではないかというと︑そう
ではなく︑これでも︑しばいになっています︒

十三445

みんなは︑しばらく考えていました︒

四365

からはなしてあげるよ︒
あれにあわせてしばいをするんだ︒

んですか︒

十二455園

しばらく音樂がつづいてから終ります︒

しばらくすると︑また︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いた︒

二503 四のばめん
四柵1 四のばめん

六187

しのびない

別世界にいったような聾しい氣がするよ︒

五468
︽ーン︾

人間のしばいとちがって︑みていると

しのびこむ

十二458園

﹇忍込 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

六866 四のばめん
しのびこ・む

四の人

五9811 どこかのねこが︑しのびこんで︑ひわをと

四 の人﹁光だ︒﹂

四の人﹁暗いとばりが︑たち切られる︒﹂

﹇四人﹈︹話手︺4

ろうとしていました︒
しのひと
十四391
十四3910

か︒﹂

﹇忍﹈ ︵ 形 ︶ 1

四の人﹁わかわかしい世紀のひびき︒﹂

十四402 四の人﹁きれいな︑きれいな雲ではない
十四4010
しのびな・い

しばりつける一じぶん
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八245 しばらくすると︑れいのあおぎりの木でも︑
ほかのあぶらぜみがく略﹀鳴きはじめました︒

八475 日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく
さがそうと︑歩いていきました︒

八759 しばらく︑じっとしずかにしていた︒
八762 しばらくして︑やっとひっそりした︒
ひねって︑目をぱちぱちさせていましたが︑

九711 まだなにかいいたそうに︑しばらくひげを

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

四ひき

1

しばりつける

4ひき

朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや

ばらばら落ちだした︒

これらの表わしかたとともに︑事物の形

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事

じぶん

いって︑

自分←ごじぶん

ひびきを︑かき

じぶんのかきたいところへ

﹇自分﹈︵名︶捌

じぶんの耳できいた

きよしさんは︑じぶんをあいてに書く

ことが思いだされてきました︒

五981

自分でえさをとったり︑遠いところまで

ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声

とんでいくことはできまいよ︒

五9610園

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日め五785ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち

んの

四298じぶんでじぶんにきいてみても︑
四391
話がすすむと︑みんなは︑めいめいじぶ

なか はっきりした返事をしてくれない︒

四297じぶんでじぶんにきいてみても︑なか

ことに︑氣がつきました︒

四284

とってみましょう︒

三891

そこでかいていらっしゃい︒

三304園

じぶん

物の形をうつしたものから発達したものであるが︑

十五364

字から起り︑

十五3512

を絵にうつすことも行われた︒

十五355

マッケンナは︑しばらくしんみりした氣 じぶつ ﹇事物﹈︵名︶3 事物

ユングフラウの山中のホテルに︑アメリ

しばらくして︑根がいいました︒

持で︑この歌に聞きほれていました︒

十四466

十五205

十四6010

︵下一︶

しばらくして︑ふと氣がついてみると︑

カ人の一家族が來て︑しばらくとまっていました︒
十五234
﹇二八﹈

くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば

しばりつ・ける
︽ーケ︾

九個11
﹇四匹﹈︵名︶6

ちのからだをしばりつけようとしました︒

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑

しひき

九7110 いかにもざんねんだというふうに︑しばら

ておいでになりました︒

九785 しばらくして︑そこの主人といっしょにで
二298圓

しばらく︑間一

九931

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑

四ひきのうさぎさんたちは︑とんとこ︑と
おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん

七967

に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

七934

たちは︑うまくにげました︒

六協3

んとことトンネルの中を走っていきました︒

六田7

一一304囹

すででてくる︒

九937 しばらくすると︑たかぎもさがし物のよう

九儒4 しばらく︑目をつぶってしずかにしている

九943 しばらくして持っているすみに氣がつき︑
と︑

十501 家からでてしばらくいくと︑
十︻664 看護人は︑しばらく考えていましたが︑

十一902 医者は︑病人の上にしばらくのあいだう

のきょう︑みんな︑目があき︑
字びき

400g

いのうえさんの字びきができますね︒

﹇字引﹈︵名︶1

︵名︶1

あまがき・しぶがき赤くなり︑くりも

こんなふうに︑自分でもさえずりはじめま

えおよんだ︒

六64 考えているうちに︑ふと︑自分のことに考

のっている小さなふたガラスの中で︑

六48 自分のおかれているのは︑しごと台の上に

した︒

五984

と思
黒うさぎ390g．白うさぎ400だg
．いました︒

茶うさぎ一㎏．

七866

しひゃくグラム

五8410園

私がしばらくその人形と遊んでいますと︑ じびき

つむいていましたが︑
十一一333
てくださったので︑

十二361 しばらくして︑先生がぼうしを持ってき
十二869 両選手のために︑見物人たちは︑しばら
く︑あらしのようなはく手をおしみませんでした︒

うちのかきはしぶがきですから︑ほしが

十一375囲

し︑のき下につるしてくれます︒

きにするために︑母がかわをむいて竹ぐしにとお

九439團

十三143 しばらくして︑ドイツ人でケプラーとい しぶがき ﹇渋柿﹈︵名︶2 しぶがき
う人が出ました︒

十三435 しばらくして︑うらの方で︑もの音がす
る︒

十四309 むかしのことはしばらくおき︑これから
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ろう︒

六66園 なんという小さい︑なさけない自分であ
六610園 ただ自分だけがこのように小さくて︑な
んの役にもたちそうにない︒

たつことがあるのかしら︒

六95囹 それでは︑自分のようなものでも︑役に

だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だとい

でトンネルをほりながら︑

八504

そんなまずしいなりをしていても︑それで

わずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

八506

おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八713

これも自分がみにくいばかりに

﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

八7111園

六118 自分がここにはいったために︑この時計ぜ
んたいが︑ふたたび活動することができたのだ

自分がみにくいので︑いぬもかみつこう
おばあさんは︑それを自分の子のようにか
かしこいものたちがものをいっていると

あひるの子は︑︿略﹀︑自分でもおどろくほ

そのとたん︑すみきった水の上に自分のす
つばめは︑けっして自分の國をわすれませ
自分の家へいそいそと帰ってきたつばめを
上ばきを自分でつくるわらしごと
いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ
しかし︑自分の物ではないので︑それを舞
新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で

台のおくになげすてて︑

九934

りをいれたますを持って立っていました︒

九751

九263圃

むかえる人の心は︑

九257

ん︒

九247

がたのうつっているのをみた︒

八907

どへんな大きな声をだした︒

八847

きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒

八805園

わいがつた︒

八782

としない︒

八757園

六7811 ごろうは︑息をすることも自分の力ではな

六129囹自分もほんとうに役にたっているのだ︒
いことをきいて︑なるほどと思いました︒
六7910 そうして︑自分とあさがおの花とが︑たい
﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

へん近いもののように思われました︒
六鵬6

いかにもはなから声がでているような氣がする︒

六㎜7 そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑は
なのあなから息がもれないようにして︑
六柵10 自分ではなをつまんで︑﹁ナ﹂といいなが
ら︑耳できいてみると︑

六価8 たこが青空で右や左にゆれると︑自分も
いっしょに首をふりながら︑

六悩1 しかさんは︑もし自分が勝ったら︑このし
かの角で︑うさぎさんたちをつきあげるという
七274園 いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら
べるようにと︑おっしゃっただけです︒

七277囹 なんでも︑自分でみつけていきましょう
ね︒

九榴2

じまん話をはじめると︑自分がいちばん
自分のからだがはれてくるし︑いたいし︑

りっぱだと思うもんだね︒

九梱10園

はないので︑なおあたりをさがしている︒

七4311 そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう 九939
しを︑そばの人の手に渡した︒

とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八68 自分から指さきやくちびるへとびあがり︑
八158 せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足

自分は︑こうもりのために︑高いところか

らたたき落されたが︑

九備11

いくらしをしていることだろう︒

九幽8 それにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽ

してみました︒

九輪2 くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば

九爾4 くもは︑自分ながら自分のからだが︑そら

みにくいと思っていた自分のからだも︑も

おそろしく思われてきました︒

うみにくいとは思えなくなりました︒

九帽11

十1212囹 あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

フランスのいなかの子どもから︑自分の國

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

のことをきかれたときは︑

十162

十176囹︺そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ

外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分

とばがこいしくなります︒

ふだん自分の身のまわりにあるものを︑よ

の國のことばのありがたみを知りました︒

十179囹
十275

自分のもっているいいところを︑えんりょ

くしらべてみる心がまえを︑つくりたい

自分をえらそうにみせかけたり︑人をだま

しないであらわし︑

十316
十319

自分ひとりぐらいどうでもいいというよう

したりしないで︑

な︑無責任な︑ひきょうな考えを

十3112

十325 自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

﹁このわけをあてはめれば︑自分のゆめ

たいと考えます︒

も︑実現できないことはあるまい︒﹂

十3810囹

と︑道のわきで︑たき火をしていました︒

十545 自分で︑﹁イコウ﹂ときめてあるきかける

じぶん一じぶん

630

十556 むりに書くと︑自分がほんとうに思ったり︑

感じたり︑考えたりしていることとは︑ちがった
ものになります︒

十713 おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑
︿略﹀︑自分も指 を つ っ こ み ま し た ︒

十一208 父親のすきなものを買うために︑自分で
わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒
十一245 金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑
その油を自分でとりたいと思い︑

母親にすすめました︒
十一2810

の米を自分のものにすることができました︒

十一295 すると︑秋の終りには︑一びょうあまり
十一301 やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑
もとの自分の家に帰り︑

十一443 それをみようと︑父兄の人たちは︑自分
の席で立ちあがります︒

十一449 私は︑自分が呼ばれたような氣がしまし
た︒

十一453 弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑
うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一494 ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ
十一624園 このくらいのことがこわいものかと︑
自分からさきになって渡ってしまったのです︒
母親は︑︿略﹀︑自分はちのみ子もあって︑

家をあけることができないので︑

十一6410

十一7712 そこで︑少年は︑自分をなぐさめて望み
をかけはじめました︒

十一847 父親は︑少年を自分の方へひっぱりまし
た︒

十一8611圏 同じ年ぐらいのむすこがいるらしく︑
自分のむすこだと思いこんでいるようすですよ︒
十一8910 そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに

ぎりしめたような氣がしました︒

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて
へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし

いるふしぎな冷たいものの名であることを知り

十二377
十一一384
た人形のことを思いだして︑
自分のしたことがわかったので︑︿略﹀︑

ベッドに横たわりながら︑この日が自分

くやむ心と悲しみとに胸をさされました︒

十二387

十一一392

にもたらした喜びを思い返していたときの私ほど

そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自

分で作って自分で動かすのは詳しいものだよ︒

十二486園

自分の生まれたところは︑なんともいえ

十二486囹自分で作って自分で動かすのは
十二552

家もせまいので︑自分は︑その近所に別

ない暖かい感じのするものである︒

十二7010

子どもたちのかけていく方に︑自分も

に家をかりて住むことにしました︒

十二7311

そうでないと︑相手の人に満足を與える

いっしょにかけだしたいと思いました︒
十一一892

自分が話をするときには︑その場のよう

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒
十一﹇893

それは自分の生活を軽はくにし︑相手の

すによくあうように︑氣をつけて話さなければ
十二8911

すすきの野原を心にえがき︑自分もそん

人をいやしめることにもなるからである︒

十二949

しょんぼりと校庭に立っていると︑赤と

なところにいって遊んでみたいと思う︒

十二956

んぼが自分のまわりをとんでいた︒
知識は︑︿略﹀︑自分で本を読んだり︑考

自分のつとめをはたしていくために︑知

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三83

十三85

識をますことは︑たいせつなことがらである︒

自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体

自韓といって︑一書夜に一どずつ︑自分

十三1410
を観察し︑

十三152

そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

で西から東へ一回碧します︒

されて︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて

十三1512

やむを得ず自分の説はあやまりであった

はならぬといわれました︒

十三163

そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑

ということにして︑ゆるしてもらいました︒

だから︑自分はたしかにひとりぼっち

自分もともに苦しんだのです︒

十四410

十四73国

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

ではないのだと︑お考えになってください︒

自分のそばのつくえの上におきます︒

十四712團

十四911團自分を愛してくれる子どもたちのこと
を思って︑

んを幸福にしておあげしよう︒

十四1411團圖自分としては︑力のかぎりおかあさ

十四152團自分には子どもがあるということをお

いい氣持になって︑自分が水の中にひ

自分の身近なものしか見ないで︑

考えになって︑

十四303

おそらくは︑自分と同じように︑船から

たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒

十四4610
十四474

自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ

なげだされたものでしょう︒

いなのに︑

十四4712

自分もどうせ助からないものなら︑こう

いう美しい歌に送られて︑死んでいきたいものだ

十四483

ことを主張なさいましたね︒

十四534園花さんは︑たいへんじょうずに自分の
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いようですが︑

十四578園 あなたがたは︑自分のことしか考えな
十四655 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ
いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒
いくらいだつた︒

十四9111 自分の足だか︑ひとの足だか︑わからな

十四933 その小さなマッチ重りのむすめは︑自分

十四803 自分たちの祖先が発見したのではなく︑

分たち以上のものは︑見えないのです︒

十五宙9園私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

ち以上

親としてみれば︑自分の子女にはすべて じぶんたちいじょう ﹇自分達以上﹈︵名︶1 自分た

かわいいことはみな同じであって︑

十五747
同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑

そうした風景から︑自分の國を愛すると

いうことを学んでいる日本の子どもさんたちにも︑

十五798

自分には父もある︒

ば

︹題名︺

おそろしく思われてきました︒

2

自分の國のこと

自分ひとり

あさがおやきゅうりは︑自分ひとりで︑

﹇自分一人﹈︵名︶1

自分の國のことば

自分の國のことば

じぶんのくにのことば

十25
十165

五6311囹

じぶんひとり

大きくなったのでしょうが︑

しべ 5おしべ・めしべ

すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑

四方

大きなえだは四方にひろがって︑

﹇四方﹈︵名︶3

三229

しほう

も聞こうとしたりする︒

十四894 耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

地べたに横になってねそべっていました︒

十531

きみ︑きみ︑じぶんがってに早くとんじべた ﹇地﹈︵名︶2 地べた
自分たち

そうすると︑自分たちは︑あの大きなする

﹇自分達﹈︵名︶6

でいっちゃあこまるよ︒

四4210囹

六悩7

じぶんたち

みなさんも︑大きくなったら︑自分たちの

どい角で︑つきあげられてしまわなければなりま
せん︒

九衛4 くもは︑自分ながら自分のからだが︑そら

十五867食人というものは︑自分のしなければな じぶんながら ﹇自分乍﹈︵副︶1 自分ながら
らないつとめのためには︑なにかしらぎせいにす
る心がなければならないものだよ︒
じぶん

それが︑おりた水のあとへとどくじぶん

﹇時分﹈︵名︶1

にはひえて︑そこからおります︒

十四722

自分のこしにさしていた短刀をぬいて︑ じぶん

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった︒
．十五288

十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の
子を自分のせなかにかくしました︒

十二222圏

九㍑9園自分の命は︑つばめさんにあげよう︒

八395園自分は︑それ以上の幸福は願わない︒

十五3212 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お じぶん ﹇自分﹈︵代名︶3 自分
おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

十五333 女の子は︑にこにこわらって︑この自分
のすくい主へ手をさしだしていました︒

が

十五343 私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ じぶんがって ﹇自分勝手﹈︵形状︶1 じぶんがって
さ

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五478 佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の
家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか
を作らせていたが︑

かして残したいと考え︑自分でまず︑嶢くしごと

十五489 今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

十645

九6211 そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが

七4310 はくしゅが四方からおこった︒

からはじめた︒

國が持っているこのよい藝術を味わうことを︑喜

﹇萎﹈︵五︶2 しぼむ

だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていくん

だりやの花が︑さきがけてしぼみまし

︽ーミ・ーン︾

ぶだろうと思います︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

しぼ・る

﹇絞﹈︵五︶2 しぼる

︽ーッ・ーリ︾

ですから︑しぼんでしまいます︒

十一921園

た︒

二237園

しぼ・む

ぎらぎら光ってとびだして︑

十五田10

だんなは︑︿略﹀︑からだにさわりもしない
みんな自分たちのなかまだなと思って

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか
と思っている人もあるでしょう︒

けはなれているために︑自分たちとはえんがない

十四324

よくきいてみると︑

六義ー811園

のだから︑自分たちも︑そっといってみよう

十675

十五5412 用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行
物として自分の論文を出版してもらうことで︑・
十五585 自分から話しだしたホランド博士は︑

十五648 おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の
せをたたきながら︑
十五7211 客間に私をみちびき︑自分は書さいには
親の目から見れば︑自分の子女は︑︿略﹀︑

いって︑しきりにさがしものをしておられたが︑
十五742

しま一しまう
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五417團 まいにち︑たくさんちぢをしぼります︒
そうね︒

﹇島﹈︵名︶8

島﹇Vさどがしま

りくへ

七3111園 あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで
しま

いってみたいと思いました︒

三432 幸うさぎが︑ 島から むこうの

がありました︒

しま・う

﹇仕舞﹈

︵五︶

㎜

しまう

︽ーイ・ーウ・一

ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒

心に思ったことは︑いつのまにかきえ

三931 みんななくなってしまうでしょう︒

かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも 三979

オ・ーッ・ーワ︾εおしまう

一462

エ・

みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ

てしまいますが︑

いじにしまっておきなさい︒

よにんはもたれあって︑ぐうぐうとねて 三995囹

のはみんなとりあげられてしまいました︒

一517
しまいました︒

うと︑ただのいしころになってしまいます︒

なことわってしまいました︒

四5310みずうみの島には︑こんもりとした林 一5310園 いじのわるいけんかずきの人がひろ 三鵬3 どんなりっぱな人のねがいをも︑みん

二509
います︒

二566

三426

︵五︶

1

しまいこむ ︽一

方に

まがって

手足の力がなくなって︑なにをするこ

が白くなり︑こしもまがってしまいました︒

でてしまいました︒

かたちを

かえても︑

ばらばらに

て︑元氣よくかけていってしまいました︒

四425 列の

そのうちに︑夜になってしまいました︒

かっちゃんは︑とぶ力がなくなってし

なってしまうことはありませんでした︒

四5110

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑いってしまい

まいました︒

四607
ます︒

四欄2

五5810園ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみん

方へいってしまいます︒

四棚8 かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の

お日さまがつれていってしまったの

五625

︸本ずつおってしまえ

五676園

うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて

らなくなってしまいました︒

あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか

なみてしまいたいな︒

よその子どもたちがわたしのお日さ

みんなむしりとってしまいました︒
よ︒

三764園
三784園

みにきた人が

まをとってしまうのはいや︒

三928

ともできなくなってしまいました︒

ぞうつかいは︑わらいながらいってし 三麗10
いってしま

三総5 かぐやひめのからだは︑すうっとそとへ
へやへ

じろうも︑となりの

四334国できあがると︑男の子は︑それをはい
はんたかは︑このひとことを心の中に

右の

それをみたこてんの人々は︑びっくり
いちろうくんが︑

ひとりぼっちになってしまいました︒

いってしまいました︒

三413

してしまいました︒

三163

しまいました︒

三137

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

こんなことをかんがえているうちに︑

まいました︒

二372園

ちてしまいました︒

四552 島には かりうどはきませんが︑大きな 一6110囹 でも︑わたくしがもったら︑ただのい 三価4 たいていの人は︑あきらめてしまいまし
しころになってしまわないかしら︒
たが︑
へびがやってくることがあります︒
四654 三十ぱのがんは︑みずうみの島をとび 一一284園 そのうちに︑二ひきとも︑どぶんとお 三川3 あまりしんぱいしましたので︑かみのけ
たちました︒

七657 もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで

五513圃 島をとりまく 青い海︑青い海︒
かけていく︒

きゅうしゅう

十2312 長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑
島︒

なっている︑小さな︑しずかな國であります︒

十三175 わが九州ほどの本営と︑三つの島から

まいのことば

しまい ﹇仕舞﹈︵名︶3 しまいδおしまい・おし

二213園 しまいまでみていたいとおもいまし
たが︑かねがなったので︑やめてきました︒
さぎをつかまえて︑

三4510 いちばんしまいにいたわにざめが︑白う

﹇ 仕 舞 込﹈

﹇姉妹﹈﹇Vき ょ う だ い し ま い

しまいに見えなくなってしまいます︒

十四663 それがだんだんに廣がり︑入りみだれて︑ 三462 白うさぎを つかまえて︑ からだの けを
しまい
しまいこ・む
マ︾

さな鉄のねじが︑

六42 くらいはこの中にしまいこまれていた︑小
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金のさかなは︑なにもいわないで︑︿略﹀︑

しまっているんだもの︒
五7611

﹁︿略﹀︒﹂とわらいだしたので︑みんな︑

海の中へおよいでいってしまいました︒
五839

﹁シッ︒﹂というと︑ねこは︑おどろいて

いっぺんにわらってしまいました︒

五992
にげていってしまいましたが︑

おどろいてとんでいってしまいました︒

五悩1 さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑

いってしまいましたが︑

五価6 いつのまにか︑しじゅうからは︑どこかへ

五㎜8 けれども︑旅のひわは︑そのままとんで
いってしまいました︒

六85 やっとつまんだと思うと︑すぐにおとして
しまった︒

もし︑みつからなか っ た ら ︒ ﹂

六96囹 ﹁こんなところにころげおちてしまって︑
六138 ﹁あっ︒﹂というまに︑川の中におちてし
まいました︒

てちぎれてしまう︒

六359 かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび

六369 空にきえていくかかし一点になって︑お
しまいにはみえなくなってしまう︒

だいじなつりばりをなくしてしまうなん

つりばりを魚にとられてしまいました︒

をしてしまいました︒

六854囹

て︒

六8511園

つりばりは魚にとられてしまうし︑にい
じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒

六873圏
六927園

兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

りをとられてしまったのです︒

六9211園

それでぼくは︑思わず声をたててわらって

てしまいました︒

六柵7

新しいことがあたまにうかんだので︑もう

しまった︒

六㎜10

それがいま︑

一つ一つの音の性質を考えた

そんなことはどうでもよくなってしまった︒
六備4

うえで作ったものであることがわかって︑ぴっく
みんなをわらわせてやろうなどという氣持

りしてしまった︒

六備9

は︑どこかへふっとんでしまった︒

ここでわいわいやっていては︑すぐぼく
うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ

が︑きつねにみつかってしまうから︑

六柵1園
六㎜9

そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角を︑

の方へいってしまいました︒

自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
そのうちに︑しかさんは︑いつのまにかは

うさぎさんたちがあまりガヤガヤ話をする
ので︑目をさましてしまいました︒

六柵1

ぐれてしまいました︒

六摺11

きあげられてしまわなければなりません︒

六悩7

六悩5うさぎさんたちは︑困ってしまいました︒

おってしまってもいい︒

六5510 月は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑ 六悩3囹
木をずっとはずれてしまっていました︒
のぼっていってしまいました︒

六681 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にするすると

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

六729 死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ
六787囹 ごろうさん︑あなたは︑ねむってしまつ
たら動かなくなるでしょう︒

六851園 つれないどころか︑申しわけのないこと

うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六柵10

学校からいなくなってしまった︒

七86 しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑

私とさぶろうとは︑まるで︑一つからだに

ぼくのほうは︑センターが外野へでてし

私は︑ほんとうに困ってしまいました︒

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

七354
七363

まったので︑

七491

それで︑内野の人はいっしんになったので︑

かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七495

ンターまで︑外野にでてしまった︒

七516 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ

に︒

七613 うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの

七752囹 ちょっとのまに︑いなくなってしまった︒

七805園 とちゅうでひと休みしているうちに︑つ

ふみこんだとたん︑︿略﹀むじゃきに遊ん

が︑すぐ︑まえ足をおろしてしまいました︒

い︑ねむってしまいました︒
七907

地面におりた虫たちは︑やがて︑︿略﹀︑地

でいたピオを︑かた足でふんでしまったのです︒

八113
八156

虫は︑︿略﹀︑まえ足のつめでかたくそれに

の中にかくれてしまいました︒
八221

しがみついて︑動かなくなってしまいました︒
．八254 やがて︑秋になると︑みんな死んでしまつ

て︑あたりもひっそりとしずかになります︒

はたおりひめは︑あまりうれしいので︑は

ぎっていってしまいました︒

八281 馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ
八317

それをみた天帝は︑︿略﹀︑はたおりひめを

たをおることをわすれてしまいました︒
八322

しまう一しまう
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天の川の東の岸のこてんにもどしてしまい︑

八399 み知らぬ人は︑そのままどこかへいってし
まいました︒

八426園困ったことになってしまった︒
まいました︒

八517 そこの家の人は︑戸をビシャンとしめてし
八649 年よりのあひるは︑そういって︑どこかへ
いってしまった︒

八714園 おまえなんかは︑ねこにくわれてしまえ
ゴ
︑o
匹よ
し︑し

てしまった︒

八753 それからピシャ︑ピシャと︑どこかへいっ

わりこんでしまわなければならなかった︒

八772 風がひどいので︑あひるの子は︿略﹀︑す
八813園 そうすれば︑そんなことは考えなくなつ
てしまうよ︒

ように︑

八857 水のおもてがすっかりこおってしまわない

足をつかっていなければならなかった︒

︑
ノ5
80
1あながこおってしまわないように︑いつも

たまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

八861 つかれはてて︑こおりの中にとじこめられ

こんどはまたこなおけにはいってしまった︒

八869 あひるの子は︑︿略﹀たるの中へとびおり︑

八931 新しいはくちょうは︑すっかりはにかんで
しまった︒

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八欄4 3時間めの終りに開きはじめましたが︑お

がっかず︑心の絵がみだれてしまいます︒

九95 あまりたくさん重ねると︑︿略﹀︑まとまり

がたをみせなくなってしまいます︒

九1611 十一月のはじめになれば︑もうほとんどす

九195

南へ飛行中だったつばめは︑食にうえ︑
はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

︿略﹀︑身動きもできなくなってしまったのです︒

九481
すこしいきましたら︑谷川にそった道は︑

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

まった︒

喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力

とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし

母語は︑ほとんど死んでしまった︒

者であったうめが︑この世をさってしまった︒

十4212
十432

十5112

ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

まったわけです︒

まってあった︑一つのまるいつぼをみつけ︑

十693 おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし

木の下におりていってしまいました︒

いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑ 十571

もうほそくなってきえてしまいました︒

九542
九5511

どんぐりどもは︑しいんとしてしまいまし

びっくりしてたちどまってしまいました︒

九695
た︒

十717 うまい︑うまいとなめているうちに︑つぼ

たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ
十一63園

ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

みるみるうちにあいてをぬいてしまう︒

十一624圓

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

あさがおの花は︑みんなふきちぎられ︑

しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ

が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ

このくらいのことがこわいものかと︑

とわりかねてしまった︒

十一609

う台までいっぱいになってしまった︒

十﹁535

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一52！

つぼめてしまった︒

十一518

へちまの葉は︑みんな下向きになってしまった︒

十一515

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一283

日の病氣で死んでしまいました︒

十一281

ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

十738園

で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

が︑からっぽになってしまいました︒

それはそれはしいんとして︑だまってしま

十729 重い︑大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上

いました︒

九696

あっちこっちほってみて︑なんにもみつ

右岸や左岸では︑その味がきえてしまうこ

からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

九8011園

九擢5

とがあっても︑

大きな支流が流れこむところへくると︑と
きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九旧3

でんりゅうきょうという景色で名高いとこ
ろもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒

九二9

この二三日というものは︑ちっともかか
らなかったから︑おなかがすいてしまった︒

臨監1園

おまけに︑あみに大きなあなをあけてしま
みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい

いました︒

九伽9
九麗10

こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ

切って︑にげていってしまいました︒

九鵬4

父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

ぐっすりねむってしまったのでしょう︒

けにもいきません︒

九衛7
十338

この赤しおのために︑巻貝はみな死んでし

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十415
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自分からさきになって渡ってしまったのです︒

十一732 看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに
いってしまいました︒

十一761 医者はいってしまいました︒

十一921園 ﹁だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていく

十一905言荒んでしまった︒
んですから︑しぼんでしまいます︒﹂そういって︑

すみれをベッドの上にちらしながら︑
十一一811 母は︑いままでたんねんに織り続けてい
たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒
十ニー24 そうして︑ページをはぎとって︑たべて
しまったということです︒

十一一155 そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや
くあなの中へかくれてしまった︒
十ニー610 カンバスの上にぬりつけてみると︑思い
もよらない色になってしまう︒

十二2611 とりついてぐんぐんおしていって︑かべ
ぎわにおしつけてしまったりします︒
十一一2810 たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑
ばったりそこへすわりこんでしまいました︒
どろいてしまいました︒

十二3011 民ちゃんのことば数のふえるのには︑お

十二5510 そういう人たちのなくなるにつれて︑
おにはおどろいてすがたを消してしまつ

順々に消えていってしまうものもある︒

た︒

十一一5811

十二603 長者は︑なんと思ったか︑なん千アール
の田をきょう︸日で植えてしまえといいつけた︒
どのは消えてしまってあとかたもなく︑

十一一612 ところが︑そのあくる朝ながめると︑高
十二635 そのうちにからだがだんだん長くのびて︑
おしまいにへびになってしまった︒

どうしたはずみか︑チルデン選手はかた

いったん読まれてしまうと︑読み手の思

夕日はすっかりおちてしまいました︒

足をふみすべらせてしまいました︒

十二855
十一一866
十一一9511

知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を

いでや心持にとかされて︑

十三124

まったくとり玄ってしまうようになれば︑

では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え
しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

をかえてしまったのかというと︑

十三165
十三205

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

実際に試験してみると︑もみの木ははえ

ついに︑あれはててしまったのです︒

十三211

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

十四451

小さな汽船が︑十ばいもある定期船につ

すべてのものが︑ことごとく波にのまれ

きあたって︑ちんぼつしてしまいました︒

十四459

いい氣持になって︑自分が水の中にひ

てしまったように︑

十四4611

たいていの人は︿略﹀あわてふためいて︑

寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで

たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒
十四4612
しまって︑

十四478

そのためにかえって波にのまれてしまったのに︑

十四5312園花が開いても︑とちゅうから︑黄色く

私がとちゅうで切れたりしたら︑︿略﹀︑

なって落ちてしまったたくさんのかぼちゃの花を
十四5610園

みんなかれて︑くさってしまいます︒

このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人

それがだんだんに廣がり︑入りみだれて︑

とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四919 そこで︑その女の子は︑まったくはだし

ろって行ってしまった︒

十四915 もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ

はぬげてしまった︒

十四911 急いで道を横ぎったときに︑その上ぐつ

であろうが︑いつのまにか曲がってしまう︒

十四884 おそらく︑まっすぐに歩こうと思ったの

たおし︑こごえ死にさせてしまうことすらある︒

十四8610 風にあおられた雪のむれが︑︿略﹀︑人を

十四782

しまいに見えなくなってしまいます︒

十四664

あとには︑

十四647 空中にうかんでいた雲が消えてしまった

間にあげてしまっても︑さしつかえない

十四619園

たり死んだりしてしまいます︒

十三233園もしある時期になって︑小もみを切り 十四588囹水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ
はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ
さるは︑とちゅうできよとんとしてやめ

して︑生長するにちがいありません︒

十三316

なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお

夜のふけるのも知らないで︑見とれてし

てしまったり︑

十三346
まう︒

十四89国

こくばんがいっぱいになってしまった︒

うとお思いになるにはおよびません︒

十四2112

それが長い間つかっているうちに︑
どこかにしまってあるもののように聞え

すっかりなれてしまって︑

十四228囹
十四293

るかもしれませんが︑

小さな島國に住んでいたために︑氣持ま
でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

十四308

だってふっとんでしまう︒

十四448國心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん

しまぐに一しみずせんしゅ
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になってしまった︒
﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

ものになってしまうのです︒
十五研3園

あれはわるくなってしまったのです︒

不幸のなかまにはいってしまった︒

十五研4園

わるいなかまとっきあっていたものだ

まい︑ろはなくなってしまった︒

十四963 と思うと︑そのとき︑ほのおは消えてし

十四964ろはなくなってしまった︒
十五研6園

十五麗1園

ほおずりをしてもらえば︑すぐそのな

いつもそれをどこにしまってあるの︒

みだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

十五冊2囹

いものがいなくなってしまうわけですからね︒

十五梛9園ぼくたちのなかまから︑いちばん美し

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十四978ちょうどマッチはもえつくしてしまって︑
十四988と︑そのとき︑マッチはもえつくしてし
まった︒

十五233みんな草の上へひれふすように︑思わず
たおれてしまいました︒
なければならない︒

十五265 一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ

島々

北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

﹇島島﹈︵名︶3

でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

しまる ︽ーッ︾

九桝3 黄色と黒のしまもようのついた大きなくも

﹇締﹈︵五︶1

でした︒
しま・る

じまん話

じまん話をはじめると︑自分がいちばん

ぼくがあんまりじまん話をするもんだか

﹇自慢話﹈︵名︶2

十三382園 げんかんがしまっていたから⁝・．．

じまんぱなし
ら

九棚7園
九棚10園

﹇地味﹈︵形状︶1

じみ

りっぱだと思うもんだね︒

十四594囹ぼくは︑いちばんじみなものです︒

じみ

しみじみ

︵副︶5

ていた︒

しみじみ

しみこ・む ﹇染込﹈︵五︶1 しみこむ ︽ーン︾
十五2712 人々の目には︑小さな小さな黒い点かなしまぐに ﹇島国﹈︵名︶1 島國
十四307 小さな島國に住んでいたために︑氣持ま 十四921 寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くなつ
とくがわ

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五454 徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

八47

しまじま

七4111 ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき

てすっかりようすを変えてしまったので︑

十五503囹 この焼物をやめれば︑日本から美しい

いまは︑その身をとりまくりっぱなものの

話す声に一愛情とかなしみとのまじり

たさを味わったことはありませんでした︒

十四469 このときぐらい︑しみじみと歌のありが

あった︑しみじみとしたそのちょうしに︑

十一787

中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

八914

思った︒

らしかりとばされるので︑しみじみとなさけなく

すがたがみっともないばかりに︑みんなか

た私には︑しみじみときかれた︒

八709
今日︑眞珠の産地は︑︿略﹀︑オーストラリ
アや南洋の島々であるが︑

十455

やそのさきの島々まで︑いたるところの山野に︑
ものが一つ消えてしまうことになります︒
十五8211 みんな右手の前の方に︑光をとりまいて 九179 南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い
オーストラリアまでいくのがあるということです︒
かたまってしまいます︒
まいます︒

十五831 黒いまくをあげて︑すがたをかくしてし

﹁しまった︒﹂︿略﹀︑くもは︑やぶれた

しまった︒大きいのをにがした︒

﹇縞模様﹈︵名︶！

しまもよう

﹇清水選手﹈︹人名︺8

清水選手

流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑
しみずせんしゅ

やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒

十一181

流れ落ちるしみずが︑せかれて︑たきになり

九364国大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを

昔︑島原にみそ五郎という大きな男がい しみず ﹇清水﹈︵名︶2 しみず

しまばら

ところをつくろいかけました︒
しまばら
﹇島原﹈︹地名︺1 島原
しまばら

九鵬10園

六842囹

十五864園 でないと︑かんじんな用むきをわすれ しまった ︵感︶2 しまった
てしまうからね︒

十五866圏 おまえの氣持をくじいてしまうよ︒
十五922 いぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑
えん会の中にひきずりこんでしまいました︒

十五9311園 さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでも 十二568

しまもよう

日のしま目もようにもちらちらとして︑

た︒
幸福にしてしまおうじゃないか︒
十五948囹 みんな不幸のところへにげこんでしま しまめもよう ﹇縞目模様﹈︵名︶1 しま目もよう
十三56 春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ

うのさ︒

﹃不幸﹄そのもののように︑みじめな

十五9811囹 ごらん︑もう行ってしまった︒
十五描9園
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しみる一じめん

十二823 十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清
水選手は︑最後の決勝職にのぞむことになりまし
た︒

︽ーミ・ーミル︾

しめきったへやで︑人の動きまわらない

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

十四6412
ときだと︑ことによくわかります︒

しめす

︽ーシ・ース︾

じめじめした足もとがきみがわるく︑

﹇示﹈︵五︶4

﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ

ケ・ーケル︾

しめる

︽ーッ︾

︽ーク︾

十三195 のこった土地の大部分をしめるユートラ

﹇締﹈︵下一︶2 しめる ︽ーメ︾←おしめ

ンドのあれ地と載い︑

る・だきしめる・にぎりしめる

し・める

五879囹 このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび

そこの家の人は︑戸をビシャンとしめてし

をしめている︒

まいました︒

八517

ようちゅうが︑はいだして︑あおぎりのふ

地面におりた著たちは︑やがて︑︿略﹀︑地

やまだ︑さがし物のようすで地面をみなが

あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま

その根もとの地面には︑︿略﹀ つみ重ね

いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

地面は平らなもので︑日や月が︑東から

あなたがたは︑どうして地面にはえた

地面にこしをおろして︑あなをほったり︑

そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑

とくに多くなります︒

十四681

らなんメートルもある︑高い柱の形になり︑

十四677 たつまきのようなものになって︑地面か

のか︑考えたことがありますか︒

十四606囹

十三283

西へまわっているように思われます︒

十三1210

から地面におりて︑

十一一297園

ておいたかれ草が︑すっかりくちていた︒

十ニー48

ま地面に落ちました︒

九柵11

らでてくる︒

九932

の中にかくれてしまいました︒

八154

といみきをつたって︑地面に向かって︑

八151

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六㎜9 うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん

この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに じめん ﹇地面﹈︵名︶16 地面
ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

ハン﹂という音をしめしたりした︒

十五3710字の右側に︑﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

十五354

しめしたもっとも人間らしいあたたかい姦策は︑

九236

たばあいを︑しめしたものです︒

七朽4

しめ・す

九375国

十二827 清水選手の相手はチルデン選手でした︒ じめじめ・する ︵サ変︶1 じめじめする ︽ーシ︾
十二829 みるからにりっぱな体格は︑小さな清水
選手のおよぶところではありません︒
それでも︑この清水選手の試合を見物し

ようと︑方々の國の人々が︑そのコートを目がけ

十一一8210
て集まりました︒

十二844 第一回は七−五で清水選手が勝ち︑
した︒

十二844 第二回めもやはり清水選手の勝となりま
十二8512 清水選手は︑ボールをやわらかくして︑
しかも受けやすいところに︑送ってやったので

しみる

十五241

少年は︑大わしのせにとびつき︑その上

しめっぽい

両足でいっそうはげしく鳥の腹をしめつ
﹇湿﹈︵形︶1

しめなわ

かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ
﹇注連縄﹈︵名︶1

もちつきすませて︑しめなわをはり︑
﹇湿﹈︵五︶1

前日雨でも降って︑土のしめっていると
ころへ日光があたって︑

十四672

しめ・る

一夜明ければうれしいはつ日︒

十一414圃

しめなわ

くなった葉をふるわせ︑

七108

しめつぽ・い

けました︒

十五258

へ乗りうつって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑

十五2412

をしめつけるようにしています︒

わしのせにしがみついて︑両足で鳥の腹

十二867 わずかな点のちがいで︑清水選手の負け しめつ・ける ﹇締付﹈ ︵下一︶ 3 しめつける ︽一
﹇ 染 ﹈ ︵ 上 一︶4

となりました︒
し・みる

と思われるようにつめたかった︒

九四5 おく山の雪がとけてそのまましみてきたか
九回7 ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒
十一573圃 ことばはしみる︒
十一577圃 はちみつやいちご︑戦うめ・わさび︑

︽ーッ︾

一つ一つしみる︒

﹇占﹈呂ひとりじめする

にがい︑にがいくす り ︑

しめ

しめきる

﹇指名﹈︵名︶ ← こ し め い

しめ ﹇締﹈5おしめカバー
しめい

﹇締切﹈︵ 五 ︶ 4

三麗2 おばあさんは︑しめきったくらの中で︑

しめき・る

しっかりとかぐやひめをだいていました︒

三備2 すると︑しめきっておいたくらの戸が
ひとりでにあきました︒

十一2711 母親と相談して︑戸をしめきって︑息をし・める ﹇占﹈︵下一︶1 しめる ︽ーメル︾

しも一じゃがいも
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﹇下﹈﹇▽かわしも

しも

しや
じゃ

︽ジャ︾

﹁わからない子どもたちじゃな︒﹂﹁わか

﹂

二347園
﹁じゃあしっけい︒﹂

じゃあ︑さわってごらん︒

じゃあ

三412園

じゃあ︑雲をみてごらん︒

︵接︶20

三677園

じゃあ︑お日さまはよその國でなに

をするの︒

十二733園

じゃあ︑おじさんも手下ってあげよう︒

じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑

どちらをおうえんするの︒

十二7911園

十三3810囹 じらさないでいって・⁝：え︑おとうさ．

じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたいに︑

んが︑そう⁝⁝じゃあ︑かわってください︒

十三585園

︵感︶2

ジャージャージャー

旅行して來なくちゃだめですね︒

さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

じゃ一じゃ一じゃ一

ますと﹁ジャージャージャー︑ジャブジャブジャ

五槻10

﹁ジャージャージャー︑ジャブジャブジャ

ブ︒﹂と︑ひわもまねをします︒

ブ︒﹂と︑さわがしく鳴いてみせますと︑

水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑

ひわは︑そのまねをして︑﹁ジャージャー︑

﹇社員﹈︵名︶1

﹇社会﹈︵名︶2

Oおしゃかさま

らほうりだされて︑

しゃかい

しゃか

社員

社会

こくご︑しゃかい︑さんすう︑りか︑おん

四115

し︑同じ機会を與えて︑社会に巣だたせたい

がく︑︿略﹀などのべんきょうをします︒

じゃあ︑第四号室のいちばん向こうの

しゃかい

員︑フランク・マッケンナも︑しずんでいく船か

十四454 アイリッシュ・ナショナル保険会社の社

しゃいん

ジャージャー︒﹂と︑すずしい声で鳴きます︒

五慨7

音をたてて流れているのをきいて︑

五撹3

ジャー

じゃあ︑かっちゃんは︑三ばんめにし じゃ一じゃ一じゃ一じゃ一 ︵副︶2 ジャー︑
ジャー︑ジャージャー ジャージャー︑ジャー

たかぎ﹁じゃあ︑いこう︒﹂

もう一つなぐってやる︒﹂

ベッドだ︒

十一666園

十五749 自分の子女にはすべて同じ教育をほどこ

七882 にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか じゃがいも ﹇芋﹈︵名︶6 じゃがいも
ら︑こづかいにしなさい︒

十一876囹

ここにおいで︒﹂

十一872園

父親はチチロにいいました︒﹁じゃあ︑

轄をする人になるだろうね︒

十一101囹じゃあ︑りっぱな整調は︑りっぱな運

九撹8園

うに︑

やまだ﹁よし︑じゃあ︑あいこになるよ
九9910園

じゃあ︑ だれにわかるのかね︒

八821園おまえさんのいうことがわからないって︒

しいね︒

じゃあ︑お願いだから口をださないでほ
八7910園

五971圓じゃあ︑もうすこしね︒
七167囹先生﹁じゃあ︑でかけよう︒

よう︒

四648園

ならびたいというの︒

四462園

じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに 五鵬8

三769園

じゃあ

らないおぼうさん

五931圓

じゃ

︵助動︶1

十四7412 地面の空車が︑日光のためにあたためら ぎょるいがくしゃ・てんもんがくしゃ・ぶんがく
れてできるときのむらは︑
ひもじさも︑なみだもない國へ︑

十四梱10 地面から高くはなれて︑もう︑寒さも︑

なければならない︒

十五265 一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ

しも

﹇霜﹈︵名︶5

十五291 ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒
しも

四798 し一しものあさ︑白いいき︒
八136 ことに︑町はずれの野原を歩いたりいなか
のしものふかい朝の野にでたとき︑

十三244 ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜はと
きに︑しもさえ見ることがあったのです︒
十三248 夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑

しもて

十三253 しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水
の害がのぞかれたので︑
﹇下手﹈︵名︶1

六216 そのとき︑しもてから︑ありが三びき︑

しもて

ゆっくりでてきます︒

しもてはんぶん ﹇下手半分﹈︵名︶1 しもて半分

六261 かみて半分はありのいえの中︑しもて半分
はそとになっています︒

しもばしら ﹇霜柱﹈︵名︶1 しも柱

﹇▽いちりんしゃ・かもつじどうしゃ・き

十一419圃 池にむすぶはうすごおり︑庭に立った
はしも柱︒
﹇車﹈

﹇ 舎 ﹈ ﹇ ▽ き し ゅくしゃ

かんしゃ・じてんしゃ・じどうしゃ・じんりきしゃ

しゃ

しゃ

しゃ ﹇者﹈δあいこくしゃたち・おうえんしゃた
ち・かがくしゃ︒しきしゃ・しきしゃのきりぎり
す・じょりょくしゃ・すうがくしゃ・せかいてき
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じゃがいもばたけ一しゃしん

が︑けんかをしてたべました︒

いなかを思いだす︒

ほっかいどう

十一466 じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の
十一491 北海道へいって︑じゃがいもをつくりま
す︒

十一504 北海道へじゃがいもをつくりにいこう︒
そぎ︑平野の雑草をかりとり︑じゃがいもか牧草

十三207 これを生かすのは︑みぞをほって水をそ
を植えることにありますが︑
ほかわずかのものにすぎませんでしたが︑

十三245 農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑その
じゃがいもばたけ ﹇転置﹈︵名︶1 じゃがいも畑

十一468 じゃがいも畑のうねの向こうに︑いつも
ふ じ
ぽっかりとういていたえぞ富士︒

じゃがいもをつくりに ︹題名︺ 2 じゃがいもをつ

しゃがむ

︽ーミ・ーン︾

巳紳う

脇紳う﹁さあ︑春をむかえに でかけましょ

紳う﹁みんなのりましたか︒﹂

抽う﹁ぼちさんはのりましたか︒﹂
紳う﹁みけちゃんは︒﹂

氓､﹁からすさんは︒﹂

㈹諾う﹁みんな︑そろいましたね︒﹂

､﹁すずめさんは︒﹂
脇紳う﹁それからぶうちゃんは︒﹂

紳う﹁では︑しゅっぱつ︒﹂
紳う﹁ぽぼう︑ぼぼう︒﹂

鵬煙う﹁ぼう︑ぽぼう︒﹂

｣う﹁ちょっとちょっと︑しずかに︒﹂
紳う﹁どこかで︑春の声がするよ︒﹂
紳う﹁そうだ︒

､﹁たしかに春の声がきこえる︒﹂

匹紳う﹁きこえる︑きこえる︒

､﹁もうじき﹃春の國﹄だ︒﹂

しゃしようさん

一493

しゃしょうさん

﹁︿略﹀︒﹂と︑わたくしが

けた︒

といった︒

十一535

十一549

そのとき︑しゃしょうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

しゃしょう

﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさんの

﹇車掌達﹈︵名︶1

ことばをわすれることができない︒

さんたち

しゃしょうさんたち

も︑ぼ一いさんたちも︑みんなながい

みみの

一499 さっきの人たちも︑しゃしょうさんたち

しゃしょう台

乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ

﹇車掌台﹈︵名︶1

ある︑あかい目のうさぎさんでした
しゃしょうだい

十一534

﹇写真﹈ ︵名︶ 15 しゃしん 写眞 ←お

う台までいっぱいになってしまった︒

しゃしん・きねんしゃしん

しゃしん

そうして︑みつちゃんのしゃしんのま

えにかざりました︒

四251團

おっしゃいました︒

五831 そのお友だちが︑記念に写眞を写したいと

時間をかけて絵をかくより︑写眞のほ

十552 ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

ではないかと︑

それにはあなたがたのおとうさんや︑お

うがずっと便利なわけだけれど︑

十二4712園

十二965

絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗はか

あなたがたの小さいときの写眞などもあ

じいさんや︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

るでしょう︒

十一一965

十三5711園

あなたがたおふたりの写眞は︑いま︑

なりわかるが︑色がわからない︒

﹁車しょうさんさ︒﹂

嚢の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ

︿略﹀︑私の前においてあります︒

五131園

しゃしょうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声をか 十五599囹

十四拾10国
十一5210

りますか︒

一541園しゃしょうさんは︑ひろったことがあ

いったとき︑

しゃしょうさんがまわってきていいま

びいいっと︑しゃしょうさんがふえをふ

車しょうさん
きました︒

﹇車掌﹈︵名︶8

ｲう﹁さあ︑ぜんそくりょくだ︒﹂

脇紳う﹁﹃春の國﹄さあん︒

押

くりこ

十一33 じゃがいもをつくりに
︵五︶3

十﹁465じゃがいもをつくりに
しゃが・む

四2110国﹁きゃっ︒﹂といってしゃがみます︒

十四893しゃがんで土のにおいをかいだり︑

しゃくし

せをたたきながら ︑ ﹁ 満 ぼ う ︑ こ れ か ︒ ﹂

十五648おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の

﹇杓子﹈︵名︶1

した︒

一509
一534

﹇ 車 掌 ﹈ ︹話手︺19

仙押 しし

しし

調
しし

しゃしょうさんがきました︒

て︑受けようとしますが︑あられはその手にはの

しゃしょう

のガス係という職についたとき︑

十四511 文学修業のためにパリーに出て︑市役所

しやくしょ ﹇市役所﹈︵名︶1 市役所

らないで︑

十二738 子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし

しゃくし

じゃき δむじゃき

了07070696868666665636363626262626261う61
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しゃしんちょう一シャベル
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に見せなければならないものがたくさんある︒

十ニー31

二

写生

ひと．りの友だちは︑水えのぐで写生をして
ふみお

5

写生する

︽一

文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑

︵サ変︶

あとで写生してごらん︒

﹇写生﹈

五605園

こごのずが工作の時間に︑写生しましょ

う︒

おこう︒

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人

の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八458園

そうして︑そのシャツをもらってくるよ

うに︒﹂と︑おいいつけになりました︒

八463囹

ですが︑わたしには︑あいにく︑ 一まいのシャツ

八495園王さまに︑さしあげたいことはやまやま

車内

シャツ︑ボタン︑ポケット︑ズボン︑

の持ちあわせもございません︒

十四2010
オーバー︒

車内はむし暑いうえに︑おたがいがぬれ

﹇車内﹈︵名︶1

十一523

しゃない

おばさんは目になみだをためながら︑

﹇遮二無二﹈︵副︶1 しゃにむに

たからだで︑おしたりおされたり
しゃにむに

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五689

ジャパン

︵名︶一

ジャパンタイムズ

ジャパンタイムズという新聞も発行した︒

ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五59 いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ

じゃぶじゃぶ ︵副︶一 ジャブジャブ

十五512

ジャパンタイムズ

いうことばに力をいれて答えました︒

観察日記に︑さっそく︑これを写生して 十二808園 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ことに﹁ジャパン﹂と

車中

私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中

車中の人たちは︑みんなこの老人をみた︒

たいへん失礼だと思いますが︑これは︑
︵名︶4

シャツ与いちまいのシャツ

さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

﹁ジャージャージャー︑ジャブジャブジャ

︵名︶2

シャベル

九764 めいめい︑シャベルや移植こてなどを持っ

シャベル

ブ︒﹂と︑さわがしく鳴いてみせますと︑

五鵬8

ブ︒﹂と︑ひわもまねをします︒

ますと﹁ジャージャージャー︑ジャブジャブジャ

五槻10

かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持 じゃぶじゃぶじゃぶ︵感︶2ジャブジャブジャブ
七433

車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた

シャツ

車中の人たちのこころざしであります︒

七448園

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七444

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419

の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

七408

﹇車中﹈︵名︶5

それをたんねんに写生するのも︑

十四863

野原の中で︑一本の草花を見いだして︑

七2711園

生しました︒

六684

﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写 ジャパン ︹地名︺一 ジャパンδオブコースフォア

五783園

シ・ースル︾

しゃせい・する

がかを立てて写生をはじめた︒

十一一133

いる︒

十223

しゃせいをしていましたQ

三346囹みんながそのまわりにあつまって︑

いをしていました︒

三343囹五年生のきょうしつでは︑花のしゃせ

十五662 ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二ま しゃせい ﹇写生﹈︵名︶4 しゃせい 写生
い︑学ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五692 顔をあげてへき面を見あげると︑おじさ
んの大きな写眞があった︒

十五698 つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう
時代の私の写藁がかざられてあるではないか︒
十五6911 いまその写眞の主が︑こうしておじさん
を見あげているのに︑

十五701 じっとおじさんの写眞に見入りながら︑
私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五733 やがてすがたをあらわした博士の手には︑
︿略﹀︑なつかし い 数 々 の 写 眞 が あ っ た ︒

しゃしんちょう

しゃしんちょう ﹇写真帳﹈︵名︶5 写眞帳5ある

う︒

十一一963 あなたがたの家に︑寸心帳があるでしょ
十一一967 その写眞帳をひろげてみると︑あなたが
たの家の昔からいままでのことがさまざまに思い
だされるでしょう︒

︽！シ︾

しゃちゅう

十二971 次の写京童は︑なんの写眞帳でしょうか︒
十二971 なんの写眞帳でしょうか︒
りました︒

十二価2 これで︑日本の面影を写した写眞帳が終
しゃしんや ﹇写真屋﹈︵名︶1 しゃしんや

なごごままつつくえ
謝する

一一172 ちくおんききしゃしゃしんややさいい
﹇ 謝 ﹈ ︵サ変︶1

十五765 停車場まで送ってくださった博士のこう

しゃ・する

意をふかく謝して︑別れの手をさしのべると︑

十二23二写生⁝⁝⁝士二

しゃせい ︹課名︺2 写生
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しゃぼん一じゅう

て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒
六465圖

じゃんけんぽん

かけ

北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちぼの︑

︵名︶2

おちばの子どもたち︑じゃんけんぱらぱら
ていく︒

ジャン︑

じゃんけんぽんよ︑あいこでしょ︒
ージャン︑

一124圃
︵感︶

﹁じゃんけんぽん︒﹂

ジャツ

︵感︶

一

ジャン︑

ジャン︑

﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ﹂というよう

じゃんじゃんじゃっ

六階1囚囹

じゃんけんぽん

十2410 くずれくだける石炭︑シャベルですくう石
炭︒

しゃぼん ︵名︶1 しゃぼん

六637 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた
ら︑つるつとすべった︒

しゃぼんだま ︵名︶2 しゃぼんだま

一一145 しゃぼんだまをふいてあそびました︒
だまみたいに光らせるのよ︒

十三3011

九桐2園

︵名︶2

ジャンプ
ジャンプ台では︑じょうずな人たちが︑か
先生がジャンプをなさるそうだ︒

わるがわるジャンプをしている︒

九二1一

ジャンプ

おさえるので︑

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし

じゃんじゃんじゃん

に聞える︒

三8310園お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼん 十三311
ジャム ︵名︶2 ジャム
キャベツ︑バス︑トラック︑オートバイ︑

十四213 ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑ ジャン

しゃもじ

十五885園 ふたりとも手はパンのしんだし︑目は
﹇杓文字﹈︵名︶1

もものジャムですよ︒
しゃもじ

かたちだったのです︒
﹇車輪﹈︵名︶1

車輪

九563 ことに︑その足さきは︑しゃもじのような
しゃりん

ジャワ

しゅ

先生がつえでさされる方をみると︑なるほ
ジャンプ台では︑じょうずな人たちが︑か
しゅ

このごろは︑きわだって美しいつやつや

﹇朱﹈︵名︶2

わるがわるジャンプをしている︒

虚夢1一

どりっぱなスキー場で︑ジャンプ台もみえる︒

九研5

十242 エレベーターをあやつる大きな車輪が︑ま ジャンプだい ︵名︶2 ジャンプ台
わっている︒

︹地名︺一

じゃんけん

十一一141

しゅにまじわれば赤くなる︒

したしゅの色がさしてきた︒

シュウ︒

@十

ゆうぎ⁝⁝⁝二十一

ひびき⁝⁝⁝八十五

ゆうぎ

ひびき

うらしまたろう⁝⁝⁝九十六

うらしまたろう

学級日記から⁝⁝⁝七十七

学級日記から

たこ

たこ⁝⁝⁝百十四

音というもの⁝⁝⁝十

十

εじゅういちたい

マッチ費りのむすめ

マッチ費りのむすめ⁝⁝⁝九十

ことばのはたらき

ことばのはたらき⁝⁝⁝八十七

ちよ紙

ちよ紙⁝⁝⁝百十四

十

十二36 十
十二871

十

十四38 十
十四901

︵十︶

︹題名︺1
一602

じゅう

﹇十﹈ ︵名︶ 7 十 10

じゆう

じゅう

﹁七︑八︑九︑十︒﹂と数えながら︑大

5 6 7

8

9

2345678
2345678
九922園

﹁十﹂でとまる︒

4

またでぴょんぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒
九924

三884

しゅう

﹇首﹈■いっしゅ

十四8110

〕17

＋201210
十一56図 1 2 3

しゅ

じ

しゅう︵感︶ーシュウ

﹇州﹈5にしゅう・マサチュセッツしゅう

1661765141412

図1011図

ジャワ

十二467園 りっぱな影絵しばいができている︒
﹇拳﹈︵名︶4

ジャワのものはとくに有名だね︒
じゃんけん

六皿3 五ひきのうさぎさんたちは︑大きな声で
じゃんけんをして︑おにをきめました︒
つかいなさい︒

七512囹 じゃんけんをして︑いいほうのボールを

またじゃんけんをする︒

九925 うしろを向いてじゃんけんをする︒
九9211

じゃんけんぱらぱら ︵副︶1 じゃんけんぼらぼら

ロ
＋＋二＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋馨
1

12
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1
12

10

114

了0

6432

11
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四
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六梱1 十一 うさぎさん

七23 二 手ということば⁝⁝⁝十一
九37十一 泉を求めて⁝⁝⁝百十九

重1

じゅう・がっこうじゅう・かないじゅう・からだ

九㎜1 十一 泉を求めて

じゅう ﹇中﹈ Oいちにちじゅう・うちじゅう．かお
じゅう・くにじゅう・せかいじゅう・なつじゅう・

十二37 十一 ある写眞帳⁝⁝⁝九十六

﹇十＝︵名︶7

11

にっぽんじゅう・ふゆじゅう・まちじゅう・むら
じゅういち

一625
じゅういち

とお︑十一︑十二︑十三︑十四︒

のつ︑とお︑十一︑十二︑十三︑十四︒

11

11

十一56図

1112
じゅういちかこく ﹇十一箇国﹈︵名︶1

四伽5 十一月はきくの花︒

十一月

十二822四ヶ月にわたって︑十一ヶ國のテニス選

十一ヶ國

1 11月19日

八鵬1 11月19日

1 11月15日

じゅういちがつじゅうごにち

八戸5 11月15日

晴のちくもり

晴

11月29日

11月25日

晴

12度

19度

︵名︶

18度

﹇十一月二十九日﹈

晴

㈱

11月

﹇十一月十三日﹈

17度

﹇十一月十五日﹈

㈱

㈱

㈹

じゅういちがつじゅうさんにち

11月13日

ω

﹇十一月十日﹈︵名︶1

七961 11月13日

︵名︶1

じゅういちがっとおか
10日

八梛3 11月10日

じゅういちがつにじゅうくにち
︵名︶1

︵名︶1

㈲

じゅういちがつにじゅうごにち

七971 11月25日

11月22日

じゅういちがつにじゅうににち

︵名︶1

11月26日

晴のちくもり

17度

17度

﹇十一月二十二日﹈

くもり

晴

19度

﹇十一対十﹈︵名︶1

七975 11月26日

じゅういちたいじゅう

十四453

十一た

休けい場にもどってくると︑中國人らし

﹇十一人﹈︵名︶1

十一人

乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

じゅういちにん

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

十二779

じゅういちに ﹇十一二﹈︵名︶1 十一二

と︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒

七527 どちらが勝ったかと思って︑心配している

い十

㈲

じゅういちがつにじゅうろくにち ﹇十一月二十六日﹈

七965 11月22日

︵名︶1

﹇十一月二十五日﹈

982
111
月29
日㈱雨13度
1234567七8
9
0
12345678910
123456789

いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここ
一117囹

のつ︑

いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここ
一113園

十一

じゅう
﹇住﹈δいしょくじゅう

周囲

︵十一︶

十二961十一 ある写眞帳
︹題名︺1十一

じゅう

自由

十四4011囹 平和と自由の光がさしてくる︒

じゆう ﹇自由﹈︵名︶2 自由εふじゆう

﹇自由﹈︵形状︶4

十四411 平和と自由︒
じゆう
なりましたね︒

五968園 おとうさん︑ひわは自由にとべるように

十三614囹自由にふでをふるって︑りっぱな作品
をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十四295 だれでも︑どこからでも︑自由に見られ
るものなのです︒

十五401 このかなのおかげで︑日本のことばを︑
﹇周囲﹈︵名︶1

たやすくしかも自由にうつすことができる
しゅうい

いきおいでせまって來ました︒

十五306 わしは︑︿略﹀︑少年の周囲をおおい包む

一247

十一月のはじめになれば︑もうほとんどす
九1610

七95311月11日 ㈹ 晴 19度
じゅういちがつじゅうくにち﹇十一月十九こ口 ︵名︶

︵名︶1 11月11日

じゅういちがつじゅういちにち ﹇十一月十一日﹈

がたをみせなくなってしまいます︒

みんなのもの⁝⁝⁝九十

うさぎさん⁝⁝⁝百二十一

りょうかんさん

りょうかんさん⁝⁝⁝八十五

一つのものでも

一つのものでも⁝⁝⁝百二十

みんなのもの

手をなぎたおした清水選手は︑

十一

12

12

じゅういちがつ ﹇十一月﹈︵名︶2

︹課名︺ 1 5

六六

あいさつ

じゅういち

11図111図
565

四

了0

6433

十十

10−21

一33 十一 あいさつ⁝⁝⁝二十四

三903

三35

四伽1

四35

五36
五851

六38

十十十十十十十十

じゅう一じゅういちにん

642

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒
じゅういつびき ﹇十一匹﹈︵名︶5 十一びき

十月

十五伽2
じゅうく

十九

きょうは修業式があった︒

19

言わしに乗った話⁝⁝⁝十九

いろいろなあいて⁝⁝⁝十九

︹課名︺2

三
二

19

﹇十九﹈︵名︶2

19
19度

晴19度

﹇十九度﹈︵名︶8

六366
じゅうくど

十248

じゅうく

十五210

二2910園六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十ぴ 四24
き︑十一びき一おや︑十一びきしかいない︒
二2910園 おや︑十一びきしかいない︒
き︑八ひき︑九ひき︑十びき︑十一びき︒

二305園三びき︑四ひき︑五ひき︑六びき︑七ひ
二306園 やっぱり十一びきしかいません︒
﹇十月﹈︵名︶2

二311園 やっぱり十一びきしかいません︒
じゅうがつ

七862
七874
七877
七927
七953
七975
八942
八伽3

19早

19叩
くもり

19度

晴

くもり
19 19 19 19

鳥は︑不意のしゅうげきにおど

しゅうげき

xx x x

四悩4 十月はうんどうかい︒

十月一日

一千六百ぽ

しゅうげき

十五292
ろいて︑

じゅうけんきゅう

で、1晴晴晴晴くく晴晴

んは）

九172 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど
もがつばめをつかまえました︒

十月一ロ﹈飛行機で

じゅうがっついたち ﹇十月一日﹈︵名︶1
九2211

︵名︶

じゅうがつにじゅうごにち ﹇十月二十五日﹈︵名︶1
10月25日

八鵬9 旬月25日 ㈱ 晴 23度
﹇十月二十三日﹈

i

か喜界ω㈲（月）㈲㈹㈹（月）ω

﹇自由研究﹈︵名︶1

自由研究

つかんでいた女の子をはなして︑

つ、

11411117544

じゅうがつはっか ﹇十月二十日﹈︵名︶1
﹇習慣﹈︵名︶1

習慣

八鵬710月20日ω晴22恥
しゅうかん

十二8910 ただ習慣としてことばをつかえば︑こと
﹇週間﹈

δいくしゅうかん・いっしゅう

ばの力がうしなわれていく︒
しゅうかん

宗教

かん・いっしゅうかんごと・さんしゅうかん
﹇宗教﹈︵名︶1

しゅうぎょうしき ﹇修業式﹈︵名︶1 修業式

いったのです︒

じゅうご

︹課名︺4

十五

なってみたいもの
15

一28七よみかき⁝⁝⁝十五
一37十五 なってみたいもの⁝⁝⁝三十四
一341十五

十五

つばめ⁝⁝⁝十五
﹇十五﹈︵名︶3

九27 三
じゅうご

十233

六348

十四327 宗教も︑科学も︑哲学も︑ふかまって 三192虫の名は十五あつまりました︒

しゅうきょう

ん調べてみたいと思った︒

七94910月23日㈹雨20度
＋四2710私は自
︑由研究で︑外國からきたことば
10月20日 の中で︑ 西洋からきたことばをできるだけたくさ

1 10月23日

じゅうがつにじゅうさ ん に ち

軽垂脅暑器暑器暑
、
15 15

643
じゅういつびき一じゅうごや

﹇集合地﹈︵名︶1 集合地

﹇十五段﹈︵名︶2 十五だん

九餌8 集合地は︑村はずれの一本すぎのそばで

しゅうこうち

あった︒

じゅうごだん

三316園 かいだんははじめに十五だんあがっ
て︑それからまた十五だんあがるようになつ

それからまた十五だんあがるように

ています︒

三斜6園

﹇十五度﹈︵名︶4 15度

なっています︒

5月6日

㈲

㈲

15度

15度

十五ばんめ

晴

雨のち晴

七8815月5日出雨15度

じゅうごど

七884

七991 12月2日

ω

15度

﹇十五番目﹈︵名︶3

雨

八955

5月5日
じゅうごばんめ

かっちゃんがそういうなら︑十五ばん

四471園 十五ばんめだ︒

めにして︑とぶことにしょうじゃないか︒

四473園

四492 かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ

﹇十五本﹈︵名︶1 15本

れたかと思うと︑

八棚8 3命ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま

じゅうごほん

︵名︶1

十五メートル

したが︑いちばん多いので15本になりました︒

十五夜

根もとからかれている高さ十五メートル

じゅうごメートル

九398團

十五や

みてはねる︒

十五夜がちかくなったある夜︑かぐや

十五やおつきさま

﹇十五夜﹈︵名︶5

に近い木にのぼったことがありました︒

じゅうごや

三佃6

一191圃

この十五夜には︑月の國からむかえ

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒

三椥4園

がきて︑かえらなければなりません︒

四悩1圏圖白いころものそろいでまえば︑月

三雲8 いよいよ十五夜になりました︒
は十五夜︑まんまるい︒

五408團
十三年

14

ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑

十字かもさげました︒

四8210

した︒

看護婦が十字かぞうをかべからはずしま

十七

あさのこくばん⁝⁝⁝十七

︹課名︺4

八

山のつつじ

17

みどりの野⁝⁝⁝十七

十七

﹇十七﹈︵名︶2

くもり17度

17度

㈱

﹇十七度﹈︵名︶3

17

七965 11月22日

17度

晴のちくもり

晴

⑲

㈱

晴

14度

︵感︶1しゅう︑ しゅ

㈹

﹇十四度﹈︵名︶1 14度

11月15日

12月4日

しゅ一しゅ一しゅしゅ

︵感︶一

しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑

シュー︑シュー︑

しゅしゅ︑

しゅう︑しゅ︑
二637思しゅう︑しゅう︑しゅう︑

う︑しゅう︑しゅう

しゅうしゅうしゅうしゅう

七994

じゅうしど

八鵬5

七971 11月25日

じゅうしちど

十2311

六351017

じゅうしち

十三26 三

一401

一39 十七山のつつじ⁝⁝⁝四十

一29

じゅうしち
うさぎは︑みんなで︑13びきになりました︒
ぼくたちの畑がようやくかいこんされて︑

︹課名︺5十四

七663ふろからみてる十三夜さん︒
じゅうし

十一903

ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって じゅうじかぞう ﹇十字架像﹈︵名︶1 十字かぞう

﹇十三年﹈︵名︶1

ぼくのうちには︑うしが十三とういます︒

じゅうさんねん

十三159

七893

研究を続けていましたが︑
じゅうごろく ﹇十五六﹈︵名︶2 十五六
十五242 それは︑十五六になるひつじかいの少年 じゅうさんびき ﹇十三匹﹈︵名︶1 13びき
です︒

九352團

十五259 さすがの忌わしも︑十五六の少年に上か じゅうさんぼん ﹇十三本﹈︵名︶1 十三本
らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

一

三日めにやっと︑うねを十三本つくりました︒
じゅうごうっぷん ﹇十五六分﹈︵名︶1 十五六分
九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から じゅうさんやさん ﹇十三夜﹈︵名︶1 十三夜さん
は十五六分ほど登るのですが︑

じゅうさん ︹課名︺8 十三

一35

一27 六 もちもの⁝⁝⁝十四
一36 十四 ひとつのことばから⁝⁝⁝三十一
一317十四 ひとつのことばから
にわとり⁝⁝⁝十四
十四

あぶらぜみ⁝⁝⁝十四
﹇十四﹈︵名︶6

四23 二
八23 二
じゅうし

むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑と
一113園
お︑ 十一︑十二︑十三︑十四︒

いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここ
︻117囹
のつ︑ とお︑十一︑十二︑十三︑十四︒

三194鳥の名は十四あつまりました︒
六34314

わたしは︑終職後︑いつも心さびしい旅

﹇終点﹈︵名︶1 終点

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい

乗せて︑終点につきました︒

五214

しゅうてん

をしていました︒

七434園

しゅうせんご ﹇終戦後﹈︵名︶1 終職後

ポ︑ボー︑シュー︑シュー︑ シュ︑シュ︒
五9一

シュ︑シュ

十時

14
十2211

﹇十時﹈︵名︶2

十一232金次郎が十四のとき︑父親がなくなりま
した︒

じゅうじ

九217晩の十時置︑二千ばのつばめが着きました︒

十字か

十五209朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど
ずつ︑

じゅうじか ﹇十字架﹈︵名︶1

17

x

三37
三㎜1

四37
四櫛1

六23
十二23
じゅうさん

一113囹

ノ＼

とう

一

一
一

三
っ
、
つ
、

のつ︑

）13132
1度度

一117囹

（晴雨名
名
）

のつ︑

三193
六335
十227
じゅうさんど

七982
七986

あ訳≡？5裸
ヒ

一291

二十十十十十十
と1211ど1313魚と 一と一
う月月
の一尺壬ニイニニニニニニ
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じゅうさんとう
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13
度
十
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卸㈱塵

じゅうごろく一しゅうてん
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︹ 課 名 ︺13

園 園
3
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じ
じ
じ
十十十 八 六六 四三 一 一ゆ一ゆ十九九五五四四三三ニー一一ゆ
一一 Q2で106 6433 7019の11の11う64う一12了3943124394322了32う
︹題名︺

⁝⁝・十二

十二

十二

︵名︶10

ー

︵十二︶

﹇十二﹈

一2

十一︑十二︑十三︑十四︒

∩︶

で⊥

−⊥

1■

四伽7

﹇十二月﹈︵名︶2

−

リム

十ニキロ

十二月

13度

15度
12月4

鳥取の西方約四キロのところに︑まわり
十二三分
家から十二一二分ばかり歩いたところに︑廣

十二どめ

12度

12度

晴

12食め

二288園

じゆうにひき

ぶたは︑ぶうぶう

いって

十二ひきのぶたが︑そろって川をわ

﹇十二匹﹈︵名︶2 十二ひき

十一一ひきの

たりました︒

二315園

十二文

中には︑正月だというので︑そのうえに

n十二文﹈︵名︶2

さわぎたてました︒

十一278

金次郎のうちでは︑その十二文さえもあ

十二文はずむ者もありましたが︑

やがて︑十人︑二十人︑つぎつぎにすべり

﹇十人﹈︵名︶2 十人

りませんでした︒

十一279
じゅうにん

はじめた︒

九鵬5

﹇十年﹈︵名︶2 十年

十四8111 十人十色︒

じゅうねん

という︑うちじゅうの人並者がいました︒

八42 ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ

十年この

八135 それから十年︑いまも︑私はピオのことが

﹇十年此方﹈︵名︶1

わすれられません︒

じゅうねんこのかた

十四125團私の友だちで︑母親が十年中のかた︑

かた

この式のランプをつかっているというのが

ローマン号という小さな汽船が︑十ばい

十八

一43十
1八

一31十
0八

お月さんのくに

お月さんのくに⁝⁝⁝四十三

一31九ゆうやけ
こやけ⁝⁝⁝十八

じゅうはち ︹課名︺7

もある定期船につきあたって︑

十四441一

ところが︑私たちの足では十二三分のとこ じゅうばい ﹇十倍﹈︵名︶1 十ばい

い草原があるので︑

十477

12月 じゆうにもん

その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

十一一月はもちつき︒

じゆうにがつ

九193

晴

晴

14度

12月2

﹇十二月一日﹈︵名︶1

きゅうに十二月遅下面と同じ寒さになり︑

㈹

㈲

﹇十二月二日﹈︵名︶1

12月1日

じゆうにがっついたち
−日

七986
日

12月2日

じゆうにがつふつか

七991

晴

﹇十二月四日﹈︵名︶1

㈹

十二巻

日本の古い美術に対する愛着がふかく︑

﹇十二巻﹈︵名︶1

12月4日

じゆうにがつよっか

七994

日

じゆうにかん

十五514

︵名︶1

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒

十二593

とつとり

じゆうにキロ

﹇十二三分﹈︵名︶2

十ニキロの湖がある︒

じゆうにさんぶん

345678910

十一︑十二︑十三︑十四︒

2

十479

㈹

﹇十二日目﹈︵名︶1

これでけさから十二どめです︒

﹇十二度目﹈︵名︶1

11月13日

﹇十二度﹈︵名︶1

ろですが︑妹にはそうはいきませんでした︒
じゆうにど

七961
じゆうにどめ

十五895園
じゅうににちめ

十26 三

日の光・・⁝・⁝十八

ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日め三24三 ことばあつめ⁝⁝⁝十八
のきょう︑みんな︑目があき︑

七968

123456789
金次郎が十二のころです︒

ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

12

12345678910

12 12

剛⊥

花の名は十二 あつまりました︒

とお︑

いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ ここ

とお︑

いつつ︑ むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここ

十八

めいめいの歌⁝⁝⁝十ニ

一びきのくも

一びきのくも⁝⁝⁝百二十七

ひわの子

ひわの子⁝⁝⁝九十四

四季

四季⁝⁝⁝百二十四

一まいの紙

一まいの紙⁝⁝⁝九十四

二 えにっき⁝⁝ ⁝十二

十二 人のかお

十二 人のかお・ ⁝⁝：二十七

五かくれんぼ：

5620316411図311図1つ7つ3に7に2181716463146に
図12
12
、金12

645
じゆうに一じゅうはち

じゅうはち一しゅくする

646

﹇十八 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

18

十一27 三 二宮金次郎⁝⁝⁝十八
十四23 二 外國からきたことば⁝⁝⁝十八
じゅうはち

十586
十万光年

うちに帰って︑十まいずつたぼにして︑赤

いひもでいわえて数えました︒

﹇十万光年﹈︵名︶1

﹇十万羽余﹈︵名︶1

十万ばあ

それどころか︑十万光年の星もちらばって

じゅうまんこうねん

います︒

まり

九232

十一284

このとき︑金次郎はたった十六でした︒

これを最初にいいだしたのは︑十六世紀

じゅうろくせいき ﹇十六世紀﹈︵名︶！ 十六世紀

くもり

16度

16度

の中ごろに死んだ︑ポーランドのコペルニクスと

十三141

いう人です︒

㈹

﹇十六度﹈︵名︶1

七892 5月22日

じゅうろくど

み︑

赤絵屋もあったが︑これははん主からゆ

るされた十六人だけが︑有田に赤絵町を作って住

十五483

このほかに︑オーストリア動物園の人たち じゅうろくにん ﹇十六人﹈︵名︶1 十六人

じゅうまんばあまり

八3510

18度

六361 18
﹇十八度﹈︵名︶4

十241 18
じゅうはちど

七887 5月2㈲
0く
日もり 18度
㈲晴18度
5月7日

八959

十メートル

がひき受けて送ったつばめを加えると︑十万ばあ

18度
︵名︶1

十文字

守衛にみちびかれておくまった館長室の

前に立った私は︑

十五535

εぶんがくしゅぎょう

うらのほうをかるく四つに割って︑あと

﹇十文字﹈︵名︶1

門を出て十メートルとは行かないうちに︑ しゅえい ﹇守衛﹈︵名︶1 守衛

じゅうメートル

八971 5月21㈲
日くもり
じゅうぶん

まりになります︒

﹇十分﹈ ︵形状︶4

八欄1 11月19㈲
日 晴のちくもり 18度
十五645

じゅうぶん

からだがじゅうぶんではないか
四6410園まだ︑
じゅうもんじ

しゅぎ

εへいわしゅぎ・みんしゅしゅぎ
しゅぎょう

祝賀会

あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし
しゅく・する

﹇祝﹈︵サ変︶1 祝する ︽ーシ︾

たくりの実の落ちるころでしたから︒

十91

ているのをみると︑

まっかにじゅくした実がすずなりになつ

じゅくさないものをたべないようにする

そうにじゅくしていました︒

だんだんくわしくなる⁝⁝⁝三十 じゅく・す ﹇熟﹈︵五︶4 じゅくす ︽ーサ・ーシ︾
四372囹 そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

﹇祝賀会﹈︵名︶1

授業にかかった︒

その申し出でを承知して︑私はすぐに

授業

は︑十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョン

十四人

十五582囹

チョンとたたいて︑みごとに割っていました︒

十六

十一一46

乗っていた百四人のうち︑乗組員十↓人︑ しゅくがかい

﹇十四人﹈︵名︶1

3くがつじゅうよっか・しちがつじゅ

﹇授業﹈︵名︶1

十四453

じゅうよにん

うよっか

じゅうよっか

じゅぎょう

十四791

ら︑あとの ものがじゅんじゅんにたすけてい
こう︒

四悩5園いや︑ おとひめさま︑なにもかもじゅ
うぶんで ございます︒
けれども︑まだじゅうぶんではない︒
八388囹
十一257そのお金は多くはありませんでしたが︑
四人が生きていくにはじゅうぶんでした︒
じゅうぶん ﹇十分﹈︵副︶6 じゅうぶん

七

一38

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒
蓼藍8園 いや︑もうじゅうぶんいただきました︒
六276囹そのおかげでさ︑︿略﹀︑たべものもじゅ じゅうろく ︹課名︺4 十六
うぶんたべられるというわけだ︒

九3311團 三びきもとってくると︑うちの家族七人

だんだんくわしくなる
ことばあそび⁝⁝⁝十六

十六
三

︻371
二24

五822囹

が︑じゅうぶんだべることができます︒

16

こと︑

十一219 しごとがじゅうぶんできないので︑金次

3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

十237

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

八鵬3

16

九446国

十まい

六357

七24 三 もんしろちょう⁝⁝⁝十六
郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒
十一239園 ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑じゅ じゅうろく ﹇十六﹈︵名︶4 十六 16
うぶん働けますよ︒

﹇十枚﹈︵名︶1

十四72團子どもたちはじゅうぶん愛していてく
れる︑

じゅうまい

647
しゅくちょくしつ一しゅっぱつ

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十二48 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが
しゅくちょくしつ ﹇宿直室﹈︵名︶2 しゅくちょく

室
七810 しゅくちょく室にひがともった︒
七107 しゅくちょく室のひがきえた︒
しゅこうぎょう ﹇手工業﹈︵名︶1 手工業

十五455 日本の手工業も︑外國から新しい方法を
学んで︑つぎつぎと近代的工業の道をたどって
しゅしゅ ︵感︶−しゅしゅ

﹇種種﹈︵名︶2

種々

しゅしゅしゅ︒﹂だんだんはやくなる︒

二639園 しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅしゅ︑
しゅじゅ

十三89 深い︑正しい知識を得るには︑︿略﹀

︵感︶

1

しゅしゅしゅしゅ

﹁しゅしゅしゅしゅ︒﹂

﹁しゅしゅしゅしゅ︒﹂

いている︒
二712園
一一712囹

しゅ⁝⁝

しゅしゅしゅしゅしゅ

二656園しゅしゅしゅしゅしゅ⁝⁝﹂

しゅしゅしゅしゅしゅしゅ︵感︶2シュシュシュ
しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑

しゅう︑しゅう︑しゅう︑しゅう︑しゅ︑

シュシュシュ
二638園

しゅ

﹇手術﹈︵名︶1

手術

ポポウ︑シュシュシュシュシュシュ︒

しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅしゅ︑
三862
しゅじゅつ

十446

ときに︑ほかの富突のがいとうまくを切り取って

九697

そこで︑やまねこは︑黒いしゅすの服をぬ

﹇数珠玉﹈︵名︶2

じゅずだま

いで︑ひたいのあせをぬぐいながら︑

十一579間じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い

じゅずだま

ひももっかい︑色のちがった貝や︑じゅ

つばき︑げんげの花わ︑ 一つ一つつづろ︒

ずだまを結びつけることも行われた︒

十五352

︽ーイ︾

しゅちょうなさ・る ﹇主張﹈ ︵五︶ 1 主張なさる

ことを主張なさいましたね︒

十四534囹花さんは︑たいへんじょうずに自分の

ジュツ︒

術鼻こうかいじゅつ

さまざまな術を発達させました︒

﹇術﹈︵名︶1

三878

じゅつ ︵感︶ージュツ

ポ

五322

ポッポ

五322

シュッシュッ︑ポッポ︑シュッシュッ︑

ポッポー﹂汽車が走っています︒

﹁シュッシュッ︑ポッポ︑シュッシュッ︑

しゅつしゅっぱつぽ︵感︶2シュッシュッ︑ポッ

十四366

研究を重ねたすえ︑ついに核をさしいれる じゅつ

種々の器械をつかって観察したり︑実験したりす

主人

る︒

﹇主人﹈︵名︶5

しばらくして︑そこの主人といっしょにで
主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

しゅす

これからは︑用事これあるにつき︑

﹁出頭すべし︒﹂と書いてもいいとい

しゅっぱつ ﹇出発﹈︵名︶5

では︑しゅっぱつ︒

出発←

﹁さあ︑出発だ︒﹂とうばんのがんは︑

一一635囹しゅっぱつ︒
四441囹

しゅっぱつ

えばよかったと︑いちろうはときどき思うのです︒

九754図画

明日出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九715図団員

店の主人はあわてて︑﹁たいへん焼物が しゅっとう．す ﹇出頭﹈︵サ変︶2 出頭す ︽ース︾

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

店の主人は︑きかれるままに語りだした︒

﹂
十五474

﹇編子﹈︵名︶3

あたらしいしゅっぱつ
一一634園

みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い︑
長いしゅすの服を着て︑どんぐりどものまえにす

一一635園しゅっぱつ︒
やまねこは︑︿略﹀︑いかにも氣どつたよう
すで︑しゅすの着物のえりを開いて︑

九6810

わっていました︒

九637

しゅす

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五517

おすきのようですが︑あなたは

十五447

てきて︑かしてくれました︒

九789

ておいでになりました︒

九785

しゅじん

きて︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

十三91 種々のことがらの関係を明らかにして︑
きまった法則を知る︒

しゅしゅ一しゅ一︵感︶2シュ︑シュー︑シュー
五87 シュ︑シュー︑シュー︒
五142 シュ︑シュー︑シュー︒
しゅしゅしゅ ︵感︶1 しゅしゅしゅ
しゅしゅしゅ︒﹂だんだんはやくなる︒

二6310園しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅしゅ︑

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑きゅうにし

しゅしゅしゅしゅ ︵感︶6 しゅしゅしゅしゅ

二666園

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑

ずかにいう︒
二672囹

春をさがす︒
﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑いっそうげ
﹁しゅしゅしゅしゅ﹂は︑ひくくつづ

んきよくいう︒

一一683園
一一688園

しゅっぱつがかり一じゅんじゅんに

648

ｪ﹀︒﹂ジュデーはいいました︒

三668 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいました︒

三624
三785 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒

大きな声でさけびました︒
織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

十377 日本の新しい出発にあたっても︑この自動

三823

てとどくきょりをさしていいます︒
しゅっぱん ﹇出版﹈︵名︶1 出版

十五526 私は︑︿略﹀論文を持って︑その出版の
﹇ 出 版﹈

︵サ変︶

3

出版する ︽一

用事かたがた︑東部諸州へ見学の旅にのぼった︒
しつばん・する
シ・ースル︾

十二擢7 オランダのターヘルアナトミアという人
体のことを浅いりで説明した本を︑いまから百八
十年まえに︑日本で出版したものです︒

﹁きみの論文を︑カーネギーで出版す

物として自分の論文を出版してもらうことで︑

﹇首尾良﹈︵副︶1

しゅびよく

十五525私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

しゅびよく
書きあげた論文を持って︑
首府

スイスの首府のベルンの町からながめる

﹇首府﹈︵名︶1

十五193

しゅふ

十五551 用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行
十五761囹

ることは︑ひきうけたよ︒﹂といいたされた︒

三593

﹁︿略﹀︒﹂ジュデーはこういいます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいいます︒

ジュデー ︹人名︺9 ジュデー

三607

三598

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそうおっしゃつ

て︑ジュデーにおききになりました︒

三6110

ほう
十四895

ん︒

﹇寿命﹈︵名︶1

じゅみょう．

じゅみょうにも負けなければなりませ
しゅもく

げんかんには︑おもむきのあるかねがつ

︵感︶一

ジュリ︑ジュ
﹁ジュリ︑ジュリ︑ジュリ︑ジュリ︒﹂と︑

﹇種類﹈︵名︶2
九858囹

種類5さんしゅるい．

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

十二461園

︹地名︺2

シュレスウィヒ

ドイツオーストリアニ國との職いに敗れ︑

シュレスウィヒ

賠償として︑シュレスウィヒとホルスタインとい

十三179

職いによって失われたシュレスウィヒと

う︑作物のよくできる二州をとられました︒

受話器

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三258

﹇受話器﹈︵名︶4

まりあることになりました︒
じゅわき

で來て︑受話器をとる︒

十三377 三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

十三3810受話器を持ったまま︑待っている︒
十三3911

しゅん間

さようなら︒﹂︵受話器をおく︒︶

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

Oごじゅんに

十三4211

﹇瞬間﹈︵名一
︶

﹇循環﹈︵名︶2 じゅんかん

の両うでの中に強くだきあげられました︒

十二329そうして︑次のしゅん間には︑私は︑先

しゅんかん

生︿略﹀

じゅんかん

十四714そういうふうなじゅんかんがおこります︒

十四762同じような二流のじゅんかんが︑もっと

﹇純潔﹈︵形状︶2 純潔

大じかけに︑陸地と海との間に行われております︒
じゅんけつ

十五㎜1園その﹃喜び﹄は︑たぶんここでいちば

私たちは︑強くて︑純潔です︒

ん純潔なものでしょう︒

﹇巡査﹈︵名︶2 じゅんさ

十五佃7園
じゅんさ

みていたじゅんさが︑老人のそばによっ

てきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十ニー04

順々に

十ニー011 じゅんさは︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒
これはじょうもん土器という種類で︑
指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑ じゅんじゅんに ﹇順順﹈︵副︶7 じゅんじゅんに

さんびやくしゅるい・よんしゅるい

しゅるい

本をよむようなひとりごとをいいました︒

五⁝⁝11

リ︑ジュリ︑ジュリ

じゅりじゅりじゅりじゅり

もくがそえてあった︒

るしてあって︑これでたたけというように︑しゅ

十五681

しゅもく

﹇撞木﹈︵名︶1

十四84團

じゅみょう

おもしろく編集できないだろうか︒

こんな場面を︑映画独特の手法によって︑ じゅん

と︑︿略﹀山々がならび立っています︒
七173囹 さあ︑出発しよう︒
八343 一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ しゅほう ﹇手法﹈︵名︶1 手法呂えいがてきしゅ

四613囹 あすのあさ︑出発しよう︒

四568園 あしたのあさ︑出発してもいいよ︒

シ︾

しゅっぱつ・する﹇出発﹈︵サ変︶4出発する︽一

なを元氣づけました︒

三824ジュデーは青がすきでした︒
しゅっぱつがかり ﹇出発係﹈︵名︶1 出発がかり
四621 又略﹀︒﹂と︑出発がかりのがんが︑みん じゅばん ←にくじゅばん

ｪ﹀︒﹂ジュデーがいいました︒

ろう︒

「〈

「〈
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じゅんじょ一しょうがっこう

しょいこ

七174

三ばんめに︑すじむかいのみきこさんが︑

﹁︿略﹀︒﹂の唱歌が︑きこえてくる︒

歌っていく子ども︑

ならったばかりの唱歌を︑大きな声で

しょうかをうたいました︒

四849

﹇背負子﹈︵名︶1

﹇署﹈εけいさつしょ・しょうぼうしょ

二201 ひとりがいったことばから︑おもいつい しょ ﹇所﹈ ■いちていりゅうじょごと・けんきゅう

重れん

﹇性﹈←くろうしょう

しょうがい

しょうかい

5わがしょうがい

5こしょうかいいたす

−

さあというときに︑ひとりで責任を

﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ
﹇状﹈←しょうかいじょう

しょうかい状

十五529 博士は︑別れに際して︑各地の大学者た

ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑

いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五544 博士は︑しずかに歩みよる私が手にして

わたしは︑とてもいちいちしょうかい

﹇正月﹈︵名︶2

正月■おしょうがつ

十三355 正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

十二文はずむ者もありましたが︑

十一277 中には︑正月だというので︑そのうえに

しょうがつ

でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五悩3囹 それから︑ぼくは︑まだなかまのうち

ます︒

十五撹5囹 まず第一に︑ぼく自身をしょうかいし

してはいられない︒

十五898囹

んたちにしょうかいするのはむずかしい︒

十五892囹あれはすこしひねくれ者で︑子どもさ

る︽ーシ・ースル︾

わたくしは︑たべたくてしょうがありしょうかい・する ﹇紹介﹈︵サ変︶4 しょうかいす
﹇上﹈δいでんがくじょう・じつようじょ

ませんでした︒

じょう

じょう

﹇場﹈■うんどうじょう・きゅうけいじょ

と考えてみただけでも︑

十五3810

じょう

う・スキーじょう・ていしゃじょう・やまのスキー
じょう

唱歌

唱歌

盛れんがはりつけられる︒

しょうがっこう

﹇小学校﹈︵名︶7

正月氣分を味わう︒

小学校

十三359 子どもたちは︑そのあざやかな色どりに︑

しょうかをうたっている声が︑オル しょうがつきぶん ﹇正月気分﹈︵名︶1 正月氣分

声でうたいながらあるきました︒

三404きょうならったばかりのしょうかを︑大

ガンにまじってきこえてきます︒

三382囹

﹇紹介状﹈︵名︶2

しようかいじょう

なの人が︑︿略﹀登ってくるのがみえます︒
しょう
しょう

﹇商﹈■しんじゅしようたち

九409国下の方の山道を︑しょいこをつけたおと 七561 一年生の唱歌がきこえてきます︒

しょいこ

しょ

七73圓

ら︑あとのものがじゅんじゅんにたすけてい

たことばをじゅんじゅんにつづけて︑
じょ・さいばんしょ・せいざいしょ・ていりゅう
四651囹 まだ︑からだがじゅうぶんではないか じよ
こう︒

六565 それから︑二組︑三組と︑じゅんじゅんに
へんしゅうをすることにきめました︒

六鞭6 そうして︑こんどは︑アイウエオ︑カキク
ケコから︑じゅんじゅんにいってみたところが︑

十一107圏

九395国上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき しょ．う ﹇背負﹈︵五︶1 しょう ︽ーッ︾
落し︑

じゅんじょ

四373園

九9211 ふたり︑じゅんじゅんに舞台をさる︒
しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒
十二5510 そういう人たちのなくなるにつれて︑ しよう ﹇仕様﹈︵名︶1 しょう
﹇順序﹈︵名︶1

順々に消えていってしまうものもある︒
じゅんじょ

すところ︑︿略﹀など︑時間的に︑じゅんじょを

画配さ

じゅんばん

う・しょくぶつがくじょう

十四838 春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ じょう

純眞

おって︑とりあつかったものである︒
﹇純真﹈︵形状︶1

十四142国 おとうさんに対しては︑︿略﹀︑このう

じゅんしん

﹇純真﹈︵名︶1

えもなく純眞な思い出がのこっています︒
じゅんしんさ
﹇順番﹈︵名︶3

十四510 こうしたフィリップの純眞さ︑誠実さ︑

十一1411

十一25

二252 じゅんばんに︑おはなしをしてきました︒しょうか ︹題名︺2 唱歌

じゅんばん

にならんでとぶことにしよう︒

四443囹 きょうも︑きのうとおなじじゅんばん

した︒

﹇春聯﹈︵名︶1

五567 じゅんばんがきたので︑みせていただきま しょうか ﹇唱歌﹈︵名︶6 しょうか 唱歌
しゅんれん

春れんがはりつけられる︒

十三356 正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

じょうき一しょうじょ
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六価5 ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた
子で︑來年小学校へあがります︒
九587囹 四年生というのは︑小学校の四年生だろ
う︒

十147 その少年は︑小学校のいちばん上の学年か︑

客の耳にきこえそうもない︒

乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ

商業学

そのことばをきいて︑そこらの乗客は思

う台までいっぱいになってしまった︒

十一534
十一539
わずほおえんだ︒

﹇商業学校﹈︵名︶1

﹇上京﹈

︵サ変︶

1

上京する

4

じょうぎ

音というものは︑情景をあらわすばかりで
條件

水蒸氣の量︑高度など︑さまざまな堅甲

﹇条件﹈︵名︶1

なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

九145

n▽さんかく じょうけん

十四849

呂いちしょうごう

によって︑雪のけっしょうがちがうわけを︑
しょうこう

﹁小公子﹂をよんでもらいました︒

﹁小公子﹂のセドリックは︑七つ八つの

﹁小公子﹂をみなさんにお話してあげて

しょうじ

屋根だ︒しょうじだ︒

﹇障子﹈︵名︶2 しょうじ

六瀧9 おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔

六槻8

しょうじき

おとうさんがしょうじきにその答をしまし

﹇正直﹈︵形状︶1

をだしている︒

しょうじき

たら︑少年は︑さらにこんなことをいいました︒

十155

あふれそうな乗客にまじって︑どうやら

﹇少女﹈

︵名︶

14 少女 δしょうねん

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさんにわ

プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑

三人の少女は︑その葉をひろい集めて︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりの少女が︑おとうさ

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

おくからひとりの少女がでてきましたの

がわかりました︒

十二78 それからのちになって︑道潅は少女の心

りでした︒

十二76 少女とやまぶきの花とをみくらべるばか

おってきて︑それをしずかにさしだしました︒

十二72 少女は︿略﹀黄色なやまぶきの一枝を

で︑﹁︿略V︒﹂とたのみました︒

十二610

いと頼みました︒

十134

んをみてそういいました︒

十1210

︿略﹀︑遊んでいました︒

十1011

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

十109

な心からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十97 その少女のわけてくれたくりは︑むじゃき

けてくれる少女もありました︒

十812

しょうじょ

しょうじょ

乗車ロへもぐりこむことができた︒

十一523

または︑そのいなか町にある商業学校の下 じょうしゃぐち ﹇乗車口﹈︵名︶1 乗車口

しょうぎょうがっこう

︽ーシ︾

じょうきょう・する

の学年ぐらいでしたでしょう︒

十148

十3411 佐吉の考えは︑しだいに高まっていったが︑ 校

十192 小学校のかわら屋根から雨がしたたる︒
小学校をでただけのかれには︑手のとどきそうも
ない空想になりがちであった︒

十五793 あなたがた日本の小学校のみなさんに︑
十五8010 そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

︵名︶

ざまな情景を写しだすこともできる

十352 佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよった︒
小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑
じょうけい ﹇情景﹈︵名︶2 情景
じょうき ﹇蒸気﹈︵名︶2 蒸氣δすいじょうき
十四6312 まったくとう生なガス体の蒸氣が︑しず 九105 たいこのたたきかたによって︑︿略﹀︑さま
くになるときには︑

﹇定規﹈

そのまわりに︑蒸氣がこってくっつくので︑

十四642 そのしずくのしんになるものがあって︑
じょうぎ

じょうぎ
いじゃないか︒

九958園 じょうぎだろう︒﹂たかぎ﹁なんだってい

九451国

﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリック

ください︒

九463團

も︑

ころでも︑せんきょのことを話していますけれど

九461團

に注意を向けるようにと

少年のように︑子どものころから︑世の中のこと

九451団

九9511 やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなおしようこうし ︹題名︺4 小公子
して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九961 やまだ たかぎのまえにじょうぎをつきだ
して︑﹁︿略﹀︒﹂

九989園 じょうぎひろってやったじゃないか︒
七402 乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう

じょうきゃく ﹇乗客﹈︵名︶5 乗客
を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

十一522 あふれそうな乗客にまじって︑どうやら
乗車ロへもぐりこむことができた︒

十一533 大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗じょうさん 呂おじょうさん
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しょうじょたち一じょうとう

十二712 ﹁七重八重花はさけどもやまぶきのみの
ひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑少女の
思いをたくしたものでありました︒

うなけわしい山が︑

十五214 まつ白な服をつけた少女の立っているよ
十五279 大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に
さげて︑

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒

十五323 少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ

十 3 コーヒーをわかしてもらっていますと︑き

しょうじょたち ﹇少女達﹈︵名︶5 少女たち

おかしを︑

一ふくろやったのがはじまりで︑

まって︑その少女たちも遊びにきています︒
十118

その少女たちは︑おとうさんのそばへくるように
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼みましたら︑

なりました︒
十123

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

十137 少女たちは︑おとうさんのこしかけている
そばで︑︿略﹀テー ブ ル を か こ ん で ︑

じょうず

しぜんにそなわったかしこさで︑これで

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八177
じょうずに生きていくのです︒

ジャンプ台では︑じょうずな人たちが︑か

して︑そこからローマに出て︑へき画をかいたり︑

上体

少年は︑大わしのせにとびつき︑︿略﹀︑

﹇上体﹈︵名︶1

美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒
じょうたい

上体をぴったりと鳥のせにつけて︑

十五2412

美術の中心のフロレンスで︑研究して

いるうちに︑たいそう上達したのさ︒

十三5612園

シ︾

ぼくは︑こぎかたがじょうずになって︑ じょうたつ・する ﹇上達﹈︵サ変︶1 上達する ︽一

わるがわるジャンプをしている︒

九㎜1一

十一79園
みんながさせてくれたら︑

なかまだなと思ってよくきいてみると︑

じょうずなのもあるし︑へたなのもある︒

十二⑱11囹

﹇承知﹈︵サ変︶4

︽ーシ︾

しょうちする

おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ

んをきずきだした︒

十一一584

九706囹 しょうちしました︒

承知する

しょうち・する

うだんでわらい︑

十三494 空理までが︑わたしたちのゆかいなじょ

毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ じょうだん ﹇冗談﹈︵名︶1 じょうだん

じょうずになっていくようです︒

十ニー91囹

た︒

どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

十ニー92囹近ごろはたいへんじょうずになりまし
十一一224園

とうとうじょうずにつづれましたとき︑

をして︑じょうずになったのだろう︒

十二338

しんしゅう

花さんは︑たいへんじょうずに自分の
﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話し

その申し出でを承知して︑私はすぐに

﹇焦点﹈︵名︶1 焦点

これをわく星といいますが一の空にえ

﹇上等﹈︵形状︶2 上等

十五9010園

というのは︑その鳥をあまり上等とは

十714園 ほんに︑これは上等の黒ざとうだ︒

じょうとう

焦点にいるものだ︑ということを発見しました︒

がく道は︑だえん形であって︑太陽はいつもその

十三147

しょうてん

台をおりてきて︑あせをふきます︒

六189園 上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき

六189囹しきしゃ﹁上でき︒上でき︒﹂

ラファエルは︑︿略﹀︑早くから絵のけ じょうでき ﹇上出来﹈︵形状︶2 上でき

授業にかかった︒

十五582園

はじめて見る東洋の青年をひきとったが︑

曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう 十五575囹教授の申し出でをさっそく承知して︑

私は子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎで︑

十二703

その少年たちは︑じょうずにえい語をつ

じょうずでしたが︑

かけた︒

十五445

ことを主張なさいましたね︒

十四534園

いこをして︑たいへんじょうずであった︒

十三569園

かって頼みました︒

少女たちよ︑︿略﹀︑つづれ着るとも︑ 十二781

﹇上手﹈︵名︶1

失うな︑やさしく清きなが心︒

十五169図圏
じょうず

十四8112図 すきこそもののじょうずなれ︒

じょうず ﹇上手﹈︵形状︶17 じょうず5おじよう
ず・まいじょうず

六695 これをじょうずにくぎって︑きれいに︑む
だのないようにへんしゅうするのは︑

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの
しょう像

ミケランジェロとラファエルは︑前後

﹇肖像﹈︵名︶1

十三572囹

しょうぞう

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五7312

七117 じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑ じょう・ずる ﹇乗﹈︵サ変︶− 乗ずる ︽ージ︾
思わず手をたたきます︒

八69 自分から指さきやくちびるへとびあがり︑
とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八174 人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

しょうとつ一しょうねん
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﹇衝突﹈︵名︶1

思わないからです︒
しょうとつ

しょうとつ

十四476 たいていの人は︑しょうとつのときにあ
わてふためいて︑

シ︾

しょうとつ・する ﹇衝突﹈︵サ変︶1 しょうとつす
︽

m

少年

δセドリック

五115園 しょうとつしたかと思った︒

る

︵名︶

しょうねん ︹題名︺1 少年
﹇少年﹈

十二772 少年
しょうねん

しょうねん・にしょうねん
かるさ日のてる中に

九佃4図闘屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明
十145 その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少
年にもあいました︒
︿略﹀ぐらいでしたでしょう

十147 その少年は︑小学校のいちばん上の学年か︑

十151 この少年の問には︑ちょっとおとうさんも
困りました︒

たら︑少年は︑さらにこんなことをいいました︒

十155 おとうさんがしょうじきにその答をしまし
十1511 この返事に︑少年も満足したらしく︑
いなかの人らしいひとりの少年が︑︿略﹀︑

十164 かしこそうな目つきの少年でした︒
十一634

ナポリの大きな病院の門ばんのまえへいって︑
十一637 少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑
考えぶかそうな目をしていました︒

十一639 少年は︑ナポリの近くにある村からきた
のでした︒

さがしにフランスへいったのですが︑

十一639 少年の父親というのは︑去年︑しごとを
十一651 看護人を呼んで︑少年をその父親のとこ

ろへっれていくようにといいました︒

十一7312

医者が︑まだとなりのベッドをはなれな

十一741

医者は︑手を少年のかたにかけました︒

医者は少年をみました︒

いうちに︑少年は立ちあがりました︒

まいかと︑おそろしさにふるえながら︑その名を

十一745

少年は︑もしやわるい知らせをききはし

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は︑ますます不安を 十一753

十一655
いいました︒

そのとき︑少年は︑勇氣をふるいおこし

十一．6511

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

てたずねました︒
十一756

少年は︑もっとなにかききたかったが︑

かたに手をかげながら答えました︒

十一761

病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑

そこで︑少年は看病にかかりました︒

十一805

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

少年のいたわるような声のひびきをきく

少年はそのふくれあがった顔の上に︑き

そこで︑少年は︑自分をなぐさめて望み

少年は看病にいっしょうけんめいになつ

少年は︑父親のちょっとしたため息にも︑

少年は︑いすにぐったりと身を落して︑

が︑ただ一つ︑少年をなぐさめることが

病人は︑だんだんしっかりした目を少年

飲み物やくすりを︑少年の手からでなけ

の上にすえて︑

十﹁803

ありました︒

十一7912

すすりなきしました︒

十﹁7911

ちょっとした目つきにも︑︿略﹀氣をもんで︑

十一792

ていました︒

十﹇7811

をかけはじめました︒

十﹁7712

わめてかすかなほおえみがうかんだのをみた

十一7710

と︑

十一773

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十一7611

わかったようなようすはしませんでした︒

十一767

いえませんでした︒

看護人は︑少年をながめて︑︿略﹀︑ただ︑ 十一7512

﹁︿略﹀︒﹂とv少年は心配そうにききま

おぼえながら答えました︒
十一669
した︒

少年は︑勇氣をふるいおこして︑その後

﹁︿略﹀︒﹂といっただけでした︒

十一6610

十一679

少年は包みを下におくと︑頭を病人のか

からついていきながら︑

十一691

病人はしげしげと少年をみつめて︑いく

少年は︑身をおこして父親の方をみまし

たのところへさげて︑

十一695
た︒

十一698

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はいいました︒

らかわかったようでしたが︑
十一706

けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

少年は︑いすをひきよせて︑目を父親の

つめたあとで︑目を閉じました︒

十一7011

十一715

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は考えました︒

顔からはなさないで︑︿略﹀待っていました︒
十︻718

少年は︑かなしい思いにしずみながら︑

そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた

やさしい父親のことをいろいろと思い返していま

十一7110
した︒

十﹁723

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は口早にききました︒

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒
十一727

待っているそのあいだが︑少年にはたい
へん長く思われました︒

十一738
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れば飲まないようになりました︒

十一812 ちょうど︑少年がそういうはかない希望

十一808 少年は希望に力づけられながら︑
をもって︑いっしんに看護していたときでした︒
十一815 少年は︑思わずはっととびあがりました︒
十一8110 少年は︑するどいさけびをあげて︑その
場に立ちすくみました︒

十一8111 男はみまわして︑ひと目少年をみると︑
こんどはかれがさけびを発しました︒

十一823 ﹁チチロ︒﹂男はそういって︑少年の方

少年をみつめました︒

十一8412 病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと

十一851 すると︑少年のたましいのそこから︑
どっとことばがほとばしりでました︒
十一8512 父親は︑じっと少年をみつめていました
が︑やがてまた︑病人の方をみました︒
十一8612 病人は︑やはりじっと少年の方をみてい
ました︒

十一8710 少年がベッドのそばのもとの場所に帰る

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

病人はしげしげと少年をみつめながら︑
その晩︑少年は夜どおしそばについて︑

︿略﹀︑なにかものをいいたげにしました︒

十一8811
十一893
十一898

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

少年は病人の手をにぎりました︒

病人をみまもっていました︒

十一898

そうして︑また目を閉じました︒

そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに

ぎりしめたような氣がしました︒

十一8910

ｪ﹀︒﹂と︑少年はさけびました︒

少年は︑その小さな着物の包みを小わき
私は︑その少年の持っていたペンをかり
かわいい少年だったので︑よくみていま

それは︑十五六になるひつじかいの少年
さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

さすがの大わしも︑十五六の少年に上か
少年はいつ鳥のせからふり落されないも
のでもない︒

十五263

らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

十五259

のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

十五2411

です︒

十五242

﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

ふたりの少年は︑にっこりとわらって︑

すと︑どこかしら日本人らしいところもあるので︑

十二788

て︑サインをしてやりました︒

十二782

にかかえました︒

十一931

方の手で目をふきました︒

又略﹀︒﹂と︑少年はいって︑︿略﹀︑一

そうして︑それを少年に渡しながらいい

ｪ﹀︒﹂と︑少年はさけびました︒

「〈
「〈

へとんできました︒

十一825 少年は︑父親のうでの中にたおれました
が︑胸がせまって息もつけませんでした︒
でした︒

十一8210 少年は︑まだ声をだすことができません

十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと
で︑いくども少年にほおずりしてから
家族のようすを話そうとしましたが︑

十一842 少年は二こと三ことことばをはさんで︑

十一847 父親は︑少年を自分の方へひっぱりまし
た︒

9た361
0

十一8411 少年は︑また︑病人の方をながめました︒ 十二7811

十一848 少年はふり返って︑病人の方をみました︒

十 十十十
一ま一一一
91し919090

十五269

どこでもいいから︑安全な場所へおりな

少年は︑ときどき大きな声をだして人々

ければならないと︑少年は思いました︒

十五2611

もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと

を呼んだり︑

十五276

大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に

がまた︑少年の氣にかかってきました︒

さげて︑︿略﹀︑下へ下へとおりて行きました︒

十五279

十五285 すると少年は︑あぶないことが近づいた

と感じたので︑

は血にそまった短刀があります︒

十五294 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の

子を自分のせなかにかくしました︒

十五299 大わしはく略﹀︑おそろしいいきおいで

少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手

少年にとびかかって來ました︒
十五2910

で女の子をかばい︑

十五301 大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

ひらりと身をかわした少年は︑︿略﹀︑右

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒
十五302

手の短刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

十五306 大きな風をまき起すようにして︑少年の

少年が女の子を後にかばうようにして︑

周囲をおおい包むいきおいでせまって來ました︒
十五309

少年は︑すばやく短刀を持ちかえた右手

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

で︑その石を取るが早いか︑

十五3011

この勇ましい少年との戦いです︒

十五315 それからは︑必死にとびかかる呪わしと︑

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五316 少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑

しょうねんしょうじょ一しょうわろくねん
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呂おしょうばんする

﹇丈夫﹈︵形状︶8

じょうぶ息だいじょ

おかげさまで︑このとおりじょうぶに
そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい

正面

しょうぼうしょ

正面に︑海の神がこしをかけ

﹇縄文土器﹈︵名︶2

器というのがあります︒

じょうもん土

これはじょうもん土器といって︑貝つか

じょうもんどき

器
九843園

これはじょうもん土器という種類で︑

からでる物では︑いちばん多い土器です︒
九858園

数日まえ︑イタリアへ帰ってきて︑ナポ

じょうりく・する ﹇上陸﹈︵サ変︶1 上陸する ︽一
シ︾

リに上陸しました︒

十一641

茶人は︑この上流にいい泉があるのではな

それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ

しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

あともどりして飲んでみたり︑ずっと上流

念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで

﹁泉はまつ川の上流にある︒﹂

茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそっ

ほら︑分家のおじいさんの大すきな

じょうろ

庭で植え木の手入れをしている父にこう

︵名︶1

﹇昭和六年﹈︵名︶1

いれて持っていくだろう︒

しょうわろくねん

しょうわ六

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい

十二877

じょうろ

じょうるりさ︒

十二455囹

﹇浄瑠璃﹈︵名︶1 じょうるり

て上流に向かって歩きながら︑

九伽1

九二9園

みると︑もうそれはただの水であった︒

九悩7

へいってためしてみたり︑

九瑠4

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

九槻11

うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九擢7

いかと氣がついた︒

九糎1

じょうりゅう ﹇上流﹈︵名︶7 上流

1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいと
六本の足がだんだん強くなり︑ことにまえ

金持だと思うとからだがよわかったり︑か
じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ
なんとかして︑からだをじょうぶにして︑

六のばめん

﹇正面﹈︵名︶2

ここはしようぼうしょです︒

﹇消防署﹈︵名︶1

じょうぶになったよ︒

四101
しょうめん

六908

ていらっしやる︒

じょう

正面のテーブルには︑赤いうめの花をい
﹇縄文式土器﹈︵名︶2

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十﹇435

じょうもんしきどき
もん式土器

土器には︑なわ目のもようがあるので︑

じょうもん式土器のほかに︑やよい埋土

じょうもん式土器といいます︒

十二㎜3

十二鵬6

じょうるり

十一839園わたしは︑これこのとおり︑すっかり

身代をもとのようにしたいものだと︑

十一201

たるようにきちんとかけました︒

八研1

らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑

八467

たいへんかたく︑じょうぶになります︒

足は︑いつもトンネルをほるのにっかいますから︑

八182

思います︒

七963

れられて︑かぎをかけられました︒

五1810

なりました︒

四望10園

うぶ

じょうぶ

十五3112 その中で︑女の子を後にかばいながら︑ しょうばん
少年は苦しい戦いを続けていました︒

十五325 ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と
の戦っている岩角近くまで來ました︒

十五329 いままでむちゅうになって少年目がけて
とびかかっていた大わしは︑

十五3211 少年はほっとして︑思わず後へたおれか
かりましたが︑

十五335 そのときの少年の喜び︑そのときの女の
子の両親の喜び︑

十五3310 まつ白な山までも︑朝日の中のこの勇ま
しい少年をほめたたえているようでした︒

しょうねんしょうじょ ︹題名︺2 少年・少女

十24 少年・少女
十72 少年・少女
しょうねんたち ﹇少年達﹈︵名︶4 少年たち

十二781 その少年たちは︑じょうずにえい語をつ
かって頼みました︒

十二784 少年たちは︑これをみて︑うれしそうに︑
えい語で︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

とき︑少年たちは︑︿略﹀︑ことに﹁ジャパン﹂と

十一一804 こう︑私がたたみかけるようにたずねた しょうぼうしょ
いうことばに力をいれて答えました︒

十五162図圏 少年たちよ︑︿略﹀︑土ぼこり顔よご
商費

すとも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒
﹇商売﹈︵名︶1

蒸発する

︽一

十五454 それまでのものの考えかたや詰責では︑

しょうばい

﹇蒸発﹈︵サ変︶1

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒
じょうはつ・する

十四682 そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑

スル︾

とくに多くなります︒
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九1810 しょうわ六年の秋︑オーストリアの都

年

女王

ウィーンでのできごとです︒
﹇女王﹈︵名︶6

五725囹︺わたしは金持のおくさんもいやになった︑

じょおう

女王になりたいつてたのんでおくれ︒
金のさかなさん︑おばあさんは︑︿略﹀︑

女王になりたいといっています︒

五736園

帰ってみると︑どうでしょう︑︿略﹀︑おば

五738囹 おばあさんは女王になりますよ︒
五7311

あさんは女王になっているではありませんか︒
五752囹 わたしは女王もいやになった︒
といっています︒

五764園 うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ
じょおうさま ﹇女王様﹈︵名︶2 女王さま

五727園女王さまのようなあるきかたも︑口のき
﹁女王さま︑これで︑あなたもごまんぞ

きかたも知らないで
五744園
﹇序曲﹈︵名︶1

序曲

くでございましょう︒﹂といいました︒
じょきょく
﹇色﹈

3こしょく・さんしょく・ししょく・

七464 名高いオペラの序曲である︒
しょく

にしょく
しょく ﹇食﹈︵名︶1 食εいしょくじゅう

﹇職﹈︵名︶1

職

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に
しょく

十四512 文学修業のためにパリーに出て︑市役所
﹇食事﹈︵名︶7

食事

のガス係という職についたとき︑
しょくじ

四613囹 ともかく食事をすませて︒
四619 二十九わのがんが︑食事をすませると︑

まさごをおかあさんにわたして︑食事をす

三ど三どの食事に︑テーブルの上でおしょ

ませてから︑

五5411

八611

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし

うばんしたりしました︒

十二269
ていると︑

食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

廣い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ

﹁ごちそうさま﹂にしても︑

十一一897

十五7311

食堂

やがてお書どきになったので︑商い食堂

﹇食堂﹈︵名︶1

たり︑しずかに食事をしたが︑
しょくどう

十五7310

職人

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

﹇職人﹈︵名︶1

にみちびかれ︑

しょくにん

十五4812

植物与こうざんしょ

めに︑家の道具を費らなければならなかった︒

﹇植物﹈︵名︶2

長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の

くぶつ・どうしょくぶつ

しょくぶつ

十三2211

自然科学にもっともきょうみを有し︑

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑

十五589図

﹇植物学上﹈︵名︶1

植物学

化学︑生理︑植物︑︿略﹀をこのんで勉学す︒

しょくぶつがくじょう
上

ダルガスの植林以前は︑ユートランドの

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三243

夏は︑書は暑く︑夜はときに︑しもさえ見ること

植林が成功してから以後の農業は︑すっ

があったのです︒

十三247

ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑

﹇書斎﹈︵名︶3 しょさい 書さい

かりかわりました︒

しょさい

十三5411

﹁おじさんが生きていたら︑︿略＞1﹂

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒
十五6811

自分は書さいにはいって︑しきりにさが

といいながら︑主なき書さいへ私をみちびいた︒

十五731

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

﹇助手﹈︵名︶3 助手

しものをしておられたが︑
じょしゅ

十一734

看護婦や︑看護人や︑助手がかけよって

へやの向こうのはしにはいってきました︒

きました︒

十一828

十五5612園私がまだわかくてアマスト大学の助手

←とうぶしょしゅう

をつとめていたころ︑

﹇書生﹈︵名︶1 書生

しょしゅう
しょせい

と︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

十五6512 そこで︑たまりかねた家の書生が︑︿略﹀

食器

佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の

が

﹇食器﹈︵名︶1
さ

を作らせていたが︑

家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか

十五478

しょっき

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの しょだな εまきえしょだな
生長をうながす力をもっているが︑それをこえる

十三239

と︑かえってさまたげになるという︑植物学上の
食物

事実が︑︿略﹀︑発見されたのであります︒

き・とよだしきじんりきしょっき

しょっき ﹇織機﹈ ︵名︶ 3 織機 5じどうしょっ
これは︑食物をいれるためのものですが︑

﹇食物﹈︵名︶1

植林

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希 十332 佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ

﹇植林﹈︵名︶3

十二9910

しょくもつ
しょくりん

十三2112

しょねん一しらべきわめる

656

とをしらべつづけていたのである︒

十343 いまのうちに︑早く織機を進歩させておか

まいかと︑おそろしさにふるえながら︑

木に

しらかば

白雲

︽ーサ︾

た︒

知らせる

あかちゃんが生まれると︑ここに知らせ

﹁みんな﹂に知らせたいといって︑つぎ

ウィーンの動物ほこ協会に︑︿略﹀︑はじめ

十二259

﹁アンヨナメテルワ﹂といって︑私に知

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

けれども︑それをその場にいない人や︑

︿略﹀︑わたしに知らせるようになりました︒

よごれていないほうが氣持がいいので︑

帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし

十一648

らせたのです︒

十507

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十442かれは︑五つぶの皇道をいまはなきうめの

でした︒

ているかを世界じゆうに知らせた大きなできごと

九238 この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ

て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

九204 協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ

て︑電話でこのことを知らせてきました︒

九197

のような文を書きました︒

四314

せてくれます︒

四48 学校にはいる子どもも︑いちいち知ら

ます︒

四44

︽ーセ・ーセル︾与おしらせくださる・おしらせす

四柵6圃白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ

そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老人に
タイピストになにごとかをいいながらう

﹇白樺﹈︵名︶2

しらかばの

雲長くたなびける見ゆ

じらす

る

しら・せる ﹇知﹈ ︵下一︶ 11 しらせる

車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた

みると︑しらがの老人である︒

かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ
ん︒

七4210

なければならない︑というのである︒

十3611 試運轄の日︑その織機をあやつって︑りっ

しらかば

三526罵りすは

略﹀︒﹂といいました︒

デンマルクは︑みどりの牧場と︑もみと︑

﹇白雲﹈︵名︶2

からすの声も︑︿略﹀︑白雲をかたにま
とった小山をめぐって︑聞えてくる︒

十三75

しらくも

しらかばの森林と︑近海の漁場のほかには︑

十三172

はねて︑﹁︿

たせているしらがの慣しん士のすがたであった︒

十五5312

なっていた︒

十443

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七444

書物

ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒
しょもつ ︹題名︺1 書物

しょねん 5めいじしょねん
書物

﹇書物﹈︵名︶4

十一一118

しょもつ

十ニー110 ある日︑リビングストンが木かげで書物
を読んでいました︒

十ニー111 土人のひとりが︑書物というものはなに
かすばらしい力をもっているものだと考えました︒
たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒

十一一123 リビングストンがちょっとそとにでかけ

十二㎜1 老輩から書物が新しくはいってくること
は︑外國人の心が傳わることで︑

じょりょくしゃ ﹇助力者﹈︵名︶2 助力者
めであった︒

十4010 その助力者となってくれたのは︑つまのう 十五125平出ガラス戸の外は月あかし森の上に白

﹇焦﹈︵五︶−

お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ
れかしら⁝⁝じらさないでいって⁝⁝

十三389囹

じら・す

美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑

九419團ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には

十4211 喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力しらさぎ ﹇白鷺﹈︵名︶1 白さぎ
者であったうめが︑この世をさってしまった︒
ジョルダン 呂デビッドスタージョルダンはくし
ジョルダンはくし ︹人名︺2 ジョルダン博士

十五547園 きみは︑かねがねジョルダン博士から
おおしま
いってきている日本の学徒︑大島くんでしょう︒

﹇調﹈︵名︶1 しらべ

遠くにいる人に知らせるためには︑

十五345
しらべ

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七418 かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持

少年は︑もしやわるい知らせをききはし しらべきわ・める ﹇調窮﹈︵下一︶1 調べきわめる

母親は︑その知らせをみるとがっかりし

うえぼうそうの知らせば︑ここからきま

十一655

ましたが︑

十一6410

す︒

四45

十五551 恩師ジョルダン博士は︑そのためのては しらせ ﹇知﹈︵名︶3 知らせ
ずを早くからすすめられていた︒
しょんぼり ︵副︶1 しょんぼり
と校庭に立っていると︑
﹇白髪﹈︵名︶5

しらが

十二955 だれも話し相手がないので︑しょんぼり
しらが

657
しらべつづける一じりじり

︽ーメ︾

十三1110 それは︑学者がいろいろに考えて︑原因
と結果との関係を調べきわめている︒

しらべつづ・ける ﹇調続﹈︵下一︶1 しらべつづけ
︽ーケ︾

しらべる

調べる

︽i

十332 佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ

る

﹇調﹈︵ 下 一 ︶ 3 8

とをしらべつづけていたのである︒
しら・べる

一452園 もちものをしらべるのだよ︒

べ・−ベル︾与おしらべなさる

うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ

とうございます︒

七871

こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ

るか︑しらべてみることにしました︒

八塒1

いろいろな方法でこのことをしらべてみま

もみの数をしらべてみました︒

てみました︒

八鵬6

九244

すと︑やはりそうであることがわかりました︒

四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物

は︑みなかごの中にいれておきました︒

九862

庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声や︑
また︑くもがのきに巣をかけることがあれ

動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の
どうしてそのものがこうなったかというこ
なんでも︑そのもとのことをしらべていく

傳説を廣く全國で調べてみると︑よくに

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十二564

知識は︑人から教えられたり︑︿略﹀︑考

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三84

西洋からきたことばをできるだけたくさ

むずかしいものは︑科学的研究によって

調べたり︑︿略﹀観察したり︑実験したりする︒

十三89 深い︑正しい知識を得るには︑考えたり︑
十三117

調べられる︒

どうずれば︑外國からきたことばが調

ん調べてみたいと思った︒

十四2711

十四2712園

外々語辞典というものもあるから︑そ

べられますか︒

︵下一︶ 1 しらみかける

一びきのこん虫をながねんかかって調べ

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十四285園
十四864
るのも︑

︽ーケ︾

夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと

しらみか・ける ﹇白掛﹈

九術7

﹇白﹈︵五︶1 しらむ ︽ーム︾

しらみかけてきました︒

十一334圏短か志しらむを待ちかねて︑︿略﹀︑す

しら・む

き・くわ持って野にいそぐ︒

十一413圃

さとはしぐれがしとしと降るに︑ふも

重事は︑︿略﹀︑ふしぎな宝石とされてきた しらゆき ﹇白雪﹈︵名︶1 白雪

与おしり

との小屋はみぞれして︑うらの山には白雪つもる︒

知りあい

兄は︑大きくなって農業をするために︑

﹇知合﹈︵名︶1

いま知りあいの家でみならいをしています︒

九4510国

しりあい

あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい しり

研究のため︑落首を一つ一つ︑ていねいに

十四539園

じりじりと暑い日に照らされながら︑

これから︑私の調べた二宮金次郎のこと じりじり ︵副︶1 じりじり
をお話します︒

十一187

しらべていった︒

十435

るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒

十4111

でもないものであった︒

が︑しらべてみると︑けっして︑ふしぎでもなん

十385

ような心がけを︑もちたいと思います︒

十304

とを︑考えてしらべたいと思っています︒

十292

世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十285

います︒

ば︑巣のはりかたなどを︑しらべておきたいと思

十281

︿略﹀などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

一4510 おんなの人たちが︑ながいみみをふり 十276 自分の身のまわりにあるものを︑よくしら
ふり︑もちものをしらべています︒

わからないことはしらべよう︒

らべることにしました︒

三196 手わけして︑そのかたちや色をよくし
四761 わ

五133囹まちがって乗っている人がいないか︑し
らべるのさ︒

五182 そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた
はしからしらべていって︑

五845 ささきくんは︑星をしらべるといいました︒
﹁空のうた﹂をしらべてみました︒

六578 みんなのしらべたことをはっぴょうします︒
六599

六佃6 じっさいに紙の上でいろいろとまげぐあい
をしらべ︑ちょうどいい長さにひごを切りました︒
七169園 はい︑しらべました︒
どたっているかし ら ︒

七252園 たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

どの花も︑

七274囹 いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら
べるようにと︑おっしゃっただけです︒
みんな空を向いている︒

七623 さくらの花をしらべてみたり

七848囹 裁判官どの︑それを︑しらべていただき

しりぞける一しる

658

﹁︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑

﹇退﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

せっせと養分をこしらえて︑
しりぞ・ける

うとした︒

十五595

しりぞける

︽

ケ︾

＝言のもとにしりぞけよ

しりとり ﹇尻取﹈︵名︶1 しりとり

一一164 はじめにしりとりをしました︒
しりめ ﹇尻目﹈︵名︶1 しり目
﹁︿略﹀︒﹂と︑あっけにとられているタ

イピストをしり目に︑げんかんに出て︑

十五5912

しりゅう ﹇支流﹈︵名︶2 支流
うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九糎6 それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ
九榴2 大きな支流が流れこむところへくると︑と
﹇汁﹈︵名︶5

しる

きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒
しる

そうね︒

知る

︽ーッ・ーラ・

﹁知 り ま せ ん よ ︒ ﹂

リ・ール︾

﹁小 鳥 さ ん ︑ 知 り ま せ ん か ︒ ﹂

ん︒

五1710囹
こしをかけていた知らないおじさんが︑

七1911園

よく知っているね︒

知っている人

だいいち︑らくだがかた目であることを
らくだがびっこであることも知っていま
しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと
ほかにまだ︑知っていたかね︒

そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑

七8111園 はい︑知っていました︒

けれども︑いまの答で︑知っていたわけ

それを知ってから︑よけいにピオがすきに

八164

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

においで知るのか︑なんで知るのか︑

いまが夏だということや︑よい天業がつづ

そこの家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らな

あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん

あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい

名も知らない雑草がいちめんにはえてい

母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに
九566園

あなたはやまねこを知りませんか︒

みなさん自身で︑だんだんいろいろなこ

どうしてそれを知っていますか︒

とを知ってくると思います︒

九8410園

九571園

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九391国

て︑

九378團

た︒

八891

でいったのかということも知らなかった︒

八852

いようでしたが︑

八543

八521 ﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみえて︑

八511 ﹁幸福﹂がきたとは知りませんから︑

八289 ひめは︑なにも知らずにおりつづけました︒

いていることなどを知ります︒

八208

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八204

い木の根をさがしてあるきます︒

んで知るのか︑手ごろな︑皮のうすい︑しるの多

八164 しかし︑虫たちは︑においで知るのか︑な

なりました︒

八811

がはっきりしたでしょう︒

七857園

知っているじゃありませんか︒

わたしは︑ちゃんとゆくさきは知ってい 七822園

五237囹

すみれがさいていたり︑名まえは知らない

るが︑

五478

女王さまのようなあるきかたも︑口のき

が︑きれいな花がさいていたり︒

五728園

こんな憂しさも知らないで︑氣のどくな

はとは︑ねらわれていることを知らずにい

きかたも知らないで

六167
ました︒

六2410園
ありさんたちだよ︒

おまえは︑このかたのつりばりを知らな

六955園だれか知っているものはないか︒
いか︒

六965園

ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと
うさぎさんたちは︑そのことをすこしも知

七204園

この人は︑私どものらくだのことについ

それで知っているんだね︒

﹂好儲も﹁はい︒﹂

七813囹

七8110園

知っているのです︒

七819園

した︒

七818園

知っていました︒

七815園

七814囹どんなことを︑知っているのかね︒

て︑それはよく知っております︒

七209囹

りませんでした︒

六㎜8

きにならったからよく知っているが︑

七3111園 あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで 万里1
虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八165

しるをすいはじめます︒

八168 その口のさきを根の中につきさして︑木の

ずかずつすっているせみの子たちは︑

八194 ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ

﹇知﹈︵五︶鵬

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

八1911 せみの子たちは︑はじめにはあさいところ
し・る

四601園

むこわいものしらず・みしる
四604囹

らない人ばかり︒

四㎜1圃生まれた村にかえったら︑だれも知
四麗10囹天人は︑うそということを知りませ
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ないふりをしている︒

九941 両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら
九悩11 茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ
とを知って喜んだ︒
まっすぐにとんできました︒

九梱6 みつばちは︑くものあみを知らないで︑
九柵3園 あなたが︑この四五日︑なんにもたべな
いことをちゃんと知っています︒
んだことも知っています︒

九㎜4囹 いましがた︑みつばちにさされて︑苦し

十93 知らない外國人どうしでも︑こんなに親し
みをもっことができるものかと思いました︒

十135 方言でできた小歌のあることを︑おとうさ
んは︑きいて知っていましたから︒

十179園 外典でくらしてみて︑つくづくと︑自分
の國のことばのありがたみを知りました︒

十二341

ことばをつかっていることや︑そんなも
﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

のがこの世にあることさえ知らず︑

十二346

物にはそれぞれ名まえのあることを知っ

ばかりの動詞も知りました︒

十二347

たのは︑先生がおいでになってからいく週間も
先生がぼうしを持ってきてくださったの

たってからのことでした︒

十二362

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

で︑私は暖かい日なたにでかけるのだと知って︑
十一一378

私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

いるふしぎな冷たいものの名であることを知りま
した︒

十一一395

昔︑あるまずしい人が︑︿略﹀︑この岩屋

しい日を待つことを知りました︒
十一一619

からぜんやわんなどの家具のでることを知った︒
この二少年が︑遠い母國の選手のために︑

そのころまで︑人間のからだがどうなつ

すでに知ったことを材料として︑考えを
種々のことがらの関係を明らかにして︑

ものごとの原因と結果との関係や︑その
かふんがめしべにつくときはよくみのる

原因・結果の関係の電導なものは︑普通
の知識によって知られ︑

十三116

なものである︒

が︑つかないときはみのらないことを︑知るよう

十三99

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑

十三94

きまった法則を知る︒

十三92

おし進め︑

十三91

ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

十二皿11

勝つことをいのってくれていることを知って︑

十一一813

十1710園 ことばを愛することを知って︑勉強した 十一一793囹 きみたちは︑日本語を知っているの︒
ら︑どんなにしあわせでしょう︒

十391 このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界
み きもとこうきち

に知られた御木本幸吉であった︒

十4911 そのときのいきさつを知っている私には︑
このことばの意味がよくわかります︒

十628 能を知らない人でも︑︿略﹀うたいを︑き
いたことがあるでしょう︒

十一89園 きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい
る︒

十一174 いま︑わたしが知っているいいことと︑
正しいことは︑

ばを知っているよ︒

十一593園おとうさんは︑もっといいにくいこと
十二323 私は︑どのようなおどろきとふしぎが私
を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒

十三118

もとより世の中には︑科学的研究によっ

お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ

夜のふけるのも知らないで︑見とれてし

ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑

十三345
まう︒

十三388園

名高い文学者で︑その名のわが國に知ら

れかしら⁝⁝

十四42

地球や金星などのわく星が︑太陽を中心

れている人は︑けっして少なくはありません︒

十四331

このおじょうさんは︑この歌を知ってい

として回轄していることを知っています︒

十四496

﹁木もと竹うら﹂という簡軍なことを︑

この歌を知っていたかどうか知りません︒

たかどうか知りません︒

十四496
十四7910

その雪が︑どこで︑どのようにしてでき

知っているのといないのではく略﹀ちがいます︒

たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑おのず

十四852

から知ることができるというのである︒

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒

十四皿6 人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

十四撹8 その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

十五591囹新島のおじさんなら︑私はよく知って
十五594園

そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

きみたちが知っているはずがない︒

います︒

十五616

平和主義の旗がしらとしてその名を知ら

らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五7312

﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

え︑あなた︑ぼくを知っているの︒

れていた老博士は︑

十五871囹
十五881囹

十五9510圏あの子たちを知っているの︒

しるし一しれる
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十五9511園 みんな知っているよ
十五996園 また︑ぼくを知っている子がいる︒
︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だ

んだん人に知られてくるね︒

十五997囹

十五999園 きみ︑ぼくを知らないの︒
十五999囹 ここにいる子をだれも知らないなんて︑
そんなことあるものですか︒

十五9911園 だって︑ほんとうに︑ぼく知らない︒

十五㎜10園 あなたの知っているのは︑ぼくたちだ
けですよ︒

十五棚5園 あなたは︑やっぱり︑なんにも知らな
いのですね︒

十五価9園 きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒

十五柵9囹 あれは︑人がまだ知らずにいる﹃喜
び﹄たちです︒

十五柵3囹あなた︑あの女の人を知らないのです
か︒

十五麗1園 ぼく︑おかあさんがそんなお金持だと
は知らなかった︒

待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

十五宙3囹 あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん

よ︒

十五宙6囹私たちは︑ちっとも知りませんでした

少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな心
こういいだしたのは︑根のしるしをつけ

からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十99
十四518

ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

た老人でした︒

十五353
︽ーシ︾

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒
しるす

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる

﹇記﹈︵五︶2

九174

しる・す

ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野

した小さな金ぞくのいたがついていました︒

十四881

しるべ

しれる

知れる

︽ーレ・

その人の足あとをしるべに︑第二の人が

﹇導﹈︵名︶1

を横ぎる一すじの道となる︒
しるべ

十四879

﹇知﹈︵下一︶30

歩いて行く︒

ーレル︾

し・れる

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の

うがいいかもしれません︒

八554

きみはみっともないから︑いいしあわせ

心のおくは知れるものです︒

八738園

まもなくさっていかなければならない日本

ころされるかもしれない︒

にあうかもしれないよ︒

八895園

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

九167

九168 これからいこうとする遠い國のことを︑話

ここからも︑でるかもしれないそ︒

しあつているのかもしれません︒

くもは︑力いっぱいもがけば︑あるいは︑

九826園

つばめのくちばしからころげ落ちることができた

九帽3

今夜はもうだめかもしれない︒

かもしれません︒

十一一441園 この人形だって︑みんながねしずまつ

十一888囹

たあとで︑動いているのかもしれないよ︒
ぼくらのほうがまけるかもしれない︒
まつ黒くはないかもしれないが︑どうし 十三72 どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな

三444園
四922

迷信は︑今日︑世の中にどれほど害をな

空のおくで︑

十三123

ですぎたことかもしれませんが︑このか

小鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほ

くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

水がすむまで見ているかもしれない︒

どこかにしまってあるもののように聞え

﹁︿略﹀︒﹂という人があるかもしれませ

人間などは︑バクテリアよりも︑もっと

かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

かしれませんが︑

十四468

もっと小さなものに感じられるかもしれません︒

十四351

ん︒

十四322

るかもしれませんが︑

十四294

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑

十三61！囹

しているかしれない︒

いそがしいから︑わからなかったかもし

十三508
もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

ひばりかもしれないよ︒

ても︑白いものではない︒
五276囹
れません︒

五948園
六1511園

今夜はつもるかもしれない︒

たら︑どうなっていたかしれない︒
六264囹

しるし ﹇印﹈︵名︶7 しるし5めじるし
五1111囹赤と青のしるしのついたもの︒

□があるから︑お話もするかもしれませ
んよ︒

六715園

しるしをつけました︒

六m1園

八56

んしゃの槍持を︑あらわしたいとぞんじます︒

七438囹

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

これで︑いっか︑おとうさんのお話にき

八963 はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに

つにしるしをつけておきました︒

八966 ひたさない種もみをまいたところには︑べ
九176 それによると︑さいたま縣のあるところで︑
こころみに︑しるしをつけてはなしたものだとい
うことがわかりました︒
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たちは︑はえもしなければ︑大きくもならなかっ

十四613囹人間がせわをしてくれなかったら︑私
たかもしれない︒

い傳えられているのもあるかもしれません︒

十四805 よその民族から教えられて︑それからい
十五784 はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ
てもらえないかもしれない︒

しろ ﹇代﹈Oなわしろ

ろ・ましろ・まっしろ・めじろ・もんしろちょう

しろ ﹇白﹈︵名︶8 白尋うちのほおじろ・ほおじ
七882 にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白
が︑けんかをしてたべました︒

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

七928 うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2
七9510 1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして
いました︒

一97圏
あかいたま︑あかいたま︑しろいた

ま︒．

ま︒

一102し
圃ろいたま︒

は十五夜︑まんまるい︒

り︑かえったり︒

四悩6圃白いはまべのまつ原に︑波がよった

五507圃がけの下には

白いはま︑白いはま︒

白いはま︑白いはま︒

す︒

五404国白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で

一383
しろいいぬがはしってきます︒

五508圏がけの下には

一108
さ園
きに︑しろいたまをかぞえましょう︒
一385
しろいこいぬが︑むこうからころげるよ

白い雲︒

白いひげの雲が風に流されている︒

七810

さくらの花が︑白くうかんでみえる︒

白いカーテンが黄色くみえる︒

先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶

麦をやったら︑白いうさぎは︑早くたべた

1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑

八1410

ニミリほどある︑白いうじのようなよう

おくへはいってでてこないので︑

七923

いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

七917

色のうさぎを︑かごにいれて

七864

美しい羽ですこと︒

七319園白いえのぐにみどりをとかしたような︑

まつ黒くはないかもしれないが︑どうし 七2011園白いちょうちょが︑白い花にとまった︒

七2011囹白いちょうちょが︑白い花にとまった︒

七2010囹あっ︑白いちょうちょがとんできた︒

つけています︒

七207囹 それが︑いまちょうど︑こんな白い花を

のはたけですか︒

七伯9園先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん

七911

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七54 白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

七51園あの白いブラウスの女の子かな︒

六4311

六333

白い雲︑白い雲︒

五5110國海のはてから白い雲︑白い雲︒

四923

降っている雪を上からみると︑白くて︑

ても︑白いものではないQ
黒くはない︒

四954

五5111圃海のはてから

うに はしってきます︒

て います︒

一458
しろいきものをきたおんなの人たちが︑
三75囹
白いくものながれ︒
三353白
園いくもが水にうつっています︒
三訂4園白いうさぎが︑はこの中でねそべつ

三68青
1々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑
白い雲がとんでいました︒
﹁白いひもかしら︒﹂

あまりしんぱいしましたので︑かみのけ

三726園

四281團白い雲さん︑光ってきれいだな︒

が白くなり︑

七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ三川2
色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
七972 白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

︽ーイ・ーク︾

いるようです︒

巣からはいだしてきました︒
四798 し一しものあさ︑白いいき︒
七993 耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6四881 あの白い雲に︑だれかが︑ちぢまって
㎝でした︒

十576 白と︑もも色と︑こいもも色のがさきまし
た︒

しろい

白い

十三298 黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ
﹇ 白 ﹈ ︵ 形 ︶78

られ︑にぎやかな話が続く︒

かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ

しろ・い

ん︒

四駅4圃白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ

一67間なのはな︑なのはな︑しろいくも︒

四日8圏園白いころものそろいでまえば︑月

りかえったり︒

四駅4圃白いはまべのまつ原に︑波がよった

←まっしろい

ま︒

しろいたま︑あかいたま︑しろいた

﹁92多しろいたま︑あかいたま︑しろいた
一94圃

じろう一じろうかじゃ
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ちゅうが︑はいだして︑

八178 虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ
のようなかたちをしていますが︑

首をもっていた︒

八842 まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

い︑白いめのようなものがでました︒

八957 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ
八麗9 やくは︑白くてにおいもなく目だちません︒

九43 白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感
じになります︒

九466国 もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪
のぼうしがみえます︒

九519 たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ
コと︑へんな樂隊をやっていました︒
九735 白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑

九561 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑
ひっぱりだされました︒

九782園 そう︑あの向こうの小高いところに︑白
い物がちらちらとみえるでしょう︒
し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九794囹 この土の上に白くみえているのは︑むか
九悩7 おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑
それは白いちょうちょでした︒
九悩10 くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い
ちょうちょをとらえました︒

九襯1 たまたま︑あの白いちょうちょにあうこと
ができた︒

九網2園 お月さんのところへとんでいったあの白
いちょうちょは︑どうしたろう︒

十205囹 さあ︑その白いかべに︑プリズムでわけ
た光を写してみますよ︒

十225 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

ざくらの花︒

そこへ︑じろうがでてきます︒

ちこおかあさん

二488 いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

一一486

かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑顔は

その下の白いところに︑先生の手で︑こ

とやへ追われて行く︑白いレグホンたち︒

それから︑じろうは︑りんごをたべよう

へやへ

いってしま

じろうは︑大きなりんごをさちこにわ

二509 じろうも︑となりの

たします︒

二506

とします︒

一一499

とびまわります︒

二494 じろうは︑よろこんで︑りんごをもって

手にわたします︒

はれあがってどんより赤く︑
あかつきの光が窓から白くさしこんでき

十一6912

たとき︑

十一894

おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ

うになりましたが︑

十二304

話をしているうちに︑パラパラと音がし

十三487

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

十一一734

十三537

います︒

じろうが︑走ってでてきます︒

をかけさせておあげ︒

五95圓じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん

五89園 さあ︑じろう︑お乗り︒

一一542

きします︒

第一に︑湯の表面からは︑白い湯げが 二541 こういつて︑さちこは︑じろうを手まね

う書いてありました︒

十四6210

これは︑白いうす雲が月にかかったとき

たっています︒

十四638

に見えるのと︑にたようなものです︒

土のしめっているところへ日光があたっ
て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

十四672

じろう
十652 狂言には︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃ

次郎かじゃ

五139囹 わすれものはないか︑じろう︒
十四699 白い茶わんにはいっている湯は︑
じろう
朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう じろうかじゃ ﹇次郎冠者﹈︹人名︺12 次郎かじゃ

わしの白い下羽が︑綿のように一面にち

十663 でかけるとき︑太郎かじゃ︑次郎かじゃと

じろう

太郎かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて

でも︑風がどっきを運んできてはたいへ

いで︑風を向こうへやってくれ︒

んだから︑次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであお

十676園

は︑顔も向けないようにしていました︒

十671 次郎かじゃは︑はじめは︑そのへやの方へ

返事をしました︒

十6611

いうふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑

が︑現われます︒

まわりには︑鳥の白い羽が雪のようにと

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五212

十五304
りました︒

十五3111

そのしごとも簡軍にできあがるものでは

びちりました︒

十五4810

なく︑白く僥けるはずのものが黒くなったり︑

おまえのせわをしているときは︑いつ

十五佃8囹でも︑ずっと色が白いな︒
十五嗣1囹

︹人名︺12

だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒
じろう

二471でる丸いちろうじろういもうとのさ

663
しろうさぎ一じわれする

を︑さらりと開きました︒

十679 次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす

ずっとおくびょう者でした︒

十688 次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

ました︒

十7110 おくびょう者の次郎かじゃは︑心配になり

十731 次郎かじゃも︑そのまねをして︑おいおい
なきだしました︒

みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十738園 次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

郎かじゃといっしょに歌いだしました︒

三467

三463

白うさぎがいままでのことをはなしま

白うさぎはいたくてたまりません︒

．すと︑そのかたがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

白うさぎはいままでのことをはなしま

白うさぎはすぐ海の水をあびました︒

ました︒

三484

白うさぎがそのとおりにしますと︑か

三471
した︒

三489

白うさぎ400a

らだはすぐもとのようになりました︒

七866

いたの︒

八984
ました︒

じろうちゃん
じろうにいさん

それから︑そろってしろちゃんのうちへ

しろちゃんのみみをみてききました︒
一5810

いきました︒

一593 しろちゃんのうちは︑︿略﹀おはなばたけ

おかげで︑しろちゃんは︑げんきなこ

のなかにありました︒

一604園

おじいさんがこういうと︑しろちゃんは

になりました︒

一614

﹇白﹈︵形︶2

白っぽい ︽ーイ・ーク︾

ふくろからだいやもんどをとりだして︑
しろっぽ・い

い道︑そこを自空車に乗って走る中学生︑

た︒

ちょうど白ばらの花がとんでいくように︒

﹇白薔薇﹈︵名︶2 白ばら

九爾6 白ばらの花は︑もう話しかけなくなりまし

九柵4

しろばら

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒

茶うさぎ一びき白うさぎ10びき黒うさ十209園白つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけ

︹人名︺1

けさ︑漂うさぎは耳にけがをしました︒

しろくろぶち

白黒ぶち

田植えのころになったので︑しろかきをし
﹇白黒斑﹈︵名︶1
白し

︽ーシ︾

白黒ぶちのちぢうしです︒
﹇白﹈︵形︶2

五408團

まえ向けるすずめは白し朝ぐもり

しろ・し

九302落丁

しろちゃん

息白しいつまで残る明星そ
︹人名︺6

十五74三惑
しろちゃん

シロフォンをひとたたきたたいて︑

勧胆幻財

紗卯都財魏の﹁ありさんったら︑ありさん︒﹂

の﹁さあ︑ひと休みしようではあり

六223

の

のシロフォンをひとたたきたたい

こんにちは︒﹂帥卯約財

きりぎりすさん︑

帥卯約財

静卯初財 の﹁うたおう︑うたおう︒﹂

わたくしは︑かたほうだらりとさがった じわれ・する ﹇地割﹈ ︵サ変︶ 1 地われする ︽1

六257

て︑﹁︿略﹀︒﹂

六235

﹁こんにちは︒

六227

ませんか︒﹂

六205

シロフォンのきりぎりす ︹話手︺5 診卿抑肋砂の

六235

いているもの︑シロフォンをたたいているもの︑

六184 オルガンをひいているもの︑たいこをたた

このりんご︑じろうにいさんにいただ シロフォン ︵名︶2 シロフォン

﹇兄﹈︹人名︺1

じろうちゃん︑いらっしゃい︒

一一538囹

じろうにいさん

五147園

じろうちゃん

七942

ぎ2ひき

七8910

らいました︒

十742きゅうに︑にっこりわらい顔になって︑次 七894 白うさぎが9ひきと︑黒うさぎを一びきも 七466 黄みがかった麦ばたけ︑逆路らしい白っぽ

いながらにげだしました︒

りくへ

十749 太郎かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌
しろうさぎ ︹課名︺2 白うさぎ

白うさぎ

三31七了うさぎ⁝⁝⁝四十三

三 4 3 1 七 白 うさぎ
﹇白兎﹈︵名︶15

三432 白うさぎが︑ 島から むこうの

しろうさぎ

いってみたいと思いました︒
いました︒

三442 白うさぎはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とい しろかき ﹇代掻﹈︵名︶1 しろかき

三448 わにざめは︑白うさぎの いうとおりに
ならびました︒

あがろうという

白うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞえながら︑

わたっていきました︒

三449

三452 もうひと足でりくへ

とき︑白うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいま
した︒

一579

わたくしのうちにいたきょうだいです

三461 いちばんしまいにいたわにざめが︑白う 一572 しろちゃん︑はねちゃん︑︿略﹀︑みんな
さぎをつかまえて︑からだのけをみんなむし
りとってしまいました︒

しん一しんじゅ

664

シ︾

しんきち

しんきち
しんきちくん

しんきちくんは︑電車をおりてから︑前野

︹人名︺2

しんきちか︑早かったね︒

︹人名︺1

しんきちくん

五282園

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九429團 大きなうねのはだが地われしているのを
五279

しんきちくん

しているようにみえますね︒

その人たちは︑しんさつをはじめて︑一

﹇診察﹈︵名︶1 しんさつ

十一737

しんさつ

n▽ろうしんし

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒
しんし

だきたいのです⁝⁝はい︒

おたがいに︑信じあえ︒

しんじあ・う ﹇信合﹈︵五︶1 信じあう ︽ーエ︾

十五慨1囹

電話のはじめの人は︑︿略﹀︑そのあとは

﹇真実﹈︵名︶4 眞実

十五788

ひとりの人間にとって眞実であるものは︑

他人にとっても眞実だからである︒

他人にとっても眞実だからである︒

十五787

いではいない強い眞実の力が︑

十四53 私たち自身の生活を思わずふり返らせな

しんじつ

マンシュウから帰って來た眞一一くん︑

十三449

ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋 しんじくん ﹇真二君﹈︹人名︺1 三二くん

しんけんさ

くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

﹇真剣﹈︵名︶1

私たちは︑だんだんしん．けんになってほり

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒
九828
まし．た︒

しんけんさ

十三405園

しんじ
しんきちくんのおとうさんは︑店でそろば しんじ ﹇真二﹈︹人名︺1 眞二
しんじ
はい︑眞ちゃん⁝⁝眞一一を呼んでいた

んをはじいていました︒

五283

にあるいて帰りました︒

しん

﹇芯﹈︵名︶4

十四641 とう明なガス体の蒸氣が︑しずくになる

しん

ときには︑かならず︑なにか︑そのしずくのしん
になるものがあって︑

五278

十四643 もし︑そういうしんがなかったら︑きり しんきちくん ︹題名︺1 しんきちくん
は︑たやすくできないということが︑

■アメリカじん・イスパニアじん．がい

九457團

十四644 そのしんになるものは︑ふつうけんび鏡 しんけん ﹇真剣﹈︵形状︶2 しんけん

﹃必要以上にねむるという幸福﹂でね︑

でも見えないほどの︑たいへんこまかいちりのよ
うなものです︒
十五885囹
﹇人﹈

ふたりとも手はパンのしんだし︑
じん

十三611囹

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑深みや

こくじん・がいこくじんどうし・こだいじん・ちゆ
うごくじん・デンマルクじん・ドイツじん・につぼ

人工

﹇深呼吸﹈︵名︶4

﹇深呼吸﹈

しんこきゅう

︵サ変︶

1

深

しんこ

眞珠

︹題名︺2

ができるのだよ︒

しんじゅ

十33

重三

垂耳

﹇真珠﹈︵名︶16

十379

眞珠与しん

十3710園世界じゅうの人から愛される眞珠︑

十3710園 美しい眞珠︑

じゅなどがはいっています︒

五334 この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん

つめい

じゅ・ようしょくしんじゅ・ようしょくしんじゅは

えんしんじゅ・てんねんしんじゅ・はんえんしん

しんじゅ

しんじゅ

世界じゅうの人から愛される三珠︑これ 十五9412園私たちはやっと︑物の眞実を見ること

﹇人工﹈︵名︶1

しんけんさは︑どうだろう︒

呼吸

七47

しんこきゅう・する

みんな氣持よく︑のびのびと深呼吸をす

深呼吸をしよう︒

立ちどまって︑両手をひろげて深呼吸︒

にしんこきゅうをした︒

校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか

しんこきゅう

を︑人工で作りだすことはできないものだろうか︒

十3710囹

じんこう

んじん
﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

﹇仁﹈1仁

十五399

じん

眞円

体をくずしたものから作りだしたものである︒
﹇真円﹈︵名︶1

十422囹 半円が眞円になれば成功するのだ︒

しんえん

しんえんしんじゅ ﹇真円真珠﹈︵名︶4 眞円眞珠

十438ゆめにもわすれられない眞霜曇珠が︑光っ

十259
十四397

十四396囹

ているではないか︒

十4310すると︑五つぶの眞円眞珠が現われた︒

人格

る︒

十4312園 やっと眞円眞珠ができたよ︒
﹇人格﹈︵名︶1

十4411 はたして︑眞円三珠がやどっていた︒
じんかく

九707園 お礼はどうかとってください︒わたしの きゅうする ︽ーシ︾
五603園 あの三つの花が︑そろってしんこきゅう
人格にかかわりますから︒

665
しんしゅう一しんせつ

珠貝養殖

それから︑わか者は︑三珠貝の研究に全力

眞

眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の
﹇真珠貝養殖﹈︵名︶1

眞黒質

眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが

けられた︒

十424
しんじゅしつ

十397

うまく貝の中に核がのこり︑定心質がまき

いりこみ︑それに︑貝のだす眞蘭質がまきつき︑

十388

﹇真珠質﹈︵名︶2

それから︑龍華貝養殖の科学的研究がつづ

しんじゅがいようしょく

深さのこともわかり︑

十425

をつくした︒

十3812

十384 家子は︑海のそこからまれにひろいあげら しんじゅがい ﹇真珠貝﹈︵名︶2 笹屋貝
れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十394園もし︑母貝の中に︑核をさしいれること
ができたら︑心心が発生するにちがいない︒

十404 しかも︑核をさしいれてから︑眞珠になる
までには︑少くとも四年はかかる︒

十4111 あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい
るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒
十4311 八十五万から五つぶの眞珠が取れたわけで
ある︒

十441かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの
れいにささげて︑その成功をしらせた︒

も眞珠が︑きよらかにかがやいているではないか︒

十4412 第二︑第三と言種を開いていくと︑どれに

つけば︑成功するわけであったが︑

ン島をはじめとして︑オーストラリアや南洋の

ち

人種的

しん・ずる

︽ージ・ーズル︾

一つのことは他のこと

このように︑道理にあわないことを信ず

﹇信﹈︵サ変︶7 信ずる

十三112

関係もないのに︑

るのを︑迷信という︒

知識によらず道理によらず︑いたずらに

の原因であると︑信ずるのである︒

十三115

十三122

しかし︑そのころの教会のぼうさんたち

理由のないことを信ずる迷信は︑

は︑天動説を信じていましたので︑

十三157

そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

されて︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて

十三1512

﹁︿略﹀︒﹂と信じて︑死ぬまで眞理を求

はならぬといわれました︒

めていたのです︒

十三167

私には︑︿略﹀みなさんに︑このあいさ

つを送るだけの特別の権利があると信じます︒

十五794

﹁人生よ︑長くそこにあれ︒﹂

しんせつ■こしんせ

しんせつないい人がひろうと︑だい

﹇親切﹈︵形状︶10

ものですよ︒

十三423囹

﹁しんせつにすること︒﹂というお

この子にとって︑ただひとりのしんせつ

へえ⁝⁝そんなにしんせつだったの︒

ないよ︒

十四995

十四伽2 おばあさんは︑いつものように︑やさし

な人であったおばあさんが︑

十三426園

しんせつだね⁝⁝え︑ぼくに⁝⁝いら

八824園人がしんせつにしてあげるときは︑喜ぶ

とうさんのことばを思いだしました︒

四331團

やもんどですが︑

一537園

つ

しんせつ

十三78

かつて︑パリーの土弄商たちが︑幸吉の手 じんせい ﹇人生﹈︵名︶1 人生

十452 今日︑眞珠の産地は︑ペルシア湾︑セイロ しんじゅしようたち ﹇真珠商量﹈︵名︶1 眞珠商た
十459

﹇人種的﹈︵形状︶1

神の目から見れば世界の人類はすべてそ
あるべきはずはない︒

﹇真珠母貝﹈︵名︶1

眞珠耳食の中に︑砂のような小さなものが
いりこみ︑それに︑貝のだす眞細書がまきつき︑

十387

しんじゅぼがい

眞珠母貝

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

十五7410

じんしゅてき

になる養殖眞珠は︑まがいものであるといった︒

島々であるが︑日本産のものは︑ことに名高い︒

十469園 一つは︑ダイヤモンドであり︑いま一つ
は︑眞珠でした︒

十4610園 自然をあいてとして︑眞珠を世界の人々
にあたえたことに︑心から敬意をささげます︒

十五828 金だの︑眞珠だの︑宝石だのを︑頭に
﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけ

いっぱいつけています︒
十五鵬12園
ています︒

老いた母を思う子の密事は︑遠く海をこ
しんしん

たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち

︵副︶1

しきっているような氣がした︒

鳴らすのであるが︑いかにも雪がしんしんと降り

九127

しんしん

えて︑私たちの胸にまでせまってくる

十四62

十五柵12園 きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠なの︒ しんじょう ﹇真情﹈︵名︶1 眞情
しんしゅう

しんしゅう

しんしゅう ﹇信州﹈︹地名︺1 信州

十二703 曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう
じょうずでしたが ︑

しんじゅおう ﹇真珠王﹈︵名︶1 眞珠王
に知られた御木本幸吉であった︒

み きもとこうきち

十391 このわか者こそ︑のちに眞珠心として世界

しんぞう一しんばん

666

く︑しんせつなようすをしていた︒

十四棚3 おばあさんが︑こんなに︿略﹀︑美しく︑
そうして︑しんせつに見えたことは︑

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五備8園 あの人は︑おまえたちふたりをかわい

しんぞう

十五㎜4園私は︑愛しあう人たちには︑いつでも
﹇心臓﹈︵名︶1

しんせつにいたします︒
しんぞう
﹇身代﹈︵名︶2

身代

六794園 しんぞうのこどうですよ︒
しんだい

十一194 働くことがすきで︑一代でりっぱな身代
をこしらえました ︒

十一201 からだをじょうぶにして︑身代をもとの
﹇人体﹈︵名︶1

人体

ようにしたいものだと︑ほねをおっていました︒
じんたい

体のことを絵いりで説明した本を︑

十一一襯5 オランダのターヘルアナトミアという人
しん
しんちゃん ﹇真﹈︹人名︺6 眞ちゃん 眞ちゃん
しん
十三391囹 ぼく︑三郎⁝⁝はい⁝⁝え⁝⁝眞ちゃ
んが⁝⁝マンシュウの眞ちゃんが︑

十三391園 マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た

しんに

眞に

たとえ労いに敗れても︑精神的に敗れな

﹇真﹈︵副︶1

十三187
心配

い國民こそ︑眞にすぐれた本巻でしょう︒

こんなにだいじにしてくれますから︑おち

そんな心配はいらない︒

﹇心配﹈︵名︶4

五116園

しんぱい

五191

日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

る心配はありません︒

わしが大きなくちばしで女の子の頭でも

も︑くちびるに歌をもて︒

十四435翻
十五267

﹇心配﹈︵形状︶8

心配

つつけば︑老けがをするか︑殺される心配がある︒

二302囹

もう一ど
ぶうちゃんはしんばいして︑

かぞえてみました︒

が白くなり︑

三川1 あまりしんぱいしましたので︑ かみのけ

五685囹おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五697囹おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五711園おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五737園おじいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

と︑十一たい十で︑ ぼくらのほうが勝った︒

六401囹心配しないでまっていらっしゃい︒
七526どちらが勝ったかと思って︑ 心配している

＋﹁7212囹
心配しないでいらっしゃい︒

るだろうって︑心配しているのですよ︒

十五描12囹顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこわが

はないかと心配していました︒

十四1610国すこしこみいりすぎているとお考えで

⁝⁝そうだってね︒

十三4010園 みんなで心配していた・⁝・・うん︑そう

︿略﹀答えました︒

五175囹ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて 十﹁755園﹁心配しないでおいで︒﹂と︑医者は︑

しんぱい

わたしのはこんな小さな字だから︑なお

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五177囹

﹁︿略﹀︒﹂と︑心配そうにいいました︒

それがまた心配になってきた︒

心配ですよ︒

七3610

はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

六97
七399

心配する

︽ーシ︾

︵下一︶

1

心配させる

やまねこが︑黄色なじんばおりのような物

黄色のじんばおりをちょっとだして︑どん

一どにみえなくなって︑

﹇審判﹈︵名︶2 しんばん

しんばんの先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

七524 しんばんの先生のあいずで︑ぼくらは場所

七511

しんばん

も︑きのこの馬車も︑

九749 やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ

りました︒

九731 やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴

ぐりどもに申しわたしました︒

九6811

を着て︑

九5911

やまねこがすこし心配そうに︑それでもむ じんばおり ﹇陣羽織﹈︵名︶4 じんばおり

そうに私の方をみていましたが︑

九641

﹇心配﹈

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は心配そうにききま

おくびょう者の次郎かじゃは︑心配になり

りにいばっていいますと︑

十7110

んですか
十三401 眞ちゃんが書きのこしていった手紙を︑

︽ーセ︾

﹁いっしょにあやまろう︑あした

九皿2園

友だちにまで心配させて一﹂たかぎ

しんぱいさ・せる

した︒

ました︒

十一669

だきたいのです⁝⁝はい︒

とりだして読む︒

しんじ
十三405園 はい︑眞ちゃん⁝⁝眞二を呼んでいた
十三408園 あ︑眞ちゃん︒

身長

十三438園 おかあさん︑眞ちゃんが帰って來たん
﹇身長﹈︵名︶1

だってね︒

しんちょう

りっぱな体格は︑

十二828 身長は一・八七メートル︑みるからに しんぱい・する ﹇心配﹈︵サ変︶13 しんぱいする
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じんぶつ一す

人物

まわりを

さっさと

﹇進歩﹈︵下一︶1

とすこしもかわりませんでした︒
しんぽさ・せる

進歩させる

進歩する

︽一

︽ーシ︾

そのために︑いまのうちに︑早く織機を進
﹇進歩﹈︵サ変︶2

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

しんみりする

︽ーシ︾

けれども︑星をこまかく観察したことか
︵サ変︶1

︵サ変︶

1

信用する

︽一

マッケンナは︑しばらくしんみりした氣
﹇信用﹈

信用してくれていたものを︑あやまちのた
﹇信頼﹈︵名︶2

信頼

私は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かな
これは︑ケラーのサリバン先生に対する

︹課名︺2

眞理

眞理

からすの声も︑ほんとうにのんびりとし

﹇真理﹈︵名︶3

十四807

人力車に乗ったおばさんは︑昔のように

人力車

﹇Vとよだしきじんりきしょっき

とう一つの眞理だと思われたので︑
じんりき

十五718

じんりきしゃ ﹇人力車﹈︵名︶1

﹇森林﹈︵名︶2 森林

私をひざにのせた︒

しんりん

近海の漁場のほかには︑鉱山があるのでもなく︑

十三173 デンマルクは︑︿略﹀︑しらかばの森林と︑

ユートランドの平野には︑八百年あまり

前には︑よくしげつた森林がありました︒

十三203

母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど

﹇親類﹈︵名︶3 親類

十一237

しんるい

金次郎は親類のまんべえさんのところに︑

もを親類にもらってもらいました︒

十一285

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑

あずけられることになりました︒

十一2912

﹇人類﹈︵名︶1 人類

もとの自分の家に帰り︑
じんるい

人類全体

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

十五7410神の目から見れば世界の人類はすべてそ

﹇人類全体﹈︵名︶1

あるべきはずはない︒

世界全体を︑人類全体を︑︿略﹀うちゆ

じんるいぜんたい

﹇巣﹈︵名︶17

巣斎くものす・ふるす

二212園大きなくもがすをかけていました︒
二229園すのおそうじをするので︑はとをだ

す

う全体をながめわたす大きな目をもってください︒

十四375

﹁︿略﹀︒﹂と信じて︑死ぬまで眞理を求す

なん代もなん代もやってみた結果︑とう

めていたのです︒

十三167

て︑ゆめのように︑眞理のように︑

十三74

しんり

十三23 二 眞理⁝⁝⁝八
十三81 二 眞理

しんり

一つになったおかげです︒

信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑

十一一425

しくてなりませんでした︒

八1211

しんらい

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

八132

シ︾

しんよう・する

持で︑この歌に聞きほれていました︒

十四466

しんみり・する

ら︑農業が進歩したのです︒

十四325

日に日に進歩しています︒

十二佃11

しんぽ・する

歩させておかなければならない︑

十343

おじいさんのめん︑︿略﹀︑それぞれの人物 セ︾

﹇人物﹈︵名︶3

をこうたいした︒
じんぶつ
十6310

によって︑それぞれのめんがあります︒

十657 なにをしてもにくまれない︑おもしろい人
物になっています︒

たよ︒

十五5710園 その日本の青年はなかなかの人物だっ

しんぶん ﹇新聞﹈︵名︶5 新聞δかべしんぶん・
かべしんぶんがかり・かべしんぶんだいいちごう・
ふるしんぶん
六684 それを切りとって新聞にはりつけました︒
七641 夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑
ふきぬける︒

九1910 それと同時に︑協会ではすぐに︑︿略﹀つ
ばめのせわをすることを︑新聞に廣面しました︒

十四506 このことは︑あくる日の新聞に出たマッ
ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

︽ースル︾

し

十五513 ジャパンタイムズという新聞も発行した︒
んぶんはいたつする

しんぶんはいたつ・する ﹇新聞配達﹈︵サ変︶1

進歩

ゆうびんなげいれ口の

四9010 しんぶんはいたつする人のことを思っ
て︑
﹇進歩﹈︵名︶2

はく︒

しんぽ

しんぼう

たいへんな進歩じゃないの︒

十二2511園 ねえさん︑たいへんな進歩ですよ︒
十二2910園

﹇心棒﹈︵名︶1

六49 そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん

しんぼう

まいなどがならんでいる︒

十一881 その熱心とそのしんぼう強さとは︑まえ

しんぼうつよさ ﹇辛抱強﹈︵名︶1 しんぼう強さ

す

す一スイス
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いていたら︑たいへんあついとおもいました︒
六3210 からすの子が︑びっくりしてすからとびだ

ひとくちくえども死にもせず︑ふた

くちくえども死にもせず︑みくち︑よくち︑ぶす

十744図葉圓

ふたくちくえども死にもせず︑

はくえども︑死なれもせず︒

十745図貴男

し︑空をみあげる︒
六331 おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子

みくち︑よくち︑ぶすはくえども︑

す

死なれもせず︒
︵助動︶1

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

︽セ︾

十748図闇囹
す

九胴2図解

すだちするひばり︒

紙かいにゆく月夜かな

す

十一一5210

八9515月2日

八9776月13日

八9886月27日

八㎜8 7月18日

八麗2 8月22日

すいか ﹇西瓜﹈ ︵名︶

度度度度度

すいかずら

午後の日光は︑げんかんをおおったすい

﹇忍冬﹈ ︵名︶2

ふたりは︑いどの小屋をおおっているす

いかずらのあまいにおいにひかれて︑

十二365

かずらのしげみをもれて︑

十二319

すいかずら

七744 いま︑まっぷたつになるすいかだ︒

す晴晴晴晴添
い

たまみがかざれば忍なし︒

冬の水一枝の影もあざむかず
ガラス戸の外のつくよをながむれど

野原をゆっくりあるいていく︑水車をくる

﹇水車﹈︵名︶2 水車

風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

水蒸氣

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに

﹇水蒸気﹈︵名︶3

そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑

水蒸氣の量︑高度など︑さまざまな條件

スイスの首府のベルンの町からながめる

︹地名︺一 スイス

ます︒

と︑まつ白に雪をいただく山々がならび立ってい

十五193

スイス

によって︑雪のけっしょうがちがうわけを︑

十四848

とくに多くなります︒

十四682

なったのが︑無数にむらがっているので︑

十四631

すいじょうき

をしないから︑命がないんだと︑

六7710

くるまわし︑たんぼに水をいれ︑

五69

すいしゃ

六436 その列が空にすいこまれていく︒

ていくかかし︒

六329 糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ

古ぎれを︑︿略﹀つぎあわせて︑図の形 すいこ・む ﹇吸込﹈︵五︶2 すいこむ ︽ーマ︾

︽ザリ・ザレ・ズ︾口▽おもわず・こ

二まいあわせて︑図の点線のところをぬ
ず

20

27

28

29

28

カ》

がらすをすにひきもどす︒
七957 わらが巣のようにふくらんでいて︑その中
に︑︿略﹀毛が︑いっぱいはいっていました︒
七972 白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

巣からはいだしてきました︒
四803

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から す 一 す
でて歩いていまし た ︒

けが︑草をたべていました︒

七983 子うさぎは巣の中でねていて︑親うさぎだ ず ﹇図﹈︵名︶2 図﹇▽かいたいず・せっけいず
に切る︒

う︒

十二5211
︵助動︶8

わいものしらず・たえず・にもかかわらず
ひとくちくえども死にもせず︑

ず

七985 お書ごろみたら︑払うさぎは︑7ひきとも︑
巣からでて歩いていました︒

九242 つまり︑ことしある家ののき下で巣をつ
くったつばめは︑

九243 來年また︑同じ巣へもどってくるというの

十744評言圓

ふたくちくえども死にもせず︑

八251図圏やがて死ぬけしきばみえずせみの声

九301圃 くれていく巣をはるくものあお向きに

十745図圏園

です︒

九657 ガヤガヤ︑ガヤガヤ︿略﹀はちの巣をつつ

みくち︑よくち︑ぶすはくえども︑

した︒

五805七月十三日水きょうは大そうじをしま

すい﹇水﹈︵名︶6㈱水Oちかすい

ランプの影のうつりて見えず

十五127図閣

十五71図魍

行く末を見ざりけり︒

十五46図團ときいきおいにまなこすら︑その

十四821図

死なれもせず︒

十748図團圖

いたようで︑わけがわからなくなりました︒

九桝6 ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ
いだに︑巣をかけました︒

十2711 くもがのきに巣をかけることがあれば︑
十2711 巣のはりかたなどを︑しらべておきたいと
思います︒

十ニー56囹 これは︑こおろぎの巣なんだな︒

す︵サ変︶4す︽シ・セ︾δしゅっとうす・べん
がくす・ゆうす
ちるなり丘のタ日に

九佃4図圃金色の小さき鳥のかたちしていちょう

1㈱㈱㈱㈹㈱

669
すうがく

すいすい

すいすい ︵副︶4 すいすい

んのりふじの山︒

四伽6圃 かもめすいすいとんでいく︒
四価3圃 かもめすいすいとんでいく︑空にほ
十542 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた
かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

﹇水仙﹈︵名︶1

すいせん

かわいい赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒

十二942 文字をとおして︑すいすいととびまわる
すいせん

﹇推薦 ﹈

︵サ変︶

2

すいせんする

十一426圃 ふきのとうでて︑すいせんにおい︑
︽ーシ・ースル︾

すいせん・する

十一87園 ぼくはきみをコックスにすいせんする︒
十一88囹 ぼくらですいせんしょうよ︒
九伽8 あぶは︑力いっぱい羽ばたきをして︑すい

すいと ︵副︶2 すいと
とにげていきました︒

九衛10 風と思ったのは︑そうではなくて︑つばめ
がすいととんできたのでしたQ
すいとう ﹇水筒﹈︵名︶2 スイトウ すいとう

十496園 スイトウモッテーオモタイカラモッ
テイッテアゲルノヨ

水道

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十536 そのとき︑いままでかたにかけていたすい
﹇水道﹈︵名︶3

五65 水力電卓をおこし︑水道の水にもなり︑川

すいどう

はだんだん大きくなる︒

五川8 鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど
ばたの高いところにかけますが︑

吸いとる

︽ーッ︾

五皿1 人がときどききて︑水道をつかいます︒
﹇吸取﹈︵ 五 ︶ 2

ら吸いとって︑送ってあげたものです︒

そこへ細い根をのばして︑水と養分と
﹇吸始﹈

︵下一︶

1

すいはじめる

を吸いとって︑夜も書も送ってあげるのは︑

十四551園

︽ーメ︾

ずいぶん

その口のさきを根の中につきさして︑木の

すいはじ・める

八168
﹇随分﹈︵副︶17

しるをすいはじめます︒

おとうさん︑ここは︑ずいぶん高いね︒

きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒

この星は︑一つ一つがはっきりとみえない

八727囹

あの文章は︑ずいぶんへただったろう︒

おまえさんはずいぶんみにくいね︒

はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一
しかし︑パレットの上でみたときは︑ず
いまつかっているお金とずいぶんちがい
この人たちの着物やかぶりものなども︑

十五856囹あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑

あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん

幸福そうな顔をしているなあ︒

十五帯2園

﹇水力電気﹈︵名︶1

水力言説

待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

すいりょくでんき

こし︑︿略﹀︑川はだんだん大きくなる︒

五64 ダムにせかれていけになり︑水力電氣をお

︵五︶

︽ーウ・ーオ・

とまっているちょうちょが︑どんなかっ

5 すう 吸う

そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい

﹇水蓮﹈︵名︶1 すいれん

十5311

すいれん

﹇吸﹈

にさいていました︒
す・う

七214園

ーッ︾与おすう

木の根のしるをわずかずつすっているせみ

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

八194

せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

の子たちは︑たいへん生長がおそくて︑

八201

しずくすおうとででむしが︑つのをふ

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

りあげのぼりだす︒

十一323圃

十四562園しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく

﹇据﹈︵下二︶1 すう ︽ーエ︾

ださった地の中の水や養分でも︑
す・う

リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図圏ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十一328圃麦のはしりほかがやく上を︑海こえて

絵はがきをそのすりものとくらべてみるすういすうい ︵副︶1 すうい︑すうい

この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた
いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒

十四589園

ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

十四327

自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体

星をこまかく観察したことから︑︿略﹀︒

を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑

十三1411

十四577笹戸の外で聞いていると︑あなたたちは︑すうがく ﹇数学﹈︵名︶2 数学

十四2012園ずいぶんあるなあ︒

と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒

十三5510

いまのものとずいぶんちがっています︒

十二価5

ます︒

十一一鵬4

いぶん美しくみえるが︑

十一一169

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九価7

九576囹

ます︒

のですから︑ずいぶん︑遠いことがそうそうされ

八336

七1810圓

五106囹ずいぶん早いね︑にいさん︒

三443囹きみのなかまはずいぶん多いな︒

二394囹

ずいぶん

十四548圏それは︑大部分︑根の私が︑土の中か

すいと・る

すうがくしゃ一すがた
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数学が発達したのです︒

スーザン

十三144 この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

すうがくしゃ ﹇数学者﹈︵名︶1 数学者

︹人名︺一

な天文学者でした︒
スーザン

十三498 メアリとスーザンとエミリとが︑かわい
数日

い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒
﹇数日﹈︵名︶1

九465團 ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜

すうじつ
んで書きだしました︒

すうじつまえ ﹇数日前﹈︵名︶1 数日まえ
少年の父親というのは︑︿略﹀︑数日まえ︑

イタリアへ帰ってきて︑

十一641

すうじゅうねん ﹇数十年﹈︵名︶1 数十年
十五5611囹 指おり数えると数十年の昔になるが︑

一414 でんとうのしたを︑くろくすうっとと

すうっと ︵副︶4 すうっと
んだ︒

三鵬4 かぐやひめのからだは︑すうっとそとへ
でてしまいました︒

七79囹 ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ
んをトントンあがってみたり︑
十四4610 なんだか︑すうっといい夕風になって︑

にん

すうにん ﹇数人﹈︵名︶1 数人δさんじゅうすう

数年

九886 そのほか数人が︑それぞれにわかれてふた
﹇数年﹈︵名︶1

りをひきとめている︒
すうねん

﹇末﹈

︵名︶

7

すえ

末

﹇Vこずえ・もとす

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

十三211 実際に試験してみると︑もみの木ははえ
すえ

え︒ゆくすえ

八111

みんなないて

学校から帰ってきたすえの女の子が︑

どは︑目をなきはらしましたが︑

ことに︑すえの女の子な

八122

1

すえつける

︽ーエ︾

︽一

う︒

また︑図画工作の時間によくいう︑デッ

サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611

ところが︑ある土曜の午後︑おなかをすか

日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ

日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に

飛行機などで︑横からすかして見ると︑

日のあたっているかべや屋根をすかして

すがたδうしろすがた・お

つぎには︑熱い茶わんの湯の表面を︑日

﹇姿﹈︵名︶30

すると︑かぐやひめのすがたがきゅうに

すがたは︑

それは

それは

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑かぐやひ

かぐやひめの

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ

うつくしくかがやきました︒

三価6

めは︑またすがたをあらわしました︒

三㎜3

みえなくなりました︒

三宝9

すがた

すがた

光にすかして見ると︑

十四736

見ると︑ちらちらしたものが見えることがあり

十四7211

ちょうど︑けむりが廣がっているように見える

十四649

じのような︑赤や青の色がついています︒

十四636

のでもおいてすかして見ると︑

十四634

して学校から帰ってきたすえの女の子が︑

八1011

フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど すか・す ﹇透﹈︵五︶6 すかす ︽ーシ︾
研究を重ねたすえ︑︿略﹀︑一種の手術をほ

もがつばめをつかまえました︒

九173
十444

母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど

どこすことを発見した︒

十一237

それに線を加えて︑﹁もと﹂とか︑﹁す

もを親類にもらってもらいました︒

十五373

︵下一︶

いまの﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれで

え﹂とかいう考えを表わすことにした︒

﹇据付﹈

すえる

ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠

十五374
ある︒

すえづ・ける

八592

ケ︾

﹇据﹈︵下一︶5

鏡をのぞいてみた︒
す・える

めがねをかけて石を切る︑目もとを
そばにすえた小さなかごの中から︑一わず

すえて石を切る︑

三508囲
八58

つつかみだしては

病人は︑だんだんしっかりした目を少年
の上にすえて︑

十一804

文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑ 八138

ふみお

十一一133

それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒

をしていない︒

八655圏︸ほかのものは︑一わだってこんなすがた

申しぶんのないけだかさがこもっています︒

八295 そのすがたといい︑︿略V︑ふえの音といい︑

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

謡いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑ 八278

がかを立てて写生をはじめた︒

十五5310

図画工作

ずがこうさく
さんすう︑りか︑おんがく︑ずがこうさく︑

﹇図画工作﹈︵名︶3
ずが工作

ずがこうさく
四116

たいいくなどのべんきょうをします︒

五782囹こごのずが工作の時間に︑写生しましょ
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すがら一すき

らしかりとばされるので︑

八708 すがたがみっともないばかりに︑みんなか
八835 すがたがみっともないので︑いろいろな動
物だちからのけものあつかいにされた︒

八907 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす
がたのうつっているのをみた︒

私の目に映じたのは︑︿略﹀しらがの老

満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ

しん士のすがたであった︒

十五5312

十五666

このすがたをおじさんがごらんになつ

んのすがたが消えうせよう︒

十五713園
たら

ねこは︑︿略﹀歩いて行って︑黒いまく

をあげて︑すがたをかくしてしまいます︒

十五831

九1610十一月のはじめになれば︑もうほとんどす 十五732 やがてすがたをあらわした博士の手には︑
がたをみせなくなってしまいます︒
九254 ちらりとつばめのすがたをみた人は︑
すがら

几vみちすがら

九3211團 秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが 十五価6 美しい︑天使のようなすがたをした者が︑
たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒

七351

ーキ︾

九4011團道もないところがら︑木こりのすがたがすがりつ・︿ ﹇縄付﹈︵五︶4 すがりつく ︽ーイ・
あらわれます︒

んという勇ましさであろう︒

九相9 両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な

黒の労うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親
あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ

うさぎのちぢにすがりつきますと︑

十3110 人をだましたりしないで︑ありのままのす 七979
がたで︑つきあっていきたいのです︒

にかたくすがりついています︒

十5412 わずかのことばですが︑この中には︑妹の 八257
すがたが︑ありありとうかんでいます︒

すがる

︽ーッ︾Oとりすが

王女は︑こういつて︑王さまにすがりつき
﹇縄﹈︵五︶1

これは︑木からいうとめいわくしごくなこ
すがったようなもので︑

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

八1610

る

すが・る

ました︒

十一4611 あの山のすがたが︑小さいころのことを︑ 八441
いろいろと思いださせる︒

十二483園空をとんだり︑すがたを消したり︒
十二5811 おにはおどろいてすがたを消してしまつ
た︒

のいろいろなすがたをあらわしています︒

十二棚8 赤色のすやきの土人形で︑︿略﹀︑男や女

すき

﹇好﹈

短か署しらむを待ちかねて︑︿略﹀︑す

24

すき

与おすき・きれいず

つるぎで失ったものを︑すきでとり返そ
︵形状︶

うと決心したのです︒

十三192

き・くわ持って野にいそぐ︒

十一337圃

十二脳10 屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ すき ﹇鋤﹈︵名︶2 すき
うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたがあら
われていることに氣がつくことでしょう︒
十四3511 なんというおごそかなすがたでしょう︒

十五235 ふと氣がついてみると︑いままで先生の
そばにいた女の子のすがたが見えません︒

き・けんかずき・だいすき・ものずき

三206どんな花がすきですか︒
三817ピーターは赤がすきでした︒

三824ジュデーは青がすきでした︒

三8110マイクルはみどりがすきでした︒

した︒

四577かっちゃんのすきなおだんごを 作りま

五404団私のすきな花は︑こぶしの花です︒

それを知ってから︑よけいにピオがすきに

五438国ぼくのすきな花は︑あさがおです︒
八811

なりました︒

八94 私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま

きな︑安心なところはないというように−
八612

ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく

わるほうがすきであったからである︒

九374国

こがねのどんぐりがすきです︒

のが︑すきではありませんでした︒

九724園

十81 しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶこと

働くことがすきで︑一代でりっぱな身代

おとうさんがそのいなか町がすきになった

一ふくろやったのがはじまりで︑

おとうさんが︑子どものすきそうなおかし

がすきですから︑

を︑

十117
十1312
のも︑

父親のすきなものを買うために︑自分で

をこしらえました︒

十一193
十一207

これは︑絵のすきだったおじさんからゆ

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒
十ニー66

芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

ずつてもらったもので︑

十二709

だというし︑

すぎ一すぎる
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十三2211 長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の
質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑

十四628 自然の現象を観察し︑研究することのす

十三548 絵かきではありませんが︑絵がすきで︑
きな人には︑

十四8112図 すきこそもののじょうずなれ︒

すぎ

﹃不幸﹄をなぐさめてやることがすき

﹇杉﹈︹話手︺1

なのですから︒

十五鵬6園
すぎ

六363 すぎ﹁あら︑子どものかかしだね︒

すぎ ﹇杉﹈︵名︶9 すぎ5いっぽんすぎ

ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

九塒1
スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき

キーをつけ︑

九三9

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

こえる︒

九㎜1

思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが

になって︑ビュウとうなる︒

島忠6

ボール︑テニス︑ピンポン︑ラケット︑

きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

十四219

チフス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキー

スキー︑ラジオ︑ニュース︑レコード︑チフス︑
十四2312園

かきねの上からのびあがってみたり︑

﹇透間﹈︵名︶3 すきま

三鵬10

すきま

私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

へいのすきまからのぞきこんだりしました︒
七3711

湯げは︑えんの下やかきねのすきまから︑

きまをこしらえてくれていたのです︒

十四674

﹇過﹈︵上一︶17 すぎる

︽ ギ・ーギル・一

つめたい風がふきこむたびに︑横になびいては︑
す・ぎる

る・こみいりすぎる・さびしすぎる・ちいさすぎ

ギレ︾δおおきすぎる・おおすぎる・おおぜいすぎ

る・ですぎる・とおりすぎる・ながすぎる・のびす

ぎる・りっぱすぎる

﹃冬の國﹄もすぎていく︒

六362園 すぎの木のおばさん︑助けて︒﹂すぎ﹁あ

すぎていく︒

すきとおる

︽ーッ・

冬がすぎて︑春がきたからです︒

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ

求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

でんりゅうきょうという景色で名高いとこ

風が︑かすかに耳もとをすぎる︒

十一769

紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす

こうして第一日はすぎました︒

ぎれば風あたたかく︑

十一308圃

にいさんのせいより高くなりました︒

十616 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

十52

ろもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒

九偽8

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

九旧7

は︑そろそろ日本をさっていき︑

九169 やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

七257園

五393国

山のそばにきました︒

はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い

二647園

はドイツ語︒

︵五︶5

四4710

二649囹

ら︑子どものかかしだね︒

ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生

六366 おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒スキーじょう ︵名︶ 4 スキー場 Oやまのスキー
九悩4

三122 二年すぎました︒

はえているところは︑書でもうすぐらく︑

九3711国 なん十メートルもある高いすぎやまつの じよう

先生がつえでさされる方をみると︑なるほ

あれがスキー場だ︒

につれられて︑山のスキー場へいった︒

九塀2園

九398国 一ど︑すぎの木で︑根もとからかれてい
る高さ十五メートルに近い木にのぼったことがあ

九塀4

﹇透通﹈

いよいよ︑スキー場に着いた︒

山の上には︑青い空がすきとおるようにす
んでいる︒

八596

ール︾

すきとお・る

九塀7

どりっぱなスキー場で︑ジャンプ台もみえる︒

りました︒

九406団 なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大
きくゆれました︒

かにいてすぎの山しずか

九稲6図魍 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

十一402圃山のもみじ軽みなちりはてて︑青くし
げるはまつ・すぎ・ひのき︒

﹁ああ︑すきとおった青い色ですか︒﹂

﹃清い空氣の幸福﹄で︑ほとんどすき
とおっています︒

十五倣9囹

と︑日本の海の美しさを︑思いうかべるように

十1512園

十158囹それはすきとおった青い色ですよ︒

木はバラバラと実を落しました︒

十五106図圏 いけがきのすぎの木ひくみとなり家 九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの
の庭の植え木の青めふく見ゆ
十五131図魍 あさき夜の月影清み森をなすすぎの
こぬれの高きひくき見ゆ
すぎ ﹇過﹈5いいすぎ・おおすぎ・おひるすぎ
九悩6 まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

スキー ︵名︶7 スキー
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ずきん一すぐ

十一789 そうして︑二日めも︑三日めも︑四日め
もすぎました︒

た農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑そのほかわ

十三246 そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ
ずかのものにすぎませんでしたが︑

十四77團 どうしても一どはおこらなければなら
ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

十四336 この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の
﹇頭巾﹈︵名︶1

ずきん

大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒
ずきん

すく

びか光るずきんをかぶり︑
﹇ 透 ﹈ ︵ 四 五 ︶6

︽ーイ・⁝キ︾

五714 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか
す・︿

一485囹 きしゃはすいています︒
いすきなクローバーをたべました︒

六槻11 おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ
九㎜1園 この一一三日というものは︑ちっともかか
らなかったから︑おなかがすいてしまった︒
また︑あみをかけようと考えました︒

九柵9 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
十四9211 かわいそうに︑その子は︑おなかがすい
て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

﹇好﹈︵五︶1

すく

︽ーイ︾

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

十五116図圃ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ
す・く

十五⁝⁝2園私は︑あなたをすいている﹃美しいも
のを見る喜び﹄でございます︒

すぐ ﹇直﹈︵副︶82 すぐ畢まっすぐ

三173 王さまは︑すぐはんたかをおよびにな

一495 きしゃはすぐはっしゃしました︒
りました︒

三441 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐになかまを大

ぜいつれてきました︒

はらのたっときでも︑このかぐやひめ

らだはすぐもとのようになりました︒

三471 弄うさぎはすぐ海の水をあびました︒
三489 白うさぎがそのとおりにしますと︑か

三親4

のかおをみると︑すぐなおりました︒
﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこ

いって︑大きな

その生徒さんは︑すぐひもでげたの

すぐてつだった︒

しょにつれてかえろうとなさいました︒

三冠8
四179

四325国

﹁もうすぐだ︒﹂

はなおをすげてやりました︒

かめは︑すぐそばまで

四536園

四鵬3

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい
おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお

たにまに︑小さいいずみ︑

五48
五189

わかれでした︒

つばめが︑私のすぐ目のまえを︑いった

の人をすわらせてあげました︒

六402園 すぐ帰ってきまずから︒

六517 月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

でたかと思うとまたすぐはいります︒

たかと思うとまたすぐはいります︒

そのわけは︑すぐけんとうがついた︒

六518
六佃1

じると︑すぐはがれますよ︒

六伽6園 でも︑のりがかわかないうちにあまりい

六伽11囚回 きみたちが︑ここでわいわいやっていて

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑

七264園 ねえ︑はっぽと同じになるのは︑鳥など

すぐうしろのおばさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心

に︑すぐみつからないためですよ︒
七368

ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン

すぐまた︑しあいがはじまった︒

配そうにいいました︒

七525

ターに渡した︒

七542

くれがたの庭そうじ︑︿略V︑すぐうしろに︑

月は︑音もなく︑のっそりとでていた︒

七703

﹁︿略﹀︒﹂と親あひるがいうと︑ひなたち

朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

すぐにみつけられた︒

八785

大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

︑
40
ノ了− ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八662 水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに

はすぐとびだしてきた︒

八616

八459園 そうすればすぐおなおりになります︒

ぐまいもどってきます︒

八92 ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

したが︑

七923 小屋からだすとき︑みんな喜んですぐでま

五242園ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ 七907 が︑すぐ︑まえ足をおろしてしまいました︒
五429国

りきたりします︒

旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木

ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

五6710おじいさんが金のさかなをよびますと︑す
五平9

の上へにげていきましたが︑
しかし︑ひわは︑すぐに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ま

やっとつまんだと思うと︑すぐにおとして

ねをしました︒

五㎜2

六85

しまった︒

ありはそういって︑すぐ木の葉の船につか
まりました︒

六153

すぐ一すくいぬし
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と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

天
ノ4
80
1そうして︑はくちょうたちがみえなくなる
八鵬2 のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか
んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒
げましたが︑くだけた米もでてきました︒

八㎜4 どんどんすっていたら︑こんどはすぐには
八柵5 ほしてすぐ︑もみすりをするものではない
と思いました︒

九92 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑
すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九199 それと同時に︑協会ではすぐに︑︿略﹀つ
ばめのせわをすることを︑新聞に廣略しました︒

おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

すぐそれを︑口に持っていきました︒

十一2212
受けてくれませんでしたが︑

しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを
一雄はす

医者がすぐそばのベッドまできました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑

つぼめてしまったQ

十一517
十一5912

十一739

そのへやのすぐそばの︑ドアのぞとに足

ぐ賛成した︒

十一814

わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ

音がきこえて︑

十一875囹

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

九十センチぐらいのところでも︑︿略﹀︑

私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく
なって︑それをまねようとしました︒

十二336

すぐに手をついて︑いざり歩きになります︒

十二272

九4411團 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 十一一266 民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑
なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑
にかかってすぐ帰りました︒
九50！1 水がふえのように鳴ってとびだし︑すぐた
きになって︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒

九532 いちろうは︑すぐ手まねきして︑それをよ
び と め て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とたずねました︒

十三544

え︒

十三515

え︒

十三509

芭蕉はすぐ戸をあけました︒

それで︑すぐに︑おとなりのおじさんの

がマリアだということは︑すぐにわかりました︒

十三547

水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ

ところへ行きました︒

茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑

たり死んだりしてしまいます︒

十四587園
十四666

私はすぐにこれをためしてみましたが︑

茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑

﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

大わしはすぐにとび起きて︑

ほんとうにそのとおりでした︒

十四779
十五298

その申し出でを承知して︑私はすぐに

と考えてみただけでも︑このことがすぐ理解され

十五3811
よう︒

十五582園

私は︑それを足先につっかけるなり︑す

授業にかかった︒

おかあさんたちが悲しそうな顔をして

チロー︑おまえもすぐ著い︒

ぐ︑小鳥のようにとびだした︒

十五642
十五933囹

いるときでも︑ほおずりをしてもらえば︑すぐそ

十五佃1園

のなみだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

ひるすぎていよよにあかきばらの花

かわずだまりて人の足大きくすぐる

いよよに重くかたむきふかむ

十五155図國

十五84図魍

﹁とんでいる︒﹂で動いているようすがす す・ぐ ﹇過﹈︵上二︶2 すぐ ︽ーギ・ グル︾
このようにまとまると︑だれでも読んで︑

︵下一︶ 1 すくいあげる

そうして︑マッケンナも︑その歌を歌っ

すくいあ・げる ﹇救上﹈

﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒﹂ ずく δちからずく
︽ーゲ︾

ていたおじょうさんも︑そのほかの婦人たちも︑

十四505

みんなすくいあげられました︒

その絵を見ると︑︿略V︑そのおかあさん すくいぬし ﹇救主﹈︵名︶1 すくい主

すぐ帰って悟るんだから︑きみも射たま

すぐ帰って悟るんだから︑きみも來たま

ズ略﹀︒﹂と︑それぞれ子どもたちにはすぐわかる︒

十三306

すぐにそのわけがわかる︒

十二946

ぐわかる︒

十二944

十一一758

た人形のことを思いだして︑

九569囹 やまねこさまは︑いますぐにここへも 十二384 へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし
どっておいでになるよ︒

生がすべられる︒

九柵4 のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先
九梱1 あふれでた水は︑さらさらと走って︑やが
て︑すぐ下のすこし大きな川に流れこんでいた︒

九梱1 それは︑みつばちであることが︑くもには
すぐわかりました︒

十373 豊田式人力織機は︑円内につかわれるよう
になったが︑かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動
力機械を作ることにとりかかった︒

十543 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた
かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒
十7011 太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑

十五333 女の子は︑にこにこわらって︑この自分
すくう

︽ーウ・ーオ・ーッ︾

のすくい主へ手をさしだしていました︒
﹇ 掬 ﹈ ︵ 五 ︶6

八437園 では︑庭のいけの水をすくって︑こがね

すく・う

になったものにふりかけなさい︒

八439 王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ
て︑王女のからだにおふりかけになりました︒
ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八946 ういたもみがあったので︑手ですくってみ
九湘5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九伽3 手をいれて︑それをすくおうとすると︑

﹇ 救 ﹈ ︵ 五 ︶4

すくう

︽ーイ・ーエ・ーッ・

＋2410
くずれくだける石炭︑シャベルですくう石
炭︒
すく・う

九201 ﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂という

ーワ︾

運動に全国民が︑加わったほどです︒
まわれるようになりました︒

十一303 やがて︑村をすくい︑多くの人からうや

十三57

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはいつ

たものが︑いちばんすぐれていたという︒

十五4711

中からふかい思想を読みとりました︒

十四364 むかしからすぐれた人たちは︑星の光の

い國民こそ︑眞にすぐれた國民でしょう︒

な天文学者でした︒

十三144 この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

するどい角をのぞかせた︒

十三187 たとえ職いに敗れても︑精神的に敗れな

少い

少ない

︽ーイ・一

﹇少﹈︵形︶7

また︑まきが少ないと︑近所へ木をひろ

たずねてくれるものも少ないし︑

カッ・ーク︾

すくな．い

八611
十一一713

となりの友だちにさそわれていったこと︑

いにいったりしました︒

かして残したいと考え︑

十五488 今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

その生徒さんは︑すぐひもでげたの

﹇挿﹈︵下一︶2 すげる ︽ーゲ・ーゲル︾

中学校の女の生徒さんが子どものげ

たのはなおをすげるあいだ︑

四354園

はなおをすげてやりました︒

四326團

す・げる

冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣

くりはあんがい少なかったこと︑

十二922

十三2711

名高い文学者で︑その名のわが國に知ら

場に︑子どもたちがたむろして︑

しかし︑このおじょうさんくらい︑この

れている人は︑けっして少なくはありません︒

十四43
十四499

少くとも

少なくとも

がくるぞ︒

大風って︑こわいな︒﹂雲﹁ないだりあれ

ちゅうをとんでいく︒

九二4囹

﹁すごい︒﹂先生のからだは︑美しく

たり︑営みたいなものさ︒ほう︑また︑すごいの

六356囹

い・ものすごさ

ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす すご・い ﹇凄﹈︵形︶2 すごい ︽ーイ︾5ものすご

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒

﹇少﹈︵副︶3

むばかりでなく︑

十五411一
すくなくとも

しかも︑核をさしいれてから︑眞珠になる
までには︑少くとも四年はかかる︒

十405

思うと︑いろいろのことを︿略﹀話しかけて︑

十二4112園丁が命がけでせわをすれば︑ケラーさ 十一781 少なくとも︑いくらかわかるであろうと
んがすくわれるのです︒

︽iウ︾

﹇優﹈︵下一︶8

5たちすくむ

しあげましょう︒

すくむ

すぐ．れる

︽ーレ︾

能は︑その中でも︑もっとも日本らしい︑

まき絵は︑日本のすぐれた工学品の一つ
で︑古くから外型人にもてはやされてきました︒

十二川2

藝術の中で︑とくにすぐれたものの一つです︒

十二縦3

すぐれたところのあるものとなっています︒
かまくら
平安時代の終りから鎌倉時代にかけての

十644

すぐれる

すこしたって︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂

つかまりそうになった

まぶたをすこしひらきました︒

四5510 かっちゃんは︑ねつがずっとさがって︑

とき︑またわの中ににげこみました︒

四224團 もうすこしで

三囲2囹 もうすこしおまちください︒

﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

二705

二436囹 さあ︑もうすこしのぼろう︒

二396園 すこし休もうか︒

十五272園だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私 十四1010團 少なくとも︑一週間ごとにお手紙をさ すこし ﹇少﹈︵副︶85 すこし
すくう

のきばにすくうつばめさん︒

﹇巣食﹈︵五 ︶ 1

がいますくってあげるから︒
すく・う

四776 の

すくすく ︵副︶3 すくすく

三月ほどのあいだに︑すくすくとせいがのび

三湿8 また︑小人のようだったおひめさまは︑
て︑ふつうの人の大きさになりました︒
十一322圏 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの
こすくすくのびて︑

、

675
すくう一すこし

すこし一すこし
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五2410園 せきをすこしあけてくれました︒
五293囹 店をでてすこしくると︑

五311囹 ぼくにはすこしおもかったんですが︑と
てもうれしいんです︒

五9610園
﹁じゃ あ ︑ も う す こ し ね ︒ ﹂

まだすこし早いようだ︒

五678 海はすこしあれていました︒
五971園

六137 もうすこしで口が水にとどきそうになった

ほうがすこしふくらんでいました︒

どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが

花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ

でてきました︒

八㎜2

八佃5

すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた

だと思いました︒

九407團

いちろうは︑すこしいきますと︑そこはも

りをみまわしますと︑

九506
う︑﹁ふえふきのたき﹂でした︒

九518

いちろうがまたすこしいきますと︑

九516園

まあ︑もうすこしいってみよう︒

とき︑足がつるりとすべって︑

九528囹

まあ︑もうすこしいってみよう︒

いちろうが︑またすこしいくと︑

まあ︑もうすこしいってみよう︒

六餌9 ただ︑はながつまっているだけだが︑その

六299園すこしでもいいから︑わけてください︒

九5211

ために発音がすこしおかしい︒
九538園

いちろうがすこしいきましたら︑

﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑またす

九541

こがね色のどんぐりどもは︑すこしずつし
﹁︿略﹀︒﹂やまねこがすこし心配そうに︑

もうすこしで貝つかに着くというところで︑

きょうは︑このかたの畑をすこしほらせ

すこしぐらいのことだからといって︑ご

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進

つけているその力に︑おどろきました︒

十561 すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き
十一4410
みました︒

まかさなかった弟よ︒

十一4511

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

まじめな顔をした老人でした︒

十一7310

に︑すこしくちびるを動かしました︒

十一775 そうして︑なにかいおうとでもするよう

十一789 すこしよくなるかと思えば︑思いがけな

一日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑

くまたわるくなったりで︑

すこしばかりのパンとチーズも︑

十一7812

かりかけるようにみえたことです︒

十一802 病人が︑しだいに︑すこしずつものがわ

十一8011園 もうすこしのあいだですから︒

十一859園ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も

文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ

うすこしここにいさせてください︒
十ニー612

毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ

ろからじっとみつめた︒

十ニー91園

﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

やしきがすこし廣いし︑

じょうずになっていくようです︒

十二238
待て︑待て︑もうすこし上までいこう︒

九四1園

すこしゆれすこしゆれいるこでまりの

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

すこしばかり手ならしをしてから︑続け

い場にもどってくると︑

十二778

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑

十二675

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十一一405

ばかりの動詞も知りました︒

十二345

花

そこからさらに︑すこしさかのぼって水を
飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

二流11

のすこし大きな川に流れこんでいた︒

九牛2

水は︑さらさらと走って︑やがて︑すぐ下

九榊4図魍

しゅれいるこでまりの二

九M4図埋水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

てもらうことにします︒

九787園

先生は一けんの農家にたちよられました︒

九784

それでもむりにいばっていいますと︑

九641

ずかになりました︒

九635

六鵬11 いってから︑すこしふしぜんだなと思った︒
七124
こしちがいます︒

七134 ﹁いますこし︑手をいれてみよう︒﹂
将領にふれて︑すこしずつのびるのね︒
七324園
七344囹もうすこし︑中へはいれませんか︒
もうすこし︑中へいれてくださいません
七361園
か︒

七364囹さぶろうさん︑ もうすこし︑がまんして
いらっしゃい O
七3611 なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑
からだがらくになったような氣がしました︒
七664 青々とはれて︑すすきすこしゆれている︒

八565 すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ

八387園 すこしはある︒
とが曲がっている︒

八646囹 でも︑もうすこしだいてみましょう︒

八775 あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ
いているのをみつけたので︑

八953 水をとりかえるときにみたらもみのもとの

677
すこしも一すじ

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑そ
十五醜10園

十五991一

じ

いつでもすこし悲しそうにしているの

チルチルすこし困って︑﹁︿略﹀︒﹂

チルチル

つつましくすこしさがってい

﹇少﹈︵副︶19

すこしも

うさぎさんたちは︑そのことをすこしも知

おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

かなしむことはありません︒

十四923

まだマッチをすこしも責ってはいなかった︒

たのか︑すこしもさわがず︑

十五274 女の子は︑︿略﹀おどろいて氣でも失っ

十五747 それによって兄が特権を與えられねばな

けれども︑思うことがすこしも書けてい

らないという理由はすこしもない︒

うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑

夜をどうしてすごしておいででしょう

すごすご

スコットランドの西岸のおきあいで︑

ローマン号という小さな汽船が︑十ばいもある定

十四4410

スコットランド ︹地名︺一 スコットランド

ところへ帰りました︒

おじいさんは︑すごすごと︑おばあさんの

︵副︶1

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

十五805 それ以前は︑おたがいに他の角々のこと

か︑お知らせください︒

十四135国

幸吉をかばい︑︿略﹀︑なん年かをすごした︒

十4110

ないことに氣がついた︒

ほんとうに幸福であったが︑すこしもいば すご・す ﹇過﹈︵五︶3 すごす ︽ーシ︾

うさぎは︑すこしもじっとしていません︒

十五悩3

八932

茶人はすこしもくっせず︑求め求めて︑い
そこからさらに︑すこしさかのぼって水を
金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

わたしはこんなところがすこしもない

すこしも立体感がない︒

五772

金次郎は︑すこしもつかれたようすもな すごすご

その熱心とそのしんぼう強さとは︑まえ

十一一206園

5あとずさる

■あとずさりする

δてすさび

期船につきあたって︑ちんぼつしてしまいました︒
すこしもゆだんができません︒

すさび
十一一276

しかし︑フィリップのすなおな心は︑ま

しかし︑それだからといって︑すこしも

八223

あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

で上と下とまん中をはりつけました︒

六柵2 そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

ときにつけたすじがたてについています︒

六佃1 紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

日本という國をみたこともなく︑また日 すじ ﹇筋﹈︵名︶3 すじ塁くびすじ・ひとすじ

すさる

私は︑どのようなおどろきとふしぎが私 すさり

十四354

せんでした︒

ずしさのために︑すこしもゆがめられたりはしま

十四58

本語をすこしも話せないこの二少年が︑

十二811

を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒

十一一322

ようにしたいのです︒

十一一172園

とすこしもかわりませんでした︒

十一881

く︑

十一2510

十一217

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

九章1

つか︑いまのしずおか縣のさかいもすぎ︑

九旧6

らなかった︒

七875

りませんでした︒

六部8

すこしも

る﹁光﹂を指さしながら︑

十五備3

は︑だれもふり向いてくれないからです︒

十二903 どんなたっといことばでも︑ただ口まね
のことばは︑すこしの力も発きしないから

十三113 一つのことと他のこととの間に︑すこし
のつながりもなく︑

十三554園 もうすこし大きいのがあるよ︒

十四44 フランスのルイ・フィリップの名は︑す
こしちがった特別なひびきをもって︑
月をくらせるのだ︑

十四1410団圖 もうすこしすれば︑ごいっしょに一

十四169團 すこしこみいりすぎているとお考えで
はないかと心配していました︒

ています︒

十四765 すこし高いところでは︑反対の風がふい
十四866 いますこしふかく考えれば︑さらにおも
ふ

しろい場面が発見されるように思われる︒

十五283 ある岩角のすこしあき地のあるところを

十五196 これは︑富士山よりはすこし高く︑
目がけておりて行きました︒

十五305 わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった
かと思うと︑

十五309 少年が女の子を後にかばうようにして︑
チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑
十五821一

さとうとは︑︿略﹀ ︑ す こ し は に か ん で ︑

十五889 チルチル︑すこし横の方に立っているひ
とりの﹁幸福﹂を指さして︑

十五891囹 あれはすこしひねくれ者で︑子どもさ
んたちにしょうかいするのはむずかしい︒
飲む︑たべる︑ねむる︑

十五915囹わたしたちは︑すこしの休みもなく︑
十五992 まえよりはすこしせの高いのが︑

われめができました︒
﹇筋向﹈︵名︶1

すす

すじむかい

頭上

﹇涼風﹈︵名︶1

すず風

すすき

十一一鵬11
た秋の野原︒

三362囚囲

土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ

はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく
夏の日には︑この音がすずしい高持をお

トン︑トン︑ゴシゴシゴシ︑ススススス︑

たいへんにぎやかでいそがしそうです︒
六476圏

かきの秋

やまが︑草屋ののきまでたれ
ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす

て︑かきはすずなり︑夕がらす︒

六481圃

すすむ

進む

︽ーマ・ーミ・

そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす

ーム・ーン︾与つきすすむ

すんでいきました︒

三812

どんなふうにお話がすすんでいくか︑臥し

しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ

日本に春がくると思うと︑もう矢もたても

馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ

けれども︑なんだか氣がすすみません︒

冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進

弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

手のひらに文字を書くことから︑進んで︑

知識には︑浅いものと深いものがあるが︑

その深く進んだものを科学的知識という︒

十三87

﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒

手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたによって

十二415

そこからでなおして進みました︒

十一454

みました︒

十一4410

すりするばかり︒

十一398囲

一つの生きものみたいに進んでいく︒

十一83園乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑

ろからぬけだして︑新しい方向に進んでいく︒

十一77園ボートは向きをかえて︑あぶないとこ

九柵11

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九価6 はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一

んだん光がうすくなって︑

九745

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八163 だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで

しすすむにも︑よういではありません︒

七388

みではありませんか︒

六667

すずしいかぜがふきこんできたので︑ 四391 ここまで話がすすむと︑

しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず
﹁ジャージャー︑ジャージャー︒﹂と︑す
虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

あまいような︑すずしいような︑氣の晴れ

こさせ︑

十三336

なってきた︒

十一372圃

晴れするような味だった︒

九型8

そうです︒

八2311

ずしい声で鳴きます︒

五皿8

しい川のきしを走ったりしました︒

五203

目がさめました︒

﹁5110

四849 三ばんめに︑すじむかいのみきこさんが︑ すずし・い ﹇涼﹈︵形︶7 すずしい ︽ーイ・ーク︾

すじむかい

﹇頭上﹈︵名︶1

しょうかをうたいました︒

﹇煤﹈︵名︶1

﹇鈴﹈︵名︶4

る︒

すず

し︒

すすき

まっかにじゅくした実がすずなりになつ

ずなり︑夕明かり︒

九446団

ているのをみると︑

デ︾

でた︒
すす・む

﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえにすすみ

﹁ごはんをたべてから︑すすきを取って すすみ・でる ﹇進出﹈ ︵下一︶ 1 すすみでる ︽一

きをかざった︒

十二949 すすきの野原を心にえがき︑

﹇進﹈︵五︶20

十5910 えんがわにつくえをだして︑その上にすす 七447

おいで︒﹂とおっしゃった︒

十594圏

七664 青々とはれて︑すすきすこしゆれている︒

るところがら︑小鳥がとびたった︒

四146 むこうぎしの︑すすきのもさもさしてい

﹇薄﹈︵名︶6

だっし︑あぜまめのびて︑ふくすず風に夕はん樂

十一351圃 日ましに日ざしが強くなり︑いねはそ すずなり ﹇鈴生﹈︵名︶3 すずなり

すずかぜ

高山植物のかおり︑

十五213 朝風にひびくすずの音︑日光にかがやく すすすすす ︵感︶一 ススススス

ランガランとひびき︑

九634 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ

ン︑ガランガランとふりました︒

九633 ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ

四707 すずとかけて︑なんととく︒

すず

四943 もくもくもくと︑えんとつからすすが
とぶように︑黒い︑こまかいものがとんでい

すす

ここに帰って來て︑私たちの頭上にとびかい︑

十三64 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

ずじょう

すじむかい一すすむ

678

679
すずむし一すそ

十三94 原因と結果との関係や︑その間に行われ
る法則を知って︑ととのった知識とし︑また︑さ
らに進んだ研究をする土台にするのである︒

十三910 知識が開けず︑科学の進まないところに
は︑迷信が行われる︒

また︑すずめがおりてきたよ︒

すずめは︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはた

七2110園

七222

にいちゃん︑すずめはなにしにくるの︒

すずめが︑だいこんの葉をみているよ︒

けの中を歩く︒

七223囹
七225園

そのかわり︑親たちの大できのすずめもね
目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑

四885圃

すずめおやこ

まえ向けるすずめは白し朝ぐもり
たべのこしのめしつぶまけばうちつど

すずめ親子

すずめ親子のものがたり︒

﹇雀親子﹈︵名︶2

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114図圃わか草のはっかにもゆる庭に來てす

外に來て鳴け病む人のために

十五112図面人の家にさえずるすずめガラス戸の

うすずめの子らと日なたぼこする

九三5図面

九302図圃

すずめにみつけられたらたいへんです︒

八215

こもやってこないから︑安全です︒

八侶7

十三125 知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を 七226 すずめが︑ぱっと︑とんでにげる︒
まったくとり去ってしまうようになれば︑日本の
國は︑今日よりまだまだ進むことであろう︒
十五721一 ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ
すずむし

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑
﹇鈴虫﹈︵名︶1

い

十一559圃 すずむし︑小むし︑チックタック時計︑

すずむし

一つ一つひびく︒

すずめ

すずめ﹁ちゆんちゆん︑ちゆんちゆん︒﹂

﹇雀﹈︹話手︺3

二629

すずめ

く︒﹂

す ず め ﹁まあ︑うぐいすさんよ︒﹂

二647 すずめ﹁もう︑﹃冬の 國﹄もすぎて
一一698

すずめ ﹇雀﹈︵名︶19 すずめ﹇Vおやすずめ・こす

すす・める

すずめさんは︒﹂すずめ﹁ちゆんちゆん︑
すずめたち

すすめる

進める

︽一

それは︑すずめたちにたべられないため

﹇雀達﹈︵名︶1

﹇進﹈︵下一︶4

だと︑おかあさんが教えてくださった︒

七296囹

すずめたち

ちゆんちゆん︒﹂

二628園

ずめ・ちょんちょんすずめ
四896圃 すずめ親子のねたあとは︑さらさら
ニー67 とんぼぼうししかからすすずめめだ
さらと雪の音︒
かかめめじろ
すずめさん ﹇雀﹈︵名︶1 すずめさん

ひなはすずめではありませんでした︒

﹁す ず め の 子 ら し い ね ︒ ﹂

三354囹 やねのところで︑すずめがないてい
ます︒

五947園

五9510

すずめがきたとき︑ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴

いてみせました︒

五㎜2

メ︾塁おしすすめる

す ず め は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒

五畜5

十四371

十五511

本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑日本人の

ボストン︑ニューヨーク︑ワシントンと

ための英語教科書の編さんまでしたりした︒

十五533

恩師ジョルダン博士は︑そのためのては

無事に旅を進めて︑

十五552

おじいさんは︑かぐやひめにこのことを

﹇勧﹈︵下一︶7 すすめる ︽ーメ・ーメ

ずを早くからすすめられていた︒

ル︾

すす・める

三鵬8

金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑

つたえてたびたびすすめましたが︑
十一246

が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ

母親にすすめました︒

十一608

さて︑私は︑あなたがたに星を見るよう

とわりかねてしまった︒

十四321

にすすめましたが︑

﹂といって︑

私はハギンスというものですが︑じつは︑

私のプリンタリーじいさんがね

十五451

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

すすめられたいすにかけて︑

十五517

私が一言も発しないうちに先手をうって︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五5410

﹇畷泣﹈︵サ変︶1

すすりなきす

かたわらにあったいすをすすめるのであった︒

少年は︑いすにぐったりと身を落して︑

すすりなき・する
十一7912

る ︽ーシ︾

﹇硯箱﹈︵名︶1 すずりばこ

すすりなきしました︒
すずりばこ

手紙を書こうとして︑すずりばこをあけ

た父にこういわれたら︑水さしに水をいれて持つ

十一一878

ていくだろう︒

日本についていろいろの研究を進め︑日 すそ ﹇裾﹈︵名︶2 すそ

て︑ついにラジウムを発見したのです︒

夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

五五11 さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑
おどろいてとんでいってしまいました︒

七87 すずめが︑ときどき︑チュンチュンと鳴く︒

スター一すっかり
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六318 きもののすそが風にあおられる︒
て︑首を着物にぬいつける︒

巣だつ

すだちする

︽ータ︾

︽ース

七324園

空買にふれて︑すこしずつのびるのね︒

ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ
﹁︿略﹀︒﹂というと︑ひなたちも一わずつ

あいだを30α皿ぐらいずつあけ︑きそく正し

どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが

病人が︑しだいに︑すこしずつものがわ

て働くことになりました︒

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで
十一802

毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ

かりかけるようにみえたことです︒

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

じょうずになっていくようです︒

十干ー91囹
十二582

自輔といって︑一書夜に一どずつ︑自分

おにに人間をくわせてやるというのであった︒

十三152

日に二どずつ︑このふたりの子どもたち

それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

は︑︿略﹀︑散歩に出て來るのでした︒

︵副︶38 すっかり

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒

十五櫃12園
すっかり

もうすっかり元氣になったの︒

がんたちもあつめました︒

1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら 四579 すっかり用意ができると︑みはりばんの

でてきました︒

八梱6

いにふえました︒

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて

もうすっかりくらくなっていて︑

五552

3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま 四㎜8囹
したが︑いちばん多いので15本になりました︒

八梱7

1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ
3本ずつ植えたかぶには︑

しまっているんだもの︒

五676園
八鵬3

1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ 五価4 それで︑ひわは︑すっかりそのまねができ

お元氣どころか︑このとおりすっかりよ

あ︑これですっかりらくになりました︒

毛がはえました︒

七968 みんな︑目があき︑からだには︑すっかり

六972囹

わって︒

六297圏

るようになりました︒

八鵬7

いていました︒

八鵬2

十五209

1かぶに3本ずつ植えたのと︑1判ずつ植 で西から東へ一回塗します︒

すをみることにしました︒

えたのと二とおりにして︑くきの数のふえるよう

八993

く植えました︒

八992

とびこんだ︒

八6511

ずかずつすっているせみの子たちは︑

八194

つつかみだしては指さきへとまらせたり︑

十二531 ⑧顔は︑着物のすそからさかさにいれ 八59 そばにすえた小さなかごの中から︑一わず

﹇巣立﹈︵サ変︶1

スター 5デビッドスタージョルダンはくし
すだち・する

﹇巣立﹈︵五 ︶ 1

四803 す一すだちするひばり︒

ル︾

すだ・つ

十五749 親としてみれば︑自分の子女にはすべて

すたれる

︽ーレ︾

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑社会に
﹇廃﹈︵下 一 ︶ 1

巣だたせたいのが念願である︒
すた・れる

スタンフォード

八㎜2

十三254 しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水 八994 1存ずつ植えたのと二とおりにして︑
の害がのぞかれたので︑すたれた都市はふたたび
おこり︑

スタンド ︵名︶3 スタンド

十二775 スタンドには︑はじまるまえからたいへ
んな見物人でした︒

十二819 私はスタンドから一心におうえんしてい
る二少年のことを思っては︑ふるいたって訪い︑

一

十二834 スタンドの人たちは︑われるようなはく
︵名︶

手をふたりに送りました︒
スタンフォードだいがく

こがね色のどんぐりどもは︑すこしずつし
十まいずつたばにして︑

十一211

さかわ川のていぼう工事があって︑どの

に︑三たばずつあげました︒

八222

もうすっかりくらくなりました︒

物したのち︑その一わを買い︑

一本ずつおってしまえ 十5811 おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん 八62 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見

十586

ずかになりました︒

九635

ずつほりおこすことにしました︒

いていました︒
大学
十五524 そのころ留学生としてアメリカのスタン 九425團 ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね

フォード大学に学んでいた私は︑

ずつ ︵副助︶27ずつ

そこで︑まいにちかしこいでしをひと
みにきた人が

りずつ︑はんたかのところへやって︑

三117
三928

ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒
四855園 ﹁はい︑三つずつおとりなさい︒﹂
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ずっしり一ずっと

八236 やがておきなおったかと思うと︑からだは
すっかり皮からはなれていました︒
おみとれになりました︒

八288 そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり

八856 あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ
おってしまわないように︑水の中をおよぎまわら
なければならなかった︒

しまった︒

八9211 新しいはくちょうは︑すっかりはにかんで

じぎをしています ︒

八塒8 どのいねのほも︑すっかり黄色になってお
九314團 いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく
して︑秋も終り近くなりました︒
のぞいておかないといけないといわれて︑

十三156

す︒

︐．﹂れで︑夜と豊とがあるわけも︑春・ すっと

すっと

すっととびたったかと思うと︑その鳴いて

︵副︶1

いるなかまのそばへ︑とんでいって

八248

つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつが

さどが島においでなさったことがあった︒

五904囹わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

ずっとさがって︑

四559

三野6囹ひょうばんよりもずっとうつくしい︒

植林が成功してから以後の農業は︑すっ ずっと ︵副︶31 ずっと

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので
十三247

デンマルク人のたましいは︑︿略V︑すっ

かりかわりました︒

十三26一
かり生まれかわりました︒

三郎くんのことばだけで︑すっかりよう

すがわかるように︑くふうします︒

十三458

それが長い間つかっているうちに︑

おわすれ願いましょう︒

その女の子は︑中のへやをすっかり見と

ずっしり

月は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑

そのずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑

みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

いしい先生も︑ずっとうしろの方から︑

ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑

両手をずっとさしのべて︑

十一457

ずっとおくびょう者でした︒

十688

十6511ずっと︑ひとりでくらしていました︒

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十273

へいってためしてみたり︑

九拠4 あともどりして飲んでみたり︑ずっと上流

﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒

昏乱1

うれしそうです︒

南川1 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

八5811

さえずっている︒

七715

木をずっとはずれてしまっていました︒

六5510

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

ぶほどの自動車や電車が︑︿略﹀ゆききしている︒

十四163国私がそばにいないことなど︑すっかり 六379 ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑豆つ
十四228囹

すっかりなれてしまって︑日本語になった

なりました︒

十四618園
十四9610

間にあげてしまっても︑さしつかえない

このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人

しまって︑すっかり︑よみがえったような下半に

九3410国︺どんな小さな根っこでも︑すっかりとり 十四4612 寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで
九445国 いつのまにか葉がすっかり落ちつくして
はだかになった木の上に︑

もうすっかり明かるくなっていました︒

徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

とくがわ

おすことができた︒

十五453

わるいなかまとっきあっていたものだ

てすっかりようすを変えてしまったので︑

十五柳6囹

まあ︑どうあなたがやってみたって︑

から︑すっかりくさってしまったのですね︒
十五佃5囹

︵副︶1

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒
ずっしりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑
すってんころり

ふみ石の上で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

十728

ずっしり

九4810 けれども︑いちろうが目をさましたときは︑

九三10 あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま
ま地面に落ちました︒
な氣持になりました︒

九翫10 こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく

十一839園わたしは︑これこのとおり︑すっかり
じょうぶになったよ︒
かりわけがわからなくなっていて︑

十一868園 ここへっれてきたときには︑もうすっ

たかれ草が︑すっかりくちていた︒

十一一149 夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい

︵副︶1

こんどはたおれた木のみきにトンとけつま
ずいて︑すってんころりところげました︒

六鵬7

十一一769 曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが すってんころり
すっかりうれしくなりました︑

十二866 夕日はすっかりおちてしまいました︒

すっぱぬき一すな
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いました︒

十一885 その日も︑その晩も︑ずっとつきそって
十一885 そのつぎの日も︑一日ずっとそばにいま
した︒

は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二214園 文雄さんがりっぱな絵かきになるころ
十二4712園 時間をかけて絵をかくより︑写眞のほ
うがずっと便利なわけだけれど︑

十三273 土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑
ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ

︵名︶3

ステッキ

ぬきや︑ひやかしなどで︑できているといっても

十649
よく︑

ステッキ

そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

中へお立てになりました︒

九7811

九792

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

て上流に向かって歩きながら︑

九晒1 茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそっ
十7310園

金次郎は︑また︑人がすてておいたいね

命をすてておわびをしょうと考え︑

のなえをひろって︑

十一293

父は︑同志社を守り育てるために︑北海

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五668

﹁ズドーン︒﹂下の方から︑てっぽうの

﹁ズドーン︒﹂二はつめのてっぽうの音

が︑ひびいてきました︒

四509

音がひびいてきました︒

四495

やえ子︑ぼくのステッキを持っておく ずど一ん ︵感︶2 ズドーン

たけいっぱいにはいります︒

十五647園
れ︒

そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老人に

すてる

十﹁218

はい︑だいこんの葉1⁝どうして︑葉を

すこしも休まず働くので︑かえって︑お

いりこみ︑それに︑貝のだす眞珠玉がまきつき︑

十387 眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが

らくだの足あとがつづいていました︒

七8211招魂がさばくを旅していますと︑砂の上に

七755画面のほかに︑なにもみえない︒

砂の中に立てるの︒

七244圏

七243 兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒

をやるから︒

七2311囹ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水

こしらえています︒

三792 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を

しみたいですね︒

一529囹 かわらのすなは︑みんなちいさなほ

その日はすでに︑私は︑﹁ゆのみ﹂と すな ﹇砂﹈︵名︶10 すな 砂
すでに知ったことを材料として︑考えを
戦いによって失われたシュレスウィヒと

﹇捨﹈︵下一︶9

まりあることになりました︒
す・てる

うたをわすれたカナリヤは︑うしろの
下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を
その貝がらをすてたところが︑きょうこ
貝がらといっしょに︑︿略﹀︑たべたけも

しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

の害がのぞかれたので︑

やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお 十三253
して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九9510

のの骨や︑角などを︑ここへすてました︒

九7910園

れからいく貝つかですよ︒

九775園

ながして︑海のとおくにすてにいく︒

五78

山にすてましょか︒

三563圏

てる・かなぐりすてる・なげすてる・やきすてる

︽ーテ︾5おりす

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三258

おし進め︑

十三810

﹁水﹂とでたいへん苦しんだあとでした︒

十二351

なっていた︒

十443

十四105国 ほのおがゆれたりしないとか︑光をすでに ﹇既﹈︵副︶4 すでに
ずっとやわらかくするために小さなかさがあると
か

わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑

十四652 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま
十四688 これは︑茶わんのばあいにくらべると︑
しくみがずっと大きくて︑

の方へずっとよってくるではないか︒

十四976 ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子
十五981囹 どこだって︑やはり︑お金持よりびん
ぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒
かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃7囹 あすごに︑ずっと後の方に︑ベールを
十五柵5囹 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに
にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五備5園でも︑ずっときれいだなあ︒
十五掴4園 でも︑うちにいるときよりか︑ずっと

十五冊8囹 でも︑ずっと色が白いな︒
お話がうまいな︒

まえのことが思い出されてきた︒

十五㎜3 校長先生のお話を聞いていると︑ずっと
すっぱぬき ﹇素破抜﹈︵名︶1 すっぱぬき

683
すなお一すべて

すなお

﹇素直﹈︵形状︶7

すなお

る心を︑われわれは失っている︒

砂地

考えの幸福﹄です︒

︽ーク︾

ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの
すばやい

十四357

人間の力というものは︑うちゅうにも負

自動車は︑やがてこう外のすばらしい家

けないくらい廣大で︑すばらしいものだ

十五729

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

のげんかんに横づけになった︒

十五852園

ずふ

ずぶずぶ

δちょうるいずふ

船は︑ものすごいスピードで走るだろう︒

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑

十一61園その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

この廣間のなにものをもおさえている︒

ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上 スピード ︵名︶一 スピード

ボールは︑すばやくあちこちにとんだ︒

﹇素早﹈︵形︶7

十199

太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑
そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや

︵副︶1

たけいっぱいにはいります︒

九791 土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

ずぶずぶ
鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑︿略﹀︑

少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の ずぶぬれ ﹇濡﹈︵名︶1 ずぶぬれ

九195 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

すべて

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

それは︑先生が與えてくださった新しい

﹇総﹈︵名︶3

すばらしいところだな︒

十五鵬8囹

十五919囹それがこの世のすべてですもの︒

いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美

﹇総﹈︵副︶9 すべて

その夜は︑すべての音も雪にうずめられ

あなたを思うすべての心をかたむけて︑

すべてのものが︑ことごとく波にのまれ

てしまったように︑

十四459

さようなら︒

十四137国

たようなしずかさでした︒

十二753

しいといわれる身のうえになったのである︒

八934

すべて

うの王さまのすべてよりもりっぱで︑

これが﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅ

四川9園

すばらしいものを手にいれたね︒

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ
すばらしい早さだ︒
土人のひとりが︑書物というものはなに

それなのに︑こんなりっぱな文章が書け

すばらしい大きな石だんで︑とても人間
わざではない︒

十二576

ませんか︒

るということは︑なんとすばらしいことではあり

十二3911

かすばらしい力をもっているものだと考えました︒

十ニー111

九皿3

になって︑ビュウとうなる︒

九五1

七143

目で︑すべてをみるようになったからです︒

十一一382

すべて

少年は︑すばやく短刀を持ちかえた右手
で︑その石を取るが早いか︑

十五3011

子を自分のせなかにかくしました︒

十五296

ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五291

くあなの中へかくれてしまった︒

十ニー54

すぐそれを︑口に持っていきました︒

十7010

をすべっていく︒

七542

すばや・い

ぼりました︒

六168

十59 ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと すね ﹇脛﹈︵名︶1 すね
十63 いつでも︑どこにでも︑その美しいものを︑
すなおに感じとる心を︑もちつづけたい
なりたいのです︒

十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
十318 友だちのいいところを︑すなおに学んでい
きたいと思います︒

に﹃はい﹄といわなかったのだね︒

十一629園 このことをたずねたとき︑なぜすなお

十四58 しかし︑フィリップのすなおな心は︑ま
ずしさのために︑すこしもゆがめられたりはしま
せんでした︒

︹砂地﹈︵名︶2

十五791 すなおなれ︒
すなじ

八563 朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ
り︑美しい砂地がみわたされた︒

すなば

砂原

ーク︾

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ すばらし・い ﹇素晴﹈︵形︶10 すばらしい ︽ーイ・
﹇砂場﹈︵名︶1

けてみようと思って歩きだした︒
すなば

三791 五人の子どもが︑もみじのこかげのす
﹇砂原﹈︵名︶1

なばであそんでいます︒
すなはら

十一52 川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す
もうをとったり︑おにごっこをしたりして

十三251 しげった林は︑海岸からふき送る砂ぼこ

すなぼこり ﹇砂埃﹈︵名︶1 砂ぼこり
りをふせぎ︑

すなわち

﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

﹇即﹈︵接︶1

十五悩5囹

すなわち

のですからね︒その名はすなわち︑﹃むじゃ氣な

すべらす一すみ
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十四6312 すべて︑まったくとう明なガス体の蒸氣
が︑しずくになるときには︑かならず︑なにか︑
げんじものがたり

まくらのそうし

そのしずくのしんになるものがあって︑

すべてこのかなによって書かれた作品である︒

︽ーシ︾

1

すべりおりる

︽ーデ

ル︾

十五212

朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

︽ーメ︾

すべりぶり

やがて︑十人︑二十人︑つぎつぎにすべり

﹇滑良﹈︵形︶1

すべりよい

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒
すべりよ・い

︽ーッ・ーラ・ーリ・

すべる︑すべる︑ながれる︒

﹇滑﹈︵五︶16

くつづいている︒
すべ・る
ール︾

三882

すべる

九柳8いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長

︽ーサ︾

そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

﹇男振﹈︵名︶1

はじめた︒

九㎜5

る

十五403あの有名な源氏物語や枕草子などは︑ すべりはじ・める ﹇滑始﹈︵下一︶1 すべりはじめ

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑

十五748 親としてみれば︑自分の子女にはすべて

すべらす

すべりおちる

九㎜5

十五7410 神の目から見れば世界の人類はすべてそ すべりぶり
の愛する子どもなのだから︑

﹇滑﹈︵ 五 ︶ 1

十五7411 四海の民すべて兄弟姉妹である︒
すべら・す

1

九期10園 先生︑もうすべらしてください︒

︵上一︶

すべらせる δふみすべらせる
﹇滑 落 ﹈

すべり 呂さるすべり
すべりお・ちる
︽ーチ︾

︵上一︶

︽ーサ︾

すべり出る

のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先

すべりだいものはすべつてよろしい︒

べつてよろしい︒﹂といわれた︒

九㎜4

九佃9園

それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

生がすべられる︒

九㎜9

みんなそこへいくと︑いま︑いしい先生が

べり︑おりてはまた登った︒

九川6

林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

すべられるところである︒

とうにゆかいであった︒

九備10

十199 ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上

︵名︶3

ズボン

をすべっていく︒

ズボン

いたどんぐりで︑

九619 よくみると︑これはみんな赤いズボンをは

ハーモニカ︑シャツ︑ボタン︑ポケット︑

ズボン︑オーバー︒

十四201一

﹇住﹈︵名︶1

すまい

父は︑同志社を守り育てるために︑北海

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五669

すまい

波が︑すべりだいをすべるように︑らくら 十四2310園 クレヨン︑ズボンはフランス語︑
足がつるりとすべって︑﹁あっ︒﹂というま

六耐10

ぼくは︑夜︑勉強をすましてから︑

手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた すま・す ﹇済﹈︵五︶1 すます ︽ーシ︾

﹇炭﹈︵名︶1 炭

すみ呂かたすみ

へやのすみに︑かれ木が立っていま

﹇隅﹈︵名︶7
した︒

三339囹

すみ

いる︒

七672 炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって

すみ

こえてくるようだ︒

十53 耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき

一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの すま・す ﹇澄﹈︵五︶1 すます ︽ース︾
ようちゅうが︑はいだして︑あおぎりのふ

﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

先生︑まだすべってはいけませんか︒

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき

九⁝⁝8囹

九研9囹

こえる︒

九価9

りころがつたりしておりていきました︒

といみきをつたって︑地面に向かって︑すべった

八152

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

六伽10

ら︑つるつとすべった︒

六638

に︑川の中におちてしまいました︒

六138

くと流れていきます︒

五7911

四523 どうかすると︑するりとすべりおちそう 三882 すべる︑すべる︑ながれる︒

リ︾

﹇滑 降 ﹈

になり︑おんぶして いるがんもおちそうに
なります︒

︽

すべりお・りる

字にすべりおりた︒

九佃11 ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文

九佃5 午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

すべりかた ﹇滑方﹈︵名︶1 すべりかた

すべりだい

しいすべりかたを教えていただいた︒
﹇滑台﹈︵名︶1

すべりだす

五7911 波が︑すべりだいをすべるように︑らくら

すべりだい

﹇滑出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

くと流れていきます︒
すべりだ・す

﹇滑出 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

九麗3 先生は︑はちまきをして︑すべりだされた︒
すべり・でる
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︹話手︺3

愛です︒

すみこ

すみこ

三610

すみこ﹁さらさら︑さらさらさら︒﹂

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七嗣9 かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持

三72

すみこ﹁白いくものながれ︒﹂

すみこ﹁たなびくかすみ︒﹂

九968 たかぎ 舞台のすみからボタンをひろって

七419 車中のすみからすみまで流れた︒

三75

くる︒

一つのまるいつぼをみつけ︑

きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑

おやねがうつくしい︒

三522間ありはすみれの花にのぼり︑﹁高い︑

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑

たんぽぽがさいていたり︑すみれがさいて

高い︒﹂といいました︒
五477
いたり︑

十一911

そういって︑すみれをベッドの上にちら

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十一922
しながら︑

すみこさんのしたおはなし︒

︽ーマ・ーム・ーメ・一

山の上には︑青い空がすきとおるようにす

すんだ青さをもちながら︑ときにはくも

﹇澄﹈︵四五︶8 すむ

八965

水のすむのをまって︑むらのないようにま

んでいる︒

八596

る書の空︒

六502圃

ン︾

す・む

たけのこや︑ちょうや︑はち︑

一一287

︽ーン︾

すみこさんは︑﹁いもうと﹂にあてて書 十三65 すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑

きました︒

すみずみ

下男のように住みこんであげてもいいけ

すみこ・む．﹇住込﹈︵五︶1

れども︑

十二708

﹇隅隅﹈︵名︶1

で︑﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒

三倣10家のすみずみまで光りかがやくほどなの

すみずみ

住みこむ

四242

すみこさんと︑︿略﹀︑この五人のばんです︒

一一253

十692 おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし すみこさん ︹人名︺3 すみこさん
まってあった︑

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十一7611 夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

すみ

十五934 いぬぶつぶついいながら︑テーブルの
﹇墨﹈︵名︶6

すみで︑﹁︿略﹀︒﹂

すみ

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく

七621 すみをすっている︒
くらいでした︒

九938 新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で
はないので︑なおあたりをさがしている︒

九944 たかぎ しばらくして持っているすみに氣 すみつ・く ﹇住着﹈︵五︶1 住みつく ︽ーイ︾

きました︒

つゆ晴れ空はみどりにすんで︑
すみっこ

十五備12園人間が地上に住みついてからこのかた︑
﹇隅﹈︵名︶1

そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

でも︑水がすむまで見ているかもしれな

少年たちよ︑︿略﹀︑土ぼこり顔よご

すとも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒

十五167図魍

い︒

十三508

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

十二754

によくひびく︒

十一348圃

がっき︑ちょっとためらったのち︑﹁︿略﹀︒﹂

すみっこ

︽一

先祖代々住みなれた土地はもとよりのこ

﹇住慣﹈

てばかりいた︒
すみな・れる

十二552

レ︾

住みなれる

こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

︽iッ︾

1

十一378圏

さがしていたすみである︒

すみきる

︵下一︶

九9810囹ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ 八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ
すみがま

九9410

ないか︒

﹇炭窯﹈︵名︶1

﹇澄切﹈ ︵ 五 ︶ 4

と︑自分の生まれたところは︑なんともいえない
暖かい感じのするものである︒
炭やき小屋

すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の

すんでいました︒

三㎜3

﹁竹とりのおきな﹂というおじいさんが

思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆす・む ﹇住﹈ ︵五︶ 16 すむ 住む ︽ーミ・ーム・一

三93圃

ン︾

﹇炭焼小屋﹈︵名︶1

すみやきごや

るいけむりのあがるのがみえました︒

九273圃 すみきったボールの音や秋の風

清らかな︑すみきったたま︑それはおかあさまの

十一165 天と地にかがやくものの中で︑いちばん すみれ ﹇董﹈︵名︶6 すみれ

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3210團 秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが 九411團

がたのうつっているのをみた︒

八906 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす

すみき・る

四877 すみがまの上に︑雲がでています︒

すみがま

すみ一すむ

すむ一すら
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でいました︒

五653 海べに︑おじいさんとおばあさんが︑住ん
五654 ふたりは︑ふるい小さな家に住んでいまし
た︒

家がたっていました︒

五773 みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

ました︒

六673 あるところに︑一びきの雪ぐまが住んでい

かぶとむしの子どもたちは︑

八189 同じ地中に住むものでも︑こがねむしや︑
八724 そこにはかもが住んでいた︒

八779 中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと
いっしょに住んでいた︒
ばしょう

そ ら

十二578．昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑
ふかがわ

五88園

四695

おりるかたがすんでから︑ごじゅんにお

﹁ダンスがすんだ︒﹂

おばさん︑わざわざきてくださって︑す

乗りください︒

五149園

ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ

れことなくすめば︑

十一341圏

十一396圏

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

らまめ・えんどうみなまいた︒

きみの看病はすんだ︒

下がきがすむと︑パレットの上にチュー
十ニー99園

それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑

一年一年とすんだことをかえりみて︑

十五411一

そうじがすんだら︑そのことについて

ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす

それで︑みんなは急いでそうじをすませ
うれしいような︑すまないような心持がし

ちょっとのまも行かれないのです︒

ぼくは︑ほんとうにすみませんが︑

むばかりでなく︑

式をすませてもどってくると︑たかやま先

た︒

十四203

話をしよう︒

十四201園

長者の望みはとげられた︒

十二6012

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十ニー65

一夜明ければうれしいはつ日︒

ほんとうにすまなかったね︒

十一414圃

五307囹

みません︒

五5411

まさごをおかあさんにわたして︑食事をす 十一909園

ませてから︑

夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

おさらいを早くすませてから︑お遊びな

すみませんが︑そのいどの水を一ばいく

の中をとびまわっていました︒

五966
六902圓
ださい︒

さい︒

七234園

た︒

七528
七548

生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒

十五901囹

のせわをしよう︒

十二702 深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という 七239囹 もう︑おさらいがすんだから︑あおむし
人が住んでいました︒

自分は︑その近所に別に家をかりて住む

かにつけて不自由であろうから︑

十二706 芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに
十一一7010
ことにしました︒

じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑

すももの花も︑︿略﹀︑いっぺんにさきだします︒

五3910国

私は︑べつにいそぐこともありませんでし すもも ﹇李﹈︵名︶1 すもも

もうをとったり︑おにごっこをしたりして

十一52 川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十735園

くれがたの庭そうじ︑それがすむのをまつ すもう ﹇相撲﹈︵名︶2 すもう呂おおずもう

ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

いねの花のすんだあとをさわってみると︑

ていたのか︑

七702
八悩1

かけがえのない︑樂しい遊び場所であり︑

十三279 ここに住んでいる子どもたちにとっては︑

十四307 小さな島國に住んでいたために︑氣持ま

十253

した︒

十一2110

すみません︒

十一228囹

わたしがみなさんのお役にたたないで︑

郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒

すら

すら

赤色のすやきの土人形で︑高さは一二ー

︵副助︶3

トルほどあり︑

十二川6

しごとがじゅうぶんできないので︑金次 すやき ﹇素焼﹈︵名︶1 すやき

たので︑妹の氣のすむようにして︑つれていきま

十486

ら地上にでてくる︒

でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒
人間などは︑

十四3412 したがって︑その地球の上に住んでいる

すむ

︽ーマ・ーミ・ーム・ーメ・

十五483 はん主からゆるされた十六人だけが︑有
﹇済﹈︵五︶30

田に赤絵町を作って住み︑
す・む

四613園 ともかく食事をすませて︒

ーン︾

四619 二十九わのがんが︑食事をすませると︑

687
すらすら一する

八715

親あひるですら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

雪のむれが︑道を消し︑︿略﹀︑人をたお

し︑こ︒こえ死にさせてしまうことすらある︒

十四8610

行く末を見ざりけり︒

スリッパ

スリッパ

スリッパのへりをひとまわりして︑帰って

︵名︶一

いった︒

七604

十三559

絵はがきをそのすりものとくらべてみる

十五45図工ときいきおいにまなこすら︑その すりもの ﹇刷物﹈︵名︶1 すりもの
と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒

する

︽ーッ︾与ひきずる

絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

﹇擦﹈︵五︶3

すみをすっている︒

どんどんすっていたら︑こんどはすぐには

チをすった︒

十四9710

女の子は︑もう一本の︑第三番めのマッ

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

八鵬3

七621

す・る

すってあります︒

十三533

十555 このごろ︑私は︑作文がすらすらと書けな す・る ﹇刷﹈︵五︶1 する ︽ーッ︾

すらすら ︵副︶3 すらすら
くなりました︒

十561 なんと︑わけもなく︑すらすらと書いてい
﹁︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらといえる

ることでしょう︒
十一588
ようになった︒

すらりと ︵副︶1 すらりと

八238 みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色
もこくなっていきます︒

る・かんこする・かんさつする・かんしゃする・か

んしんする・かんにんする・きゅうていしする・

ぎょっとする・きょろきょろする・きらきらする・

ちごたえする・くっする・くふうする・くろうす

くしゃくしゃする・くしんする・ぐずぐずする・く

る・けいこする・けいさんする・けっしんする・

けっする・けっせきする・けんかする・けんきゅう

いする・こうこくする・こうして・こうたいする・

する・けんぶつする・ごあんないしなさる・こうか

ごちそうする・ごぶさたする・ごろごろする・こん

る・さんしゅつする・さんせいする・さんぽする・

ざつする・さいする・さいそくする・さっぱりす

しかえしする・しけんする・しじょうけいさんす

る・しっかりしなさる・しっかりする・じっけんす

る・じつげんする・しっぱいする・しつぼうする︒

しつれいする・じめじめする・しゃする・しゃせい

する・しゅくする・しゅっぱつする・しゅっぱんす

﹇刷﹈︵名︶1

すり

nVあいされかた・あいする・

一 する ︽サ・シ・ショ・シロ・ス

﹇為﹈︵サ変︶幽

リャ・スル・スレ・セ︾

る・しょうかいする・じょうきょうする・じょうず

する

る・じょうたつする︒しょうちする・しょうとつす

九154 ときには︑十ぱも二十ぱも︑ずらりとなら

ずらりと ︵副︶1 ずらりと

あくしゅする・あとずさりする・あともどりする・

すり

んでいることがあります︒

あんしんする・あんないする・いきいきする・いき

る︒しんこきゅうする・しんずる・しんぱいする・

る・しんようする・すいせんする・すすりなきす

しんぶんはいたつする・しんぽする・しんみりす

る・じょうはつする・じょうりくする・じわれす
る・えいずる・えんずる・えんりょする・おあいす

ずする・うとうとする︒うんこうする・えいがかす

がうまくいかないから︑また困る︒
n▽てすり・ほおずり・ほおずりする・も

いぞろいする・せいちょうする・せいりする・せい

る・すだちする・せいかつする・せいこうする・せ

る︒おあげする︒おいとまする・おうえんする・お

十三583園色のあるのは︑その点はよいが︑すり きする・いしょくする︒いちかいてんする・うずう
﹇擦﹈

おくりする・おおさわぎする・おかえしする・おき

みすり

すり

きする︒おきせする・おしあいする・おしょうばん

れつする・せっする・せつめいする・せわする・ぜ

︽ーゲ

んごする・そうじする・そうしたら・そうして︒そ

すりあげる

する・おしらせする・おすわりする・おたずねす

﹇刷上﹈︵下一︶1

ル︾

る・おつきあいする・おつたえする︒おつれする・

すりあ・げる

それを木にほりつける人と︑紙にすりあげる人と

けいする・ぞんずる・たいいんする・たいする︒た

うぞうする・そうだんする・そつぎょうする・そん

十二川11 この浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑

せする︒おわかれする・おんぶする・かいけつす

おどおどする・おねがいする・おはなしする・おみ
すりえ

くする・だっこする・たったする・たっちする・た

﹇摺餌﹈︵名︶2

の共同作品なのです︒

る・かいこんする・かいてんする・かげんする・か

る・ちゅういする・ちょうこくする・ちょっとし

びする・たむろする・たんけんする・たんじょうす

すりえ

五953園 すりえをこしらえて︑たべさせてみよう︒

うする・かつどうする︒がまんする・かんけいす

こうする︒がさがさする・がっかりする・がっしょ
させてやりました︒

五954 たまごのきみですりえをこしらえて︑たべ

た・ちらちらする・ちんぼつする・つやつやする・

X5囹

一652囹

しな人︒どうかしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ニー63

かんがえものをしてあそびました︒﹁

じめにしりとりをしました︒ただおさん

︑ことばあそびをしました︒はじめに

T だけみどりいろをしていました︒おさ
ニー53 お月さまは︑どうしたらえにかくこ

ます︒なんとかして︑そろえること

つるつるする・てまねきする・てわけする・どうし

る・ななまわりばんする・にこにこする・にっこり

して・どりょくする・なかだちする・なかなおりす

ニー64

二708

vという声がする︒この声はひと

二686園える︒しずかにして︒もっとしずか

二714 るように︑小さくする︒ もくろく 一

三115やかさまは︑どうかしてはんたかをりっ
三116をりっぱな人にしてやりたいと︑お
三119 おしえることにしました︒ 一年たち
三125園たしがはなしをしてみよう︒﹂とお

三197 しらべることにしました︒えをかい

にとどけようとして︑手をここまで
三1610園

ニー75
二223園

三253囹を切ることにしよう︒﹂みんなはび
三257園のあたるようにするには切るよりほ
どうするかということに
三265 おした木を︑

する︒のびのびする・ばたばたする・はっきする・

んに︑おはなしをしてきました︒きょ

作文をすることになりまし
三302うだいで︑

五

いちろうさんのしたおはなし︒﹁︿略

うんどうかいをするのですね︒﹂

二252

さだおさんのしたおはなし︒﹁︿認

W囹

二257

すみこさんのしたおはなし︒﹁十二

二231署すのおそうじをするので︑はとをだ

る・はっぴょうする・はばたきする・はやがってん

二268

しゃする・はっする・はっせいする・はったつす
する・はらはらする・はればれする・はんしょくす

可287

︵四︶

くにおさんのしたおはなし︒﹁ある

て︑大さわぎをしました︒﹂

ずなのに︑どうしたのだろう︒﹄﹃︿略

ひっそりする・ひとしごとする・ひとねいりする・
二319囹

二308園

四︶

ひとまわりする・ひとやすみする・ひとりじめす
Q

る・ひょうげんする・ひょっとすると・ふさふさす
る︒ぶらんこする・ふわふわする・ふんとうする・

二337囹 こんなはなしをしていると︑どしん
二338園 というおとがしてきました︒﹃︿略

どんな音がするでしょう︒かいが
では︑

三915 なかったらどうしましょう︒このポ

三894

はだいだい色にするからね︒﹂そのと
三832園

めちゃめちゃにされちゃった︒﹂と︑
三805圏

三795 まわりをみたりするひまもありませ
どをいっぱいにしてもらうんだから︒
三7910園

三769園の國でなにをするの︒﹂こんどはマ

三6710げました︒青々とした中に︑ふんわり

るぐるまわりをするばかりだ︒はじめ
三648園

そろえてへんじをしました︒みんなの

がそのとおりにしますと︑からだは

においがぶんとします︒﹁︿略﹀︒﹂いち

いなきょうしつにしましょう︒﹂とおか

︒たのしい学校にしましよう︒きれいな

る・ぴかぴかする・びくびくする︒びっくりする・

いろはあそびをしました︒よしこさん

〉。

三318園れいにそうじがしてあります︒一だ
リンのにおいがしてきます︒﹂﹁︿略﹀
三342園
三344園花のしゃせいをしていました︒まつ
三346園て︑しゃせいをしていました︒わた
をつけるようにして︑ねています︒
三378園

ほおずりする・ほこする・ぼんやりする・まんぞく

7

ふんわりする・べんきょうする・へんしゅうする・

たけこさんのしたおはなし︒﹁︿略

二374

だれかがばかにするんだもの︒﹂おと

五︶

しきる・まんぞくする・みぞれする・めいれいす

二422園

また︑かげえをして︑みせてくださ
においをかいだりします︒それから︑と
いこうとして︑きゅうにたち

二のばめ

たり︑おどったりします︒きゅうにお

＞︒﹂という声がする︒ぶた﹁おや︑ひ

38

8
エ

38
41
48

る・めんする・もくさんする︒もさもさする・ゆき

二482

S圏

る・よげんする・よこどりする・よろよろする・り

きする・ゆらゆらする・よういする・ようじんす

へやへ

えって手まねきをします︒

二483

S

かいする・りようする・りょこうする・れんしゅう
する・わくわくする

では︑あしぶみをしました︒﹁はれたお 二513

X んごをたべようとします︒けれども︑そ
ぼ かくれんぼするもの︑ よっと
一122圃
って︑手まねきをします︒ 四のばめ
一236 ︑らっぱのようにしました︒﹁くつがな 二502
一238

う︑さちこの声がします︒﹁︿略﹀︒﹂さち

でべんきょうをしました︒三年生も︑

二525

二678

?@かで︑春の声がするよ︒﹂みんなは︑

二594園

﹁︿略﹀︒﹂たねまきする人︑いえをたて

︵二︶

一252

一445 ︒﹂というこえがしました︒

一533園んのおみやげにしたいな︒﹂と︑わた
一617囹 んのおみやげにしてください︒﹂と

P0

62

一一
一一
一一

一一

一一

109

一一

はっきりする・はっけんする・はっこうする・はっ

る・ねとまりする・ねんずる・ねんねする・ノック

て・どうしても・どきどきする・とげとげする・と

一一

一一

する・にゅういんする・にゅうがくする・ねっす

P3

Q4
R2

S4

S9 S8

U6

する一する

688

689
する一する

三悩3囹
ました︒﹁どうかして︑かぐやひめを

ようには︑だれもすることができませ

たちは︑﹁どうかして︑あんなにきれ

三923 みきれをいれたりする小さな子がい
三956 れたり︑立ったりします︒この一まい
三悩1らのぞきこんだりしました︒一どでも

三㎜9囹

三塒9

三戸8園

て︑こうこうをしたいと思いました

三雛4
いり口でばんをしていました︒夜中
三擢10 くなって︑なにをすることもできなく
三⁝⁝6 めることもどうすることもできませ

は︑﹁しんせつにすること︒﹂という

つぎのような話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

四331国
四368

四767 ︒そ一そまつにするな学用品︒つ一
四778くじゃくのまねをするからす︒や一
四846んじょうのお話をしました︒二ばんめに

いやしいまねをしてはいけませんよ︒ 四848しろい紙しばいをしました︒三ばんめに

﹀︒﹄といおうとしました︒そのとき︑

四3710園

四376園

て︑とぶことにしょうじゃないか︒﹂

︑十五ばんめにして︑とぶことにし

四466園ばんせんとうにしてくれっていった

三宙6 はそのとおりにしました︒すると︑ふ

三個7 うもをきせようとすると︑かぐやひめは
四52 ろのそうじなどもしてくれます︒もし︑
四474園

四473園

四m2 いっしんにつりをしているので︑氣が

四852 トランプあそびをしました︒そのとき︑
四394園 りをころそうとしたとき︑にいさん
四952ふわとながれたりして︑だんだん下に
四398囹
枝をおろうとしたとき︑おじさん
四402園 先生になったりしてくれます︒あな 四958 つたりはなれたりする︒ 十 うらしま
﹁これこれ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁
四975囹
四417 のようになったりしました︒ときには︑
四978園﹁そんなことをしてはいけない︒か
四444園
でとぶことにしよう︒﹂みんなは︑
﹂子ども四﹁どうしょう︒﹂子ども三﹁こ
四452囹 んがおしまいにしてくれっていった 四987園
んな﹁うん︑そうしよう︒おじさん︑お
四993囹
四453園
つたから︑そうしたんじゃないか︒﹂
四4510園 おっかけてきやしないかと思ってね︒ 四㎜9 なんどもおじぎをします︒うらしま﹁も
四梱7 いねいにおじぎをして︑海の方へいっ
四皿5 が︑海べでつりをしています︒そこへ

四 8 どのべんきょうをします︒ここはえき
四153 ＞︒﹂みんなじっとしていたけれども︑

もぐりこもうとしました︒みんなは︑

四522

四五4

りません︒どうかすると︑するりとす

って︑にげようとするものはありませ

四484 からねらいうちをされるからです︒山の 四備9囹 やかなおどりをして︑ごらんにいれ
四507 なり︑さきになりして︑はげましはげ 四桝3囹 かわったことをして︑おなぐさめい
四柵2二 でもそのままにしておいていただき
四捌3 ︑どれほど苦心をしたことでしょう︒

四123 ︑いったりきたりします︒ここから︑と

ことは︑お話をするのとおなじこと

四154 かった︒かくれんぼしたら︑わたしがお
四192園
四219団

四203国 とねこねずみをしてあそびました︒
ません︒お話をすると︑みつちゃんが

んの全快いわいをしょうということに

がってはばたきをしたので︑みんなは

四254国

四575

四572

四585園

えません︒﹁どうしたんだろう︒﹂﹁︿略

五53

もっていこうとします︒まつの木の

︒さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村

四個6 なしそうなかおをして︑空をみあげま

く︑よきょうをするよ︒ねているう 四罰2囹 うちのたからにしようと思います︒﹂

四伽−〇

四5310 には︑こんもりとした林がありました 四捌5 いガラスは︑どうしてこしらえたので
四554 ちでみはりばんをしました︒その夜は︑ 四槻4園 ここまでたびをしてきたのです︒け
四557 う木のはの音がしましたが︑それは︑ 四旧4園 不自由な思いをしました︒もえてい
四田6 か︑よいにおいがしてきます︒みると︑
四伽8園 うちのたからにしよう︒﹂りょうしは︑

四255国 くるような氣がします︒お花をかざ
四261 りんご﹂にお話をするつもりで書きま
四275團 またかけっこをしょうね︒林のむご

四579

は︑﹁雲﹂に話をするつもりで書きま

四5810園

︑花をかざったりしました︒すっかり

四276国 で︑かけっこをしょうね︒﹂としおさ
四278

な︒ふわふわとして︑氣もちがいい

いま︑わたくしがしたいと思うことは 四618 ︒﹂と︑おいのりをしました︒二十九わの

四282国

四287

四625

五103園
なさんで︑苦労をしてほってくださった
て︑くりひろいをすることかな︒ぶど

からぬけだそうとして︑もがいている

四289

つたりとおったりするのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五122下
五159
銭でどこへでも旅をすることができます︒

四649園

五163 ︒そこへ︑配たつをする人がきて︑﹁︿略﹀

は︑三ばんめにしよう︒まだ︑からだ

四295 ほりのてつだいをすることかな︒とな

四299 つきりした返事をしてくれない︒﹂せつ 四696 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁るすをする︒﹂三組の﹁なぞ
四308團 にかおみまいをしようではありませ 四735こしらえることにしました︒七いろ
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ていねいにおじぎをしながら︑﹁︿略﹀︒﹂あ

六301圏す︒﹂あり；どうしょう︒﹂あり二﹁かわ

り︑小さくなったりする︒口をもぐもぐさ

のびたりちぢんだりする︒6﹁︿略﹀︒﹂7

六514

＞︒﹂と︑手まねきをしました︒ふたりは木

三人が︑かげふみをして遊んでいました︒

六437 それをつつむようにして日がくれる︒美し

六3811囹 さんですね︒どうしたの︑いったい︒﹂

六3410

六295

五806
をたべないようにすること︑夜は︑はら

六323

六275圓げでさ︑いまこうしてあたたまることも

五199 らだされて︑ほっとしていると︑こんどは
五823園

らまきをきちんとして︑ねびえをふせぐ

きょうは大そうじをしました︒ゆかをきれ

五ね11 れました︒配たつをする人は︑自てん車に

五823園

五1811 ︒こんなにだいじにしてくれますから︑お 五798 のびたりちぢんだりしています︒﹂﹁︿略﹀︒

五204 川のきしを走ったりしました︒なしの花の
土

て︑先生をまん中にしてならびました︒先
んがいない︒どうしたのかい︒﹂﹁︿略﹀︒

六547

夏休みになにをするか︑みんなで話し

五842

五833
五859園

おもりのしかたをしてみせてあげよう︒

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたのだね︒﹂﹁︿略﹀︒

五254囹 るでにらめっこをしているようだったの

五887囹

五286囹
五332 がつたりさがつたりして︑荷物をつみこん
五8811園

五388團てあげよう︒そうすれば︑こちらのよう
五403團ほどたのしい氣がします︒私のすきな花

五384 うで︑やはり先生をしていらっしゃるので

五367 では︑石炭は︑どうしてできたのでしょう

五996

五995

五993

五991

五906囹

返りました︒二三日すると︑ひわは︑もと

りをつけてやったりしますと︑やっと生き

たのところにけがをして︑ころがっていま

で︑ひわをとろうとしていました︒﹁︿略﹀

五9810

五978

うけんめいにまねをします︒鳥かごは︑お

えでの枝で休んだりしていきました︒﹁︿略

いつでもおじぎをするのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒

六654 れば下になり︑下にすれば上になるものは

六654

六647

六568 しました︒手わけをして︑やっとつぎのよ

六567 って︑どんなものにしようかといろいろ相

六566 ゆんにへんしゅうをすることにきめました

六563 聞を発行することにしました︒かべ新聞第

六5411

六5410

はなあに︒二上にすれば下になり︑下に

ろう︒だれがねむくするのだろう︒︵いし

枝のあいだにじっとしていますが︑雲はさ

たりはそのとおりにしてみました︒すると

りました︒﹁こうして右の手でだいてな

五353 のでしょう︒なにをしているところでしょ

五347 ︑ごはんのしたくをしていらっしゃいます

︒みんなだいじにして︑こくばんのとこ
五4111国

ひわは︑そのまねをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑す

六666 のです︒そのようにして︑どこまでもお話

六553園 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁こうするとよくわかるのね

ます︒ひろびうとした︑きれいなところ
五423国
は︑なえはこびをしています︒つばめが
五428團

五棚7

さんが︑せんたくをしますと﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹂と︑ひわもまねをします︒かえでの木に

た︒バタバタと音がしましたので︑みんな

︑いったりきたりします︒ 一日じゅうて
五4210團

五麗6

五麗11

五齪9

じゅうてつだいをして︑うちに帰るころ
五431團
五465方でうぐいすの声がした︒﹁︿略﹀︒﹂という
五468がやんだ︒しばらくすると︑また︑﹁︿略﹀

ま︑どんなお話をするだろう︒﹂そこへ︑

六712園 だるまが︑お話をすればいいって︑いっ

﹁︿略﹀︒﹂﹁お話もしたら︑なおおもしろ
六707囹

︿略﹀︒﹂と︑まねをしました︒﹁︿略﹀︒﹂お

むいて水をのもうとしました︒もうすこし

六7210

六7111園 が︑なにかお話をしてあげたらどう︒﹂﹁

雪だるまはお話はしないけれども︑はる

つまって︑音戸会をしています︒あるきり

六708園

五三2囹

六7110囹

六715園 あるから︑お話もするかもしれませんよ

︑いつもそのまねをしては︑ひとりよろこ

にバタバタと足音がして︑小さな子どもが

五価7
五彩5

でそれをつまもうとしたが︑あまり小さい

五491できた︒いい氣持がして︑たのしくなった

六73
六136

なことをきいたりして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六774園 り大きくなったりしているものは︑みん

元氣のいい顔つきもしていないはずだ

六178

六769園 ちは動いたり息をしたりするから︑生き

だめだから︒こうしていつまでも︑ここ

五529

六83

あいさつをしていく人もあります
＞︒﹂と︑

五632囹り︑ 手をやったりしたじゃありませんか
﹁︿略﹀︒﹂﹁せわはしてやりました︒けれ
五633園
五634囹り︑みがなったりしたのは︑おかあさん
五643囹たときからせわはしてきたが︑日に日に
五649囹かあさんも︑こうして︑まいにち︑たっ

六771囹

六769園 いたり息をしたりするから︑生きている

六266園うそろ夕ごはんにしようか︒﹂あり二︑

六776囹雪だるまは動きもしないし︑息もしてい

このふしぎな話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂お
︑

か︒﹂みんな﹁そうしょう︑そうしょう︒
六207園
六207園そうしよう︑そうしよう︒﹂テーブルの

さかなをけらいにしてやりたい︒﹂おじ
五755囹
五767二あなたをけらいにしたいといっています
五794 ったり高く鳴ったりしています︒﹂﹁︿略V︒

六267囹あり二︑三﹁そうしよう︒﹂あり一は︑

五669

六241園たらくやくそくをしているのです︒﹂◎

五796がつたりさがつたりして︑流れていきます
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六776園

もしないし︑息もしていませんね︒﹂﹁︿

六7710 ︑動いていても息をしないから︑命がない

六柵1

弟は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂といっ

六摺10

じつに苦しい︒そうすると︑ナニヌネノと

六779ぬは動くし︑いきをするから命がある︒う 六桐9 ︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに苦しい

神さまにおいのりをしました︒そのとき︑

六㎜5 だり︑足をもんだりしていました︒とらさ
六柵10

六川7園 ︑いまたべようとしていたところだ︒よ

六808園
こと﹁一どつりがしたいのです︒﹂ほで

うだ︒それがどうした︒﹂編恥8の﹁お願い

六7811 た︒ごろうは︑息をすることも自分の力で

六梱7

六梱6

六佃1

六五4

り︑フットボールをしたりして遊びました

かさで︑まりなげをしたり︑フットボール

らい顔をかくことにしました︒クレヨンで

ま四角な紙と︑骨にするほそい竹二本と︑

七84 る︒学校のにおいがしてくる︒しおがひく

七84 音もする︒水の音もする︒学校のにおいが

七84 える︒バケツの音もする︒水の音もする︒

七77園生にさようならをして走って帰る子ども

七55 ういたりしずんだりしながら︑光の中をお

六788囹︒けれども︑息はするでしょう︒だれが 六備8 えると︑弟のまねをしてみんなをわらわせ

六822園
﹁そんなにつりがしたいのか︒﹂ほおり

ットボ﹈ルをしたりして遊びました︒そこ

七93園

した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁しよう︑しよう︒﹂﹁︿

こで︑かくれんぼしよう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七1311 まざまなはたらきをしてくれます︒つぎの

七1310 まざまなはたらきをするように︑﹁手﹂と

ちは︑どこにどうしているだろう︒もう

かにしんこきゅうをした︒﹁︿略﹀︒﹂かしの

六823園

六二7

うさぎさん︑なにしているの︒﹂﹁︿略﹀︒

わってたべることにしました︒﹁︿略V︒﹂そ

六日10囹

略﹀︒﹂﹁しよう︑しよう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七48

六843園をとられた︒どうしょう︒困ったな︒﹂
六旧2

六襯3 たり︑下になったりしました︒そのあいだ

六845園 ︒小鳥一わとれやしない︒さ︑弓矢を返

こんどは︑なにをしようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六日11園

七182園 ︑この実はなににするんですか︒﹂先生﹁

六悩9園

六旧9園

六伽11園

七213園 どんなかっこうをして︑みつをすうか︑

た︒﹂編資駒の﹁どうしたのだ︒﹂編論勘の﹁つ

六859園 ︒どんなことでもして︑おわびいたしま

な声でじゃんけんをして︑おにをきめまし

七221園 よ︒﹂兄﹁しずかにして︑みていてごらん

七225囹 ん︑すずめはなにしにくるの︒﹂すずめ

略﹀︒﹂とかいったりします︒私どもの手が

六896 いどの水をくもうとする︒いどの水をみて
六枷3

︑またはじめようとしたとき︑トンネルの

七228園 にいちゃん︒なにしにくるの︒﹂兄﹁あお
六梱7

の山のてっぺんにしよう︒いいかい︒﹂﹁

﹁こんどはなにをして遊ぼう︒﹂﹁︿略﹀︒

るくならんで︑話をしました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿

七2310囹

七234囹

あおむしのせわをしよう︒はるお︑だい

になる︒母﹁なにしてるの︒おさらいを

七2210囹 しをとって︑どうするの︒﹂兄﹁通すずめ

六個8園

われてなんかいやしないんだ︒このトン

六槻4園

七269園

七346 むりにわりこもうとする男の人もあり︑足

七3011園 きな声をだしたりして︒﹂はるお﹁にいち

たてる︒母﹁どうしたんです︒そんな大

ちゃん︒﹂兄﹁どうしたのさ︒﹂はるお﹁あ

七3011園

六齪7

かないません︒そうすると︑自分たちは︑

六榴10園

のもっともとくいとするところです︒しか

七369園 さんも︑﹁どうかして︑中へいれてやれ

七368

略﹀︒﹂頭の上で声がしました︒すぐうしろ

と︑ひとをばかにしている︒ようしゃは

七3710 だひとり︑わらいもせずに︑両方の手でま

七386かきわけていこうとしました︒しかし︑弟

七371 になったような氣がしました︒私は︑さぶ

ゆっくり休むことにしました︒ところが︑

あまりガヤガヤ話をするので︑目をさまし

六儒5

六㎜1

六鵬9とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う

六獅5囹

六価11

六悩6

い︒どうだ︑こうしては︒﹂しかさんは︑

︿略﹀︒﹂といおうとすると︑うさぎさんた

六気3園

六伽3園︑じっとしずかにしていたいんだよ︒﹂

七139

六901げながら︑おじぎをする︒丹荘酌の﹁すみませ
六925囹
つは︑海でつりをしていたら︑つりばり

六伽2

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたの︑たぬきさん︒

ろで︑だれかの声がします︒それはたぬき

六852園

六851園 わけのないことをしてしまいました︒﹂

七108 木は︑あくびを一つして︑しめっぽくなつ

六9710 ︒﹂魚たちが合唱をする︒みことは︑それ

六伽7園

六伽3

六997さねたりべつべつにしたりして︑つくえの
六997りべつべつにしたりして︑つくえの上をみ
六998けしきをのぞいたりしていた︒そのうちに
六㎜3 るけしきを︑大きくしてみようと思って︑
六川2 くは︑もう︑じっとしていられなくなった
六剛8 て︑動かないようにした︒これで︑ 一本の
六槌1 をとりつけた︒こうしてできた二本のつつ
六鯉2 ばしたりちぢめたりすることができる︒﹁︿
六佃1 さんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
六佃3囹 さん︒大きな声をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼく
六鵬7 んをひっぱるようにして︑つれてきた︒そ
六塒7 みんなで大わらいをした︒弟のことばをま
六鵬6 ぼくもひとつまねをしてやろうと思った︒
六柵7 でているような氣がする︒そこでぼくは︑
六㎜8 息がもれないようにして︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁
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七3811囹 ﹁さあ︑リレーにしよう︒﹂といったか

七4111 曲であったが︑旅をしてきた私には︑しみ
七434園 も心さびしい旅をしていました︒けれど
七446囹
といって︑おじぎをした︒﹁︿略﹀︒﹂これを

︑﹁ごあいさつをします︒﹂といって︑

七435囹 は︑噛しい旅行をしております︒どこの
七4510

七462 は︑またはくしゅをした︒青年は︑アコー
七478 す︒心がはっきりとしていますと︑文章も

七474 り書きあらわそうとすると︑文章が︑だん
七496 村の学校としあいをした︒これも勝った︒
七506 学校とが︑しあいをすることになった︒ぼ
七512囹 ︑﹁じゃんけんをして︑いいほうのボー
七528 まないような氣持がした︒第二回めは︑に
七547 まって︑終りの式をした︒ぼくは︑うれし
七552 ︑文章は︑くわしくしさえすれば︑はっき
七552 は︑くわしくしさえすれば︑はっきり写し
七5510 動場で︑たいそうをしています︒一年生の
七572 が︑くるくるまいをしてとんでいる︒ろう
七582 ばめがちゅう返りをした︒あさがおの花が
七597 ろで︒ボタンと音がして︑まりが︑そとか
七608 ても︑ポトンと音がする︒さきだけみえる

七601 やんたちの話し声がする︒考え考え歩きま

七722 そんな大きななりをして︑子どものように

七678 でだんだん肉づけをし︑しだいに︑その人
七771 いだすようなふうをして︑旅人﹁そうして︑
七806園 官﹁それで︑どうした︒﹂乙﹁目がさめて
七872 しらべてみることにしました︒きょうは︑

5

七875 は︑すこしもじっとしていません︒いつも
七882 黒と白が︑けんかをしてたべました︒

七914 くるいをやるようにして︑ぬれた草はやら
七926 わらを足でけったりして︑あばれました︒

七922 さぎ小屋のそうじをしました︒小屋からだ

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七
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八333 のように︑ぼうっとした銀の川のような光

八308 の川へ落ちこもうとしましたが︑そのせつ

のむすめは︑こうしてはたらきつづけて

うさぎは耳にけがをしました︒ほかのうさ

八2811園

9月

㎝でした︒そうじをしょうと思って︑首の

ないで︑いたそうにしていました︒

八341 大きな軍位をもとにして計ります︒それは

八365 よは︑いったいどうしてたもたれているの

八3411 ︒﹁光年﹂を軍位として計算しなければな

11月

八392園

もくろ

が︑ちぢをのもうとして︑親うさぎのちぢ

八396園 その願いどおりにしてあげましょう︒﹂﹁

おやうさぎがしたのです︒

おしょうばんしたりしました︒客がきてい

八411 をおのみになろうとすると︑コーヒーはこ

かったりおこったりすると︑赤い口をあけ

かっていこうとさえするのです︒うちの中

り頭をつっこんだりします︒といえば︑い

八472 ︒王子も︑なんとかして父の病氣をなおし

八4611 たちは︑足をぼうにしてさがしまわりまし

八4610 だちがいなかったりしました︒けらいたち

八459囹 するのです︒そうすればすぐおなおりに

八454 より集まって︑どうしたら王さまのこ病氣

おどしたりかんだりします︒そのかっこう

．八491

八422 王女はなんの返事もしません︒王女は︑か

です︒また︑どうかすると︑歩いていると

八506 んなまずしいなりをしていても︑それでも

からころげ落ちたりしました︒朝の早いう

の指をつっついたりするのです︒ピオのゆ
︑小さなかっこうをしていながら︑毎日な

八551

八532 りをぬすんでいきはしないかと思ったので

も卑しそうに書ねをしていました︒﹁幸福﹂

八503 じきのようななりをしました︒だれかがき

うりと横になろうとしているところでした

せたり感心させたりします︒ところが︑あ

つたりころがつたりしておりていきました

八577 じいさんにその話をしたら︑おじいさんは

八574︑あれを目じるしにしてやってみよう︒小

八569 とられて︑わきみをしたあたりが横にそれ

八567 まつの木を目あてにして歩きだした︒まえ
じのようなかたちをしていますが︑大きく
の虫が︑こしを高くして︑ひょつくりひよ

八6311園

八605 りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた

ってはいるようにしてやることができな

八643園 略﹀︒﹄といったりして教えたのだが︑だ

八641園

八6410 た︒それから二三日して︑とうとうその大

っとそり返るようにして︑頭をうしろにさ

なります︒しばらくすると︑れいのあおぎ

八683囹 にもわるいことをしないのですから︒﹂

八655圏

八704 り︑つつつかれたりした︒しちめんちょう

てこんなすがたをしていない︒ほんとう
ました︒はばたきをして︑すっととびたつ
り︑花つみをしたりして遊んでいました︒

歌ったり︑花つみをしたりして遊んでいま

ようも︑はっきりとしてきます︒黒いとこ

だから︑どんなにしても思いきってはい
さいくなかっこうをして︑それにはいあが

︵二︶

あめ色をした六本足の虫が︑こ

ましたが︑もうどうすることもできません

えあけたりとじたりして︑からだをふるわ

﹂と︑きいてみたりするのです︒﹁︿略﹀︒﹂

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁どうずれば満足なさるので

れば︑指で追ったりしました︒すると︑だ

うぎのわるいまねをすると︑﹁︿略﹀︒﹂とし

た︒

とのは黒っぽい色をしていました︒

43853272292381096543182642118図103210
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八716囹 うにいてくれさえずればいい︒﹂といっ

八706 って︑顔をまっかにしてやってきた︒あわ
八744 まわりにまちぶせをしていた︒あしの上に
八758園 ぬもかみつこうとしない︒﹂しばらく︑

︑50く︑じっとしずかにしていた︒そのあいだ
ノ了−

八762 をきった︒しばらくして︑やっとひっそり
八7710 は︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴らし

八801囹︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴らし
八802園 ︑火花をだしたりすることができるかい
﹁おまえさんは︑することがないから︑

りに思わずその話をした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑に

八811園

八809

八812園 生みなさい︒そうすれば︑そんなことは
こうな人はありはしないから︒﹂﹁︿略﹀︒

八817囹 だり︑もぐったりするのがいい氣持かど
八819囹

八822園 ことはいわないとしても︑おまえさん︑

八824囹︒人がしんせつにしてあげるときは︑喜
八8211園 だちはみんなそうしたものだよ︒まあ︑

八826園 ちのなかまいりをしたんだもの︒それな
八835 よいだりもぐったりした︒けれども︑すが

八836のけものあつかいにされた︒︵四︶秋
八861 れたまま︑身動きもせずたおれてしまった
八8611 子をつかまえようとして︑ころげまわって

八865 いっしょに遊ぼうとしたが︑あひるの子は
八872 らったりさけんだりした︒おりよく戸があ

八897園うひもじい思いをしたりするよりは︑あ
八897園じい思いをしたりするよりは︑あの鳥に
八931 んでしまった︒どうしていいのかわからな
八934 り︑あざけられたりしたときのことを考え
八948 っぽいいれ︑ふたをして日かげにおき︑と

八943ま︑種もみひたしをしました︒品種は︑あ
八949 りかえました︒こうすると︑なわしろにま
八961 いので︑もみまきをしました︒種もみひた

九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八
えたのと二とおりにして︑くきの数のふえ

をくだいてこまかくしました︒種まきのと

たので︑しろかきをしました︒いねがよく

た︒種もみひたしをしてから︑ちょうど10

九3611国
たくてあまい味がしました︒小さい妹の

九322團をとりにいったりするので︑まえより元
九344国んのおてつだいをしました︒ちょまを植

九264図圏

九224

九2111

しごと

子もりするしずかなる月なの

くべつにあたたかくした貨車を一つつけて

行機をつかうことにしました︒航空会社で

のなえも生き生きとしています︒根が横へ

ようすをみることにしました︒やく12平方

でました︒田植えをした日から︑ちょうど
︒みんなで虫とりをしました︒いねは︑だ

九3910團
にしがみづいたりしました︒下では︑兄

いねかりをしました︒いねを根も

九4310国
から︑ほしがきにするために︑母がかわ

九425團
ほりおこすことにしました︒苦労してか
九428團んなでいもほりをしました︒大きなうね

九387國ひっかけるようにして︑下から力をいれ
九389国ポキンという音がして︑ガサガサと落ち

23度

いねこきをしました︒いねこきき

きょうはもみすりをしました︒きかいがな
︑すぐにもみすりをしてみました︒どんど
てすぐ︑もみすりをするものではないと思

九4510團
の家でみならいをしています︒﹁小公子﹂

九442国ては︑ままごとをして遊びます︒母やお
九449団んにあってお話がしたいと思いましたが
九459團きくなって農業をするために︑いま知り

っとちがった感じがするにちがいありませ

三色の組みあわせにしたら︑二色のときよ

九549うは︑顔をまっかにして︑あせをぼとぼと

とはちがつた感じがします︒三音︑四天と
らにちがった倉持がします︒オルガンのほ
︒このことばを耳にしたり︑文字でよんだ

九5411 って︑目がちくっとしました︒そこは美し

﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ

り︑文字でよんだりしますと︑夜のしずか

九5811
顔じゅう口のようにして︑にたにたわらっ

九584 いだしながら返事をしました︒﹁︿略﹀︒﹂す
九586男はまたいやな顔をしました︒﹁︿略﹀︒﹂そ

んになかなおりをしたらどうだ︒﹂やま

九599ていねいなおじぎをしました︒いちろうは
九601色の目をまんまるにして立っていました︒
九6311囹

んでつばめのせわをする返事をしました︒

もいって︑冬ごしをします︒つばめは︑鳥

九692囹 うしい︒しずかにしろ︒申しわたしだ︒

九6711園

九675囹 んになかなおりをしたらどうだ︒﹂﹁いえ

九663園 んになかなおりをしたらどうだ︒﹂する

のせわをする返事をしました︒それと同時

九695 りどもは︑しいんとしてしまいました︒そ

とおりです︒どうしたらいいでしょう︒
いるつばめのせわをすることを︑新聞に廣

なにかしら相談でもしているようにみえま
︒これからいこうとする遠い國のことを︑

さえあります︒こうして︑大ぜいのつばめ

︑音などはけっしてするものではないが︑

っているような氣がした︒ただ一つのたい

九476国めんどうな裁判をしますから︑おいでな
九483 ︑とんだりはねたりしました︒ねどこにも
九485やまねこのにやあとした顔や︑そのめんど

た︑ちがった感じがします︒みどり色のか

に︑手でいねこきをした人もいました︒ぼ

19度

色になっておじぎをしています︒1かぶの

1919191816161614128776655410910910810810了1061051051021009999989896
1088375438933314485371410824654642

九㎜2 で︑空中かっそうをしているようだ︒ふも
九鵬10 ︒みんなが急停止をすると︑雪けむりが一

九嗣7 おだやかなくらしをしているのだろう︒そ

九幽7 としずかなくらしをしているのだろう︒な

九幽6 しても︑ばらの花にしても︑なんとしずか

vというあいずをされた︒ぼくたちも︑

九696 れはそれはしいんとして︑だまってしまい

九m2

なんとひどいことをしてきたものだろう︒

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると
︑それをすくおうとすると︑おく山の雪が

十66 ︑ゆたかに︑卜しくすることができる︒

十82 をして遊んでいたりしますと︑そのなかま

十76 たびに︑目をまるくしました︒おとうさん

十83 ︑そのなかまいりをして︑なわをまわして

父は次のような話をしてくれた︒むかし︑

かちゃんのなき声がしています︒子もり歌

十126

十82 たちが︑なわとびをして遊んでいたりしま

その子もり歌を耳にしながら︑光る星をみ

十1211囹

十78 をのぞきこむようにしました︒こんなにう

いつぱい羽ばたきをして︑すいとにげてい

十143 ならんでせんたくをしていました︒フラン

ちである︒なんとかしてうまい水のわきで

んばって身がまえをしました︒星はだんだ

十149

十177園

十155

ようじきにその答をしましたら︑少年は︑

へきて︑あいさつをしてから︑又略﹀︒﹂と

たりにいいにおいがします︒まつ白なばら

うきんなかっこうをして︑こちらにとんで

をつぶってしずかにしていると︑また︑パ

十224 ︑水えのぐで写生をしている︒光る白い雲

十222圏

十1810

十186

の下で︑きょとんとしているあまがえる︒

をあいてたべようとしたとき︑ちょうちょ

十2212

十228 いっしょに種まきをしている︒きれいにた

九襯7 て︑とりすがろうとしました︒そのひょう

丁欄10 もは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげと

九鵬6園 まえさんをたべやしないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
九段2 ばらの花のにおいがしていました︒くもは
九固6園 げでねむることにしようかな︒﹂くもは

十311 くをかけないようにしたいと考えます︒ぼ

十294 のようなあみかたをしなければならなかっ

十291 ︑同じものをみるにしても︑どうしてその

十287 います︒観察すればするほど︑自然のおも

受けた︑はればれとした父と子︒

四

あ

十297 ︑一つの和音を耳にしたときは︑組みあわ

十267

十256 坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に帰

九備9 なんといって返事をしていいかわからない
九幽6 した︒ちょうちょにしても︑ばらの花にし

つみの上でつみ草をしている︒﹁春の小川﹂

﹁お友だち︑どうしているかな︒﹂12ひ

の下で︑雨やどりをしているにわとりのむ

でした︒また︑口にしたこともありません

ばを︑長いこと耳にしたことはありません

くなります︒こうしておまえたちに話す
したが︑くもはどうすることもできません

をさけてにげようとしましたが︑どうして

いっしょにお話をしておくれ︒ちょうど

けたり︑わらったりしました︒けれども︑

をしばりつけようとしました︒みつばちは

遠いところで羽音がしました︒それは︑み

とって飲んでみたりしなくてはならなかっ

九閥3圏 ようちょは︑どうしたろう︒うまくおか

九帽4 つににげだそうとはしませんでした︒つば

九襯11

あらっぽいくらしをしていることだろう︒

九721園 ままでのとおりにしましょう︒そこでき
〉。

九川1 るがわるジャンプをしている︒﹁︿略﹀︒﹂と
九麗3 先生は︑はちまきをして︑すべりだされた
九柵5図魍 らと日なたぼこする ふくじゅそうの

九幽9

九709園 こちらを裁判所としますが︑ようござい
九733 って︑半分あくびをしながらいいました︒
九734園 く馬車のしたくをしろ︒﹂白い︑大きな

三﹁よせよ︒どうしたんだい︒あんなに

の顔をみないようにして︑﹁︿略﹀︒﹂たかぎ

981128412110283156343

九785 れました︒しばらくして︑そこの主人とい
九787園 せてもらうことにします︒﹂主人も︑く
九798囹 つたりこわれたりした道具や︑たべたけ
九801園 ほってみることにしましよう︒﹂私たち
九815園 ほってみることにしよう︒貝や石ころは
九847 流し︑顔をまっかにしてほっています︒先
九894囹

九891 手をふりはなそうとする︒二﹁まだやるの

九897 と︑つれていこうとする︒やまだ﹁はなし

九896園あ︑いいかげんにして帰ろうよ︒ね︑や

九926 向いてじゃんけんをする︒こんどは負けた

九916囹 してけんかなんかしたのさ︒﹂一﹁ぴっく

九9211 ︒またじゃんけんをする︒こうして︑ふた
九9211 んけんをする︒こうして︑ふたり︑じゅん
九937 がらさる︒しばらくすると︑たかぎもさが

九941 ざと知らないふりをしている︒たかぎし
九954

119

120

121

121

123

129

129

129

130

130

132

132

133

133

133

134

134
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九943 ︒たかぎしばらくして持っているすみに
九956 方をみるが︑返事をしないでさがし物をつ
九973 にむすびつけようとする︒たかぎ︑それを
九975 やまだ︑みせまいとしてからだをねじって
﹂

九㎜6 かえてにげるまねをする︒やまだ︑思わず
九梱7囹 んまりじまん話をするもんだから

のかい︒﹂たかぎ﹁してもいいさ︒﹂やま

だ﹁けんかの話をするのかい︒﹂たかぎ﹁

九二6園

︒﹂やまだ﹁そう︑してもいいね︒﹂たか

九醜5園
三余7園

九脳6 つたので︑スキーをするには︑ちょうどよ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
13了
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十316 口をいわないようにしたいし︑自分のもつ
＋5812こったのをおし葉にしました︒

十557感じたり︑考えたりしていることとは︑ち
十586 ︑十まいずつたばにして︑赤いひもでいわ

十315 の友だちとなかよくして︑助けあっていき
十319 り︑人をだましたりしないで︑ありのまま

十385 る︑ふしぎな宝石とされてきたが︑しらべ

十664園
に︑﹁よくるすをするのだぞ︒﹂といい

十6511こづかいをやったりしなければならないの

十655など︑よわい人間のしそうなことを︑なん
十656かといって︑なにをしてもにくまれない︑

十632まなしぐさをしたりするものですが︑かぶ
十636わかい男になったりするときには︑おしろ
十636やべにでけしょうをして︑その役らしく顔
十648美しさを現わそうとするのとちがって︑狂
十653 いたり︑いたずらをしたり︑また︑とんで

お月見

十333 氣ちがいあつかいにされるのをみて︑父は
十339 たり︑なぐさめたりしたのは︑母であった

十336 うな研究熱は︑どうすることもできなかっ

十612 って︑せいくらべをしたら︑はなのところ
十614ても︑せいくらべをしますよ︒もう︑たけ
十622いて︑ガサガサ音がしたから︑なんだろう
十632さまざまなしぐさをしたりするものですが

十341 けっしてゆるがせにしてはおかれない︒い
十342 なぬのの織りかたをしていたのでは︑やが
十348 の力で動かすようにしたがった︒機械で動
十355 た身のせまい思いがした︒機械は︑どれひ
十357囹 のゆくすえをどうするのか︒﹂佐吉は︑

十401 たとえ︑はきだしもせず︑死にもしないも

十358 吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑

十401 だしもせず︑死にもしないものでも︑あと

十6611
声をそろえて返事をしました︒そんなおそ

十362 だれひとりあいてにしてくれなくなり︑ま

十434 ︑幸吉は︑くじけはしなかった︒研究のた

十454 イロン島をはじめとして︑オーストラリア 十672顔も向けないようにしていました︒でも︑
十4512 ることが︑明らかにされた︒そののち︑幸 十674 ︑からだにさわりもしないのだから︑自分
十4610囹 が自然をあいてとして︑眞珠を世界の人 十681れをあいずのようにして︑ぬき足さし足で
十4612囹 たの光明を太陽とするならば︑作製に失 十703うなあまいにおいがして︑黒っぽいものが
などくってありはしない︒ひとつ︑たべ
十705園
十484 り︑そこで遊んだりしたからでした︒私は

十486 妹の氣のすむようにして︑つれていきまし
十509 くようなかっこうをしました︒﹁クッチケ

十731じゃも︑そのまねをして︑おいおいなきだ

そんならんぼうをしては︑いっそうしか
十724園
十727囹
だんながだいじにしているあの湯飲み茶
十728 vこう︑さしずをされて︑しかたなく︑

十515 いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン

︑ ふたりともどうしたのだ︒﹂だんなは︑
十732園

十5011 やみのようなことをして︑﹁フッ﹂と息を

十516 のパンをたべようとしません︒﹁イラナイ

＋7310園
をすてておわびをしょうと考え︑それに

十547 のわきで︑たき火をしていました︒そのけ

十535 ぬの動作をことばにして喜びました︒その

十524 ようといいだしたりしていましたが︑やつ 十一53 り︑おにごっこをしたりして遊んでいる
十529︑はいっていこうとします︒そのとき︑私 十一53 にごっこをしたりして遊んでいるが︑そ
十一69囹りひき返そうとしたりするときには︑
十一69園 返そうとしたりするときには︑きっと

十522 ちらを向かせようとしたり︑﹁モット﹂こ

〉。

97955976117329785111217106111210781310

とき︑ぼくらのしたいこと︑ぼくらの

えつけの用意をしよう︒ 五 新しい

ろぴあいさつをする︒ 池にむすぶは

あとはもみすりするばかり︒ 山のも

ききの人もえ顔して︑ その足どりも

そろって田植えする︒ きのうの畑は

ふやしていったりするうちに︑三年めに

一びょうをもとにして︑困っている人に

米を自分のものにすることができました

れもいないふうをしていました︒金次郎

︑おもしろい藝をしてみせてくれます︒

の子は︑どうかしているのではないだ
︑こう︑うわさをしましたが︑金次郎は

いっしんに勉強がしたくなりました︒ま

ためには︑学問をしなくてはならないと

わらじを作ったりしました︒ふつうの子

たり木を切ったりして︑村の人に買って

かれないようにしましょうね︒﹂とい

困るの︒二三日したらなおると思うけ

ません︒﹁どうしたのです︒おかあさ

らじを作ることにしました︒これを持つ

休んだりむだ話をしているのに︑金次郎

金をもうけたりもしました︒金次郎が十

代をもとのようにしたいものだと︑ほね
︑家の手つだいをしてよく働きました︒

らだをじょうぶにして︑身代をもとのよ

もんは︑なんとかして︑からだをじょう

みんな流されたりしましたので︑いつの

をかしてやったりしました︒この人が金

人のような氣持のする日だ︒丘の上の草

りっぱな心事をする人になるだろうね

ついていきさえずれば︑だいじょうぶ
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十一808
あつくほうたいをしたひとりの男が︑看

かにもはっきりとしましたので︑少年は

十二2512囹 なくなるようにしてみせます︒﹂﹁︿略

十二257

十二2411

十二249

十二2612

をたさせるようにしました︒はじめはい

つけてしまったりします︒けれども︑か

1みんなどうしている︒わたしは︑ 十二2610 食事の用意などをしていると︑とりつい

十一884

十一8710

ものをいいたげにしました︒また︑やさ

よいよよくせわをして︑ちょっとのまも

にとはげましたりしました︒その日も︑

十二361

十二337

めばえてこようとする心のはたらきとい

︒私は︑身動きもせず︑立ったままで︑

でした︒しばらくして︑先生がぼうしを

それをまねようとしました︒とうとうじ

具をかりることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂こ

十二386

りました︒自分のしたことがわかったの

つぎあわせようとしましたがだめでした

をだいてやろうとすると︑かぶりをふつ

は︑歯ぎしりでもするように車の音をた

十一889

十二372

た︒こんなふうにして︑毎朝おべんとう

いから︑近道をしょう︒﹂と︑正男が

十一8812

十二375

十二67

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

些事ー51

十ニー48

をとりのけようとすると︑大きなえんま

のころ︑草とりをしてつみ重ねておいた

いい︒まだ青々とした木の葉の中から大

十二445園 人形がしばいをするんですか︒﹂﹁︿略

十二435囹

十二4112園命がけでせわをすれば︑ケラーさんが

十ニー611

十ニー57囹

ピッという音がしました︒ははあ︑こ

おし︑ぬりなおしして︑かいていくうち

な︒そのままにしておいてやろう︒﹂

十二456園 わせてしばいをするんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十二4410園

十二447園

﹂﹁︿

だ︑まじめな顔をした老人でした︒医者
ぼくの父はどうしたのでしょう︒﹂﹁︿

十ニー86園

であらわそうとする氣持がある︒だか

十二4610園をあてて影絵にしてみせるのだが︑人
十二474園

十二4612園 わせてしばいをするわけだ︒﹂﹁︿略﹀︒

十二459園 うな貴しい氣がするよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

しもないようにしたいのです︒けれど

ピッという音がする︒みんな自分たち

おっしゃったりすると︑なんとなくさ

いだけを正方形にする︒ほかのはよくも

にあらわそうとする望みもあるのだ︒

翌翌ー810囹

十二206園

十二4910

十二477園

つともっとよくしたいと考えることが

十二219圏

一心にけいこをして︑じょうずになつ

十ニー910園

にかいおうとでもするように︑すこしく

かわかりかけでもしたようにみえました

十二223園

それを飲ませたりしました︒病人は︑と

をみたような氣がしました︒そこで︑少
った︑しみじみとしたそのちょうしに︑

十一一249

十二2310

十二233

ちゃんをなんとかして早く歩くようにし

や野菜を作ったりしていたので︑さしあ

十二553

十二541がみえないようにする︒3人形がか

もかぶせてまるくしてから︑細長く切っ

んめいけいこをすることだ︒﹂文雄は

のをいおうとでもしているように︑いく

十二508

十一一226園

6

ない暖かい感じのするものである︒なつ

80

7

びるを動かそうとしました︒それが︑と

もえんりょがちにしていますが︑母をは

わからなかったとしても︑病人がなんだ

たようなようすはしませんでした︒でも

なものを︑どうして動かすんでしょう

︒﹂﹁どうかよくしたいものだ︒力をお

などは︑長さにすれば一メートル以上

かになにといってすることもできません

医〕園

だしそうな氣がするんだけど

にさわってみたりして︑そうして︑二こ

しい心を明かるくすることに成功しまし

十二387

ば︑びっくりでもしたように︑大きくみ
︑ひたいと弓形をしたまゆとのほかには

十ニー012囹

十二911

十二4011

の花の枝を手にはしましたが︑なんのこ

いったい︑どうしたんですか︒ぼくは

十一一114園︒もしけがでもしてはかわいそうです

十二75

ました︒﹁そうすれば︑おとうさんの

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに

十ニー43

ていただくことにしました︒サリバン先

ぼくの父はどうしたんでしょう︒﹂と︑

十二405

11

十二407

68

1

ひろって︑どうするのですか︒﹂とき

70

2
10

6

ぼらしい身なりをした老人が︑道路をう

71

1

十二2912

﹁おまえはどうしたのだ︒まえからあ

ん︑これも人のしたあとでは︑なんの

しめたような氣がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と

十二293

えぶかそうな目をしていました︒少年は

十二512園

十一8911

と︑病人はほっとしたようにみえました

い知らせをききはしまいかと︑おそろし
︑やせこけた顔をしている病人たちをみ
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く︑いえるようにしてやりたいものです

元氣のいい返事をして立ちます︒それを

十一818
かあさんはどうしているの︒それから

はいったいどうしたのだ︒おまえはべ

2

52
了1

9
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8

了5

て早く歩くようにしてやりたいものです

ばれたような氣がしました︒弟は︑すご

十一839園

44

9

十一843

十一833囹

44

8

十一8311園

ささげ持つようにしながら︑席に着きま

45

9
したりおされたりしなければならなかっ

した︒私はほっとしました︒そうして︑

45

4
11

ようすを話そうとしましたが︑﹁︿略﹀︒﹂
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7
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二569 ︑ひなたぼっこをしながら︑まえの海で
十二5610 らうのを樂しみにしていた︒雲仙岳の中

十二618 ずしい人が︑ふとしたことから︑この岩
十二622 をかりっぱなしにして返さなかった︒そ
十二628 郎が山でしごとをしていると︑のどがか
十二707 ろいろお手論いをしてあげたい︒下男の
十二709 はひとりしずかにしているのがすきだと
十二7010 かりて住むことにしました︒そうして︑

十二712 ごはんをたいたりしました︒また︑まき
十二713 ひろいにいったりしました︒このように

つも遊び友だちにしていました︒﹁︿略﹀

なにも降ってきもしないのに︑﹁︿略﹀︒﹂

十二714 した︒このようにして芭蕉につかえなが
十二7112
十一一7210

ったら︑なにをして遊ぶの︒﹂﹁︿略﹀︒

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂話をしているうちに︑パラ

十二731園
十二734

たりころがったりします︒﹁︿略﹀︒﹂子ど

十二734 ︑パラパラと音がして︑白い小さなつぶ
十二736

十一一738 な手をしゃくしにして︑受けようとしま
十一一738 して︑受けようとしますが︑あられはそ
十二7310 うにとびこんだりします︒芭蕉は︑にっ
十一一7511囹

おひとりでどうしていられるかと思う

十二754 た︒そのしいんとしたしずかさの中に︑

ない︒自分が話をするときには︑その場
というあいさつにしても︑ほんとうに感
ごちそうさま﹂にしても︑そのときその
の生活を軽はくにし︑相手の人をいやし

議事堂

み

研究をする土台にするのである︒たとえ

らに進んだ研究をする土台にするのであ

ととのった知識とし︑また︑さらに進ん

の関係を明らかにして︑きまった法則を

ったことを材料として︑考えをおし進め

たり︑実験したりする︒そうして︑これ

えたり︑調べたりして︑しだいにまして

とうにのんびりとして︑ゆめのように︑

うにもちらちらとして︑あさい水には︑

こらしてしずかにしている︑子どもたち

くなるような氣がします︒

だ文字があったりして︑おもしろいお金
︑得意の足かけをしました︒うさぎはけ

くんだり運んだりするときにもつかった

同じ文を書いたとしても︑そのなかみは

も︑ただ口まねをして︑おうむのように

1514141413葉31110101010999999887541141061n31皿皿929089898989
1 10 5 3 10 2 12 9 6 4 3 7 5 5 4 2 1 10 4 4 6 7 2 5 6 1 6 2 12 8 5 3

といって︑自轄をしながら︑だえん形の

ったということにして︑ゆるしてもらい

ですから︑いかにして︑國運をもとどお

運をもとどおりにするか︑これが︑デン
︑みぞをほったりするときに︑よく︑中

れを豊かな土地にしょうとする大計画を

な土地にしょうとする大計画をたてまし

て︑大きな発見をしました︒わかいダル

れをこえた土地とするのが︑ダルガスの

地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ

がっている感じがする︒一見︑なんのか

夏で︑ひんやりとした土べいの日かげを

耳をかたむけたりしているのである︒も

さんごくし

さい

くようなひびきがする︒その﹁ビューン

ゆうできよとんとしてやめてしまったり

がさまざまな藝をする︒三國志とか︑西

のことを演じたりする︒それが︑見てい

はやしをいれたりしなければならないの

かにもさむざむとした氣持をおこさせる

みをお客さんにして︑ハイキングにつ
＋三4110囹

それをつかもうとして追いかける︒大通

もどって行ったりする︒ホートンに面し
でも︑まだ︑そうした考えがのこってい

た⁝⁝﹂しばらくして︑うらの方で︑も

うん︑属しみにしているよ⁝⁝おじさ
＋三4210園

ことを︑明らかにしました︒地は動くと

うな発見や発明をしました︒自分で望遠

したり研究したりして︑そういう星一

人です︒しばらくして︑ドイツ人でケプ

地球もまるい形をしたもので︑火星など

動き︑地はじっとしていて動かないとい

は︑知識をもととして考えなければなら

や運命をきめたりしている︒しかし︑よ
︑幸福なくらしをし︑ある人は︑たいへ

たとえば︑移轄をするのに︑方角がよい

くようなくふうをして︑その実験を重ね
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31

31
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31
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34

したり長くしたりして︑電話の話らしく
︑電話の話らしくしなければなりません

に短くしたり長くしたりして︑電話の話

﹂を時間的に短くしたり長くしたりして

人とそれぞれ話をしているようすを︑見

子どもしばい﹂をするための注意 しば
︑四人の人と話をしているわけです︒と

の方で︑もの音がする︒三郎︑それに氣

6665111255

︑いよいよ試合をする日のことでした︒

士爵色許士士高士士士士士書士盗塁藩士士烈士
十十十十十十十十十

十一一773

十一一778 ばかり手ならしをしてから︑休けい場に
十一一782 かりて︑サインをしてやりました︒少年
十一一841 のボールを中心にして︑両選手はとぶ鳥
十一一853 さいちゅう︑どうしたはずみか︑チルデ
十一一861 ールをやわらかくして︑しかも受けやす
十一一876 植え木の手入れをしている父にこういわ

かなわないことをすれば︑たいへんおか

よくかなうようにしなくてはならない︒

十一一878 ︒手紙を書こうとして︑すずりばこをあ
十一一888
十一一8810
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十四201園とについて話をしよう︒﹂とおっしゃ

十四182

十四162團のおなぐさめにしたいと思っています
十四171団︒夜が長すぎはしませんか︒おひとり
十四173團んか︒どんなにしていらっしゃいます
十四174團えるような氣がします︒どの時間にな
十四175團の時間になにをしていらっしゃるか︑

＋四6310つかべつのときにしましょう︒すべて︑

十四618園ことができさえずれば︑このかぼちゃ

十四612囹の人間がせわをしてくれなかったら︑
十四613園たちは︑はえもしなければ︑大きくも

十三4511
よく見えるようにすることも︑たいせつ

十三576ながら︑目を細くして︑ありありとその

十四259 つくれそうな氣がしてきた︒それから︑

＋四2410は外
︑國と交通をして︑日本になかった

十四6811わんの湯と︑こうしたらい雨のばあいと

十四686みなりが鳴ったりします︒これは︑茶わ

十四588園れたり死んだりしてしまいます︒この

＋四2910の花を見ようとはしなかったのだろうと

十四7011
ちゃんとふたでもしておけば︑ひやされ

十四698ほうを見ることにしましよう︒白い茶わ

十四697話はこのくらいにして︑こんどは︑湯の

十四6011
ました︒しばらくして︑根がいいました

十四303んとうのことだとしても︑ 自分の身近な

十三562 っそう生き生きとして︑その着物やはだ
十三569囹ら絵のけいこをして︑たいへんじょう

十四65團 ちょっとお話をしょうと思います︒私
十四66團 ︒私は短い旅をしたあとで︑七時にパ

＋四3212 ︑太陽を中心として回轄していること

学校で︑
そうじをしているとき︑高山く

十四503 い声を手がかりにして︒そうして︑マッ
十四568囹
ゆうで切れたりしたら︑それについて
十四571園かれないようにしてあげたのです︒だ

が黒くなったりするので︑どうもよく
＋三5712園

＋四2512
ちがいない︒そうしてみると︑このあい

十三499わいい口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわ

十三589囹︒それはそうとして︑ラファエルのか
十三599園かい︒きちんとした︑おごそかな感じ
十三599囹こそかな感じがするね︒この絵は︑た

＋四2712囹
そこで︑﹁どうずれば︑外需からきた

たかやま

＋四510ぜんでした︒こうしたフィリップの純眞

十四59 ゆがめられたりはしませんでした︒こう

＋四710團をまもることにしましよう︒おとうさ

十四373にもつらい思いをしていますが︑そんな
十四376てください︒そうすれば︑人間がだいい
十四376人間がだいいちにしなければならないこ
十四382園 一の人﹁音がする︒ああ︑いい音が
十四382園ああ︑いい音がする︒﹂みんなコの
十四396園の人﹁深呼吸をしよう︒﹂みんな氣旧

＋四3512
まれるような氣がします︒まことに︑星

十四356きさを計算したりするではありませんか

十四835ようすを︑映画にしたものである︒雪が

十四793もとのほうを上にして︑上からはものを

十四723す︒こんなふうにして︑湯の表面には︑

十四719んの湯を︑ふたをしないでおいたばあい

十四82團思いだすことにします︒それは私にと
十四87團 いことがあるとしたら︑それは︑おか

十四397びのびと深呼吸をする︒一の人﹁なんと

＋四7612は︑これくらいにしておきましょう︒

十四773り︑竹を割ったりして︑なにかこしらえ

十四774かこしらえようとしていると︑祖父が來

十四841をとらえて映画にしたものである︒ただ

＋四7710ほうから割ろうとすると︑たとい︑はじ

陽をもて︒そうすりゃ︑なにがこよう

十四4310圃

十四887 の中で考えごとをしていて︑思わず方向

十四843 ったけっしょうをしていること︑その美
十四448圃

十四894 の音でも聞こうとしたりする︒こんな場

十四842とにきれいな形をしていること︑しかも

いったい︑なにをしているのだろう︒か

それが明かるくしてくれる︒くちびる

ぜいの來客を前にして︑客間で歌ってい

十四948で重ねて︑どうかして︑あたためようと

十四895も聞こうとしたりする︒こんな場面を︑

十四437幽

十四431團

十四456

て︑立ちおよぎをしていました︒歌を歌

十四851 こで︑どのようにしてできたか︑どんな

︑もうすこしすれば︑ごいっしょに
＋四1410国圓

十四105国 っとやわらかくするために小さなかさ
十四124團 っとやわらかくするためなのです︒こ
十四135團ます︒夜をどうしてすごしておいでで

十四463

ないように︑こうして元氣をつけていた

歌をもて︒そうすりゃ︑なにがこよう

さんを幸福にしておあげしよう︒﹂
＋四1411團国

十四488

十四857まごまとわかるとすれば︑たしかに空か

十四157團 ついては︑どうしたものか︑ちょっと

十四492

︑それが元吉にしてくれる︒他人のた

＋四1510團
をあげることにしましよう︒そうすれ

陽をもて︑そうすりゃ︑なんだってふ

＋四1511團
ましょう︒そうすれば︑おあいしに行

＋四810團にしても︑私にしても︑とてもわすれ

十四7611んの湯のお話は︑すればまだいくらでも

十四93団 といえば︑妹にしても︑私にしても︑
十四93團 にしても︑私にしても︑心からおかあ
十四96團 かなしい思いをしなければなりません
十四99團 んが︑ちゃんとしていてくださって︑

十四428圃

＋四810国 ︑おかあさんにしても︑私にしても︑

十四103国 へかけるようにしたほうがいいとか︑
十四104團のおがゆれたりしないとか︑光をずつ

が

9
の子は︑またそうしないではいられなく

︑あたためようとした︒けれどもだめで
十五4811︑黄色くなったりして︑失敗に失敗を重

十五488芸の技術をどうかして残したいと考え︑

＋五7810︑しかめっつらをしたり︑みょうな身ぶ

十五769意外なあいさつをされた︒そうして︑こ

十五7811みょうな身ぶりをしてはならない︒すな

んせつなようすをしていた︒けれども︑

＋五4912 へ震りだすことにしたのである︒﹁︿略﹀

しそうなようすをしていた︒﹁︿略﹀︒﹂と

十五507略﹀︒﹂これを耳にした今右衛門は︑﹁︿略

のむれを追いでもするように︑とかく家

しめつけるようにしています︒だれでし

たいへんだ︒どうしたらいいか︒人々は

ました︒しばらくして︑ふと氣がついて

しなもよおしをしていたものだ︒その
＋五5511園

十五544歩みよる私が手にしているしょうかい状
十五558囹 ︑それはそれとして︑きょうはきみが

をまき起すようにして︑少年の周囲をお

十五5812

十五5811

十五5811

お語り続けようとする博士をさえぎって

おどろいたこ
︒うしてなお語り続けよう

嚢という名を耳にした私はと
︑びあがら

にしりぞけようとした︒が︑ことばみじ
に出て︑横づけにしてあったりっぱな自

りし昔を語ろうとした︒すると博士は︑

十五601

十五593

前のてきを相手にしているものには︑な
いう鉄ぼうの音がしたかと思うと︑いま
︑くるくる舞いをして︑下の方へ︑谷の

ない︒ではどうしたのだ︒なにが氣に

幌農学校の教師をしながら︑恩師クラi 十五914園いつもしごとをしないことです︒わた
十五629

十五625園
十五631園

十五9211園
︒そこでなにをしているんだ︒﹂パン

かない答えかたをした︒﹁いや︑これは

あてて読むこともした︒このように︑日

がつた読みかたをしたが︑一方︑﹁山﹂

う音をしめしたりした︒漢字が中井から

えを表わすことにした︒いまの﹁本﹂﹁

十五745

十五739

十五731

十五727

りにさがしものをしておられたが︑やが

と呼びかけようとしたが︑声が出なかっ

十五6910

家の中はがらんとしていた︒やがてお書

十五6912

力のちがいは別として︑一方が先に生ま

十五7311

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

十五棚2囹 り︑息をしたりして︑くらしているの

十五棚2囹 ましたり︑息をしたりして︑くらして

十五979囹しいほっぺたをしているのだろう︒な

十五974園チルチル﹁話をしてもいいの︒﹂光﹁ま
十五976園り︑わらったりするけれど︑まだ︑お

写眞の主が︑こうしておじさんを見あげ 十五9611 ︑わらいこけたりしながら︑みどりの園

たびごとに︑どうしているかとたずねら 十五941きずつて行こうとする︒その問に︑﹁は

＋五9311園
いやでも幸福にしてしまおうじゃない

か︑おくりものにする焼物とかを作らせ

十五755

︑しずかに食事をしたが︑平和主義の旗 十五994 ︑陽氣なおどりをします︒幸福﹁こんに
わかれてしごとをしていたため︑ひとり

すよ︒なんとかしなければ︑おみこし

ジプトには︑そうした絵文字とよばれる

別の表わしかたをしなければならない︒

十五661を京都へ送ったりした︒その次には︑り

のくりごとを耳にしたおばさんは︑腹を

り︑二本引いたりした︒また︑﹁うえ﹂﹁
︑したにおいたりして表わした︒﹁上﹂﹁

十五921略﹀︒﹂こんな話をしているまに︑﹁ふと
十五924 ︑はねまわったりしていました︒チルチ

十五606

十五595

っとでもゆだんをすれば︑それにふきと

後にかばうようにして︑すこしあとずさ

つくり返すようにするいきおいで︑ばっ

4

＋五5210いろいろではずをしておいたから︑ぜひ

＋五5610園
人について話をしてあげよう︒そうそ

十五8712 しながらおじぎをする︒こ
︶れは﹃なん

十五797たり︑また︑そうした風景から︑自分の
十五807 ︑おそれあったりしてきました︒友愛の
十五826 ︑ねむりこけたりしています︒みんなび
十五833囹︑うれしそうにしているふとった干た
十五857囹幸福そうな顔をしているなあ︒あれ︑
十五867囹ものは︑自分のしなければならないつ
十五868囹かしらぎせいにする心がなければなら
十五876園ようなおなかをしています︒これが﹃
十五878九れあがった顔をしています︒︵﹁︿略

十五512科書の編さんまでしたりした︒ジャパン
十五512編さんまでしたりした︒ジャパンタイム

つけば︑大けがをするか︑殺される心配

十五573囹て︑そのせわをしてはくれまいかと︑

起ったような音がしました︒なんでしょ

わがず︑あばれもせず︑じっとしていま

＋五5710園
いそしむことにしたが︑その日本の青

なれて行きそうにしていました︒そのと

2
3
9
た︒少年はほっとして︑思わず後へたお

十五883園は︑﹃なんにもしないという幸福﹄と
十五889えながらおじぎをする︒チルチル︑すこ
十五894囹のやりなおしをするところです︒これ
十五907園つかそんな話をしていたっけ︒なんで
十五911囹︑わたしたちのすることを︑みんな見
十五913園ルチル﹁なにをするのです︒﹂ふとつ

れもせず︑じっとしています︒もう呼吸

2

6
4
1
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5
5
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9

9
7
8
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十五皿3囹 くたちがなにをしていても︑あなたに
十五皿11園 こし悲しそうにしているのは︑だれも

十五鵬5囹 青いたまの色をしています︒﹂チルチ
のようなすがたをした者が︑きらきら光

＋五悩12 しく足でけったりして氣ちがいのように

十五価6
＋五佃−o囹 なにをしょうとしているの︒なぜ横っ

＋五鵬−o園 人たちはなにをしょうとしているの︒

＋五佃12園 ﹁いま來ようとする新しい﹃喜び﹄を

十五川7圏 ちがほおずりをするたびに︑私の着物

すると

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると︑まさお

︵接︶75

するするとはいるくらいの大きさに作って︑
すると

二611

﹃︿略﹀︒﹄と︑またたずねました︒する

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

二334園

かっこう︒﹂となきます︒すると︑とおく

とみんなは︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

二403

おうい︒﹂とさけびます︒すると︑むこう

のほうでも︑﹁かっこう︒﹂となきます︒

二405

のほうで︑﹁おうい︒﹂とさけびます︒
かと

三266こんどは︑切りたおした木を︑どうする

十五佃1園 も︑ほおずりをしてもらえば︑すぐそ
十五佃7囹 るときやけどをしたあとまであるよ︒

えの あるおじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいまし

＋五麗12園 悲しそうな顔をしているときでも︑ほ

＋五柵−o園 うに︑しごとをしないの︒﹂母の愛﹁い
た︒

＋五価−o囹 えて︑だいじにすることをわすれては

人々もいいました︒すると︑あのちえのある

﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑みている
三283

いうことになりました︒すると︑あのち

＋五佃12園 おまえのせわをしているときは︑いつ

十五冊8園 へんしんせつにしてくれるそうだね︒

おじいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

するが

そこへ

お日さまの光がさしはじめまし

すぐこしょにつれてかえろうとなさい
ました︒すると︑かぐやひめのすがたがきゅう

三研9

かりました︒

た︒すると︑色リボンのようなにじが空にか

三814

もたまらなくなりました︒

三471 白うさぎはすぐ海の水をあびました︒
するといたみがいっそうひどくなって︑とて

十五伽6 た︒その歌を耳にしながら︑もっと下級

﹇駿河﹈︹地名︺1

十五旧1生がたとしたしくしなかったのだろうと

︑教室でお別れをした︒先生は︑﹁︿略﹀
＋五梱12
するが

三筆8囲 するがにある山がいちばんみやこに
するが
﹇駿河湾﹈︹地名︺1 駿河湾

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒
するがわん

山のいただきに立った私は︑小手をか
十五565圏
するが
ざして足の下にひろがる駿河湾の海岸線をながめ︑

空から大ぜいの天人たちが︑雲にのっ

にみえなくなりました︒

ｧ2

ておりてきました︒すると︑しめきっておい

三161 ふしぎなことに︑はちをもった手が︑

するする ︵副︶3 するする

するするとおしやかさまの目のまえにのびて

ふしの

くすりを

やいた

けむりが︑

おつきのものはそのとおりにしました︒
︿略﹀いつまでもたちのぼって

すると︑

三柵7

たくらの戸がひとりでにあきました︒

さるはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上

六棚10 そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

にするするとのぼっていってしまいました︒

六681

きました︒

一一

するが一すると

700

わの ぞとへ

にげました︒すると︑そとにいたねこがおい

四223團 ねずみたちは︑ あわてて

かけました︒

みきこさんが︑しょうかをうたいました︒

すると︑みきこさんのいもうとのたつこさんが︑

四8410

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒すると︑その

それにあわせておどりました︒
五313園

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒するとはるおも︑

人は︑トランクからこの本をだして︑
五591

おじいさんは︑海にでてあみをなげました︒

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

五6510

ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒すると︑

すると︑金のさかながかかってきました︒

みそさざいは︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて︑

五悩4

六104 日光が店いっぱいにさしこんできた︒する

ふたりはそのとおりにしてみました︒する

と︑ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

と︑月は枝のあいだにじっとしていますが︑雲は

六5410

さっさと走っていきます︒

ていきました︒すると︑ 一びきのさるにであいま

六675 お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を歩い
した︒

六782 その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え

ついたことを話しました︒すると︑おとうさんは︑

編論助の﹁木にのぼるのですか︒﹂年より

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹁そうです︒すると︑海の神は︑きっといいこと

六883囹

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

を教えてくださるでしょう︒

遠くはなした︒すると︑向こうのけしきが︑小さ

六柵1

﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒す

く︑さかさまにみえた︒

六㎜4

701
すると一すると

﹁︿略﹀︒﹂と︑心配そうにいいました︒す

ると︑これらははなからでる音なのだろう︒
七3611

ると︑なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑
からだがらくになったような氣がしました︒

そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを 九5811

その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき

こえましたので︑いちろうはあわてていいました︒

八7110

﹁︿略﹀︒﹂すると︑男は︑また喜んで︑

﹁︿略﹀︒﹂すると︑ねこがいう︒

あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

美しい春であった︒すると︑とつぜん︑あ

太陽はあたたかく︑おだやかにてらした︒

フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど

﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑のだ先生が︑

研究のため︑死貝を一つ一つ︑ていねいに

幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑

そこへ︑だんなが帰ってきました︒すると︑

金次郎は︑また︑︿略Vいねのなえをひ

そうして︑いっしょにその一本橋を渡り

少年は︑身をおこして父親の方をみまし

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦は答えました︒す

ると︑医者はちょっと考えてから︑こういいまし

十一7412

た︒すると︑かなしくなってなきだしました︒

十一696

だした︒すると︑橋はまん中からおれて︑

十一6011

の米を自分のものにすることができました︒

ました︒すると︑秋の終りには︑一びょうあまり

ろって︑大水でいたんだ田の水たまりに植えてみ

十一294

太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

十7211

横になってねそべっていました︒

ると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑地べたに

十531 道にでたとき︑あとをふり向きました︒す

円眞珠が現われた︒

死貝をどんどんみていった︒すると︑五つぶの眞

十4310

がつた︒

しらべていった︒すると︑かれはきゅうにとびあ

﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒すると︑ほかの子 十435

もっと遠いところで感じられる︒

ころでその水でお茶をたてる︒すると︑いい味は︑

九槻3 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど

﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

九鵬7

にいいました︒

た︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑また︑どんぐりどもが口々

九664 やまねこはぴんとひげをひねっていいまし

とびこえてにげだした︒すると︑草むらにいた小

それから二日間︑ここにそっとかくれてい

鳥がおそれてとびたった︒

八731
八7911

た︒すると︑そこへ二わのがんがやってきた︒

八864

七8011園 そのとき︑この人にであったのです︒﹂
裁判官﹁それから︒﹂甲﹁すると︑向こうから︑

九173

すると︑つばさがサラサラと音をたてた︒

八937

どもたちも︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ︒

八9111

ひるの子は︑つばさをばたつかせることができた︒

八883

子は生き返った︒

くだき︑うちへっれて帰った︒すると︑あひるの

﹃︿略﹀︒﹄とたずねるのでございます︒

八75 それでもきかなければ︑指で追ったりしま
した︒すると︑だんだんあとずさりして︑

八116 うちじゅうのものがびっくりして︑いそい
でピオをひろいあげました︒すると︑あわれにも︑
くちばしから血をだして︑

八224 せなかに︑たてのすじがはいり︑われめが
できました︒すると︑中から︑みずみずしい︑や
わらかい︑せみのからだがはみだしてきました︒

もがつばめをつかまえました︒すると︑その右の

八286 天帝は︑そっとこてんの中へおはいりにな
りました︒すると︑さがしていたはたおりひめが︑

足に︑日本の文字をしるした小さな金ぞくのいた
﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると︑きのこ

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒すると︑りす

いちろうは︑︿略﹀︑なるべくおちついてた

をみながら答えました︒

は︑木の上からひたいに手をかざして︑いちろう

九534

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

九522

がついていました︒

いっしんにはたをおっていました︒

走らせて︑天の川の西の岸を通っていらっしゃい

八294 天帝は︑そのままそとへでて︑また馬車を
ました︒すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふい
てくる︑わかい男にであいました︒

した︒すると︑その男は︑又略﹀︒﹂と答えました︒

八493 王子は︑いままでのわけをこの男に話しま

九567

ずねました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑その男は︑︿略V︑

八585 森や林の中に︑みえがくれにお寺の屋根や
停車場が目についた︒すると︑おもちゃのように

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると︑そのき

にやっとわらっていいました︒

いちろうは︑思わずわらいだしながら返事
をしました︒

をしました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑男はまたいやな顔

九586

たいな男は︑﹁︿略﹀︒﹂

九573

小さな汽車が︑けむりをはいて走ってくる︒

八593 ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠
鏡をのぞいてみた︒すると︑向こうの山の谷まに
のこっている雪が目についた︒

﹁︿略﹀︒﹂といっ て か ば っ た ︒

︑ΩU− ﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると親あひるは︑
ノρ01

するどい一すわる
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た︒

少年をみつめました︒すると︑少年のたましいの

十一851 病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと

おおたどうかん

そこから︑どっとことばがほとばしりでました︒

十二64 ある日︑太田道潅は︑たかがりにでかけ
ました︒すると︑にわか雨が降りだしたので︑

﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると︑老人

人は︑︿略﹀ポケットに手をいれましたが︑

十ニー08 又略﹀︒﹂とたずねました︒すると︑老
十ニー12
は廣場の方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

十三291 ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ

ながら︑﹁すると︑あなたは︑そのプリンタリー
﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

さんのおまごさんでしたか︒
十五593

すると博士は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一言のもとにしりぞ

でも︑それを妹にいってはいけません︒

けようとした︒

十五研7園
﹇鋭﹈︵形︶4

するどい

︽ーイ・ーク︾

すると︑あの女はさがしに行きたがって︑
するど・い

自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
少年は︑するどいさけびをあげて︑その

きあげられてしまわなければなりません︒

六悩7
十一8110

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

場に立ちすくみました︒

十三58

くしごく︒すると︑﹁ビューン﹂と︑あとをひく
ようなひびきがする︒

十五318

するりと

いるがんもおちそうに

そうして︑そこにすわりこんだ︒

ばったりそこへすわりこんでしまいました︒
十四946

︽ーッ・

ラ・ール︾

みんなは︑テーブルにすわりこんでる

﹇座﹈︵五︶24 すわる

十五925園
よ︒

呂おすわりする

すわ・る

その竹を切ってみますと︑小さな︑き

れいなおひめさまがすわっていました︒

三棚3

お花をかざると︑そこにすわってい

にきれいなおひめさまがすわっています︒

三研5家にはいってごらんになると︑光の中
四255團

ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ

るようです︒

みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑

の人をすわらせてあげました︒

五243園
五247園

入口におばあさんがすわっていました︒

子どもたちをすわらせました︒

五774

青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり

のケースにおさめた︒

七468

どうかすると︑するりとすべりおちそう 七152 ﹁腹のすわった人だな︒﹂

︵副︶2

になり︑おんぶして

四522

するりと

いっそうするどくとびかかります︒

鳥はさけび声をたてて︑苦しまぎれに︑

するどい角をのぞかせた︒

た なか
をふいていた田中さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒すると

十四187 又略﹀︒﹂といった︒すると︑窓ガラス
十四236
先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

なります︒

十四4510 死のしずけさがあたりに廣がりました︒

すると︑そのきみのわるいしずけさの中から︑

︽ーン︾

たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑

みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ

いままでだいていたのだし︑あと四五日

それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ

やまねこは︑︿略V長いしゅすの服を着て︑

すわっていました︒

九二1 それで︑そのまま手足をちぢめて︑じっと

どんぐりどものまえにすわっていました︒

九637

てばかりいた︒

八806

はすわることもできますから︒

八647囹

ろに︑一わのあひるがすわっていた︒

八609

わっている私のひざのあいだにもぐったり

そのひまになかまのがんは︑するりと 八97 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす
ぬけだしました︒

四6210

︿略﹀︑きれいな 歌 が 流 れ て き ま し た ︒
土が立ちました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑いた

ずらなはちがいいました︒

十四599

れすれにあるきました︒

三416ぼくらはふたりになって︑麦のほとす

十五258 両足でいっそうはげしく鳥の腹をしめつ すれすれ ︵形状︶1 すれすれ
けました︒すると︑さすがの大わしも︑︿略﹀︑そ

の重さにたえられなくなって︑

すわりこむ

むこうからきた汽車とすれちがったのさ︒
﹇座込﹈︵五︶4

風がひどいので︑あひるの子は立つことも

十二2810

た︒

できず︑すわりこんでしまわなければならなかっ

八771

すわりこ・む

五113囹

十五284 岩角のすこしあき地のあるところを目が すれちが・う ﹇擦違﹈︵五︶1 すれちがう ︽ーッ︾
けておりて行きました︒すると少年は︑あぶない
ことが近づいたと感じたので︑
いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五291 鳥を後へひつくり返すようにするいきお
すると︑鳥は︑不意のしゅうげきにおどろいて︑

十五518園 主人は︑新しい茶を西之ンスにすすめ
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十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字
を読んでいる︒

十217 男の子がベッドにすわっている︒
十502 家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑
黒いいぬが一びきすわっていました︒

にすわっていた︒

だれか︑その大わしのせの上へ︑がけの
その人は︑いっしょうけんめいにわしの

中ほどからとびついたものがあります︒

十五2310
十五2312
せにしがみついて︑

ひつじかいは︑身のあぶないこともわす

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

十五249

のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

十四9510 それがもえ続けている間︑大きなろの前 十五2411 さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

十三477 午前の森に︑しかがすわっている︒

ばかりの動詞も知りました︒

十二345 ﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

の鳴く声をきいていよう︒

十一139 丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥

まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

十一711園 みんながさせてくれたら︑コックスの せ ﹇背﹈︵名︶11 せ

せ

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

少年はいつ鳥のせからふり落されないも
十五279

おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の

大わしは︑少年をせにのせ︑

せ

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは
せの高い︑美しい︑天使のようなすがた

せll世界の子ども︒

をした者が︑

一

四802

←いちねんせい︒かきゅうせい・ごねん

さあ︑行こうぜ︒

︵終助︶1ぜ
﹇生﹈

せい・ざいこうせいたち・さんねんせい・そつぎょ

せい

十五6312園

ぜ

せ

十五価6

すこしせの高いのが︑興醒の中にかけこんで來て︑

十五992

ふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

きゅうせい・にっぽんりゅうがくせいだいいちご

うせいたち・だいがくせい・ちゅうがくせい・どう

う・にねんせい・よねんせい・りゅうがくせい・ろ

﹇背﹈︵名︶12 せい

くねんせい
せい

どのあいだに︑すくすくとせいがのびて︑

三槻8 小人のようだったおひめさまは︑三月ほ

円価4 病氣でせいののびないいねが︑5かぶあり
ました︒

せいの高いことなんだよ︒

せいの高いのだよ︒

せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑
九653園

九554
九653囹

十616 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お
十617

もう︑先生のせいくらい高くなりました︒

おにいさんのせいより高くなりました︒

にいさんのせいより高くなりました︒

十619

十一510園ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

ぱなからだになるだろう︒

まじめな顔をした老人でした︒

十一7310

﹇精﹈︵名︶1 精

せい

﹇製﹈←にっぽんせい

けれども︑花がついたり︑みがなったり

﹇所為﹈︵名︶2 せい

十五9412園ちがったように思うのは目のせいです︒

したのは︑おかあさんのせいではありませんよ︒

五634園

せい

精を見るのだよ︒

十五952囹ダイヤモンドの光にたえられる幸福の

せい

りっぱで︑︿略﹀︑しんせつに見えたことは︑

十四川1 おばあさんが︑こんなにせいが盲同く︑

立っていると︑

十五653夏の日に︑私をせにおいながら︑あせを 十三594 せいの高いマリアがキリストをだいて

せをたたきながら︑︿略﹀私によびかけた︒

十五648

のでもない︒

十五264

十四965 女の子は︑手にもえつくしたマッチを 十五251 上体をぴったりと鳥のせにつけて︑
十四9712 そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の
クリスマスの木の下にすわっていた︒

りて行きました︒

さげて︑ずんずん︑落ちるように︑下へ下へとお

十五279 大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に

くからである︒

きるし︑ひとりでに︑ぬのがずんずん織られてい

十349 機械で動かせば︑もっと早く織ることがで

て︑さまざまなことを話しかけたり︑

十125 こうして︑ずんずんおとうさんのそばへき

六櫛6 あなはずんずん長くなっていきました︒

わかるよ︒

六537園 お月さまがずんずん動いていくのがよく

ずんずん ︵副︶5 ずんずん

ずんずん一せい

せい一せいしつ
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せい 1 生

誠意

と考えてみただけでも︑このことがすぐ理解され

十五3810 ﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

﹇誠意﹈︵名︶2

よう︒

せいい

十二892 そうでないと︑相手の人に満足を與える
ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十三198 かれは︑科学者であり︑理想を実現する
誠意にみちていました︒

せいいっぱい ﹇精一杯﹈︵副︶2 せいいっぱい
きまをこしらえてくれていたのです︒

ことをお考えになって︑

みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の
このヨーロッパの高い山の中の生活は︑

生活にもつらい思いをしていますが︑

十四372
十五2012

それまでのものの考えかたや商責では︑

見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑

十五455

1

生活する

世紀5じゅうろくせいき

スコットランドの西岸のおきあいで︑

﹇世紀﹈︵名︶1

十四4410

せいき

︽一

﹇正義﹈︵名︶2

正義

﹇背比﹈︵名︶3

せいくらべ

私は︑たけのこのそばにいって︑せいくら
あしたもあさっても︑せいくらべをします
どんぐりのせいくらべ︒

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十442 かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの

十二48 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

︵サ変︶

6 成功する ︽一

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

シ・ スル︾

うまく貝の中に核がのこり︑眞珠質がまき

せいこう・する ﹇成功﹈

十398

半円が眞円になれば成功するのだ︒

製材所

植林が成功してから以後の農業は︑すっ

﹇製材所﹈︵名︶2

製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

﹇性質﹈︵名︶7

性質

そこにことばとしての性質があり︑おも

生まれた年によって︑その人の性質や運

命をきめたりしている︒

十三106

しろさがある︒

十二932

うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒

六備6 一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ

うえで作ったものであることがわかって︑

六佃3 それがいま︑一つ一つの音の性質を考えた

せいしつ

せいさく Oあかえせいさく

わたしをもっている︒

十二6810

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

五佃9 近いところに製材所ができて︑のこぎりの

せいざいしょ

かりかわりました︒

十三247

かるくすることに成功しました︒

せることによって︑そのまつ暗なさびしい心を明

十一一401一 ケラーに﹁ことば﹂というものをわから

信をもって母貝を海中にはなった︒

十447囹﹁これで成功しなければ︒﹂幸吉は︑自

十422囹

十4011囹 きっと成功します︒

わたしたちの生活のなかまにはいって︑ つけば︑成功するわけであったが︑

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒
十五9012ρn国

︵サ変︶

深い雪の中で生活している人々︑

﹇生活﹈

わたしたちのすることを︑みんな見るといい

十四836

シ︾

せいかつ・する

七3711 私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

生活

八4711囹 ああ︑せいいっぱいはたらいて︑晩ごはせいがん ﹇西岸﹈︵名︶1 西岸
んもいただいた︒
﹇生活﹈︵ 名 ︶ 1 3

せいぎ

六213園美しいぶどうに︑かがやくりんご︑零し 十四4010園 わかわかしい世紀のひびき︒

せいかつ

いわれらきりぎりすの生活

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

﹇正義喜﹈︹話手︺1

﹃正義であることの喜び﹄でございま

不正がしかえしされたときに︑いつもにっこりし

十五価11圓

ています︒

に︑それを失っている︒

十512 毎日の生活のらんざっとあわただしさの中

十65 心がけひとつで︑われわれは︑︿略﹀毎日

十五柵11囹
す︒

の生活を︑ゆたかに︑託しくすることができる︒

正義である
ことの喜び

十五柵10

証峨硬毛酪﹁私をこぞんじですか︒

せいぎであることのよろこび

十二8912 それは自分の生活を軽はくにし︑相手の
人をいやしめることにもなるからである︒

十二928 それは︑めいめいの生活や経験が同じで
ないためである︒

十四824

よ︒

十613

べをしたら︑はなのところまでありました︒

十612

せいくらべ
いったん読まれてしまうと︑︿略V︑その

人その人の生活や経験によって生かされてくる︒

十一一9512

十四52 私たち自身の生活を思わずふり返らせな
いではいない強い眞実の力が︑

十四91團 おかあさんの生活や︑私たちの生活の
ことをお考えになって︑

十四91團 おかあさんの生活や︑私たちの生活の せいこう ﹇成功﹈︵名︶2 成功
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十三111 日本には︑毎年︑約二百万人の人が生ま
れるが︑これらの人がみな同じ性質をもち︑
訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五387 それで︑たいていの漢字には︑この音と

十五742 自分の子女は︑その性質がどんなにち
誠実

がっていようとも︑かわいいことはみな同じで
﹇誠実﹈︵名︶1

誠実

十三214 しかし︑ダルガスの誠実は︑これがため

せいじつ

﹇誠実﹈︵形状︶1

にくじかれることなく︑
せいじつ

﹇誠実﹈︵名︶1

誠実さ

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十三262 誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠
せいじつさ
せい書

十四510 こうしたフィリップの純眞さ︑誠実さ︑
﹇聖書﹈︵名︶1

精神

十五5712囹 ある日のこと︑せい書をギリシア語で

せいしょ

﹇精神﹈︵名︶2

読みたいといいだした︒
せいしん

札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑

十五606 恩師クラーク博士の精神のやどっている
十五808 友愛の精神が︑もっともっとひろがって
いきますように︒

せいしんでき ﹇精神的﹈︵形状︶1 精神的

﹇精精﹈︵副︶1

せいぜい

い國民こそ︑眞にすぐれた良民でしょう︒

十三186 たとえ戦いに敗れても︑精神的に敗れな
せいぜい

成績

十四481 自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ
﹇成績﹈︵名︶1

いなのに︑

せいせき

る

︽ーシ︾

十三69

やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

﹇贅沢﹈︵形状︶1

ぜいたく

ろうのたいまつをたいて︑おしよせて來る︒
ぜいたく
のは︑ぜいたくというもんだ︒
︽ーシ︾

生長

十563
ように︑

かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく

両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

十三219

もしある時期になって︑小もみを切り

して︑生長するにちがいありません︒

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ

十三234囹

ばにならべておくからです︒

のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ

十三417園ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう 十三231園大もみがある大きさ以上に生長しない
せいだす

たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

﹇精出﹈︵五︶1

八831園

せいだ・す

﹇生長﹈︵名︶5

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒
せいちょう

のクリスマスに得意の銀てきをふいたが︑

十五673 教会の日曜学校の生徒であった私は︑そ

ぱにそのつとめをはたし︑

十3111 ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

をすべっていく︒

十199 ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上

を読んでいる︒

十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字

木の根のしるをわずかずつすっているせみ せいと ﹇生徒﹈︵名︶4 生徒
もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ

の子たちは︑たいへん生長がおそくて︑

八195
十三225

で生長をとめました︒

アルプス産の小もみを植えたので︑かれ

るのはふせがれましたが︑その生長は︑これに

十三226

かれは︑もみの生長について︑大きな発

よってはたされなかったのであります︒

十三2211

整調

雪けむりが立つ︒

九柵6 はげしい制動をかけられると︑もうもうと

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの せいどう ﹇制動﹈︵名︶1 制動

見をしました︒

十三237

﹇整調﹈︵名︶4

生長をうながす力をもっているが︑
せいちょう

四335国

成

四353囹
せいねん

その生徒さんは︑すぐひもでげたの

﹇青年﹈︵名︶14 青年

たのはなおをすげるあいだ︑

中学校の女の生徒さんが子どものげ

女の生徒さんはわたくしに︑﹃︿略﹀︒﹄

はなおをすげてやりました︒

四324團

て︑ないているわけをききました︒

四319團どこかの中学校の女の生徒さんがき

コックスのまえにすわって︑整調を せいとさん ﹇生徒﹈︵名︶4 生徒さん
やってみたいな︒

十一712園

人になるだろうね︒

十一101囹りっぱな整調は︑りっぱな運轄をする
いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
なみをそろえてくれるにちがいないよ︒

十一112囹

整調
生長する

といって︑
十一11図ートップ357コックス2

8

4

6

十一一423 そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を

﹇成長﹈︵サ変︶4
︽ーシ・ースル︾

せいちょう・する
長ずる

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒
せいぞろい・する ﹇勢揃﹈︵サ変︶1 せいぞろいす

せかい
せいふ
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十二501

古新聞を二まいとも八つに切って︑その

正方形の一まいにのりをつけてつつにか

うち一まいだけを正方形にする︒

十二4910

七415 目をさますと︑向こうの席にひとりの青年 せいほうけい ﹇正方形﹈︵名︶2 正方形
が立っていた︒
七417 汽車は︑かなり早く走っているので︑青年
のからだはゆれていたが︑
ぶせる︒

生命

私の手にふれるあらゆるものが︑生命を

﹇生命﹈︵名︶1

十二3712

せいめい

七4110 青年は︑つづいて日本の子もりうたをひき
はじめた︒

七424 しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑
﹇西洋﹈︵名︶7

西洋

もって動いているように感じはじめました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえにすすみ せいよう

いっしんにひきつづけていた︒
七447

西洋の子どもだろうなどと︑早がってんし

十三132

東洋でも西洋でも︑天は動き︑地はじつ

てはいけませんよ︒

八44

おしまいに︑青年は︑大きな声で︑

青年はにっこりわらった︒

でた︒

七458

七4410

としていて動かないという︑いわゆる天動説が行
あれも︑西洋の名画でしょう︒

われていました︒

十三607園

﹇生理﹈︵名︶1 生理

十五589図室友ホランド先生︑自然科学にもっと

せいり

せいりする

整り

もきょうみを有し︑化学︑生理︑植物︑鉱物︑地

︽ーシ︾

こんざつする町かどでは︑きちんとせい

﹇整理﹈︵サ変︶2

質等をこのんで勉学す︒

する

せいり・する

四81

整列する ︽

いずれ学校へ帰ってから︑もう一ど整り

りしてくれます︒

﹇整列﹈ ︵サ変︶ 1

しましよう︒

九868囹

シ︾

せいれつ・する

︹地名︺一 セイロン島

整列して︑式をあげた︒

七503 どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に
セイロンとう

ン島をはじめとして︑オーストラリアや南洋の

十453 今日︑眞珠の産地は︑ペルシア湾︑セイロ

島々であるが︑日本産のものは︑ことに名高い︒

九367團

にいさまがたのおもいふくろをせおっ

たきぎをせおって山からおりるとき︑

ていらっしゃつたので︑

三4710

西洋からきたことばをできるだけたくさせお・う ﹇背負﹈︵五︶3 せおう ︽ーッ︾

﹇西洋医学﹈︵名︶1

西洋医学

日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ

﹇世界﹈ ︵名︶ 38

世界 εあたらしいせか

キーをつけ︑︿略V︑そこへ集まった︒

い・うごきのせかい・ぎんせかい・だいいちじせか

せかい

いたいせん・べっせかい

四802 せ

世界の子ども︒

人にわたさないくふうはあるまいか︒

三m9囹どうかして︑かぐやひめを月の世界の

ものでございます︒

オランダからはいり︑そののちはドイツ医学がお
西洋音樂

三審3園ほんとうは︑わたくしは月の世界の
﹇西洋音楽﹈︵名︶1

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑
わってきたことばであろう︒

西洋音樂がはいってきたときに︑いっしょに傳

十四269

せいようおんがく

もに傳わったとうかがつたが︑

十四261

せいよういがく

文化をとり入れることがさかんなときで︑

十五5510囹私が日本をおとずれたころは︑西洋の 九価1 ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス

ばは︑たいてい西洋からきたことばと思っていい︒

十四283園その中で︑かたかなで書いてあること

ん調べてみたいと思った︒

十四2710

傳わってきたのだということが想像される︒

いうことばも︑西洋の油絵がはいってきたときに

デッサンとか︑モデルとか︑バックとか

﹁︿略﹀︒﹂といって ︑ お じ ぎ を し た ︒

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

西方

十四2612

七462 青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ
七468 青年は︑すわって︑アコーデオンを黒ぬり
﹁青年よ︑大きな望みをもて︒﹂

のケースにおさめた︒
十一502囹

十五573園 きみは室を二つももっているようだが︑

十四533 葉は︑二心のいい青年でした︒
その一つに日本の青年をとまらせて︑
はじめて見る東洋の青年をひきとったが︑

十五576園教授の申し出でをさっそく承知して︑

生物

十五5710園 その日本の青年はなかなかの人物だっ
たよ︒

﹇生物﹈︵名︶1

﹇Vにっぽんせいふ

せいぶつ

せいふ

とつとり

﹇西方﹈︵名︶1

海水が茶色にかわるほどになるのである︒

十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑
せいほう

十ニキロの湖がある︒

十二593 鳥取の西方約四キロのところに︑まわり
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四817圃 世界の子どもにうたわれて︑きょうは︑
エスさまおよろこび︒
であそぼうよ︒

五445圏世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

うたおうよ︒

五447圏 明かるい世界の空とんで︑平和のうたを

その一つ︒

世界の花そ

五453圃 世界のそのにさきにおう︑きれいな花の

のかざろうよ︒

五456圃 みんななかよくさきそろい
五459鶴 世界の空のかず多い︑かがやく星のその
一つ︒

みえる︒

ここで︑いままでの作文のからをぬぎさっ

界の人々にあたえたことに︑

十564

もし︑この決勝戦に勝つことができたら︑

その中には︑世界に共通なものさえある︒

て︑新しい世界にふみだしていこうと思います︒
十二565

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本では︑はじ

十一一824

そうして︑遠いところも近くなり︑世界

めてもらうことになります︒

十二柑1

美しいおとぎばなしを︑世界の子どもた

はだんだん小さくなるような氣がします︒

十三176

世界の樂園といわれるこの國も︑

ちにおくった︑アンデルセンの生まれた國で
十三178

ある︒

世界の名高い文学者で︑その名のわが國

であろう︒

そういうちっぽけな考えでは︑とても世
このぎんが系全体が︑星の世界の全部か

あのぎんが系に負けないほど大きな星の

もの文字をつかっている國があろうか︒

おもな用事は︑世界の学者がだれものぞ

んでいるカーネギー博物館の刊行物として自分の

十五5411

世

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

論文を出版してもらうことで︑

十五749

せかいじゅう

うみになって︑せかいじゅうのおふね

﹇世界中﹈︵名︶9

の愛する子どもなのだから︑

せかいじゅう

一361圓

界じゅう

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま

をうかべたいからです︒

いにちあつかうところです︒

四67

なあに︒

六652 世界じゆうで︑いちばん力のつよいものは

さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん

美しい庭をもつことができる︒

八406園

八425 王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

こがねよりもたいせつであったからです︒

ありはしないから︒

八818園世界じゆうで︑あの人ほどりこうな人は

九238 この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ

世界じゅうの人から愛される眞珠︑

ているかを世界じゆうに知らせた大きなできごと
でした︒

十3710囹

うの王さまのすべてよりもりっぱで︑

世界全体

十五佃8園 これが﹁日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅ

﹇世界全体﹈︵名︶2

ちゅう全体をながめわたす大きな目をもって

十四374 世界全体を︑人類全体を︑そうして︑う

とをわすれていたのは︑よくないことでした︒

もあるかのように考えて︑世界全体を見わたすこ

十四312 日本︑日本と︑日本だけが特別の國でで

せかいぜんたい

大空の星をながめていると︑はてしのな

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・

新しい世界のおとずれ︒

世界のどこに︑こんなに三種類も四種類

ら︑日本語が世界の人々に親しまれるようになる

十五422

また︑ローマ字は世界的の文字であるか

︿略﹀など︑世界の大半につかわれている文字で

十五4010

十四409園

い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

十四3512

世界が︑なおいくつかあるのです︒

十四341

というと︑なかなかそうではありません︒

十四3311

界の中にはたっていけません︒

十四314

に知られている人は︑

﹁世界は廣いものだなあ︒﹂と︑ひなた 十四42

わかいころ︑世界をまわって來た人です︒

八5910囹高いところにのぼるほど︑大きな世界が 十三549 おじさんは︑︿略﹀︑絵がすきで︑それに︑
八6110園
ちはいった︒

八621園 これが世界だと思っているのかい︒
のだよ︒

八621囹世界は庭の向こうがわまで廣がっている
八672園わたしについておいで︑大きな世界の鳥
小屋へつれていってあげるからね︒
です︒

八832園私は︑廣い世界へでたいと思っているの
十284 動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の
世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十391 このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界
み きもとこうきち

に知られた御木本幸吉であった︒

十4011園 世界のために︑きっと︑あなたの願いが
かないます︒

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十4510 世界の学者の研究によって︑天然眞珠と

十4610園 あなたが自然をあいてとして︑雲珠を世 十五427

せかいてき一せきふ

708

せかいてき ﹇世界的﹈︵形状︶1 世界的
十五42一 ローマ字は世界的の文字であるから︑

せかいてきぎょるいがくしゃ ﹇世界的魚類学者﹈
︵名︶1 世界的魚類学者

世界的

十五527 眞心こめて教えてくださった世界的魚類
学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑
せかいてきめいしゅ ﹇世界的名手﹈︵名︶1

名手
十二814 キンゼー選手は世界的名手でありますが︑

︵五︶1

せがむ

︽ーマ︾

が︑ここからわいてくるのだ

十一453

弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

おめんじょうをいただいて︑ささげ持つ

そこからでなおして進みました︒

十一458

ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

ようにしながら︑席に着きました︒

十二46

おふたりのために︑ちゃんと席がとつ

みんなが席につくと︑

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十四204
十五8911園
てありますよ︒

六636

わたしもせきがでたらいいなあ︒

ぼをいれている︒

せき ﹇咳﹈︵名︶2 せき
せかいへいわ ﹇世界平和﹈︵名︶1 世界平和
十五7412 それで︑世界平和︑人間平等という理念 六634 弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん

せが・む

せがれ

エ︾

十五704
せきこ・む
五柵5・

︽ーム︾

五361
います︒

ほりだされた石炭が︑山のようにつまれて

この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の

ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ

きかいを動かすのです︒

五362
五363
五364

では︑石炭は︑どうしてできたのでしょう︒

いろいろのくすりも石炭からとれます︒

いろのくすりも石炭からとれます︒

五367

このような木が︑たおれて土にうずまり︑

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五374

工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ

石炭の坑道︒

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

五376 大むかしのたいようのねつが︑かたちをか
十246

て︑石炭をほっている︒

十247

シャベルですくう石炭︒

十2410 くずれくだける石炭︑シャベルですくう石
炭︒

十241一
せきこむ

﹇石炭無﹈︵名︶1 石炭なし

責任3むせきにん

さあというときに︑ひとりで責任を

﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを

﹇石碑﹈︵名︶1 せきひ

八1210

せきひ

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

十一107囹

せきにん ﹇責任﹈︵名︶1

きません︒

五365 私たちは︑石炭なしには︑くらすことがで

せきたんなし

﹇急込﹈︵五︶1

これは︑石炭をほっているところです︒

たくさんつんで

十2412 みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒

石炭
石炭⁝⁝⁝三十二

︹課名︺2

鳴きました︒

せきたん

五25 四

﹇石炭﹈︵名︶17

五321四 石炭

います︒

五356

はこびだします︒

五358

とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ

九829園

そら︑これはせきふらしいそ︒

い物︑土器らしい物︑︿略﹀がたまっています︒

立ててやりました︒
五355 まわりのかべに︑石炭がでています︒
さかんに︑きかいで石炭をくずしてとって せきふ ﹇石斧﹈︵名︶2 せきふ
九823 かごの中には︑いつのまにか︑せきふらし

五354

います︒

五327材木や︑石炭や︑お米を︑

せきたん

石炭

﹁︿略﹀︒﹂と︑せきこむように︑さかんに

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

せきあえぬなみだに目をくもらせたおば

十二9411 弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでかせきあ・える ﹇塞敢﹈ ︵下一︶ 1 せきあえる ︽一
﹇俸﹈︵名︶1

けたが︑

せがれ
﹇石﹈与だいりせき
席

十334園 おまえは大工のせがれだ︒
せき
﹇席﹈︵名︶12

せき

せき

きになりました︒

三158 こてんでは︑おしゃかさまがせきにおつ

五95囹じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん
をかけさせておあげ︒

七414 目をさますと︑向こうの席にひとりの青年

五2410囹 せきをすこしあけてくれました︒
が立っていた︒

トンネルをでたとき︑向こうの席で︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があった︒

七428

を読んでいる︒

十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字

の席で立ちあがります︒

十一443 それをみようと︑父兄の人たちは︑自分
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せきゆ一せつめいする

せきゆ

﹇石油﹈︵名︶1

石油

十四116国 このランプは︑石油でもきはつ油でも︑
せく

︽ーカ︾

どちらをおつかいになってもかまいません︒
﹇塞﹈︵五︶2

五63 ダムにせかれていけになり︑

せ・く

世間

十四5311囹私は︑せっかく花が開いても︑とちゆ
うから︑黄色くなって落ちてしまったたくさんの

十四711

まあ︑そのようなありさまで︑せっか
せっかくおまねきをいただきながら︑

佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑

C
そうなると︑茶わんに接したところでは︑

かべや屋根が熱せられると︑それに接し

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

た空氣がふくれてのぼる︑

十四732

それは︑私が︑︿略﹀︑せっせと養分を

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い

﹇刹那﹈︵名︶1 せつな

n切﹈︵形︶1 せつない ︽ーイ︾

人形はものをいわないが︑そのかわり

ばんそうの玉葱や︑場面の組みあわせと

﹇説明﹈ ︵サ変︶ 4

説明する ︽一

わたしは︑なんにも説明しなかったが︑

明した本を︑︿略﹀︑日本で出版したものです︒

十二麗6 これは︑︿略﹀人体のことを絵いりで説

九849園

シ︾

せつめい・する

は︑プリンタリーのふでになったものである︒

十五516 大英百科辞典の東洋美術についての説明

説明のことばなどによって︑

十四8612

説明がついている︒

十二454囹

﹇説明﹈︵名︶3 説明

であった︒

十五捌9 それはなんともいえない︑せつない氣持

せつな・い

は︑うしの首をかるくポンポンとたたきました︒

ちこもうとしましたが︑そのせつな︑けんぎゅう

八309 黒うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落

せつな

セット呂ごセット

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑

十五921

こしらえて︑送ってあげたからですよ︒

十四539園

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九766 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

ました︒

七868 草をやったら︑3びきとも︑せっせとたべ

しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく せっせと︵副︶4せっせと

かぼちゃの花を見ています︒

ださった地の中の水や養分でも︑

十四562園

らね︒

そうあたふたとおいとますることもできませんか

十五936園

くのおたずねもむだになるようなわけだが︑

十五557囹

ぜひ続けてください︒

九364團大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを 十五501囹 せっかくうけついできたこのしごとは︑
﹇世間﹈︵名︶3

流れ落ちるしみずが︑せかれて︑たきになり
せけん

十361 世間からはますますわらわれて︑だれひと
りあいてにしてくれなくなり︑

ちがっていても︑

十五781 きみたちの考えが︑たとい世間の考えと

石器と土器

それからいく年たっても︑せっくがくる

﹇節句﹈︵名︶1

十一﹇991
せっく

ごとにその人形をかざって︑

十五664

せっく

十五783 はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ せっきとどき ︹題名︺1 石器と土器
﹇節﹈←いっせつ

てもらえないかもしれない︒
せつ

つ

せつ ﹇説﹈︵名︶2 説与ちどうせつ・てんどうせ

十364

ぜっこう

せつこさん

相手を一きょにうちのめすぜっこうの

﹇絶好﹈︵名︶1

︹人名︺1

いてもらいたいといって︑文を書きました︒

四301せつこさんは︑﹁くみの人みんな﹂にき

せつこさん

チャンスです︒

十二858

ぜっこう

しい設計図をこしらえあげた︒

いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新 せつめい

設計図をひいては組みたて︑

十358

十三158 教会のぼうさんたちは︑天動説を信じて せっけいず ﹇設計図﹈︵名︶2 設計図
いましたので︑ガリレオを呼びだし︑その説を人
に教えてはならない︑といいました︒

十三163 ガリレオは︑︿略﹀︑やむを得ず自分の説

﹇折角﹈︵副︶9

せっかく

はあやまりであったということにして︑
せっかく

せっかい nVおせっかい

一一94園せっかくあつめたことばが︑ごちゃご
ちゃになっています︒
六2311園 せっかくですが︑わたしたちはみんな︑
はたらくやくそくをしているのです︒

六61図

七454園 せっかくのおこころざしですが︑このお せっし ﹇摂氏﹈︵名︶1 C
金はいただきかねます︒

たほうがいいよ⁝⁝

十三424囹 せっかくの記念品だから︑とっておい せっ・する﹇接﹈︵サ変︶2接する︽ーシ︾

せど一せまる
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思います︒

十四107團 よく説明しておもらいになるといいと

せど

せどの

十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
説明してくれた︒

﹇背戸﹈︵名︶2

三566圃 うたをわすれた カナリヤは︑

せど

こやぶにいけましょか︒

せともの

みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八143 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生
﹇瀬戸物﹈︵名︶2

九841園 せともののかけらみたいなものがある

せともの
じゃないか︒

九859園 こんなただのせともののかけらがと思う
ような物ですが︑

﹁小公子﹂のセドリックは︑七つ八つの

セドリック ︹人名︺2 セドリック
九461国

ころでも︑せんきょのことを話していますけれど
も︑

九462国 ぼくにはまだ︑セドリックほどわかりま
せん︒

九452團

﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリック

セドリックしょうねん ︹人名︺一 セドリック少年

少年のように︑子どものころから︑世の中のこと
﹇背中﹈︵名 ︶ 2 4

せなか

に注意を向けるようにといわれました︒
せなか

水の音をさいていだら︑せなかがあつく

かをさすって︑

五804

あたまからせなかにかけて︑き色がかった

それが︑にしもりさんのせなかにあたりま

なってきました︒

五809
した︒

五961
美しい鳥になりました︒

とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ

さんのせなかをおさえました︒

二重7

十五6411
とびついた︒

見るなり私は︑おじさんの廣いせなかに

で︑せなかをむけているのはだれです︒

十五8811囹それから︑あの︑なかまにはいらない

せっかくうけついできたこのしごとは︑

ぜひ﹇是非﹈︵副︶2ぜひ
十五502囹

ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博

ぜひ続けてください︒

士をたずねるようにとおっしゃった︒

十五5210

こしにさしていた短刀をぬいて︑︿略﹀︑

せまい ︽ーイ︾

やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

せまいはしがありました︒

﹇狭﹈︵形︶7

二282園

かれは︑そのりっぱな機械をみて︑感心す

十二232

いがした︒

せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ

るとともに︑なんともいえないかた身のせまい思

十354

つのをおしあっていました︒

二269囹

せま・い

鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

十五2811

せ︑
ぼね ﹇背骨﹈︵名︶1 せ骨
私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから

せなかから︑腹までふりまかれて︑

七411

うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が

ふわふわととびます︒

七951

あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑
せなかがでます︒

われめができました︒

八222
八227

ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴
らしたり︑火花をだすことさえできた︒

八7710

おまえさん︑せなかをまるくしたり︑の
どを鳴らしたり︑

八801園

糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは

て︑いつもえんりょがちにしていますが︑

十二687

芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

ひじょうにせまい︒

十二709

もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

だというし︑家もせまいので︑

十三181

のもっともよい土地を失いました︒

だれひとりあいてにしてくれなくなり︑ま

﹇迫﹈︵五︶8 せまる ︽iッ・リ︾

少年は︑父親のうでの中にたおれました

が︑胸がせまって息もつけませんでした︒

十一826

ずしさはいよいよせまってくる︒

十362

せま・る

もういいったら一﹂と︑やまだのせなか
をおしながらさる︒

九9011

いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを
﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに﹁くっ

かくようなかっこうをしました︒

十508
十509

見物人にせなかを向けないように︑

つけるよ︒﹂というのです︒

そのせなかにその角のかげ︒

十三4510

十三478

ぞえながらとんでいくから︑

三444園 ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
四157 えつ子がわたしのせなかでねんねした︒

そのやいた鳥は︑肉を切るナイフとホー
少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の
子を自分のせなかにかくしました︒

十五296

クとをせなかに立てたまま︑

十四975

せな

四158わたしのせなかにかおをつけてねんね
した︒

四162せなかがほかほかあたたかい︒
四梱5 うらしまは︑かめをだきおこして︑
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せみ一せる

十二776 時間がせまったので︑私はユニホームを
つけて︑練習のためにコートにでました︒
た︒

十三229 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれにせまりまし
十四62 老いた母を思う子の眞情は︑︿略﹀︑私た
ちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四479 こんなきけんのせまった中で︑なんとい
うおちついた︑またなんというほがらかな人だろ
う︒

十五307 わしは︑︿略V︑少年の周囲をおおい包む
いきおいでせまって來ました︒

﹇蝉﹈

︵名︶

13

せみ

εあぶらぜみ・おやぜ

でせまって來たこのあくまの胸をめがけて︑

十五311 少年は︑︿略﹀︑目の前ニメートルほどま
せみ

一179 せみがどこかでなきだした︒

み・かなかなぜみ

バタバタやって︑にげていった︒

七614 まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

八157 せみの子どもたちは︑︿略﹀トンネルをほ
りながら︑さぐりさぐりもぐっていきます︒

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

八169 これは︑木からいうとめいわくしごくなこ
すがったようなも の で ︑

を地表に向けてほっていき︑

八208 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな
八216 せみは︑さっそく︑ぶさいくなかっこうを
して︑それにはいあがっていきました︒

い︑せみのからだがはみだしてきました︒

になると︑みんな死んでしまって︑

八253にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋
せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ

せみの子たち

一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう

まつの木では︑きょうからせみが鳴きは

てひいていきますが︑

八256
十一η7
じめた︒

十一148

﹇蝉子達﹈︵名︶3

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

木の根のしるをわずかずつすっているせみ

せみのこたち

八194

せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

の子たちは︑たいへん生長がおそくて︑

八1910

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑
八203

せめて

せめて月夜には月をみて︑わたくし

︵副︶4

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

せめて

三七10囹

のことを思いだしてください︒
せめて︑おけの一つも︑もらってくれば

このまこころを書いてお送りして︑せ

せめて︑貝だけでもおみせしたいと思っ

よかったのに︒

五674囹
九342團
ています︒

十四161国

せめる

︽ーメ︾

父は︑﹁なぜ︑そのとき︑﹃︿略V︒﹄と︑

﹇責﹈︵下一︶1

めてものおなぐさめにしたいと思っています︒
せ・める

十一621

きっぱりことわらなかったのか︒﹂とせめた︒

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり
せる

︽セ・セル︾

たねまきする人︑いえをたてる人︑さ

︵助動︶88

一255

せる

ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十三318

八226 すると︑中から︑みずみずしい︑やわらか せりふ ﹇台詞﹈︵名︶1 せりふ
八242 明かるい光がさっとさすころになると︑せ
みの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑

八251図圃 やがて死ぬけしきばみえずせみの声

かなをとる人︑きしゃをはしらせる人︒
二343園 もしもし︑ちょっとそのぞうという

はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか

ものに︑さわらせてくれませんか︒

三1210

さまのおかおをみつめました︒

三841園お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼん

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

だまみたいに光らせるのよ︒

三925

でも︑うちのことも氣にかかります

二十九わのがんが︑食事をすませると︑

ともかく食事をすませて︒

なの心をたのしませてくれます︒
四619

四613園

四価5園

きかんしの人が︑いっしょうけんめいに

ので︑かえらせていただきます︒

五107囹
五109囹

ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ

どこで走らせているの︒

走らせているからさ︒

五243囹

みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑

の人をすわらせてあげました︒

子どもたちをすわらせました︒

五246囹

五247三女や︑子どもたちをすわらせました︒

きかいを動かすのです︒

五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の

五551 まさこをおかあさんにわたして︑食事をす

けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか

ませてから︑

五621園

あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

せたのは︑だあれ︒

六268

おな海の色︒

六487圏ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ

な波の音︒

六494間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白

せる一せる
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六935囹 では︑さっそくさがさせてみましょう︒

八284

天帝は︑そのままそとへでて︑また馬車を

川岸にそって車を走らせていくと︑

た︒

しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ
ぬまの水をのませてもらいたいとも思った

すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ
風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

ことばの組みあわせも︑それぞれちがった
きょうは︑このかたの畑をすこしほらせ
ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か
﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせよ

きょうも︑みんなは話に花をさかせてい
もちつきすませて︑しめなわをはり︑
あの山のすがたが︑小さいころのことを︑
長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の
看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

るような失望とのあいだで︑

十一795

心を休めるような希望と︑胸をこおらせ

︿略﹀︑看護婦にかわってそれを飲ませたりしまし

十一766

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

十一6412

いろいろと思いださせる︒

十一471

一夜明ければうれしいはつ日︒

十一414圏

る︒

十一55

うとしたり︑

十522

ら地上にでてくる︒

十253

てもらうことにします︒

九787園

新しい思いをおこさせます︒

九86

からごみをふきとばさせます︒

八二4

をばたつかせることができた︒

八883

が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

八7210

うにからだをふくらませて向かってきた︒

八705

走らせて︑

八293

らわせてみせるぞと思ったが︑

六㎜8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ
六佃8 みんなをわらわせてやろうなどという心持
は︑どこかへふっとんでしまった︒

六柵6 紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

六柵3園 ﹁ちょっと糸を持たせて︒﹂
ごでまにあわせました︒

六旧10 一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの
で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑
七144 ﹁そんなに︑手をやかせるな︒﹂

七234囹 おさらいを早くすませてから︑お遊びな
さい︒

七548 式をすませてもどってくると︑たかやま先
生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒

七979 黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親
うさぎのちぢにすがりつきますと︑親うさぎは︑
足でけって︑のませませんでした︒
七9710 うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ

か た へ 乗 せたり︑

一わずつつかみだしては指さきへとまらせ

たくないのでしょうか︒

八59
たり︑

八510かたへ乗せたり︑てのひらで遊ばせたり︑
八511口さきにふくんだえさをとらせたり一

八93 うじどころか︑庭の木にとまらせても長く
はいません︒

八1010 毎日なにかかわったことをしでかしては︑
みんなをおどろかせたり感心させたりします︒
八1111 みんなあわてて︑口々によんで︑元世づけ
るやら︑くすりをのませるやら︑

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

八133 信用してくれていたものを︑あやまちのた

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

げるのです︒

十一856園ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ
十一882

このごろでは︑いつも美しい実をなら

り︑ふとんをなおしたり︑

そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ

せることができるようになりました︒

十二202園
十二257

立ちはじめには︑物を持たせると立つこ

ていって︑用をたさせるようにしました︒

﹁︿略V︒﹂といって︑民ちゃんに持たせ

とができると︑だれかがいったことを思いだし

十二277
十二2711

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

てみました︒

しらえて持たせているうちに︑

十二293

﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ

とも同じ名であることを私にわからせようとなさ

十二3412
いました︒

ることをわからせようとなさいました︒

十二356

しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というもの

をわからせることによって︑そのまつ暗なさびし

十二4010

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

い心を明かるくすることに成功しました︒
十二582

それからでた細い根が︑つなのようにか

おにに人間をくわせてやるというのであった︒

そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十二666
十二754

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

するどい角をのぞかせた︒

十三58

がまん強い実行と︑熱誠な共力によって︑

あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ︑

十三264
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セルロイドーぜん

十三336 夏の日には︑この音がすずしい氣持をお
こさせ︑

持をおこさせる︒

十三337 冬の日には︑いかにもさむざむとした氣

きて︑ホートンをにぎわわせる︒

十三3511 早春になると︑はとぶえが天から鳴って

十五749

協会では︑喜んでつばめのせわをする返事
協会ではすぐに︑︿略﹀苦しんでいるつば

チチロは︑いよいよよくせわをして︑

その一つに日本の青年をとまらせて︑

この手でおまえのせわをしているとき

それに︑この子どもたちをせわする︑ひ

﹇世話﹈︵サ変︶1 せわする ︽ースル︾

﹇船﹈

﹇千﹈

5けっしょうせん

5かもつせん︒ていきせん

5いくせん

線尋かいがんせん・だいいっ

﹇戦﹈

︵名︶9

5いっせん・さんじっせん
﹇線﹈

②あなの両わきを切りこんで︑手さき

まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ

みょうなゆらゆらした光った線や︑うす

数という形のないものを表わすのに︑線

﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

木は︑もともと形をうつしてできたもの

つくえのまん中にチョークで線をひき︑

ぜん5おぜん

昔︑あるまずしい人が︑︿略﹀︑この岩屋

﹇膳﹈︵名︶1

からぜんやわんなどの家具のでることを知った︒

十二618

ぜん

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑

十五578囹

え﹂とかいう考えを表わすことにした︒

であるが︑それに線を加えて︑﹁もと﹂とか︑﹁す

十五372

﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑

おいたり︑したにおいたりして表わした︒

には︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえに

十五369

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

十五367

十四6912 うす暗い線が︑

やかに動いているのに氣がつくでしょう︒

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑ゆる

十四6912

しがさんさんと降りそそいでいました︒

十二831

をまるめ︑指の線をほる︒

十二526

せん

﹇銭﹈

とりの女の家庭教師がついていました︒

十五208

せわ・する

自分の子女にはすべて同じ教育をほどこ せわしい nVきぜわしい

し︑︿略﹀︑社会に巣だたせたいのが念願である︒

﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひどい目に

あわせたのだよ︒

十五962囹

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

私にも書かせてください︒

十五槻7

そのうちに︑セルロイドの三角じょうぎを
せわεおせわ

こうえんのせわや︑どうろのそうじなど

﹇世話﹈︵名︶11

四51

せわ

ひろいあげる︒

九933

十四53 私たち自身の生活を思わずふり返らせな セルロイド ︵名︶一 セルロイド
いではいない強い繋累の力が︑

十四101團 ランプとコーヒー入れとは︑あす︑送
らせます︒

十四115国 おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー

せわはしてやりました︒

もしてくれます︒
五633囹

入れとを送らせました︒

は︑

十五佃12囹

そのせわをしてはくれまいかと︑

十五573園

しなければ︑大きくもならなかったかもしれない︒

がせわをしてくれなかったら︑私たちは︑はえも

十四612囹人間がいなかったら︑また︑その人間

んがすくわれるのです︒

十二4112園私が命がけでせわをすれば︑ケラーさ 十五369

た︒

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一889

めのせわをすることを︑新聞に廣卒しました︒

九1910

をしました︒

九198

のせわをしよう︒

もう︑おさらいがすんだから︑あおむし

十四203 みんなは急いでそうじをすませた︒

﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒

七2310園

五643園生まれたときからせわはしてきたが︑

に花をさかせたからですよ︒

十四542園 あれは︑︿略﹀︑あなたがたが︑かって

が

十五479 佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の

さ

十五83圃 さくらさくら人が人が子を歩かせて
家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか
を作らせていたが ︑

十五5311 私の目に映じたのは︑︿略﹀タイピスト
になにごとかをいいながらうたせているしらがの
老しん士のすがたであった︒

十五573囹 きみは室を二つももっているようだが︑
その一つに日本の青年をとまらせて︑

十五602 一路自たくへと車を走らせた︒
時代の私の写眞がかざられてあるではないか︒

十五697 つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう
十五705 せきあえぬなみだに目をくもらせたおば
さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

ら

十五714 このすがたをおじさんがごらんになった
十五716囹 そうしておじさんを喜ばせましょうね︒

せせせせせ
んんんんん

せんいん一せんせい
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せんいん

﹇船員﹈︵名︶1

船員

十一m3園 では︑実力があって︑力いっぱいはた
らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

四575 その日のばんは︑かっちゃんの全快い

ぜんかいいわい ﹇全快祝﹈︵名︶1 全快いわい

船客

わいをしょうということになりました︒
﹇船客﹈︵名︶1

十四453 乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

せんきゃく

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒

せんきゅうひやくしちねんしがつじゅういちにち

おか

﹇千九百七年四月十一日﹈︵名︶1 千九百七年四月

十四113團 パリー︑千九百七年四月十一日

十一日

﹇千九百七年四月十六日﹈︵名︶1

せんきゅうひやくしちねんしがつじゅうろくにち

あさんのことを思っています︒

十四139団 パリー︑千九百七年四月十六日

年四月十日﹈︵名︶1 千九百七年四月十日

おかあ

せんきゅうひやくしちねんしがっとおか ﹇千九百七

十四64団 パリー︑千九百七年四月十日
さんとちょっとお話をしょうと思います︒

二十年十月﹈︵名︶1 千九百二十年十月

せんきゅうひゃくにじゅうねんじゅうがつ ﹇千九百

せんきょ

ぜんご

前後

人形がかたむかないように︑話すときは

汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

﹇前後﹈︵名︶3

七352
十一一542

前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば

人形の顔を前後に動かす︒

十二935
せんこう

せんこうのけむりでもなんでも︑︿略V

﹇線香﹈︵名︶1

を選び︑

せんこう

十四6510

せんこう花火

持ちかえしせんこう花火のゆれている

﹇線香花火﹈︵名︶1

いくらかの高さまでは︑まっすぐにあがりますが︑

九285図韻

せんこうはなび

全國

傳説を廣く全軍で調べてみると︑よくに

﹇全国﹈︵名︶2

十二564

ぜんこく

議事堂

みなさんがたの代表が︑全國か

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十二掴4

﹇全国民﹈︵名︶2

全國民

らここに集まって︑いろいろなことを相談します︒
ぜんこくみん

︽ーシ︾

選手δキン

しゅ・テニスせんしゅ・りょうせんしゅ

んめいにやった︒

七488 ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょうけ

整列して︑式をあげた︒

七503 どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に

強そうだ︒

二少年が︑遠い母國の選手のために︑勝

七536 なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて
十二812

職場

つことをいのってくれていることを知って︑

戦場から帰ったダルガスです︒

﹇戦場﹈︵名︶1
十三1812

せんじょう

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

﹇全身﹈︵名︶3 全身

十二372

ぜんしん

この光を全身にあびよう︒

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒
十四413園

石を取るが早いか︑︿略﹀このあくまの

胸をめがけて︑全身の力をこめて投げつけました︒

十五311

でも︑風がどっきを運んできてはたいへ

次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす

こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま

きゅうにいきおいづき︑せんすをほうりだ

先生

先生⁝⁝⁝二十一

︹課名︺2

﹇先生﹈︹話手︺10 先生

七167先生︑早くでかけましょう︒﹂先生﹁じゃあ︑

せんせい

二211四 先生

二25 四

せんせい

して︑自分も指をつっこみました︒

十712

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒

十6812

を︑さらりと開きました︒

十679

いで︑風を向こうへやってくれ︒

んだから︑次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであお

十677園

﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂という せんす ﹇扇子﹈︵名︶4 せんす
運動に全漁民が︑加わったほどです︒

九201

前後する

それは︑全出島のたましいでした︒
﹇前後﹈︵サ変︶1

十三2511
ぜんご・する

ミケランジェロとラファエルは︑前後
して︑そこからローマに出て︑

十一二571圏回

夢殿の観音

ゆめどの

十二鯉8

たものであります︒

せんしゅ

前日雨でも降って︑土のしめっていると

﹇前日﹈︵名︶1

十四671

ぜんじつ

ころへ日光があたって︑

﹇選手﹈︵名︶4

ゼーせんしゅ・しみずせんしゅ・チルデンせん

せんしゅ

前日

けさまは︑いまから千三百年ばかりまえに作られ

この美しい︑りっぱなほと

十四451 千九百二十年十月の︑ある月のない夜の せんさんびやくねん ﹇千三百年﹈︵名︶1 千三百年
ことです︒

﹇選挙︺︵名︶1

九461團セドリックは︑七つ八つのころでも︑せ

せんきょ

んきよのことを話していますけれども︑
せんきょうし ﹇宣教師﹈︵名︶1 宣教師

十二梱6 イソップ物語はイソップという人が重い
たお話ですが︑これをキリスト教の宣教師が日本
に傳えたのは︑三百五十年ほどまえのことです︒
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でかけよう︒

が︑たくさんとんでいるでしょう︒﹂先生﹁よくお

七172 きょうは風がありませんから︑ちょうちょ
ぼえていたね︒

七183 先生︑この実はなににするんですか︒﹂先
生﹁そんなに実を と つ ち ゃ い け な い ︒

七191 きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒﹂先生
﹁あぶないよ︒

七197 先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこにか
くれているんですか︒﹂先生﹁しげった草むらの中
に︑かくれている の さ ︒ ﹂

七1911 先生︑こっちの白い花のはたけは︑なんの
はたけですか︒﹂先生﹁知っている人1﹂
七202 先生﹁きしもとくん︒﹂きしもと﹁だいこん
だいこんばたけです︒﹂先生﹁そうだ︒

ばたけです︒﹂

七204

す ︒ ﹂ 先 生 ﹁ そ れ で知っているんだね︒﹂

七209 いまちょうど︑こんな白い花をつけていま

二212園先生︑大きなくもがすをかけていま
した︒

二216囹先生︑ゆうがおがこんなに大きくな
先生︑わたしたち︑もみじのはっぱで︑

りました︒

P園

した︒

先生︑すのおそうじをするので︑はと

二233囹

先生︑たいへんです︒

先生は︑かずこさんのおとうさんのこ

う一ど︑かずこさんの文をよみなおしました︒

四359園

先生︑ありをころそうとしたとき︑

先生︑こんなことがありました︒

先生は︑そこに氣がついたのです︒

とばに︑氣がつきました︒

四347囹

四367囹

先生︑さくらの枝をおろうとしたと

にいさんのことばを思いだして︑

四394園

四397園

ただしい

ことばは︑いつも︑あなたが

き︑おじさんのことばに氣がついて

たのいいお友だちになったり︑先生になった

四401園

りしてくれます︒

先生のお友だちから手紙がきました︒

をしていらっしゃるのです︒

五384 そのかたは︑ほっかいどうで︑やはり先生

五383

きました︒

五383 けさ︑先生に︑先生のお友だちから手紙が

先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ 五288囹 先生からかい︒
先生︑大きなあおがえるが︑とうもろ

先生︑でんせんに︑つばめがたくさん

先生は︑つづけておっしゃいました︒

先生が︑こんなおはなしをなさいました︒

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

五825 はらまきをきちんとして︑ねびえをふせぐ

を流れている小川のところにいきました︒

五779

の花が︑三本かざつてありました︒

かっこうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

二603

二588

五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり

せんせい ﹇先生﹈︵名︶鵬 せんせい 先生暴いし
いせんせい・クラークせんせい・こうちょうせんせ

三306

い・さとうせんせい・サリバンせんせい・サリバン

先生がこうおつしゃつたので︑

たとき︑

五834

先生のお友だちが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃつ

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

五833 おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ

をみにいらっしゃいました︒

五829 七月十五日

先生のお友だちが︑学校

せんせいなし・だいせんせい・たかやませんせい・

先生が︑﹃︿略﹀︒﹄とおっしゃいました︒

金

こと︑それから一﹂と︑先生がおっしゃいまし

四196

先生にこうたずねられて︑みんなは︑も

た︒

先生がこくばんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおかきに
なりました︒

おとうさんの
かくことができます︒

三959

四208團

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四344

三993

つくえも

三384

んせい︒ホランドせんせい︒みつぼうせんせい・も

一421 せんせいの目のなかに︑わたしがいま

りたせんせい・やまもとせんせい
すよ︒

一425 せんせいの目のなか︑ひろいな︒

先生が︑それをごらんになって︑
﹁︿略﹀︒﹂とお た ず ね に な り ま し た ︒

二93

かおも︑先生の

にいじませんせいねんぷ・にしのせんせい・のだせ

おかきになりました︒

先生が︑こくばんにつぎのようなことを 五7810 先生といっしょに︑学校のはたけのむこう

とまっています︒

二247園

た︒

こしのはっぱに︑じっとぶらさがっていまし

二242囹

の水でしょうか︒

二241園

二236園

ちょが︑けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

先生︑はねのいたんだ大きなちょう

をだいていたら︑たいへんあついとおもいま

X園

いろはあそびをしました︒

一一
一一

三203

七213 先生﹁とまっているちょうちょが︑どんな

Q2

Q2

せんせい一せんせい
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五8411

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

六769囹 先生︑ぼくたちは動いたり息をしたりす

そのことを先生に話してみたら︑先生は︑

立ってお歩きになった︒

八599
八599

先生におききしますと︑うんかのたまごだ

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

﹁ 先 生︒﹂

八脳10

るから︑生きているんでしょう︒
七65園
﹁ 先 生︒﹂

とを︑

先生におききしたら︑このいねは︑いもち
ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ

一日もわすれたことはありません︒

九316団

病という病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

八価4

ということでした︒

七65園

ならをして走って帰る子ども︒

七76園 なんども手をふりながら︑先生にさよう
七105園 先生のおしごとは︑渡しもりのようなも
のだ︒

七166園 先生︑早くでかけましょう︒

九8110園 先生︑ここは貝ばかりですよ︒

九8111口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳

にもおいれにならないで︑

九823 先生のかごの中には︑いつのまにか︑せき

先生のところにあるのと同じだね︒

先生のところは︑いろいろでるらしいそ︒

ふらしい物︑土器らしい物︑︿略﹀がたまって
九825圏
九8210園

私はかけていって︑先生におたずねします

九834園ぼく︑先生におたずねしてみよう︒
と︑

九836

先生がまわっておいでになりました︒

九二10圏先生︑もうすべらしてください︒

九梛9囹先生︑まだすべってはいけませんか︒

先生のふえが鳴りました︒

先生︑おかわりありませんか︒

九842

ぼくは︑先生やみなさんといっしょに︑

九848

九319国

ましくなります︒

九341團

ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七1610囹 先生︑きょうは風がありませんから︑ 九317国 先生のことを思うと︑みなさんがうらや
七181園先生︑この実はなににするんですか︒

九鵬6園先生︑もういいでしょう︒

九㎜7

雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒

ていかれたが︑

いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 九柵11 先生は︑ふたりとも︑まだ上へ上へと登っ

にかかってすぐ帰りました︒

九4410團

この湖へつりにいけたらと︑いつも思っています︒

七195囹 先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに
かくれているんですか︒

七199囹 先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん
のはたけですか︒

九川2園先生がジャンプをなさるそうだ︒
だ︒

先生は︑はちまきをして︑すべりだされた︒

九468国あの意い学校の運動場で︑先生とみなさ 九州7 たちまち先生のからだは︑ちゅうにうかん

あげてください︒

七2411園 先生も︑あおむしをかっていらっしゃ 九463團 先生︑﹁小公子﹂をみなさんにお話して
るって︒

七272園 先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

先生︑みなさん︒

んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒
九4610団

九皿2

教えてくださらなかったの︒

窓をあける女の先生︒

先生の横顔︒

﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色

の光が写しだされる︒

十207

十1911

十195

しいすべりかたを教えていただいた︒

九柵2 午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

の人となられた︒

九椛10

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

七276園 先生は︑いいことをおっしゃいましたね︒

先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの
せておいでになりました︒

九768

先生について︑五十人のなかまが︑おくれ
もうすこしで貝つかに着くというところで︑

ないように歩いていきました︒

九777
九784

そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

先生は一けんの農家にたちよられました︒
九7811

中へお立てになりました︒

く︒

九搬5 先生のからだは︑美しくちゅうをとんでい

しんばんの先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

にとおっしゃったので︑

七287園きょうね︑國語の時間に︑先生にほめら 九763 先生が︑町角までいって︑待っているよう
れたの︒

七511

七305囹 きょう︑先生にほめられたんですって︒

をこうたいした︒

七524 しんばんの先生のあいずで︑ぼくらは場所
七863 先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに

色のうさぎを︑かごにいれて持っていらっしゃい
ました︒

八587
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せんせいがた一せんせいがた

十582 算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう
の木にのぼって︑いちょうの葉をたくさん落して
くださいました︒

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

それは︑先生が與えてくださった新しい

目で︑すべてをみるようになったからです︒

十二382

十四224園先生︑私は︑これはみんな︑日本語だ

﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそうにいうと︑

とばかり思っていました︒
十四226

十四261

先生︑どうして︑そんなにたくさんの

それで︑先生にそのことをおたずねする

このあいだ︑先生から︑︿略﹀とうか

外表のことばが︑日本語になったのでしょう︒

十四247囹

十一一3811
﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば 先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒
十619 もう︑先生のせいくらい高くなりました︒
十四231 先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑
があったことを思いだします︒
十一151 先生がオルガンをおひきになると︑
十一4310 女の先生が︑卒業する子どもの名をお読 十二4111 先生も︑﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑一生 十四236 すると先生は︑﹁︿略V︒﹂
十四243 先生のお話を聞いているうちに︑
をケラーのためにささげました︒

みあげになりました︒

﹁先生︑もうおやすみですか︒﹂その

がつたが︑

が︑

十五梱12

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

ふと氣がついてみると︑いままで先生の

先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

つまり︑私はかれのギリシア語の先生

かれは私の日本語の先生というわけだ

くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒

十五鵬1 なぜいままで︑もっと先生がたとしたし

た校歌や︑

十五慨9 先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

の念があふれてきた︒

十五梱7 読んでいるうちに先生がたに対する感謝

せんせいがた ﹇先生方﹈︵名︶4 先生がた

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五583園

で︑かれは私の日本語の先生というわけだが︑

十五583園

てあたりをかけまわる︒

十五235

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五234

先生から︑星をつかめといわれ︑

十四369 キューリー夫人は︑︿略﹀︑物理の時間に︑

十四274

と︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

先生は︑おひとりでどうしていられる 十四274

もとの先生から︑一まいの絵はがきをい
その下の白いところに︑先生の手で︑こ
う書いてありました︒

十三537

ただきました︒

十三532

十二764園先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒

かと思うと︑

十一一7511囹

声は︑毎日ききなれている曾良の声です︒

十二757園

らえるので︑︿略V︑曾良は喜びました︒

十一7212園 先生が︑いまじきにおいでになります 十一一714 先生の近くにいればこそ︑毎日教えても
からね︒﹂看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに
十ニー93囹 このあいだの晩も︑ピアノの先生が︑
散歩にいらっして︑

十二2112囹 でも︑あなたの歌には︑そのさびしい
氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑
あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒

十二222園先生もあるし︑友だちもある︒
けて開いてくださるため︑いいえ︑それよりもな

十二3210 先生−私の心の目をあらゆるものに向
によりも︑私を愛するためにきてくださった−

きっと先生も︑そんなお急撃で︑この
そこへ先生がいらっしゃった︒

先生は︑私たちのっかっていることばの

みんながおどろいていたが︑先生は︑つ
﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

先生は︑そんなことにはおかまいなしに︑
どんどんお続けになった︒

十四217

きになる文字に目をそそいだ︒

十四215

ぎつぎと書き続けられた︒

十四211

まじっていることをくわしく話してくださった︒

中で︑外國からはいってきたことばが︑いろいろ

十四204

十四1912

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

十三618園

せますと︑

十二334その人形と遊んでいますと︑先生は︑私 十三552 先生からいただいた絵はがきをだして見
の手に︑﹁人形﹂という文字をつづられました︒

十二347 けれども︑物にはそれぞれ名まえのある
ことを知ったのは︑先生がおいでになってからい
く週間もたってからのことでした︒

十二355 先生は失望して︑一時やめていらっしゃ
いましたが︑

十二3510 先生がかけらをいろりのかたすみにはき
よせておいでになっているようすを感じましたが︑

十二361 しばらくして︑先生がぼうしを持ってき
だれかが水をくみあげていましたので︑

てくださったので︑
十一一3611

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二373 私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

せんせいたち一せんどうさん
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十五柵2 先生がたのご幸福をおいのりいたします︒
九㎜5 そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

せんせいたち ﹇先生達﹈︵名︶1 先生たち

あいてのセンターは︑ぼくをねらった︒

チ・いっセンチ・きゅうセンチ・くじつセンチ・ご

七5311

じつセンチあまり・さんじつセンチメートル・さん

ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン センチ・ごセンチメートル・さんじつセンチ・さん

ターに渡した︒

七542

センチメートル・しごじつセンチ・しセンチ︒に

じゅうさんセンチ・にじゅうにセンチ・にセンチ・

全体呂うちゅうぜんた

にセンチメートル・はちじゅうごセンチメートル・

﹇全体﹈︵名︶4

い・からだぜんたい・ぎんがけいぜんたい・ぐんぜ

ろくセンチメートル

ぜんたい

んたい・じんるいぜんたい・せかいぜんたい・とけ

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒

いぜんたい・まちぜんたい

せんせいとみなさんへ ︹珍名︺ 2 先生とみなさん

九31 五 先生とみなさんへ⁝⁝⁝三十一

さあ︑ぜんそくりょくだ︒

六事2園

部分があっての全体︑

﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

﹇洗濯﹈︵名︶2

せんたく

さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

せんたく物

あんな大きな船の船長と︑コックスと︑

どっちがむずかしいだろうね︒

十一99園

ろう︒

十一912園しかし︑りっぱなコックスは︑いっか

﹇先手﹈︵名︶1

先手

りっぱな船長になるだろうよ︒
せんて

ズ略﹀︒﹂と︑私が一言も発しないうち

に先手をうって︑

十五549

おとといは︑

︼ばん

せんとうに

﹇先頭﹈︵名︶2 せんとう 先頭

うお寺の高いとうもみえました︒
せんとう

くれっていったのに︒

四466園

﹁︿略V︒﹂と︑のだ先生が先頭に立たれ︑

いしい先生は︑みんなのあとからこられた︒

九価4

海にうかべて︑大ぜいのせんどうがの

りこみました︒

二453園

はい︑これはせんどうさん︒

はやく︑せんどうさんをみせてくださ

せんどうさん ﹇船頭﹈︵名︶3 せんどうさん

二454園

い︒

して

十104 岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

ビエンヌという川の岸には︑︿略﹀女の人 センテチェンヌ ︵名︶一 センテチェンヌ
﹇洗濯物﹈︵名︶3

向こうの家のせんたく物もみえますよ︒

せんたくもの

たちが︑ならんでせんたくをしていました︒

十143

ますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをします︒

五皿9

せんたく

体をくずしたものから作りだしたものである︒

十五399

本の國全体だって︑同じことだと思う︒

十一1012囹あの町でも︑あの工場でも︑また︑日 十﹇911囹 そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ

十324

全体︑というつながりをわすれないで︑

いつも︑全体の中の部分︑部分があっての せんちょう ﹇船長﹈︵名︶3 船長

へ

先祖

十324

﹇先祖﹈︵名︶1

九311 五 先生とみなさんへ
せんぞ
て︑わがままをしはじめた︒

十二597 三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

十五553 ホランド博士は︑戦山中で費用が思うよ

せんそうちゅう ﹇戦争中﹈︵名︶1 戦孚中
うにつかえないことについてくわしく話し︑

ぜん そ く り ょ く ︒

ぜんそくりょく ﹇全速力﹈︵名︶2 ぜんそくりょく
二7010園
先祖代々

二711囚囚

﹇先祖代代﹈︵名︶1

十二552 先祖代々住みなれた土地はもとよりのこ

せんそだいだい
と︑自分の生まれたところは︑

センター ︵名︶8 センター

せんだって

10せんたく物のほし場︒

をふいている風である︒

十2012

﹇先達﹈︵副︶3

せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑

呂いちてんごセンチメートル・いちにセン

三274

せんだって︑はじめて畑のかいこんのお せんどう ﹇船頭﹈︵名︶1 せんどう
てつだいをしました︒

九344団

あいてのセンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒ せんだって

まったので︑あいてのセンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさ

七4810 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし 九123 町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物
わいだ︒

七491

七516 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
ンターまで︑外野にでてしまった︒

センチ

ピッピッという音がしました︒

十ニー84囹

もらったうれしさで︑まだむちゅうになっている

七518 ひがし村の学校のセンターが︑喜んで︑ 十一55 ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて
﹁︿略﹀︒﹂とさけ ん だ ︒

七5310 センターが︑外野のセンターにれんらくを
とって︑どんどん︑あてにあてた︒
七5310 外野のセンターにれんらくをとって︑

四744 ろ一ろをこぐせんどうさん︒
せんどうたち ﹇船頭達﹈︵名︶1 せんどうたち

セントルイス

﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑みている

︹地名︺一

人々もいいました︒

三282

セントルイス

で︒﹂

十二796園 ﹁どこで生れたの︒﹂﹁セントルイス
セントルイスうまれ ︵名︶一 セントルイス生まれ
よ︒

ぜんぶ

5きけんせんばん

﹇全部﹈︵名︶7

せんばん
ぜんぶ

全部

そうすると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑

全部覚えてはいませんが︑

いもなえは︑ぜんぶで三百五十本ありま

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒

六川11

九357団
十二3810

このぎんが系全体が︑星の世界の全部か

した︒

十四3311

だから︑このかぼちゃは︑全部私のも

というと︑なかなかそうではありません︒

十四543園

だから︑私は︑そのかぼちゃは︑全部

のだと思います︒

十四572園

ローマ字は︑全部で二十六字である︒

私のものだと思います︒

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

こよりぞいぬのあらわる

︵終助︶19ぞ

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑

十二710静劇

ぞ

ｧ7園

﹁さあ︑きたぞ︒﹂

三693園 ﹁さあこれでいけるぞ︒﹂

思った︒

みんなをわ

六356園ほう︑また︑すごいのがくるぞ︒
六836囹ぐいぐいひくそ︒
六槻3園 さあ︑できたぞ︒
六佃1 これはおもしろいそとぼくは思った︒
六佃3 これなら︑弟のまねなんかわけはないそと

らわせてみせるぞと思ったが︑

六柵9 よし︑あしたはうまくやって︑

九6310園
裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

六側8園 よこどりすると︑ゆるさないそ︒
ぜんまい

そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん

﹇発条﹈︵名︶1

十五417

六51

ぜんまい

十二801園 キンゼi選手はセントルイス生まれだ

十五3711 漢字が中國から日本に傳えられたのは︑

せんななひゃくねん ﹇千七百年﹈︵名︶1 千七百年
千七百年ほどまえであるが︑

せんにひゃくねん ﹇千二百年﹈︵名︶1 千二百年
作られた日本のお金です︒

十一一鵬3 これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて

一一

そ

年に︑ドイツオーストリアニ國との戦いに敗れ︑

そ

をつくした︒

一

四767

そ そまつにするな学用品︒

九価5図閣 赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ

そう

﹇草﹈

︵代名︶1

そいつ

そう

nvつきみそう・ふくじゅそう・れんげそ

﹇相・推定﹈︵形状︶圏

そう ﹇艘﹈目▽いっそう

う

そう

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

十五909園
とにかく︑そいつは︑ 一どもわたした

そいつ ﹇其奴﹈

十五74図圏息白しいつまで残る明星ぞ

九662園
裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
まいなどがならんでいる︒
ぜんにん ﹇善人﹈︵名︶1 善人
九674園
裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
せんめんき ﹇洗面器﹈︵名︶1 せんめん器
十五鵬3園 ﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑
十三289 せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑ 九818園 ﹁なんにもないそ︒﹂
いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒
九825囹
先生のところは︑いろいろでるらしいそ︒
てんびんぼうでかついでやって來る︒
せんぱい ﹇先輩︺︵名︶2 せんぽい
九826園ここからも︑でるかもしれないそ︒
十三613囹 なんといっても︑二十二か三のわかさ ぜんりょく ﹇全力﹈︵名︶1 全力
で︑せんぱいをしのいで大家になり︑
十3812 それから︑わか者は︑眞珠貝の研究に全力 九829園そら︑これはせきふらしいそ︒
圃糊1園 こんどこそは︑にがさないそ︒
十664囹 ﹁よくるすをするのだぞ︒﹂
授がやって來て︑

十五571園 ところがある日のこと︑せんぱいの教

年﹈︵名︶1 一八八七年

せんはっぴやくはちじゅうしちねん ﹇千八百八十七

﹇千八百六十四年﹈

さいになる三ヶ月まえのことでありました︒

十一一314 それは一八八七年の三月三日︑私が満七

︵名︶1 千八百六十四年

せんはっぴやくろくじゅうよねん

そ

十三178 樂園といわれるこの國も︑千八百六十四 そ ︵係助︶2

ぞ

719
せんどうたち一そう

そう一そう

720

﹁このおいしそうなりんご︒﹂

X うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし

二477園
一一

るが︑どれをみても大きくてえらそうである︒

六68囹 かたちも大きさもそれぞれちがってはい

五527 いそがしそうに人々が通ります︒

るいていました︒

五414国 のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ

五302園 ぼくにも持てそうですがら︒

五296園 一つは小さくてかるそうな物です︒

持てそうもない物︑

五296囹 一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても

なかおをして︑空をみあげます︒

四梱6 いや︑返せません︒﹂天人は︑かなしそう

四9110 けれども︑おじいさんはうれしそう︒

るそうににこにこわらいました︒

四639 こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ

ます︒

四524 おんぶしているがんもおちそうになり

になり︑

四523 どうかすると︑するりとすべりおちそう

そうにじゅくしていました︒

四371囹 そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし

六610囹ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役
ただ自分だけがこのように小さくて︑な

にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒

六611囹
んの役にもたちそうにない︒

かいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかいそう
もうすこしで口が水にとどきそうになった

にカチカチと音をたてはじめた︒

六117
六137

上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき台

とき︑足がつるりとすべって︑

六1810

きたないこともきえそうな︑ああ︑おご
にいさん︑この雪だるま︑歩きだしそう
だいいち︑おまえが生きているんだから︑

﹁︿略﹀︒﹂というのが︑いかにも弟のいい

ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑
りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑

やぎが︑つまらなそうに︑タやけの空をな
さなぎをふしぎそうにみながら︑

七3610

はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

﹁︿略﹀︒﹂と︑心配そうにいいました︒

あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで

七399

そうね︒

七3111園

七278

がめている︒

七89

おいしそうにたべました︒

六悩7

﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑

六備11

そうなことばつきである︒

六鵬3

わかりそうなものだがな︒

六759囹

ね︒

六705囹

そかな夜の空︒

六508圏

な書の空︒

をおりてきて︑あせをふきます︒
四169 おかあさんのバケツがおもそうだ︒
四224團 もうすこしで つかまりそうになった 六211 みんな︑書しそうにそれをたべます︒
六504圃 考えごともできそうな︑ああ︑おおらか
とき︑またわの中ににげこみました︒

ようすはいつそうかなしそうにみえました︒

三柵5 月がうつくしくなると︑かぐやひめの

たいへんにぎやかでいそがしそうです︒

三363園トン︑トン︑ゴシゴシゴシ︑ススススス︑

あなたの花まつり︒

三107圏 ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは

あげたりにおいをかいだりします︒

S7

七401

乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう

うれしそうに︑声をたててわらいました︒

そうに私の方をみていましたが︑

七402

なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて

を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

もう帰ってもよろしい︒﹂旅人は︑うれし

あぶなくころびそうになった︒

強そうだ︒

七536
七545

そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を︑

しばらく動かないで︑いたそうにしていま

そうに立ちあがる︒

七854
七943
した︒

七977

虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

たべていました︒

八2311
そうです︒

八551 うさぎは︑高いびきをかいて︑さも樂しそ

ぬまの水をのませてもらいたいとも思った

うに書ねをしていました︒

八7211

が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八939 わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

八989 いよいよきょうは田植えでしたので︑みん

なうれしそうでした︒

うれしそうです︒

八棚2 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

八齪1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ

くまざさやいろいろな名も知らない雑草

がでそうです︒

九379團

きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ

がいちめんにはえていて︑なにかでてきそうです︒

九529

﹁︿略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑かなし

ドッテコと︑へんな雪乞をつづけていました︒
九577

721
そう一そう

そうにいいました︒

九641 やまねこがすこし心配そうに︑それでもむ
りにいばっていいますと︑

九711 やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑
︿略﹀︑目をぱちぱ ち さ せ て い ま し た が ︑

九805園 ありそうなところをほってみます︒
しょう︒

九806園 ありそうなところって︑どんなところで
九813園 それがよさそうだね︒

九塀8いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長
くつづいている︒

九㎜5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九梱8 茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま
そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九慨3 そのうちにみつばちのからだも︑つなにま
かれそうになりました︒

九柵1 ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ
ました︒

十74 フランスのいなかへいったときは︑子ども
が大ぜい︑めずらしそうについてきて困りました︒
一ふくろやっ た の が は じ ま り で ︑

十117 おとうさんが︑子どものすきそうなおかし
を︑

十163 かしこそうな目つきの少年でした︒
十266 ふたりのうれしそうな顔︒
十319 自分をえらそうにみせかけたり︑
そうもない空想になりがちであった︒

十3412 小学校をでただけのかれには︑手のとどき

い人間のしそうなことを︑なんでもやります︒

十655 へまをやったり︑だまされたりなど︑よわ

まってあった︑一つのまるいつぼをみつけ︑

十693 おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし

十703

べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ

うなあまいにおいがして︑

なみたいていのどくではないから︑か
あふれそうな乗客にまじって︑どうやら

えって︑うまそうにみえるのだよ︒

十708園
十﹇522
乗車口へもぐりこむことができた︒

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

客の耳にきこえそうもない︒

十一533

少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑

十四226

﹁ことばのおたんじょう﹂などというお

﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそうにいうと︑

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

十四259

十四329 よそ目には︑星と人間とは︑たいして関

雪どけ水が流れだすところ．︑それをうれ

係がなさそうですが︑

しそうに見ている雪國の子どもなど︑

十四838

十四872 ばんそうの音樂や︑︿略﹀によって︑か

なり生き生きと表現することができそうである︒

十四938おいしそうなにおいをかいだ︒

つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

うれしそうに︑慌しそうに︑︿略﹀︑もう︑

それがコトコトと音をたてて下の方まで

うれしそうに︑樂しそうに︑上の方へ︑

その口もとがほころんで声さわやかに

うまいものをたくさんだべて︑うれし

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

十五832園

﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであった︒

十五694

はちをながめながら︑

十五473 プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

語りだした︒

十五451 すすめられたいすにかけて︑樂しそうに

うにしていました︒

十五224 とかく家庭教師の手からはなれて行きそ

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五2111

十四棚9

寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑

十四梱9

うすをしていた︒

十四991女の子はねむそうにつぶやいた︒
十四伽3 けれども︑前よりはもっと博しそうなよ

持って︑

﹁︿略V︒﹂と︑少年は心配そうにききま 十四965女の子は︑手にもえつくしたマッチを

考えぶかそうな目をしていました︒

十一638

した︒

十一669

顔ははれあがってどんより赤く︑ひふは

はち切れそうになっていました︒

十一702

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに
病人がなんだかうれしそうにその話す声

息を続けていました︒

十一714
十一786

民ちゃんはうれしそうにいって︑

うれしそうな色を顔にうかべながら︑

にく略﹀じっと耳をかたむけているように
十一一281

十一804

とこのまの人形が︑動きだしそうな氣

もうあとわずかというところで︑日はは

おどりだしそうにみえるね︒

がするんだけど1

十一一435囹
十二437園

十二608

少年たちは︑これをみて︑うれしそうに︑

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒
十二784

いまにもころびそうになりました︒

えい語で︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

十一一857

うさぎはけんめいにこらえましたが︑た
おれそうです︒

十一一鵬7

十五849園

うまそうだなあ︒

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく 十五848園 いかにもうまそうだなあ︒
るまわしながら︑上しそうなようす︒

十三3812

そう一そう

722

十五856園あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑
幸福そうな顔をしているなあ︒

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑︿略﹀︑た

十五856園 幸福そうな顔をしているなあ︒
十五8511

いぎそうに︑子どもたちの方へやって來ました︒

﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

十五887園 ここにいるのは︑﹃はちきれそうなわ
らい﹄で︑

十五889
えながらおじぎをする︒

十五941 ﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし
のあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五撹10園 いつでもすこし悲しそうにしているの
﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

は︑だれもふり向いてくれないからです︒
十五鵬4園

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒

﹇相・伝聞﹈︵ 形 状 ︶ 1 3

いるときでも︑
そう

十五麗12園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして
そう

三備9囹 するがにある山がいちばんみやこに
もちかく︑天にもちかいそうでございます︒
から︑あげようか ︒

六二4園 りすさんは︑くるみがだいすきだそうだ

八89 ほおじろ自身︑丁々のなまりのようなこと
ばをもっているのだそうです︒

のだそうです︒

あなたは︑ごきげんようしいそうで︑

けっこうです︒

九475團

その友だちの母親は︑このランプに満

九川3園先生がジャンプをなさるそうだ︒
十四129團

横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ

足しきっているそうです︒

十四6410

なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ

りが廣がっているように見えるそうです︒

十五908園
うじゃないですか︒

﹇然﹈︵副︶酩

そう

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五描9圏あの人は︑おまえたちふたりをかわい
そう

﹁︿略﹀︒﹂そういって︑

ニー01囹人のなと︑そうでないものとに︑わ

一478

四993囹

うん︑そうしよう︒

かめでございます︒﹂うらしま﹁あ︑そうか︒

四鵬8囹 かめ﹁このあいだ︑たすけていただいた

五138園

それを送ってあげよう︒そうすれば︑こ

そう︑それはよかったね︒

﹁そうです︒﹂

いけないと

四m4園 うらしまさんでいらっしゃいますか︒﹂

うらしま﹁はい︑そうです︒﹂

四宙2園 うらしま﹁これをあけては

五244園

いうのですか︒﹂おとひめ﹁そうです︒

五388国

﹁︿略﹀︒﹂そういいながら西の方をみると︑

ちらのようすが︑いろいろとわかるだろう︒
五5311

そうです︒

小さな星がちらちら光っていました︒

五607園

﹁ああ︑そうか︒﹂

そういっているうちに︑秋になりました︒

五861圏

五972

けたらいいとおもいます︒
﹁そうです︒﹂

﹁そうだな︒﹂

みんなはそうきめました︒

﹁︿略﹀︒﹂ありはそういって︑すぐ木の葉

ひと休みしようではありませんか︒﹂み
六207囹

あり一﹁さ︑そろそろ夕ごはんにしよう

﹁そうしよう︑そうしよう︒﹂

六788園

﹂

こんどは︑あなたがたがまもるんですも

そうね︒はるえさんのいうとおりね︒

けれども︑息はするでしょう︒だれがそ

うしもうまもそうだ︒

六779 いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

六7110園

の︒﹂かかし﹁そりゃそうだけど

六3911園

六2711囚圃 あり二﹁たしかにそうだ︒﹂

か︒﹂あり二︑三﹁そうしよう︒﹂

六267園

んな﹁そうしよう︑そうしょう︒﹂

六207園

の船につかまりました︒

六153

を︑つぎからつぎへときかせました︒

そういって︑ ハーモニカのまねや︑︿略﹀

二462園

五研6
﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそうおっしゃつ

みんな﹁ひぼりさんだ︒﹂巳支う﹁そうだ︒

三6110

一﹇681囹

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんはそういって︑ま

て︑ジュデーにおききになりました︒
三662

﹁あ︑そうだ︑光だ︒﹂

たぐるぐるまわりをなさいました︒
三739囹

﹁そうです︒﹂
﹁そうですね︒﹂

四356園
四3810園

かっちゃんがおしまいにしてくれっ
四464囹﹈

かっちゃんがそういうなら︑十五ばん
四475

うらしま﹁そうだ︑わたしに
をうってくれないか︒﹂

四984園

このかめ

めにして︑とぶことにしょうじゃないか︒

四473囹

ていったから︑そうしたんじゃないか︒

八944 品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂という 四453﹇n国
八965 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

九335国 らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ
んだんへってきたそうです︒

たそうです︒

九336團 まえは︑もっともっといろいろな魚がい
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うさせるのかしら︒

六808園私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ
ていますね︒﹂編㏄肋の﹁そうだ︒

編 ぼ 幼 の ﹁ そ う う まくつれるものではないよ︒

六825圏 大きなたいをつってみたいのです︒﹂

を返した︒

七456

七761園

﹂

﹁︿略﹀︒﹂そういってから︑老人にぼうし

なにかさがしておいでのようだが

甲﹁そうです︒﹂

ふたりは︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そ

旅人﹁その荷は麦でしょう︒﹂甲﹁たしか

﹁そうです︒そうです︒﹂

うです︒そうです︒﹂

七766囹
七766園

そうですが︒たしかにそうですが︒

そうですが︒たしかにそうですが︒

それで︑ここをほると︑そういうものが

いところに︑白い物がちらちらとみえるでしょう︒
九7911囹

﹁そら︑これはせきふらしいそ︒﹂﹁そう

みつかることがあるのです︒

だ︑たしかにそうだ︒

九8210園

九8210園 そうだ︑たしかにそうだ︒

やまだ﹁ぼくもそうさ︒﹂

﹁そりゃそうさ︒﹂

九996囹 たかぎ﹁だから︑あいこだろう︒﹂やまだ
戸棚1

﹁そうか︑おかあさんをさがしにいきた

風と思ったのは︑そうではなくて︑つばめ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりの少女が︑おとうさ

一つは︑そういうかわいらしい子どもがい

そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ

私たちの足では十二三分のところですが︑

ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそ

めうえのいばったものに対してもおそれず︑

そうかといって︑なにをしてもにくまれない︑

十656

うではありません︒

十6412

妹にはそうはいきませんでした︒

十481

になるものではなかった︒

十399 理論と実際とは︑そうやすやすと︑ひとつ

とばがこいしくなります︒

十176園

て︑なかよしになってくれたからです︒

十1312

んをみてそういいました︒

十1210

十88 そういう子どもの中には︑

かないのです︒

十74 そういういなかへは︑めったに日本人もい

がすいととんできたのでした︒

九衛10

いのか︑ちょうちょさん︒﹂

九儒4園

してもいいね︒﹂

荷物をつけていることが︑どうしてわ 九撹7園 たかぎ﹁してもいいさ︒﹂やまだ﹁そう︑

八394園

﹁︿略﹀︒﹂そうおっしゃって︑おくやみに

そのことを先生に話してみたら︑先生は︑

そうすればすぐおなおりになります︒

どれ︑たまごをみせてごらん︒ははあ︑

年よりのあひるは︑そういって︑どこかへ
たまごを生みなさい︒そうすれば︑そん
いい友だちはみんなそうしたものだよ︒
﹁︿略﹀︒﹂そういって︑水の中にとびこみ︑

すると︑ほかの子どもたちも︑﹁そうだ︒

いろいろな方法でこのことをしらべてみま
むかし︑このへんは︑波のおだやかな海
のいりえだったのです︒そう︑あの向こうの小高

九781園

すと︑やはりそうであることがわかりました︒

九245

八921園

はくちょうのほうへおよいでいった︒

八899

八8211園

なことは考えなくなってしまうよ︒

八812園

いってしまった︒

八649

そうだ︑そんなものはほっておいて︑

八644園

﹁そうだ︒

八5910園

八459囹

なっていらっしゃると︑

八428

八394園

かったのでしょう︒﹂乙﹁そうです︒

七847園

に︑たしかにそうです︒﹂

海の神﹁つりばりを︒﹂編論肋の﹁そうです︒ 七784園

六883園 濾論駒の﹁木にのぼるのですか︒﹂年より
﹁そうです︒

六9210囹

六934園 それで︑いまここへやってきたところで
す ︒ ﹂ 海 の 神 ﹁ そ うでしたか︒

六945囹 たいだけは︑︿略﹀︑ここへはまいってお
り ま せ ん ︒ ﹂ 海 の 神﹁そうか︒

六㎜5 すると︑これらははなからでる音なのだろ
う︒そう思って︑

六川10 そうすると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑
﹁︿略﹀︒﹂そういいながら︑カチン︑カチ

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒
六旧5
ンとわっていると ︑

六実6 そうすると︑自分たちは︑︿略﹀角で︑つ
きあげられてしまわなければなりません︒

七178園女の子一﹁このまえより︑なの花がへっ
て い る わ ︒ ﹂ 女 の 子二﹁そうね︒﹂

七188園 てんぷらは︑これであげるんだ︒﹂女の
子 一 ﹁ あ ら ︑ そ う ですが︒﹂

七204園 きしもと﹁だいこんばたけです︒﹂先生
﹁そうだ︒

七237園 あおむしのことを︑話していたんです
よ︒﹂母﹁そう︑ そ れ も お 勉 強 で す ね ︒

よ︒﹂兄﹁あ︑そう か ︒ ﹂

七265園 鳥などに︑すぐみつからないためです

うにと︑心の中でいのっていました︒

七365 私はそういって︑どうぞぶじにつきますよ

そう一そう
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十一94園 そういわれて︑自信をもって︑よしや
ろうということができたら︑うれしい︒

十一109囹 もちろんさ︒そういう男には︑ぼくが
なることにきめているのさ︒

十一203 そういうときに︑金次郎が生まれてきた
のです︒

十一6211囹 なんだか氣まりがわるくて︑そういえ
なかったのです︒

十一656 しかし看護人は︑そういう名を思いだせ
ませんでした︒

﹂と︑看護人がききました︒﹁そうです︒

んをだいてやろうとすると︑

﹂﹁そうだね︒

とこのまの人形が︑動きだしそうな氣

ただ人々のあいだで語り傳えられている

﹁そりゃ︑そうですね︒﹂

そうだ︒

がするんだけど

十二437園

十二485園

十二446園

十二559

だけで︑そういう人たちのなくなるにつれて︑
ふたりの少年は︑にっこりとわらって︑

﹁そうです︒﹂とはっきり答えました︒

十二7812園

十二792囹そうだったのかい︒

これは︑茶だんすににて

そうでなかったら︑ただ口さきでいうだ
まき絵書だな

今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ
これをわく星といいます
鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ

そういう星

十三4011囹

受話器をとる︒三郎﹁もしもし⁝⁝そ

十三412囹

なんべんもくり返して読んだよ︒電話

とっておいたほうがいいよ⁝⁝うん︑

ああ︑リックサックも二つある︒そう

番号が書いてあったもんだから⁝⁝そう⁝⁝

十三419園
だ︒

十三425囹

これはしばいではないかというと︑そう

うん⁝⁝そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝

ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に

ではなく︑これでも︑しばいになっています︒

十三445
十三447

わたしの心は︑にじを見るとおどる︒お

つかないだけです︒そうでしょう︒

十三521

やがて老いても︑そのように︒そうでな

おとなになってる︑いまもそうだ︒

さないころにそうだった︒

十三519

十三523

﹁︿略﹀︒﹂そういって︑喜んでむかえて

ければ︑死んでいたい︒
十三552

小さな絵だが︑じつによくかけている︒﹂

くださったので︑

おじさんは︑そういいながら︑

十三576

それはそうとして︑ラファエルのかい

まあ︑そうだね︒

十三5710園 そう思うかね︒

十三588園

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒

十三588囹

十三5812 おじさんはそういって︑

十四215囹

か︒

十四201園

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

パリーにある︑なにかそういったもの

﹁あれもそうか︒﹂とかいいながら︑

みんなの話をお聞きになって︑﹁そう

がご入用のときは︑

十四1611團

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1511團

このごろちっとも曾てくださらない 十三599園 ふふん︑そう思うかい︒
だれかしら⁝⁝︿略﹀え︑おとうさん

でもよかったよ︒みんなで心配してい

今晩⁝⁝そうですが︒

うん︑そう⁝⁝そうだってね︒

た⁝⁝うん︑そう⁝⁝そうだってね︒

十三4011園

十三396園

が︑そう⁝⁝じゃあ︑かわってください︒

十三3810圏

じゃないですか︒え︑え︑はい⁝⁝そうですが︒

十三385園

うです︒

十三379園

て來る者もある︒まんじゅう屋がそうだ︒

十三3112

が

十三145

ている︒

十三103

いますが︑そうではありません︒

十二㎜6

けのことになる︒

十二899

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十一6510囹 でかせぎ人ですか︑外國から帰ってき 十一一891 そうでないと︑相手の人に満足を與える
た

そうです︒

んとかわかるだろう︒

十一719園 そうすれば︑おとうさんのようすもな
十一7210園

十一812 ちょうど︑少年がそういうはかない希望
﹁︿略﹀︒﹂男はそういって︑少年の方へ

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒
十一823

とんできました︒

十一878 父親はそういってでていきました︒

十一922 そういって︑すみれをベッドの上にちら
しながら︑

十一931 そういって︑少年は︑その小さな着物の

そうです︒

そうですが︒

包みを小わきにかかえました︒
十一一213園

十二2010囹

じょうずになったのだろう︒そうだ︑けいこだ︒

十二225園 絵の大家だって︑一心にけいこをして︑

て︑

十二238 父がまえからそういうときのことを考え
十二299園 まあ︑そう︒
十二2911 わたしはそういいながら︑︿略﹀民ちゃ
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十四2512 そのことばもいっしょに傳わってきたの
にちがいない︒そうしてみると︑

十四294 これはけっしてそういうものではありま
せん︒

十四313 そういうちっぽけな考えでは︑とても世
界の中にはたっていけません︒

十四3312 このぎんが系全体が︑星の世界の全部か
というと︑なかなかそうではありません︒
十四376 大きな目をもってください︒そうすれば︑
︿略﹀も︑しぜんにわかってくる

十四428圃心に太陽をもて︒そうすりゃ︑なにが
こようと︑平氣じゃないか︒
にがこようと︑平氣じゃないか︒

十四437圏 くちびるに歌をもて︒そうすりゃ︑な

十四448圃心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん
だってふっとんでしまう︒

ますか︒

十四583囹 そういうことを考えてみたことがあり
十四615園 つるも︑うなずいて︑﹁そうです︒
は︑たやすくできないということが︑

十四642 もし︑そういうしんがなかったら︑きり

てごらんなさい︒

十四673 そういうときに︑よく氣をつけて見てい

なります︒そういう地方のまわりに︑

十四682 地面から蒸発する水蒸氣が︑とくに多く

十四7112

ところどころ特別につめたいむらができ

そうなると︑いろいろの実用上の問題と

ます︒そういう部分からは︑

十四749

女の子は︑またそうしないではいられな

えんがつながってきます︒

十四965

けれども︑そうではなかった︒

くなって︑

十四撹5

もうその女の子は︑どこへ持って行かれ

そうですが︒

八283

いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷

川岸にそって車を走らせていくと︑

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九494

岸にそって上流に向かって歩きながら︑

九541 谷川にそった道は︑もうほそくなって
九伽1

十106 そのあたりは︑フランスの芝蘭にそった景

か ながわ
二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川

色のよいところですから︑
十一192

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒

けん

みんなは︑ぞうというものをみたこ

﹇象﹈︵名︶13 ぞう

一一342園

もしもし︑ちょっとそのぞうという

ぞうがとおりますから︒

﹃じゃあ︑さわってごらん︒﹄といっ

めくらは︑

ぞうの

おなかを

六人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

はじめの

きばに

ははあ︑ぞうはかべとおなじだ︒

さわって︑こういいました︒

一一354囹 二ばんめの めくらは︑ ぞうの

二353囹

なでて︑こういいました︒

二351囹

うのそばによってきました︒

一一349園

て︑ぞうをとめました︒

一一348囹

ものに︑さわらせてくれませんか︒

一一3310園

とがあるかい︒

二325囹

そう

アフリカのエジプトには︑そうした絵文 そう ﹇添﹈︵五︶5つきそう・てりそう

るかわかりません︒そう思うと︑

十五247
十五3510

おじさんたちと行くのがいやなのか︒

字とよばれるものがあった︒

十五501園

そうした風景から︑自分の國を愛すると

ああそうか︒

なに︑そうじやない︒

十五624囹
十五632園

十五797

そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

いうことを学んでいる日本の子どもさんたちにも︑

十五809

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

せっかくおまねきをいただきながら︑

﹁あなたはそう思うの︒﹂

十五9110囹それがこの世のすべてですもの︒﹂光
十五937園

みんな︑いつでもあんなにきれいな

おや︑そうなの︒

そうあたふたとおいとますることもできません

十五鵬7園

十五川3﹇n凶

三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ

ぞうは︑大きなうちわににているよ︒

ぞうは︑大きなへびみたいなものさ︒

の︒﹂幸福﹁ええ︑ええ︑そうですとも︒

そういうわけで︑

一一361園

一一358園

十四689 うずの高さも︑四キロとか八キロとかい

そりゃあ︑そうでしょう︒

二368園

か︒

ぞうは︑なわそっくりだ︒

一一364園ぞうは︑木のみきとおなじじゃない

わって︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

十五描7囹

そりゃあそうともさ︒

一一357園

うのですから︑そういう︑いろいろなかわったこ

十五柵4囹

︽ーッ︾

ああ︑そうだ︒

とがおこるのです︒

十五備3園

十四7012 そうなると︑茶わんに接したところでは︑ 十五柵6園
湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

十四714

そう

谷川にそって︑山のふもとにでてきました︒

﹇沿﹈︵五︶7

六実8

だいたい︑そういうふうなじゅんかんが そ・う
おこります︒

ぞう一そうして
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ぞう ﹇像﹈︵名︶1 像Oじゅうじかぞう

十三573園中でも︑ラファエルは︑マドンナの像
そうい

をかくことが得意だった︒
﹇相違﹈︵名︶1

七791園あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれ

そうい
ていったのにそういない︒

ぞうげ

六98 親子はそうがかりでさがしはじめた︒

そうがかり ﹇総掛﹈︵名︶1 そうがかり
﹇象牙﹈︵名︶1

三575圃 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

ぞうげ

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑
﹇造作﹈︵名︶1

ぞうさ

わすれたうたを思いだす︒
ぞうさ

十二512囹 みなさん︑これも人のしたあとでは︑
﹇▽まくらの そ う し

なんのぞうさもないことでございましょう︒
そうし

そうじ ﹇掃除﹈︵名︶9 そうじ﹇▽おおそうじ・お

そうじ・にわそうじ

もしてくれます︒

三317園 きれいにそうじがしてあります︒
四52 こうえんのせわや︑どうろのそうじなど

そうじする ︽一

シ︾

五852園子どもたちがくるまでに︑そこらをきれ
いにそうじしておこう︒

ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水
そうしたら

私は︑遊び時間にふくろうをみにいきまし

そうしたら︑ひとりの人が立ちあがって︑

︵接︶5

をやるから︒

七2311園
そうしたら
五245園

十568

た︒そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろうの
からだを手でいじりました︒

十まいずつたばにして︑赤いひもでいわえ

て数えました︒そうしたら︑たばが十あって︑五

十588

じきに九月になります︒そうしたら︑

まいあまりました︒

十四1012團

いまにきっと來るでしょう︒そうした

おそばに行けます︒

十五佃10囹

﹇然﹈︵接︶鵬

そうして

ら︑私は︑もうなにもおそれず帰って膨ます︒
そうして

一どたまひろいにこのかわ

りこみました︒そうして︑又略﹀︒﹂とこぎまし

三275 海にうかべて︑雑ぜいのせんどうがの
た︒

三632 丘の大きな木のところまでのぼりまし

た︒そうして︑そこでおもしろくあそんでから

じゃあ︑雲をみてごらん︒そうして︑

丘をおりてみずうみへでました︒

風がどちらへふいているか︑みてごらん︒

三677園

てのひらにのせてかえりました︒そうし
て︑かごの中にいれて︑おばあさんとふたり

三麗1

あつまってきて︑おじいさんの家のま

でだいじにそだてました︒

三鵬9

わりをとりまきました︒そうして︑かきねの上

くらの戸がひとりでにあきました︒そ

からのびあがってみたり︑

うして︑︿略﹀かぐやひめのからだは︑すうっと

三榴3

みかどは︑そののちいつまでも︑かぐや

そとへでてしまいました︒

ひめをおわすれになることができませんでし

三冊2

た︒そうして︑ふしのくすりと手紙は︑かえっ

一ねんに

わしはお礼などもらわなかった︒そうし

いました︒そうして︑私たちの教室にもおいでに

五829 先生のお友だちが︑学校をみにいらっしゃ

いたことを書きました︒

ところにいきました︒そうして︑川をみて氣のつ

五791 学校のはたけのむこうを流れている小川の

て︑青い海へはなしてやったよ︒

五671園

にかざりました︒

した︒そうして︑みつちゃんのしゃしんのまえ

四251団

おみやげにうめもどきをとってきま

らにきます︒そうして︑たまがひろえたら︑お

一544園

ことばをかきつけました︒そうして︑ひとりび

おどりをやめて︑しずかになります︒そ

とりのかんがえどおりにわけてみました︒

二516

一年生がはいってきます︒そうし

こんど︑みなさんが二年生になったら︑

うして︑きゅうに走ってたちさります︒
一一605園

あたらしい

て︑これをつかいますよ︒

で︑

てかなしみをますたねになるばかりでしたの
がっこうにはいって︑べんきょうして

月さんのくにのなかまにいれてもらえます︒
一5410囹

くるのです︒そうして︑つぎのとしのたまひろ

七83 そうじがはじまった︒

いで︑きれいなたまがひろえたら︑

2

みんなは︑小さなかみに︑ひとつひとつ

七922 うさぎ小屋のそうじをしました︒

︵サ変︶

ニー15

七9210 そうじをしょうと思って︑首のところを
持って︑かごの中へいれたら︑

十三506 牧場の泉を︑そうじに行って回るよ︒
たかやま
十四182 学校で︑そうじをしているとき︑高山く
んが︑思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

話をしよう︒

十四201囹 そうじがすんだら︑そのことについて

﹇掃除﹈

十四203 みんなは急いでそうじをすませた︒
そうじ・する
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そうして一そうして

なりました︒

五982 ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声
に︑自分でもさえずりはじめました︒

だと思いました︒そうして︑﹁︿略﹀︒﹂こんなふう

六112 ねじをはさみあげて︑だいじにもとのふた
ガラスの中へいれた︒そうして︑一つのかいちゆ
う時計をだしてそれをいじっていたが︑
まりました︒そうしてその上に乗りました︒

六154 ありはそういって︑すぐ木の葉の船につか
六168 ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの
ぼりました︒そうして︑力いっぱいくいっきまし
た︒

そうして︑はながつまっても発音できるような音
は︑はなから声がでない音のはずである︒

これらもはなの音であることがわかった︒

そうして︑こんどは︑アイウエオ︑カキクケコか

六麗5

そこには︑もううさぎさんたちはいません

ら︑じゅんじゅんにいってみたところが︑

六研1

でした︒そうして︑木の切りかぶに︑つぎのよう

みんな︑集まれ︑集まれ︒そうして︑ぐる

なことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

七743
りとわをかけ︒

旅人は︑思いだすようなふうをして︑旅
ねずみ色の誘うさぎが︑きょうは︑巣から

人﹁そうして︑左の足が一本短くて

七772囹
七977

でて歩いていました︒そうして︑にんじんのやわ

六524 月はいま雲からでて︑軽いそぎではなれて

いきます︒そうして︑つぎの雲の方へどんどん

つばきの木の根もとにうめてやりました︒

らかそうな葉を︑たべていました︒

そうして︑﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせき

八129

走っていきます︒

木の下へいきました︒そうして︑しばらく枝こし

ひを立ててやりました︒

六545 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある
に月をみていましたが︑

てほしい︒そうして︑そのシャツをもらってくる

そのほんとうに幸福なものをさがしてき

思いだしました︒そうして︑自分とあさがおの花

六7910 ﹁こくご﹂でならった﹁あさがおの花﹂を 八462園
ように︒

一つのうな

ひなたちはすぐとびだしてきた︒そうして︑
そこには︑二つの鳥の家族が︑

これも自分がみにくいばかりに

﹂と︑

朝がた︑かもがとびおきた︒そうして︑新
﹁ボン︑ボン︒﹂と︑空で鳴った︒そうし
て二わのがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒

八7310

しいなかまをみた︒

八726

あひるの子は思った︒そうして︑目をふさいだが︑

八721

ひるにつれられたひなたちが通っていくと︑

ぎの頭のことであらそっていた︒そうして︑親あ

八677

みどりの葉の下で︑あたりをみまわした︒

八616

とが︑たいへん近いもののように思われました︒

六棚4 ぼくは画用紙をとりだした︒そうして︑そ
の一まいをぐるぐるとまいた︒

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑する

六梱9 もう一まいの画用紙を︑ぐるぐるとまいた︒
するとはいるくらいの大きさに作って︑

六鵬7 ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして︑

つれてきた︒そうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいて
もらった︒

六塒11 ぼくも︑もちろんわらった︒そうして︑に
いさんのまねのうまいのに感心した︒

六佃6 はなから声のでるような音にちがいない︒

うして︑およいだりもぐったりした︒

八834 そこで︑あひるの子はでかけていった︒そ

くちょうをわすれることはできなかった︒そうし

八849 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは

て︑はくちょうたちがみえなくなると︑すぐ水の

あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい

どんそこまでもぐっていった︒

はくちょうはあひるの子をみた︒そうして︑

た︒そうして︑なんだかかなしい思いがこみあげ

八891
てきた︒

羽をひろげてゆったりと近づいてきた︒

八8911

九206 さらに二台の自動車を加えました︒そうし

て自動車は︑夜ながの二個口三時にも︑よわり

三日めにやっと︑うねを十三本つくりま

きっているつばめたちを運んできました︒

した︒そうして︑近所からわけてもらったさつま

九354団

いものなえを︑手わけして植えていきました︒

た︒そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木の

九542 道は︑もうほそくなってきえてしまいまし

森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九561 その男はかた目でした︒そうして︑みえな

なんといったって︑頭のとがっているの

い方の目は︑白くびくびくうごき︑

がいちばんえらいのです︒そうして︑わたくしが

九646園

いちばんとがっています︒

お礼はどうかとってください︒︿略﹀︒そ

うして︑これからは︑はがきに︑かねたいちろう

九708囹

どのと書いて︑こちらを裁判所としますが︑

九736 大きなきのこでこしらえた馬車が︑ひつぱ

りだされました︒そうして︑なんだかねずみ色の

おかしなかたちのうまがついています︒

九749 馬車がとまったときは︑茶色のどんぐりに

そうして一そうして
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一どにみえなくなって︑

かわっていました︒そうして︑やまねこの黄色の
じんばおりも︑︿ 略 ﹀ も ︑

とりあげる︒そうしてさっさといきかけるが︑

九952 たかぎのそばにより︑だまったままそれを
九旧7 しずおか縣のさかいもすぎ︑ながの縣には
いった︒そうして︑でんりゅうきょうという景色
で名高いところもすぎて︑

十3011 すなおな子どもになりたいのです︒そうし
て︑うちじゅうの人たちに︑めいわくをかけない
ようにしたいと考えます︒

十604 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑
おもての通りへでていらっしゃった︒そうして︑
﹁︿略﹀︒﹂とおっ し ゃ っ た ︒

十648 狂言はめんをつけません︒そうして︑能が︑

ひにくや︑あてこすりや︑︿略﹀で︑できている

美しさを現わそうとするのとちがって︑狂言は︑
といってもよく︑

十715 ふたりは︑かわりばんこに指をつっこみま
した︒そうして︑うまい︑うまいとなめているう
ちに︑

十一2412 その晩のうちにいって︑子どもをつれて
きました︒そうして︑﹁︿略﹀︒﹂といいあいました︒

十一4411 弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進
みました︒そうして︑園長さんのまえに向いたと
き ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と︑大声でいいました︒

持を頼もしく思いました︒

十︻4510 私はほっとしました︒そうして︑弟の心
十一609 すすめられて︑ことわりかねてしまった︒
そうして︑いっしょにその一本橋を渡りだした︒

十一672 長いろうかのはずれまで歩いていきまし
た︒そうして︑大きなへやの︑開いたドアのまえ
まできますと︑

十一749

病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

ひたいにさわってみたりして︑そうして︑二こと

はいを追ったり︑うなるたびごとにかが

三こと看護婦にたずねました︒

十一764

んでみたり︑そうして︑看護婦がなにか飲み物を
夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

持ってくると︑

十一771

を二つならべて︑その上でねむりました︒そうし

感謝するような色が︑そのひとみに︑

て︑朝になると︑また看病をはじめました︒

十一775

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒そう
して︑なにかいおうとでもするように︑

それからそれへと長々と話しかけて︑そ

うして︑あたたかい愛情のこもったことばで︑

十一784

しみじみとしたそのちょうしに︑じっと

しっかりするようにと病人をはげましました︒

十一789

耳をかたむけているようにみえたからです︒そう
して︑二日めも︑三日めも︑四日めもすぎました︒
病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑
そうして︑また目を閉じました︒

十一899

次のしゅん間には︑私は︑先生︿略﹀の両うでの

中に強くだきあげられました︒

新しい人形を手にとって︑ゆかにたたき

つけました︒そうして私は︑くだけた人形のかけ

十二358

いり用のときはいつもここへきて︑岩屋

らを足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒
十二6110

の入口で頼んだ︒そうしてよく日いってみると︑

歌がだいそうじょうずでしたが︑芭蕉の

頼んだ品物がちゃんとそろってならんでいた︒

ことをきいてから︑その弟子になりました︒そう

十二704

自分は︑その近所に別に家をかりて住む

して︑はい句を勉強することに心をきめました︒

ことにしました︒そうして︑毎朝早くきては︑芭

十二711

蕉のおきないうちに︑いどから水をくみあげたり︑

どうしたはずみか︑チルデン選手はかた

足をふみすべらせてしまいました︒そうして︑い

十二856

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

まにもころびそうになりました︒

十二柵11

日に日に進歩しています︒そうして︑遠いところ

も近くなり︑世界はだんだん小さくなるような

たり︑︿略﹀観察したり︑実験したりする︒そう

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑ 十三810 正しい知識を得るには︑考えたり︑調べ

よいことやわるいこと︑︿略﹀は︑知識

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒そ

十一913

十三545

﹁︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続けました︒

あいてのいうことを聞いて︑それから三

そのあかちゃんがキリストで︑そのおか

とばだけで︑すっかりようすがわかるように︑

重くんのことばをいい︑そうして︑三郎くんのこ

十三458

そうして︑かれがふと思いうかべたのは︑

十三216

人は︑道理によって動かなければならない︒

をもととして考えなければならない︒そうして︑

十三1112

して︑これをいくどもくり返してたしかめ︑
そとにでかけたるすにやってきて︑その

うして︑それを少年に渡しながらいいました︒
十ニー24

書物を手にとりました︒そうして︑ページをはぎ
文雄は︑︿略V︑根もとをかこうと決心し

とって︑たべてしまったということです︒
十型ー47

た︒そうして︑いよいよ下がきをかきはじめた︒
大きなえんまこおろぎが一びき頭をだし

ていた︒そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや

十ニー53

だれかがそれをとらえました︒そうして︑

くあなの中へかくれてしまった︒
十二329

729
そうしゅん一そうだい

あさんがマリアだということは︑すぐにわかりま
した︒そうして︑その絵がだいすきになりました︒
間としての心のとうとさをみつけたのです︒そう

十四49 ふしあわせなものの中に︑かえって︑人
点て︑心の正しい人々の苦しみを︑自分もともに
苦しんだのです︒

十四71団子どもたちのことをお考えになってく

そのつめたい空氣が下からふきこんでき

なうずができ︑

十四686
て︑大きなうずができます︒そうして︑ひょうが

ふたをしないでおいたばあいには︑湯は

降ったり︑かみなりが鳴ったりします︒

十四7110

表面からもひえます︒そうして︑そのひえかたが
どこも同じではないので︑

女の子は︑二つの家の問に︑ちょっとし

﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

そうしておじさんを喜ばせましょうね︒

そうして︑これが新島からならった日本語の一つ

十五769

だといわれた︒

十五鵬6囹チルチル﹁そうして︑みんな︑いつで

早春

早春になると︑はとぶえが天から鳴って

﹇早春﹈︵名︶1

もあんなにきれいなの︒﹂

そうしゅん

十三3510

そうせい

私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ

そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が二三

そうそう︑指おり数えると数十年の昔

あ︑そうそう︒
になるが︑

﹇想像﹈︵名︶1

十五906園

想像

こうなってくると︑うちゅうというもの

は︑どこまで廣いのか︑想像がつきません︒

十四344

そうそう

そうそう︑思い出した︒

十五5611園

九捌9囹

本ぬけてはいませんか︒

七776囹

そうそう﹇然然﹈︵感︶4そうそう

れられて行っても︑思うぞんぶんにふるまった︒

十五617

きて︑ホートンをにぎわわせる︒

た︑身をかくす場所を見つけた︒そうして︑そこ

十四945

のこっている︑︿略﹀と︑お考えになってくださ

ださい︒そうして︑ご自分にはまだ子どもたちが

い︒

にすわりこんだ︒
そうじょう 5とばそうじょう
そうせい
ほのおが明かるくもえあがった︒そうし そうせいがわ ﹇創成川﹈︹地名︺1 創成川

て︑こんどは︑女の子は︑一本のクリスマスの木

十四9711

の下にすわっていた︒

十四146團 おとうさんのお写眞は︑ほんとうに生
き写しで︑︿略﹀︒そうして︑おかあさん︑あなた

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒

おばあさんが︑こんなにせいが高く︑
りっぱで︑美しく︑そうして︑しんせつに見えた

十四梱2

みんな一時につけた︒

思ったので︑急いで︑たばの中にあったマッチを

そうして︑おばあさんが見えなくなっては困ると

十四欄5

のことを思うとき ︑

ろまじっていることをくわしく話してくださったQ

十四207 外國からはいってきたことばが︑いろい
そうして︑つぎのようなことばはその一例だと
十四375 心を大きくもってください︒世界全体を︑
人類全体を︑そうして︑うちゅう全体をながめわ
たす大きな目をもってください︒

女の子のからだが下へ落ちないように︑

ことは︑いままでなかったことであった︒
十五255

その上帯をかたくにぎったのでした︒そうして︑

他人のためにも︒そうして︑なんでこんなにほが

十四443圃 ことばをもて︑なやみ︑苦しんでいる

からだの重さで上からぎゅうぎゅうとおしつけ︑

見るなり私は︑おじさんの廣いせなかに

おばさんは目になみだをためながら︑

いっしょにお寺へ行って來ましょう︒

︽ーサ︾

一つ一つがはっきりとみえないのですから︑

モデルとか︑バックとかいうことばも︑

総代

総代の名が︑ひときわ高く呼ばれました︒

﹇総代﹈︵名︶1

十一447

そうだい

だということが想像される︒

西洋の油絵がはいってきたときに傳わってきたの

十四27一

ずいぶん︑遠いことがそうそうされます︒

八336

想像する

それとなく論文刊行のむずかしいことを そうそう・する ﹇想像﹈ ︵サ変︶2 そうぞうする

らかでいられるのか︑それを︑こう話してやるの

十五715囹

︿略﹀︑主なき書さいへ私をみちびいた︒

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒そうして︑

十五689

﹁︿略﹀︒﹂と命令した︒

とびついた︒そうして︑足をばたばたさせながら︑

十五6411

におわせた︒そうしてつぎのように語った︒

十五555

だ︒

声がだせるものだと思いました︒そうして︑自分

十四482 こんな海のまん中で︑よくあんな美しい
もどうせ助からないものなら︑こういう美しい歌
に送られて︑死んでいきたいものだと
ていたおじょうさんも︑そのほかの婦人たちも︑

十四504 そうして︑マッケンナも︑その歌を歌っ
みんなすくいあげられました︒

いては︑また︑たちのぼります︒そうして︑大き

十四676 つめたい風がふきこむたびに︑横になび

そうだん一そこ
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そうだん ﹇相談﹈︵名︶2 相談5こそうだん
八454 より集まって︑どうしたら王さまのこ病氣
をなおすことができるかと︑相談をはじめました︒

九165 大ぜいのつばめが︑ならんでいるのをみる
﹇ 相 談﹈

︵サ変︶

4

相談する ︽一

と︑なにかしら相談でもしているようにみえます︒
そうだん・する
シ︾

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

九76

﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう

けしきを思いだしますか︒

その次には︑りっぱなむしゃ人形にそえ

て︑ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二まい︑

十五662

かねがつるしてあって︑これでたたけと

満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五681
いうように︑しゅもくがそえてあった︒

十四236

﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

六568 私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど そくざ ﹇即座﹈︵名︶1 そくざ

もを親類にもらってもらいました︒

八344

δさんかくそくりょう

光の速度は︑一秒間に地球を七まわり半し

十一237 母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど そくど ﹇速度﹈︵名︶1 速度

δぜんそくりょく

ます︒

そくりょう

十一2710 母親と相談して︑戸をしめきって︑息を
そくりょく

大きくなるにつれて︑だんだん地のそこふ

そこεたにそこ・どんそこ・

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

﹇底﹈︵名︶11

十四52

わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ
眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら

すると︑少年のたましいのそこから︑

茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

私たちを心のそこから動かし︑

こにかいたという小さな絵だが︑

十三574囹 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

どっとことばがほとばしりでました︒

十一851

れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十384

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八939

それはさっぱりしますよ︒

十四715

ビーカーのそこをアルコールランプで熱

その光が同じようにならず︑むらになつ

したときの水の流れと︑同じようなものになる

て︑茶わんのそこを照らします︒

十四728

わたくしは︑そこにあったこしかけに

﹇其処﹈︵代名︶創 そこ

めくらさん︑めくらさん︒ちょっとそ

じぶんのかきたいところへ

いって︑

へやのすみに︑かれ木が立っていま

いたみがいっそうひどくなって︑とて

丘の大きな木のところまでのぼりまし

﹁︿略﹀︒﹂おかあさんがおしえてくださ

そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす

もうすこしで

しはじめました︒

四225国

つかまりそうになった

すんでいきました︒そこへお日さまの光がさ

三813

いました︒みんなはそこをみました︒

三749

丘をおりてみずうみへでました︒

た︒そうして︑そこでおもしろくあそんでから

三633

でになって︑

三603 みんなの心があわないと︑どこへもい
けません︒そこへちょうどおとうさんがおい

しのみことがいらっしゃいました︒

もたまらなくなりました︒そこへ︑おおくにぬ

三475

ていました︒

した︒そこに︑はくせいのりすが︑二ひきのっ

三34エ園

そこでかいていらっしゃい︒

三304園

ました︒

二577そこへ︑ひとりのおじいさんがでてき

二486 そこへ︑じろうがでてきます︒

こをどいてください︒

一一339園

もたれて︑うとうとしました︒

一645

そこ

八815園それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑

かくもぐりこんでいきます︒

八201

みなそこ・みなぞこ

そこ

十二幅6 議事堂 みなさんがたの代表が︑全國か
ぞうつかい

﹃︿略﹀︒﹄と︑ぞうつかいがいいました︒

﹇象使﹈︵名︶4

らここに集まって︑いろいろなことを相談します︒
二341園

﹃︿略﹀︒﹄と︑六人のめくらが︑ぞうつ

ぞうつかい
二345囹

ぞうつかいは︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑

かいにたのみました︒
二346囚回

二371園 めくらが︑ひとりびとりかってなこと
をいうので︑ぞうつかいは︑わらいながらいっ
てしまいました︒
そうっと ︵副︶1 そうっと
送別

六梱6囹 そうっとかわかしておおきなさい︒
﹇送別﹈︵名︶1

︽ーエ︾εかきそ

十五伽5 在校生たちがみんなで︑私たちのために

そうべつ

そえる

送別の歌を歌ってくれた︒
﹇添﹈︵下 一 ︶ 4

十四6911

そ・える

える

茶わんに接したところでは︑湯は︑ひえ
て重くなり︑︿略﹀そこの方へ向かって動きます︒

十四712

てくれました︒

八549 黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ

731
そこ一そこ

そばに

とき︑またわの中ににげこみました︒そこを︑
わたくしがうまくつかまえました︒
四255国 お話を すると︑ みつちゃんが

くるような氣がします︒お花をかざると︑そ
こにすわっているようです︒

四359園 先生は︑そこに氣がついたのです︒

四362園そこにいなくても︑その人のことば
が生きているということが︑わかりますか︒

五556西の空をみましたが︑わかりませんでした︒
そこへ︑受持のやまもと先生がおいでになって︑

いか︒

して遊びました︒そこへ︑おさるさんがやってき

六捌9 まりなげをしたり︑フットボールをしたり

ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

白いカーテンが黄色くみえる︒そこからラ

そこへ︑はるおが帰ってくる︒

乙﹁木一本もみえない︒﹂そこへ︑ひとりの

せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足

八271 馬車は︑︿略﹀野原へおりてきました︒そ

て︑にぎやかな音樂会のようになりました︒

いってとまりました︒そこへなかまが集まってき

ノウ﹄−

︑40その鳴いているなかまのそばへ︑とんで

いきます︒そこは木の下ですから︑

でトンネルをほりながら︑さぐりさぐりもぐって

八1510

わっている私のひざのあいだにもぐったり

八97 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす

旅人がやってくる︒

七757

い道︑そこを自轄車に乗って走る中学生︑

七466 黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ

七302

ジオがきこえてくる︒

七91

ないで︑そこをにげだしました︒

六襯4 そのあいだに︑うさぎさんたちは︑手をつ

たのだ︒そこから︑あとをつけてきたのだ︒

六鮒5園あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ

さぎさんたちはいませんでした︒

てっぺんにたどりつきました︒そこには︑もうう

六鵬11

ちょろちょろと︑りすさんがきました︒

六旧6 カチン︑カチンとわっていると︑そこへ

ちていました︒

ました︒そこには︑くるみの実が︑ころころと落

六搬9 うさぎさんたちは︑くるみの木の下で遊び

みんな︑いっぺんにわらってしまいました︒ ました︒

﹁︿略V︒﹂と︑さそってくださいました︒

五8310
そこをパチリと写されました︒

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

を持って︑木の葉をはきよせました︒そこへ︑村

五855

の子どもたちが︑︿略﹀︑走ってきました︒

ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ

むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

五研8

そこへ︑さんちゃんが学校から帰ってきました︒

四371園 そのとき︑ぶどうだなの下をとおり
ました︒そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし

そのひょうしに足をいためて︑歩けなくな

くつが流れてきました︒そこへきゅうりが
そこへ︑中学校に通っているねえさんが︑

ほおりのみことは︑亡べでないている︒そ

編論肋の﹁おや︑あんなところにいどがある︒

正面に︑海の神がこしをかけていらっしゃ
兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに
ひろがって︑ついそこにあるようにみえるではな

六㎜7

れて︑

てしまいました︒そこへ年をとったかたがあらわ

六9211園

る︒そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒

六909

どの水をくもうとする︒

きれいな水だな︒﹂そこへ女の人がでてきて︑い

六895

こに船がある︒

六875園私がいいことを教えてあげましょう︒そ

こへひとりの年よりがでてくる︒

六868

帰ってきました︒

六709

流れてきました︒

六624

学校までつれてきました︒

りました︒そこを通りかかった人が︑おんぶして

六588

そうにじゅくしていました︒

四483 山のふもとには︑大きな木がしげって
いるので︑そこをよけてとびました︒
かめを

ころがします︒そこへうらしまたろうがとおり

四974 かけ声を かげながら︑みんなで
かかります︒

四撹5 うらしまが︑海べでつりをしています︒
そこへかめがでてきます︒

四佃6 まん中にきれいなこしかけが二つおい
てあります︒そこへ︑かめがうらしまをあんな
いしてはいってきます︒
になりました︒そこへ︑配たつをする人がきて︑

五163 ポストにいれられると︑友だちといっしょ
五171 私たちは︑ゆうびんきょくの大きなはこの
中にはいりました︒そこは私たちの山です︒
わかれでした︒そこで︑私たちは︑じょうぶなふ

五1810 おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお
くろにいれられて︑かぎをかけられました︒

五268 ありがとうございました︒といって︑かる
くあたまをさげて︑そこをでました︒

五546 そこへ︑となりのごろうさんが︑かけよっ
てきて︑﹁五ばん 星 ︑ あ ん な と こ ろ ︒ ﹂

そこ一そこ
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こには︑星のかんむりをつけたむすめたちが︑
た︒そこへ︑王さまの病氣をなおすというものが

八456 けれども︑これという考えはでませんでし
でてきました︒

た︒すると︑そこへ二わのがんがやってきた︒

あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ

いているのをみつけたので︑そこから中へはいつ

八776

あひるの子は︑すみっこにすわってばかり

ていった︒

いた︒そこへ︑さわやかな空氣と日の光が流れて

八807
きた︒

八511 その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が立ちま
した︒そこの家の人は︑﹁幸福﹂がきたとは知り

あひるの子は︑雪の中の草むらへはいりこ
どうしてこんなになったのかわからないう

たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から

いちろうは︑すこしいきますと︑そこはも
がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

にわかにぱっと明かるくなって︑目がち
おかしいと思ってふり返ってみますと︑そ

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ
九624園

ザックザックとやまねこのまえのところの

そこんとこの草をかれ︒

がって︑

やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴

りました︒そこで︑やまねこは︑大きくのびあ

九731

ぐりどもがぎらぎら光ってとびだして︑

草をかりました︒そこへ四方の草の中から︑どん

九621一

から︑そこんとこの草をかれ︒

九623園

こに︑やまねこが︑︿略﹀立っていました︒

九5910

くっとしました︒そこは美しいこがね色の草地で︑

九5411

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

九5010

う︑﹁ふえふきのたき﹂でした︒

九506

なっています︒

は十五六分ほど登るのですが︑そこは︑深い谷に

九362国

さんの木がかんばしくにおい︑

ちに︑大きな庭の中にきていた︒そこには︑たく

八886

んだ︒そこで︑つかれきって横になっていた︒

八876

ませんから︑

八517 そこの家の人は︑戸をビシャンとしめてし
まいました︒

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八518 おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

て立ちました︒そこの家の人も︑﹁幸福﹂がきた

八521 こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ

﹁︿略V︒﹂と︑そこの家の人はふかいため

とは知らなかったとみえて︑
八529
息をつきました︒

八534 ﹁︿略V︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用
﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ

心ぶかい声をだして鳴きました︒

八536
うむりました︒

八5311 そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ
きのようなものが︑おもてに立っていました︒

八542 そこの家の人も﹁幸福﹂がきたとは知らな
いようでしたが︑

かりました︒

八553 ﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ

一つのうなぎの頭のことであら

八676 みんなは鳥小屋にでかけた︒そこには︑二
つの鳥の家族が︑
そっていた︒

八723 こうして︑大きなぬまのあるところへやつ
てきた︒そこにはかもが住んでいた︒

八731 それから二日間︑ここにそっとかくれてい

先生は一けんの農家にたちよられました︒

しばらくして︑そこの主人といっしょにでておい

九785

でになりました︒

主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

てきて︑かしてくれました︒そこへ着くと︑先生

九7811

先生は︑︿略﹀︑ひとりでたんねんにほって

はステッキを深く土の中へお立てになりました︒
九822

おいでになります︒ぼくらは︑ときどき手をとめ

そのうちに新しいすみをひろいあげるが︑

て︑そこをのぞきにいってみると︑

自分の物ではないので︑なおあたりをさがしてい

九9311

る︒そこへやまだが帰ってくる︒

九価2 ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒みんな

キーをつけ︑︿略V︑そこへ集まった︒
九棚5

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

そこへいくと︑

九㎜3

あまいような︑すずしいような︑氣の晴

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

れ晴れするような味だった︒﹁そこに流れている

三聖10園

まつ林におおわれた道もない谷まになった︒

のがまつ川だ︒

そこからさらに︑すこしさかのぼって

九慨11

九伽3 右岸からさらさらと流れ落ちる小さな谷川

がある︒そこをくんで飲んでみると︑それこそま

ぎれもないうまい水であった︒

ろちょろとわきでる泉があって︑それでもう終り

九楢7 谷川をさらにさかのぼると︑岩まからちょ

であった︒茶人は︑そこをほりくぼめ︑

二三分ばかり歩いたところに︑廣い草原があるの

十478 妹をつれて︑さんぽにでました︒家から十

で︑そこへっれていこうと思ったのです︒

733
そこく一そこく

それに話しかけたり︑そこで遊んだりしたからで

十483 道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

した︒

十5311 あきらめて歩きかけると︑水おけがありま
した︒そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい
にさいていました ︒

十5312 すいれんの花が三つほど︑きれいにさいて
いました︒妹は︑そこへいって︑

いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ

やにはいっているというように︑

十二275

その﹁ビューン﹂がとまると︑そこでは︑

土のしめっているところへ日光があたっ

て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

十四672

茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

わりあいに熱い表面の水が︑そのあとへ

それが︑ちょうどさけめのようにたて横

その登山電車のとちゅうにはいくつかの

草のしげっている場所を見つけて︑そこ

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせか

そこに赤インキがおいてあるでしょう︒

それからさとうも︑パンも︑だれが行

祖國

がまん強い実行と︑熱誠な共力によって︑

﹇祖国﹈︵名︶2

十五177図圏

わが祖國︑やがて立つべし︒

あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ︑

十三263

そこく

けといった︒そこでなにをしているんだ︒

十五9211囹

な同じであって︑そこになんのけじめもない︒

十五743 自分の子女は︑︿略﹀︑かわいいことはみ

十五709園

のかけらが目にはいりました︒

けたとき︑ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩

十五3010

へひつじをつれておりて來ていますと︑

十五244

ホテルがここかしこに立っています︒

停車場があって︑そこには︑氣持のいい︑小さな

十五201

けた︒そうして︑そこにすわりこんだ︒

十四945 女の子は︑︿略﹀︑身をかくす場所を見つ

にやぶれて︑そこだけがとう明に見えます︒

十四739

じぶんにはひえて︑そこからおります︒

向かって流れ︑それが︑おりた水のあとへとどく

十四722

す暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

そこには︑みょうなゆらゆらした光った線や︑う

十四6912

面から蒸発する水蒸氣が︑とくに多くなります︒

めに︑特別にあたためられると︑そこだけは︑地

たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑ 十四681 陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二289

コートには︑日ざしがさんさんと降りそ
﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同

そいでいました︒そこへ両選手があらわれました︒

十二833
十二931

じようにわかり︑︿略﹀︒そこにことばとしての性

十三78

もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ

﹁人生よ︑長くそこにあれ︒﹂

質があり︑おもしろさがある︒

ふみ石の上で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

十7211 ずっしりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑

十三225

ている︒

十三342

そこに︑このしばいのむずかしさがあり
ミケランジェロとラファエルは︑前後

それは︑フィリップの作品の中にみな

そこへ先生がいらっしゃった︒

また︑花さんでも︑葉さんでも︑日の
が︑そこへっれて行ってあげるのは︑この私です︒

あたるところや︑高いところがおすきなようです

十四567囹

ろしています︒そこへ細い根をのばして︑

十四5412園土もかたいし︑石ころなども︑ごろご

そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑

十四5411上土の中のことはわからないでしょう︒

十四1912

とうとい光のためなのです︒

ぎっている大きな愛の氣持︑そこからさしてくる

十四46

して︑そこからローマに出て︑

十三571囚回

ます︒

十三452

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

ホートンの霊場などに︑かげ絵の舞台を

どこかの子どもが︑もう︑頭をつるつるにそられ

十三292

で生長をとめました︒

そこへ︑だんなが帰ってきました︒

十741 そこまで話したとき︑︿略﹀︑きゅうに︑
にっこりわらい顔になって︑
きをながめると︑

十一43 近くには小高い丘があって︑そこからお
十一1512 教室の高いところの窓ガラスが︑一まい
こわれていて︑やがて︑小鳥たちは︑そこから遠
い空へにげていった︒

十一287 いままででも︑なまけたことのない金次
郎でしたが︑そこへいってからは︑いよいよいっ
しょうけんめいに働きました︒

十一453 弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑
そこからでなおして進みました︒

十一928 すみれをベッドの上にちらしながら︑
文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑

﹁︿略﹀︒﹂そこで死人の方へ向いて︑
ふみお

十一一135

がかを立てて写生をはじめた︒そこには一本のざ
くろの木があって ︑

どいいのです︒

十ニー98園 そこへいくと︑こおろぎさんよりよほ

十二208園 ほら︑そこで絵をかいている文雄さん
がいってましたよ ︒

そこここ一そこで

734

そこここ ﹇其処此処﹈︵代名︶2 そこごこ

九備5図魍赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ
こよりぞいぬのあらわる

︵接︶55

そこで

十五85図魍 きみわれ口そそぐ朝のそこここの小
流れ
そこで

一233
﹁みんなかわいいことりになって﹂の
ところはこまりました︒そこで︑りょうてをは
ねのようにうこかしました︒

はんたかを

一一114 そこで︑みんなは︑小さなかみに︑ひと
つひとっことばをかきつけました︒
三117 おしゃかさまは︑どうかして

りっぱな人にしてやりたいと︑おおもいにな

うつくしくかがやきました︒そこで︑よういの
車にのって︑
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒そこで︑おか

あさんの手の上で︑力いっぱいひいた︒

四188

大きなへびがやってくることがあり

ます︒そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ

四553

そこで︑︿略﹀︑かっちゃんの全快いわい

ちでみはりばんをしました︒
四574

一つは小さくてかるそうな物です︒そこ

をしょうということになりました︒
五297園

で︑ぼくは︑﹃︿略﹀︑一つ持っていってあげま
記念に写眞を写したいとおっしゃいました︒

しょう︒﹄といいました︒

五831

そこで︑おひる休みのとき︑私たちは︑運動場に

でしを

その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

いかにもはなから声がでているような氣が

まにあいません︒そこで︑もっと大きな軍営をも

八341 星のきょりになりますと︑これでは︑もう

とにして計ります︒

八502 けれども︑それでは人の心がよくわかりま

せん︒そこで︑﹁幸福﹂は︑まずしいこじきのよ

うななりをしました︒

とが曲がっている︒そこで︑向こうにみえるまつ

八567 すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ

あひるにはかみつかれ︑にわとりにはこず．

そこで︑みんなは鳥小屋にでかけた︒

の木を目あてにして歩きだした︒

八676

きまわされ︑︿略﹀︒そこで︑みにくいあひるの子

八719

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんがいった︒そこ

は︑かきねをとびこえてにげだした︒

で︑あひるの子は︑三週間ばかりためしにおいて

八793

もらった︒

﹁どうぞ︑かってにおいでよ︒﹂そこで︑

あひるの子はでかけていった︒

八834

は手をたたいておこった︒そこで︑あひるの子は︑

八868 牛乳がへやの中に流れたので︑おかみさん

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

バターのいれてあるたるの中へとびおり︑
九2110

べく早く南のあたたかいところへ運ぶために︑飛

五千ばのつばめをつんできました︒そこで︑なる

九721園

それでは︑もんくはいままでのとおりに

ながら︑いちろうの手をとりました︒

こで︑やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい

九697 しいんとして︑だまってしまいました︒そ

りました︒そこで︑やまねこがさけびました︒

はちの巣をつついたようで︑わけがわからなくな

九658 ガヤガヤいって︑なにがなんだか︑まるで

行機をつかうことにしました︒

する︒そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑
ただ↓つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

はくしゅが四方からおこった︒そこで︑老

せみの子たちは︑れいのふしぎなかしこさ
で地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日をまつのです︒

で︑もう大きくなりきったことを知ります︒そこ

八204

人は︑︿略﹀ぼうしを︑そばの人の手に渡した︒

七4311

いってみた︒

である︒そこで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂と

賢相5

︿略﹀︑﹁ナ﹂︿略﹀といってみた︒

教理7

とつまねをしてやろうと思った︒

いったから感心したのである︒そこで︑ぼくもひ

六鵬6

て︑たたみのまん中にあなをあけてやったら︑

ツンとうったのだよ︒そこで︑ゆかいたをはがし

五921園とうとうえんの下のいたで︑あたまをコ

りました︒そこで︑まいにちかしこい

いいました︒

いいました︒

あつまって︑先生をまん中にしてならびました︒

お じ い さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

ひとりずつ︑はんたかのところへやって︑
三2510

お じ い さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

そこで︑切ることになりました︒
三2610

そこで︑大ぜいのだいくをあつめて︑ふねを
つくることになりました

そこでおとうさんはえんがわにこしを

おろして︑どうきまるかおまちになりました︒

三612

三654 また︑心があわなくなりました︒そこで︑

おとうさんは︑ボートをこいでぐるぐるぐる
﹁︿略﹀︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

ぐるおまわりになりました︒
三715

そこで︑デビッドはいすからおりて︑つまんで
みました︒
﹁︿略﹀︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

それは

そこで︑バーバラは︑だいどころからほうきを

三721

もってきてはきました︒
三里8 かぐやひめの すがたは︑ それは

735
そこら一そそぐ

十三2010

ダルガスは︑このあれ地に育つ木がある

かないか︑まず︑このことについて研究を重ねま

しましよう︒そこできょうのお礼ですが︑
九817 そこでみんなは︑ほりだしました︒

デンマルクの希望であるこの植林は︑み

この四人の声は︑見ている人には聞えま

外字からきたことばの中で︑西洋からき

たことばをできるだけたくさん調べてみたいと

十四2711

とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくては

せん︒そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四人

十三4412

運回復の意氣は︑年々高まってきました︒

ごとに実現されました︒そこで︑デンマルクの國

十三22一

した︒そこで思いついたのは︑

すこしもなかった︒そこで氣をつけてみると︑

九伽2 さかのぼって水を飲んでみると︑いい味は︑
九楢5 それこそまぎれもないうまい水であった︒
そこで︑谷川をさらにさかのぼると︑

しい設計図をこしらえあげた︒そこでやっと︑思

十365 いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新
いどおりの機械ができあがった︒

思った︒そこで︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒

十374 かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械
を作ることにとりかかった︒そこでさらに︑七年

そこで︑その女の子は︑まったくはだし

間のくふうがつづけられ︑

ていく

四471囹 そこらが

一ばん安全らしい︒

をぐるぐるとあるきまわります︒

四描3 かめは︑うらしまの手をとって︑そこら

五852園子どもたちがくるまでに︑そこらをきれ

そこらで︑虫が鳴いています︒

ふたりはそこらをみまわしていたが︑

いにそうじしておこう︒

六77

八408 こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

七567

そのことばをきいて︑そこらの乗客は思

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

十一539

チルチルそこらを見まわして︑

民ちゃんは平氣でそこらをはいまわって

わずほおえんだ︒

十二255
います︒

十五949

流れ

または︑自分たちの祖先が発見したので

﹇濯﹈︵四︶1

そそぐ ︽ーグ︾

十五85図團きみわれ口そそぐ朝のそこごこの小

そそ・ぐ

い傳えられているのもあるかもしれません︒

はなく︑よその民族から教えられて︑それからい

十四803

形のないものは︑この方法では表わすこ そせん ﹇祖先﹈︵名︶1 祖先

それまでのものの考えかたや商責では︑
日本の手工業も︑︿略﹀近代的工業の道をたどっ

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒そこで︑

十五455

いものを表わすのに︑線を横に一本引いたり︑

とができない︒そこでたとえば︑数という形のな

十五367

になってしまった︒

十一2111 しごとがじゅうぶんできないので︑金次 十四918
郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒そ
こで︑金次郎はいいことを考えつきました︒
十一285 このとき︑金次郎はたった十六でした︒

そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑金次郎は親
類のまんべえさんのところに︑あずけられること
になりました

十一761 医者はいってしまいました︒そこで︑少
年は看病にかかりました︒

山のいただきに立った私は︑小手をかざして足の

十一一373

りそそぐ

そこら

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

十一7712 きわめてかすかなほおえみがうかんだの 十五563囹 富士山の高さも不明であった︒そこで︑ そそ・ぐ ﹇注﹈︵五︶5 そそぐ ︽ーイ・ーギ︾5ふ
下にひろがる駿河湾の海岸線をながめ

室は二つあっても︑つくえは一つしか

するが

をみたような氣がしました︒そこで︑少年は︑自

十五577囹

なかった︒そこで︑大きなつくえのまん中に

﹇其処﹈︵代名︶9

これを生かすのは︑みぞをほって水をそ

﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

博士は︑しずかに歩みよる私が手にして

いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五545

きになる文字に目をそそいだ︒

十四216

を植えることにありますが︑

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑じゃがいもか牧草

十三206

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

分をなぐさめて望みをかけはじめました︒
十一889 もうだめかもしれない︒﹂といいました︒
そこで︑チチロは︑いよいよよくせわをして︑

朝早くからそれをガラガラとひきまわす

チョークで線をひき︑

十五6511

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒

かすばらしい力をもっているものだと考えました︒

十一一122 土人のひとりが︑書物というものはなに

そこで︑リビングストンがちょっとそとにでかけ

そこで︑たまりかねた家の書生が︑これから車の
そこら

ついたものは送ってくださるなと︑

たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒
いてたまらない︒そこでまた川の水を飲んだ︒

十一一631 小魚はしおからかったので︑のどがかわ

そそふそそふそそふ一そっと
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十五722

はか石に水をそそぎながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

おばさんはふたたび呼びかけた︒

﹇育﹈︵下一︶8

て︑つづれ着るとも︑
そだ・てる

る・まもりそだてる

︽ーッ・ーツ︾

そだてる

育てる

︽一

テ・ーテル︾←いねをそだてて・はぐくみそだて

ソフ

そそふそそふそそふ ︵感︶一 ソソフ︑ソソフ︑ソ

育つ

思います︒

わたしたちのなかまがわるい虫をとって

十一243園

十三3612
行く︒

子どもたちは︑またそちらの方へ走って

もしこわれたら︑そちらでわけなくか

わりをお見つけになれるでしょう︒

十四121團

十一433

ようち園の卒業式がありました︒

弟が卒業するので︑私が︑母にかわって

そつぎょう・する ﹇卒業口︵サ変︶3 卒業する ︽一

十一434

シ・ースル︾

でました︒

そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を

みあげになりました︒

十二423

﹇卒業生達﹈︵名︶2

卒業生た

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒

七99園 毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ

こにどうしているだろう︒

七93園 わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど

ち

ケラーの両親は︑︿略﹀︑すこしでももの そつぎょうせいたち

それからでた細い根が︑つなのようにか
ニューヨークの大都会で育てられた子ど

︵形状︶5

そっくり

ばからさっていった︒

そっくり

二369園

そちら

そちらでも︑ほたるはとびますか︒

六㎜6 ﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の

ぞうは︑なわそっくりだ︒

なにか︑そちらにも︑いいぶんがあるか

八104 そのかっこうは︑さるそっくりです︒

そちらからふいてくる風にあたっても︑
たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十667園

﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ

﹇其方﹈︵代名︶1 そっち

︵副︶11 そっと

五574 私は︑こういつて︑はるおのかたをそっと

そっと

けようか︒﹂

具申7園

そっち

十五榊3年号声までそっくりだよ︒

十五444囹古い焼物そっくりですね︒

いいかたそっくりになった︒

この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで

﹇其方﹈︵代名︶8

五433團

そちら

もたちには︑

十五201一

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十二666

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二406

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいと 十一4310女の先生が︑卒業する子どもの名をお読

そだてたいねを︑

六399園

長い長いでんせんをつたわって︑

四槻2囹それから︑みんなの手でそだてられ︑

んとふたりでだいじにそだてました︒

そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ そつぎょうしき ﹇卒業式﹈︵名︶1 卒業式

三豊3

育ち

三886 ソソフ︑ソソフ︑ソソフ︒
﹇育﹈︵名︶3

八㎜7 根が横へはるので︑豪いところのほうが育

そだち
ちがよいと思いました︒

十五8312園 あの人たちは下等でもあり︑たいてい
はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

﹇育﹈︵五︶9そだつ

十五9111囹あの︑育ちのわるいわかい女はだれだ 七963
ね︒

そだ・つ

七998 よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい

六783囹 命のあるものは︑日に日にそだっていく︒
るので︑安心しました︒

八981 黄みどりの新しいなえが︑だんだん育って
いきます︒

八985 いねがよく根をはって育つように︑小石を
ひろい︑土のかたまりをくだいて

八川4 みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ
ていきます︒

九448團

ね︒

十一3410圃 日ましに日ざしが強くなり︑いねはそ 七828圏
だっし︑あぜまめのびて︑

十二㎜2 外國から書物が新しくはいってくること

なつかしいそちらの山々の景色を思いだ

かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

九467団

は︑外國人の心が傳わることで︑日本はこのよう
な心をとりいれて︑どんどん育ってきました︒

します︒

思わずそちらをみると︑こうもりは︑ひよ

十三209 このあれ地に育つ木があるかないか︑

︽iテ︾

うきんなかっこうをして︑こちらにとんできます︒

十三2012 これなら︑ユートランドのあれ地にも育 九鵬7
そだつ

つだろうと思って︑実際に試験してみると︑
﹇育﹈︵下 二 ︶ 1

十五171図團 少女たちよ︑花そだてつつあきない

そだ・つ

737
そで一そとがわ

おさえました︒

六㎜3 とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ
さんたちの方をのぞきました︒

七215園 ひとりびとり︑ばらばらにわかれて︑
そっとね︒

八285 天帝は︑そっとこてんの中へおはいりにな
りました︒

八731 それから二日間︑ここにそっとかくれてい
た︒

九481 はがきをそっと学校のかばんにしまって︑
うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒
九6710 やまねこがいちろうにそっと申しました︒
そっとやまだに近づく︒

九983 たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑

してみました︒

九価2 くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば
十675 自分たちも︑そっといってみようというこ
とになりました︒

十681 ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ
﹇袖﹈︵名︶1

そで

き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑
そで

十二539 ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

まこと

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

なか一そと一

そと﹇外﹈︵名︶36そと外5おそと
一331 おへや
さんのかいたことば︒
のぞとにのこりました︒

ねずみたちは︑あわてて

わの

ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒
四222團
にげました︒

ぞとへ

雪だというと︑あさ早くはねおきて︑

四223冠すると︑そとにいたねこがおいかけ
ました︒

だいいち︑母貝は︑その核をそとにはきだ

へでて︑また馬車を走らせて︑

八292 こうお考えになった天帝は︑そのままそと
十3911

そとへでて︑あかちゃんにも︑みせてあ

して︑受けつけなかった︒

げて︒

十602園
十623

四898

そとにとびだして︑雪かきをなさるおじいさ

そこで︑リビングストンがちょっとそと

そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

紙をもてランプおおえばガラス戸の

夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た

ちは見られます︒

十五佃2囹

の外明らかに月ふけわたる

十五133図圏

外のつくよの明らけく見ゆ

十五128寸寸

ランプの影のうつりて見えず

十五126窯業ガラス戸の外のつくよをながむれど

雲長くたなびける見ゆ

十五125図圏ガラス戸の外は月あかし森の上に白

リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図無

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

十五116書起

外に來て鳴け病む人のために

十五112図圏人の家にさえずるすずめガラス戸の

ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

十四576黒戸の外で聞いていると︑あなたたちは︑

ていって︑用をたさせるようにしました︒

十二256

にでかけたるすにやってきて︑

十一一122

ドアのぞとに足音がきこえて︑

二階の窓からそとをみたら︑

ん︒

十一814

とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ
ガラスもきれいになって︑そとのけしきが

はこびだします︒

五359
五812

よくみえました︒

かみて半分はありのいえの中︑しもて半分
あり一まどからそとをみて︑﹁雪が降って

はそとになっています︒

六261

きた︒﹂

六263

このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ
ふみおがねるまえにそとをみると︑空はい

きたずねてきます︒

六281
六556

つのまにか︑雪至つなく︑

ぼくは︑︿略﹀︑つくえの上をみたりそとの
けしきをのぞいたりしていた︒

六998

ぼくはこうひとりごとをいいながら︑そと
をのぞいてみた︒

六皿4

私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと
をながめた︒

七465

茶色のうさぎは︑おくへはいってでてこな

十四714

その反対に︑茶わんのまん中の方では︑

ときたまそとのろじへだしてやっても︑す そとがわ ﹇外側﹈︵名︶1 外がわ
ぐまいもどってきます︒

八91

いので︑︿略﹀︑だきあげて︑そとへだしました︒

七925

こんできた︒

三157 しかたがありませんから︑はんたかは門 七598 ボタンと音がして︑まりが︑そとからとび

三169囹あれは門のぞとにいますので︑
でてしまいました︒

三稲5 かぐやひめのからだは︑すうっとそとへ

四206国ねずみが三びき︑わの中にはいり︑

ソナターその
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二675

二599囹
ら︑春をさがす︒そのとき︑かげのほ

年の人たちも︑そのまえの人たちも

ソナタ

ぎゃくに上の方へのぼって︑表面から外がわに向
︵名︶一

三1510

三196

にならびました︒そのときです︒ふし

した︒手わけして︑そのかたちや色を

︒おどろいたのは︑そのふねの早いこ

三㎜8

んはおどろいて︑そのわけをたずねま

ｧ3 た︒おじいさんは︑そのいり口でばんを

四656 た︒がんの列は︑そのきれいな雲の
四843 がわらいました︒そのつぎの日の夜︑
四853 そびをしました︒そのとき︑おかあさ
四佃3 たろうたいえびそのほかいろいろな

四574びでした︒そこで︑その日のばんは︑か
四629 をゆるめました︒そのひまになかまの

うとしました︒そのとき︑わたくし
四377園
四482 そばにきました︒その山のふもとには
四555 ばんをしました︒その夜は︑さいわい︑

にいきました︒そのとき︑ぶどうだ
四3610園

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そのとき︑ふと思い
四357園
四362囹にいなくても︑その人のことばが
四366 考えていました︒そのとき︑たろうさ

てあげました︒そのとき︑わたくし
四3210團

二694
声がきこえる︒﹂そのとき︑かげのほ 三備1 ました︒みかどは︑そののちいつまでも
三桁3園 た︒みかどは︑﹁その山の上で︑ふし
三132園みつめました︒﹁そのひとことという
三159
した︒でしたちはそのわきにならびま 三宙6 ︒おつきのものはそのとおりにしまし
四236團おかえりですか︒そのときは︑山へく
なかったのです︒その生徒さんは︑す
四324団

かって流れます︒

ソナタ

そなわる

︽ーッ︾

西洋才英がはいってきたときに︑いっしょに傳

十四269 コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

﹇備﹈︵ 五 ︶ 1

わってきたことばであろう︒
そなわ・る

三276

︒﹂といいました︒そののち︑はやとり

八176 しぜんにそなわったかしこさで︑これで 三214 のわかるものは︑そのなき声をかきな
三228 ました︒とうとう︑そのてっぺんは︑空
じょうずに生きていくのです︒
三289

その ﹇園﹈︵名︶3 その 園むこうふくのその．
はなぞの

三293 をわたりました︒そのおかげで︑日か
三346園 した︒みんながそのまわりにあっま
三355園

ないていました︒そのとき︑みなりの

その一つ︒

五453圃 世界のそのにさきにおう︑きれいな花の

三464

ないています︒その声がよくひび

い大理石のまるい柱でできた大忌間のようなもの

十五822 雲のまくがあがると︑園の前の方に︑高

略﹀︒﹂白うさぎがそのとおりにします

のほをしいて︑その上にねるがよ

をはなしますと︑そのかたがたは︑﹁︿

三489

三487園

三468

小さな﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑みどりの

があらわれます︒
十五9611

まっていました︒そのとき︑マイクル

︵連体5
︶2
7 その

三615

﹇其﹈

たべていました︒そのとき︑ピーターは

をなさいました︒そのとき︑ピータi

園のおくからかけだして重て︑

三701

三664

四柵4園 め﹁さあ︑どうぞそのこしかけにおか
三745 はいすをおりて︑その光の中をある
四鵬−〇
てきてならぶと︑そのうしろから︑お
三833 いました︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑おかあさ
三847 んながみますと︑そのあまだれの中に 四m4 かけます︒かめはそのそばにならびま
三982
はなしたことは︑そのままきえてなく 四摺2囹 す︒いつまでもそのままにしておい
四目9 う︒﹂りょうしは︑そのきものをもって
三川2
ふしぎに思って︑その竹を切ってみ
四麗5囹 ましょう︒でも︑そのはごろもがない
五201はじめました︒私もその人の手ににぎられ

その
けさ︑あなたは︑その目でなにをみ
一288囹

一88圃 てをうって︑ そのてをうえに︒

にたのみました︒その中には︑みやさ

五2010としおさんの心を︑そのままみつおさんに

五207た︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑その家のげんかんにお

けているうちに︑そのわけかたが︑い

りになりました︒そののち︑みかどか

ニー17

ニー05園 ︑とりのなと︑そのほかのものとに

一556略
囹﹀︒﹂﹁あなたはそのたまをもって

一353略
囹﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そのわけは︒﹂﹁︿略﹀

三桝6

お思いになって︑そのままおかえりに

で︑かぐやひめは︑その人たちにとても

で︑かぐやひめも︑そのたびにごへんじ

さになりました︒そのうつくしさはた

ひきのやぎが︑そのはしのまん中で
二271囹
がありました︒そのうちのひとりが︑
二324圏

三㎜6

三価6

三鵬9

脚質8

三皿9

二342園もし︑ちょっとそのぞうというも

二584 ︒﹂といいますと︑そのかたは︑﹁︿略﹀︒

きます︒﹁ああ︑そのりんご︑いちろ
二543囹

五218きました︒しかし︑その中に三人だけ︑た
て︑すぐ立って︑その人をすわらせてあ
五243囹

二48一 す︒うれしそうに︑そのりんごを︑高く

一289略
圓﹀︒﹂﹁きのう︑そのみみでなにを

一一

739
その一その

五306園 た︒駅につくと
そ︑
の人は︑﹃︿略﹀︒﹄と

五304囹 てもらいました︒
その荷物は小さいわり

五248園 すわらせました︒
そのとき︑どこかの女

六Z6 んできいています︒そのとき︑しもてから

六203園
す﹁そのとおり︑そのとおり︒﹂シロフ

七87

六襯4 なったりしました︒そのあいだに︑うさぎ

そのかたをこちらへこ
そのさかさまにみえる

﹂兄﹁だいすきさ︒﹂そのとき︑おかあさん

ユンチュンと鳴く︒その声が校庭にひびき

六幽11 いのりをしました︒そのとき︑﹁︿略﹀︒﹂と

六悩3七 というのです︒﹁そのかわり︑ぼくが負
六㎜8 うさぎさんたちは︑そのことをすこしも黒

六欄8 うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ

五363 石炭からとれるし︑
そのほか︑いろいろの

六5410︒﹁︿略﹀︒﹂ふたりはそのとおりにしてみま

六274園
つたね︒﹂あり一﹁そのおかげでさ︑いま
六372 ラジオの音樂︒23そのビルディングの一
六436 つばめのむれ︒39その列が空にすいこま

七206囹
遭うえたんです︒そのうち︑たねをとる

五862﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑下の方から
五943とりにいきました︒その帰り道に︑一わの

五8210いでになりました︒ そのお友だちが︑記念

五569園なたまがみえる︒そのまわりに︑うすい
五612園略﹀︒﹂﹁でもね︑そのたねからめがでな

五4510圃 ︑ かがやく星のその一つ︒ みんなな

五4310團
ネーションです︒そのたねをこんどお送
五454圃 ︑ きれいな花のその一つ︒ みんなな

五313園 ました︒すると︑
その人は︑トランクか
五383 ら手紙がきました︒
そのかたは︑ほっかい

六586いてころびました︒そのひょうしに足をい
六596のかと考えました︒そのわけがわかりまし
六597た︒うたううたは︑そのことばの声のかず
六619毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書
六665をつくる人は︑またそのつぎを書くのです
六666 つぎを書くのです︒そのようにして︑どこ
六724 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂その日︑晩ごはんをた
六781は考えつきました︒その夜︑ごろうはおと
六815園ださいませんか︒ そのかわり︑にいさん
六879囹神のこてんです︒ そのこてんの門のそば

五975れがとんできます︒その中には︑ひわのむ

その大きな木にのぼっ

六8710園
にいどがあって︑ そのそばには︑大きな
六8711園
ます︒あなたは︑

その一まいをぐるぐる

そのいどの水を一ぱい

六902園 ﹁すみませんが︑
六916園 ︒﹂海の神﹁では︑
六欄1 さかさまにみえた︒
六川4 だした︒そうして︑

そのまつかさをくれな

そのすじにあわせてひ

そのたこをみて︑作り

そのとき︑新しいこと

そのわけは︑すぐけん

その︑弟がまだいわな

そのようにいったこと

そのために発音がすこ

六棚11 の大きさに作って︑ そのはしに︑虫めがね

六棚6 の大きさにまいて︑ その一方のはしに︑め
六個9 っているだけだが︑
六鵬2 ﹂ということばを︑
六鵬4 ことばつきである︒
六鵬1 う︑と考えてみた︒
六㎜9 せるぞと思ったが︑
六柵2 た︒うちへ帰って︑
六柵1 てについています︒
六槻1園 ︒﹁うさぎさん︑

らく見物したのち︑その一わを買い︑小さ

さをとらせたり一そのめずらしさ︑おも

南はきゅうしゅうやそのさきの島々まで︑

はいっていましたQその毛にくるまって︑

にふくらんでいて︑ その中に︑わたのよう

ほど︒それから︑そのらくだがかた目だ

知っていました︒そのとおり︑私どもの

みあたりません︒そのとき︑この人にで

しい︒あなたは︑そのらくだを︑どこか

いや︑わたしは︑そのらくだをみたので

りました︒﹂旅人﹁その荷は麦でしょう︒

旅人﹁そうそう︑そのらくだは︑まえ遡

て︑甲﹁まったくそのとおりです︒﹂乙﹁

ばつきで︑旅人﹁そのらくだは︑かた目

にわか雨が通る︒そのずっと高いところ

いって︑だんだん︑その人の顔ににせてい

けをし︑しだいに︑その人の顔ににせてい

とはかぎりません︒そのはんたいに︑ふで

あちこちにとんだ︒そのたびに︑﹁︿略﹀︒﹂

人に︑はっきりと︑そのようすがわかりま

の手を渡り︑お金がその中にたまった︒私

ません︒そのとき︑そのわかい男の人が︑

いではありません︒そのとき︑そのわかい

つとわらいました︒そのとき︑ふと上を向

6549595838180了878787了了6了6了1686了5554484438383了23
211698368116361085284342101093
園囹囹園園園月遅斎

、

五9810︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのばんのことでした

五撹6 をきいて︑ひわは︑そのまねをして︑﹁︿略
五塒2 ように︑いつまでもその声をきいていまし
五価3 もやってきました︒そのつぎの日もやって
五価4 ︑ひわは︑すっかりそのまねができるよう
五価7 が︑ひわは︑いつもそのまねをしては︑ひ
五柵7 ども︑旅のひわは︑そのままとんでいって
六101じもがっかりした︒そのとき︑いままで雲
六105た︒すると︑ねじがその光を受けて︑ピカ

六127園
わるかったのは︑そのためでした︒﹂と
六155りました︒そうしてその上に乗りました︒
六162れいをいいました︒そのとき︑ありのまえ
六164持って通りました︒そのかりうどは︑きゆ
六172な声をたてました︒その声をきいて︑はと
六183えをふいています︒そのほか︑ハーモニカ
六185たたいているもの︑そのうしろに合唱隊が
六203園いか︒﹂罰號髄肪遇う﹁そのとおり︑そのとお

八八八七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

がきても︑たまごはそのままでした︒暑い

りかんだりします︒そのかっこうは︑さる

でもとんでくると︑そのあわてかたといっ

持って帰りました︒その晩から家族のひと
︒ピオのほうでも︑その氣になったらしく

八588圏

八579園

八577

八556

八549

曲がりだ︒みんなその元氣でのぼろう︒

もしろい︒勉強もそのとおりだ︒﹂とお

って︑おじいさんにその話をしたら︑おじ

をうれしく思って︑その家へ︑幸福をわけ

色なたくあんまで︑そのおむすびにそえて

聞に豊野しました︒その廣告は︑たいへん
九1911

九173えました︒すると︑その右の足に︑日本の
九187りません︒しかし︑その中には︑ことし生
九188きには︑あらしや︑そのほかの思いがけな
九192たことがあります︒その年は氣候がわるく

三日して︑とうとうその大きなたまごがわ

ことがあってね︑そのひなには苦労した

るだろうと思った︒そのことを先生に話し

ぼくも︑はじめ︑その竹ざおにかまをつ
九3811国

九204知らせてきました︒そのつばめを運ぶのに
九208さいわいなことに︑そのとき︑あいていた
九209は︑おおいそぎで︑その家をつばめたちの
九213あると︑たちまち︑そのかたや︑頭や︑手
九216九月十七日でした︒その日はたいへん寒い
九218ばめが着きました︒その夜半には︑また一
九234あまりになります︒そのころ︑オーストリ
九235大職のあとで︑まだそのいたでがなおって
九249してすすむのです︒その小さな胸には︑わ

八599

うしい大きないぬがそのすぐそばに立って

口をもっています︒その口のさきを根の中

しずかにしていた︒そのあいだも︑たまの

八638囹

九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
14121010559693939191908888858480了5了4了47368656564

なくふべんですが︑そのかわり︑親たちの

げました︒しばらくそのままのしせいで動

たったかと思うと︑その鳴いているなかま

うたっていますが︑そのとおり︑死ぬこと

をおっていました︒そのおり物の美しい習

えになった天帝は︑そのままそとへでて︑

男にであいました︒そのすがたといい︑そ
そのすがたといい︑その目といい︑ふえの
︒﹁︿略﹀︒﹂天帝は︑その男にたずねました

がたって︑いよいよその日になると︑けん

もうとしましたが︑そのせつな︑けんぎゆ
した︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そのみ知らぬ人がいい

小屋がありました︒その小屋のそばを通り
ふと立ちどまって︑その声に耳をかたむけ
しました︒すると︑その男は︑﹁︿略﹀︒﹂と

る家がありました︒その家のまえにいって

れる人があったら︑その人のところへ幸福

310

10 7

︑にわとりに思わずその話をした︒﹁︿略﹀

九5511 ってしまいました︒その男はかた目でした

なくなりました︒そのかわりまた︑いつ
九421国
ひわがきました︒そのほか︑名のわから
九422国
九486にやあとした顔や︑そのめんどうだという
九545した︒いちろうは︑その道を登っていきま
九549とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑
九554こまれていました︒その草地のまん中に︑
た︒あひるの子は︑そのみごとな鳥を知っ

かんばしくにおい︑その長いみどりの枝は

かし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわるあな

にくるくるまわり︑その首をはくちょうの

の上に頭をたれた︒そのとたん︑すみきつ
て喜んだ︒いまは︑その身をとりまくりっ
かいはくちょうは︑そのほそ長い首をあげ

もいばらなかった︒そのむかし︑いじめら
になわしろをきめ︑そのさかいにしるしを
けひいてきいても︑その音には︑ある感じ

数をましていけば︑その感じはまたふかく
樂の話﹂をきいた︒その中で︑たいこのた
がおもしろかった︒その例として︑まず︑

がわからないのは︑その高さを受けいれる

九563うですし︑ことに︑その足さきは︑しゃも
九567 ︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑その男は︑横目でいち
九573いました︒すると︑そのきたいな男は︑﹁︿
九588しました︒﹁︿略﹀︒﹂その声が︑あんまり力
九598 vといいました︒そのとき︑風がどうと
九613いました︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑いちろうは
九619はいたどんぐりで︑その数といったら︑三
ださいませんか︒そのたびにお礼はいた
九704園
があったらしい︒その貝がらをすてたと
九775園
九876 たかぎ・やまだそのほか友だち大ぜい

い︒はくちょうは︑その受けてきたまずし

ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

った︒﹁︿略﹀︒﹂と︑その一わがいった︒﹁︿

の鳥がとんできて︑そのみにくいあひるの

いた︒親あひるは︑そのひなをみんなつれ

親あひるは︑じっとその子をながめた︒﹁︿

79838538342611787810109519310

だ一つのたいこが︑そのうちかたによって

〉。
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八391囹した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁そのとおり︒﹂﹁︿略﹀︒
八396園﹁︿略﹀︒﹂﹁では︑その願いどおりにして
朝から︑たしかにそのようになるでしょ
八398囹
八399 vみ知らぬ人は︑そのままどこかへいっ
八416まごになりました︒そのとき︑王女がはい
八457のがでてきました︒その人は︑こういいま
な人をみつけて︑その人の着ているシャ
八458園
八462園たちを集めて︑﹁そのほんとうに幸福な
しい︒そうして︑そのシャツをもらって
八463園
〉。
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九885だには四︑五︑六︑そのほか数人が︑それ
九田2 をおしながらさる︒そのほかの友だちが︑
九921かこみながらさる︒そのあと︑学校帰りの
九965 ︑かばんにいれる︒そのあいだに︑やまだ

の高い山に登った︒その帰りに︑近道をし

〉。

た︒三人の少女は︑その葉をひろい集めて

ますと︑きまって︑その少女たちも遊びに

十1011

十113

十147

十145

り︑日本も︑やはりそのとおりですから︒

の学年か︑または︑そのいなか町にある商

いました︒たぶん︑その少年は︑小学校の

うつっていました︒その川の岸で︑おとう

すが︑おとうさんがそのいなか町がすきに

たのがはじまりで︑その少女たちは︑おと

十148

さんがしようじきにその答をしましたら︑

十1312

十118

十154

ように落ちる雨水︒その下で︑雨やどりを

らしたたるしずく︒その下で︑きょとんと

十155

十186
十1810

した︒みつばちは︑そのつなをさけてにげ

もは︑きっとなってその方をみつめました

みあげていました︒そのとき︑あみがにわ

てきます︒くもは︑その子もり歌を耳にし

十289

十279

十277

十2511

十245

十227

十213

十212

にしても︑どうしてそのものがこうなった

もしろさもわかり︑そのふしぎなことにう

畑に植えてあれば︑そののびかたや︑花の

木に小鳥がくれば︑その鳴き声や︑とまり

く︒地下水の流れ︒その流れのかすかな音

ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種

らんで通っていく︒そのあとから︑小さな

︑風にゆれている︒その下を︑あひるがな

十205園9暗室︒﹁さあ︑その白いかべに︑プリ

ずぐずしていると︑そのままたべられるの

十291

のあみ物があれば︑そのあみかたはどんな

どもにあいました︒そのいなかの町には︑

のかと思いました︒その少女のわけてくれ

でいたりしますと︑そのなかまいりをして

でも︑どこにでも︑その美しいものを︑す

にでもある︒ただ︑その美しいものを︑す

かわからないので︑そのままだまっていま

十3911

十3611

十353

十3111

十304

十303

えた︒試運轄の日︑その織機をあやつって

十351あった︒たまたま︑そのころ︑東京にはく

十342

だいいち︑平貝は︑その核をそとにはきだ

ように︑なんでも︑そのもとのことをしら

なことになったか︑そのわけをよく考えて

うをみたときには︑そのもようが︑どんな

エンヌという川が︑その下を流れていまし

十407

だぼねをあざけり︑そのゆめのような考え

いていた︒かれは︑そのりっぱな機械をみ

とうきよう

くるにちがいない︒そのために︑いまのう

りとして︑りっぱにそのつとめをはたし︑

てこしかけました︒その橋のたもとにある

ら︑ところどころでその水でお茶をたてる
︒右岸や左岸では︑その味がきえてしまう

みません︒それで︑そのまま手足をちぢめ

りやぶれて︑くもはそのまま地面に落ちま

十2911

十293

︿略﹀︒﹂と呼ぶ声︒その声をきいて︑にっ

がろうとしました︒そのひょうしに︑くも

おく山の雪がとけてそのまましみてきたか

泉があった︒父は︑その泉の水を手ですく

8632622910711104154243553
とうもみえました︒そのあたりは︑フラン

︑からかわれても︑その助力者となってく

vというのです︒そのとき︑いぬは︑く

あげたかと思うと︑その足をなめたので︑

ン﹂といったのは︑そのためです︒黒いい

けんだことばです︒その黒いいぬに近よっ

イワンワン﹂は︑そのときさけんだこと

らないでしょうが︑そのときのいきさつを

の成功をしらせた︒そのころ︑幸吉は︑す
︑明らかにされた︒そののち︑幸吉は︑日

のれいにささげて︑その成功をしらせた︒

ど死んでしまった︒その数は︑じつに八十

しおがよせてきた︒そのため︑母貝は︑ほ

171了16955113116110284693610653211132219
3181113
園囹 たじあのでるにん火＿にて た％あンけノら ののどし

道をもふみわけたその足︒いま︑わたし

ききもらさない︑その耳︒わたしのため

な困難とも職う︑そのうで︒ひくく︑か

なしに︑いつもそのうえを考えていて

になるだろう︒その体格で︑思うぞん

それにあきると︑そのボートをながめて

た︒次郎かじゃも︑そのまねをして︑おい

じゃは︑はじめは︑そのへやの方へは︑顔

ありますが︑能は︑その中でも︑もっとも

のめんがあります︒そのために︑能は︑め

でけしょうをして︑その役らしく顔をこし

るでしょう︒能は︑そのうたいにつれて︑

につくえをだして︑その上にすすきをかざ

んと書きつけているその力に︑おどろきま

火をしていました︒そのけむりやほのおが

ヘイッタノ﹂は︑そのことをいいあらわ

にして喜びました︒そのとき︑いままでか

ていこうとします︒そのとき︑私をふり向

たきをしたきりで︑そのパンをたべようと
︑私にねだったり︑そのくせ︑でかけよう

〉。

九965まだがいきかける︒そのうしろすがたをみ
九977首をさすりながら︑その場にぼんやり立つ
九撹4囹 って︑ねえさんにそのボタンをつけても
九鵬4
vとさけばれた︒その声にはげまされて
九梱5 先生がすべられる︒そのみごとなすべりぶ
九価3図圃 ぱたんとたおれそのままなくも赤い

十十十十十十十十九九九九九九九九九九九九九九
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十一195 こしらえました︒その子どもに︑りえも
十一1911 んぼうになって︑その日のくらしにも困
十一213 とになりました︒そのとき︑父親が二十
十一213 ので︑金次郎が︑そのかわりにでること

＞︒﹂というのに︑その晩のうちにいって

十一233 いちばん下のは︑そのとき二つでした︒

十一229園 ません︒どうかそのかわりにはいてく
十一2410

十一254 いいあいました︒そのあくる日から︑金
十一256 てもらいました︒そのお金は多くはあり
十一2511 なく︑かえって︑その体格もりっぱにな
十一265 かしい本でした︒その一まいめをめくっ
十一2610 とりに山へいく︑そのいき帰りに︑いつ

十一2611 き帰りに︑いつもその本を手からはなさ
十一278 月だというので︑そのうえに十二文はず
十一279 次郎のうちでは︑その十二文さえもあり
十一281 した︒ところで︑そのつぎの年︑母親が
もえ逸して︑ その足どりもいそいそ

十一2810 は油がいります︒その油を自分でとりた
十一386囲

十一437 の子どもたちは︑そのまえにおとなしく
十一463 てやりなおした︑その勇氣を頼もしく思
十一483 さなゆりいすで︑その下に︑いつもかい
十一527 した︒けれども︑その足も動かすことは
略﹀︒﹂といった︒そのことばをきいて︑

十一535 なってしまった︒そのとき︑しゃしょう
十一539

十一5912 はすぐ賛成した︒その近道というのは︑
十一6010 して︑いっしょにその一本橋を渡りだし
父は︑﹁なぜ︑そのとき︑﹃︿略﹀︒﹄と

十一618 はだまっていた︒その夜︑また父にきび
十一6111囹

十一6410 ました︒母親は︑その知らせをみるとが

十一651 した︒門ばんは︑その手紙をひと望みて
十一652 を呼んで︑少年をその父親のところへっ
十一656 にふるえながら︑その名をいいました︒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
79389898988888888888481818181了8了87了7了了了7了767676了57373了2了2686了6了

1414121087

︑なんのことだかその意味がわかりませ

すにやってきて︑

その根もとの地面には

その書物を手にとりま

するような色が︑そのひとみに︑ちょっ

をはじめました︒その日は︑病人の目つ

を二つならべて︑その上でねむりました

プなりさじなりをその手から取って︑看

したり︑ときどきその手にさわってみた

ました︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑少年は︑勇

した︒待っているそのあいだが︑少年に

十二3212

十二3110

十二306

十一一282

十一一267

しそうにいって︑その包みをとりあげる

に立ちあがって︑そのまわりをぐるぐる

十一一2110園なたの歌には︑そのさびしい氣持がで

十一一196園

てくださった一そのかたの両うでの中

う︑めばえそめたそのなつかしい葉や︑

聖心ー57囹 の巣なんだな︒ そのままにしておいて

ました︒

その日の午後四時ごろ

︑しみじみとしたそのちょうしに︑じつ

十二3811 てはいませんが︑その中には︑﹁父﹂﹁母

十二3810

十一﹇352

十一﹇351

されました︒私はその日︑たくさんのこ

道具で︑﹁水﹂がその中にはいっている

となさいました︒その日はすでに︑私は

さけびをあげて︑その場に立ちすくみま

十二416

十二4011

手をにぎりあい︑そのにぎりかたによっ

︵三︶

いたときでした︒そのへやのすぐそばの

ました︒病人は︑そのとき︑目を開いて

にささげました︒そののち︑ヘレン・ケ

つかうのだが︑そのほか︑指でつかう

をいわないが︑そのかわり説明がつい

しばいがある︒その人形などは︑長さ

十一一447園

十二454園

十二423

十二4511園

した︒その熱心とそのしんぼう強さとば
したりしました︒その日も︑その晩も︑

をはじめました︒その熱心とそのしんぽ

した︒その日も︑その晩も︑ずっとつき

十一一555

十二499

きなれた傳説が︑そのあいだにおりこま

も八つに切って︑そのうち一まいだけを
そっていました︒そのつぎの日も︑一日

虎一一571

っていきました︒その晩︑少年は夜どお

十一一5812 そくをまもって︑そののちはもう田畑を

のくわのあとで︑そのとき落ちた土くれ
目を閉じました︒そのとき︑少年は︑病

十一一612

らで発見される︒その中には︑世界に雨
いって︑少年は︑その小さな着物の包み

れた︒ところが︑そのあくる朝ながめる
ました︒道潅は︑その花の枝を手にはし

十二565

た︑やさしい色がその目にうかぶことも

ることによって︑そのまつ暗なさびしい

に送られながら︑そのへやにはいってき

ってみせました︒そのとき︑私は︑もち

た︒私がしばらくその人形と遊んでいま

が︑民ちゃんは︑そのことをいうのでし

1あなただってその実をそんなに美し

を開いたときに︑その小さな看護人をさ

十二3312

十二333

いながら文雄が︑ そのくちた草をとりの

じめた︒しかし︑

いれていました︒ そのようすをみていた

かけよりました︒ そのとき︑母ははたを

1273475

たときに︑少年はそのふくれあがった顔

十十十十十十

だかうれしそうにその話す声に一愛情

ついていました︒その人たちは︑しんさ

いろ考えました︒そのとき︑少年は︑か

ゃ︑家族の者が︑その旅に樂しい希望を

わっていました︒その大きなへやのはし

ふるいおこして︑その後からついていき

えまできますと︑その中にはベッドが二

51103154411111093276107411163387317104

てならんでいた︒そのことが評判になつ

いでいる︒八郎はその魚をとってやいて

て返さなかった︒そののちは︑だれがな

くようになった︒その中にわるい人がい

の母がある︒母にそのからだをみせるに
とをきいてから︑その弟子になりました

りもやわらかだ︒その細いやわらかなも
いので︑自分は︑その近所に別に家をか

きさのどらでも︑そのうちかたによって

どらをぶらさげ︑その両がわに︑ふんど

なひびきがする︒その﹁ビューン﹂がと

にはすぐわかる︒その中で︑いちばんさ

十三292

まるく輪になったその中で︑さるがさま

書いたとしても︑そのなかみは︑おそら

遠いところを通るその声を聞くのは︑ゆ

十三2911

十三314

ることがわかり︑その文字の意味がわか

十三304

十三321

こととちがって︑その場のようすが相手

かされて︑その人その人の生活や経験に

十三352

も読んで︑すぐにそのわけがわかる︒そ

もあるでしょう︒その写眞帳をひろげて

くると︑いっそうその美しさが胸にきざ

持にとかされて︑その人その人の生活や

ず﹂と読みます︒そのころまで︑人間の

十三353

︒子どもたちは︑そのあざやかな色どり

十三307

のこずえの方を︒そのこずえの︑細い︑

十三3512

十三358

て︑太陽はいつもその焦点にいるものだ

れた年によって︑その人の性質や運命を

十三478

十三449

十三433

る︒そのせなかにその角のかげ︒あぶが

がすわっている︒そのせなかにその角の

からおとうさん︑そのあとはマンシュウ

︒︵顔をあげて︑そのことばを味わうよ

のを待っている︒その間︑かた手に持つ

を発見しました︒そのケプラーと同じこ

十三478

十三407

のです︒しかし︑そのころの教会のぼう

十三495

十一一一4710

結果との関係や︑その間に行われる法則

レオを呼びだし︑その説を人に教えては

復の計画をたて︑その顔にほほえみをた

スです︒かれは︑その胸に國運回復の計

の意氣はしずみ︑その活動はおとろえま

さな國ですのに︑そのもっともよい土地

十三537 っている絵です︒その下の白いところに

十三535 んをだいていて︑その右の方に︑もうひ

十三522 やがて老いても︑そのように︒そうでな

十三502 うをならべると︑その木のかげで︑きれ

︑みどりの丘が︑その声でわらいだす︒

谷川を聞いているその耳もとに︒ きり

くとなえました︒そのため︑ガリレオは

十三427園︑いっしょに︑そのマンシュウの子ど

十三3811ま︑待っている︒その間に︑ぼうしをぬ

ぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒ふえ

のむれのように︒その︑まだ目にもとま

6

1211

7

10

なくふうをして︑その実験を重ね︑かふ

いものがあるが︑その深く進んだものを

せて來る︒ああ︑そのさかんな春のきざ

6

4

7

がっていました︒そのあたりに遊んでい
ますが︑あられはその手にはのらないで

3

9

3

11

8

が射すきでした︒そのあたりにいるのは

しずかさでした︒そのしいんとしたしず

同じ文であるが︑その中にたたみこまれ

の場にあらわれるその人の面影というこ

ことばは︑その場その場にあらわれるそ

えていたのでは︑そのことばは︑すこし
︒話すことばは︑その場その場にあらわ

しても︑そのときそのときの心持があら

さま﹂にしても︑そのときそのときの心

をするときには︑その場のようすによく

るばかりでなく︑そのことばがわかった

ならない︒もし︑そのわけにかなわない

って︑いろいろにその意味がかわる︒﹁︿

ろう︒ことばは︑そのときのまわりのよ

々の國の人々が︑そのコートを目がけて
︒チルデン選手もそのおうえん者たちも

れて答えました︒そのひとみの中には︑

みました︒私は︑その少年の持っていた

を頼まれました︒その少年たちは︑じょ

ります︒﹁︿略﹀︒﹂その声は︑毎日ききな

びくのでしたが︑その夜は︑すべての音

1011

6

いも・くろむぎ︑そのほかわずかのもの

があったのです︒そのころ︑ユートラン

ランドの氣候が︑そのよい感化を受けま

ためしてみると︑そのとおりになりまし

せがれましたが︑その生長は︑これによ

その第一は水で︑その第二は木でありま

しかありません︒その第一は水で︑その

分以上もあって︑その三分の一以上が︑

十三574園

十三5610園

十三562 生き生きとして︑その着物やはだの色の

十三559 くは︑絵はがきをそのすりものとくらべ

十三546 きになりました︒その氣持を︑だれかに

十三545 した︒そうして︑その絵がだいすきにな

十三543 んがキリストで︑そのおかあさんがマリ

十三543 その絵を見ると︑そのあかちゃんがキリ

十三543

が得意だった︒その﹃いすによるマド

であった︒が︑そのころ︑レオナルド

︿略﹀︒﹂ぼくは︑その絵を見ると︑その

ぶわけではない︒そのへんを走ったり︑

9
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ならず︑なにか︑そのしずくのしんにな

どこごえていた︒ その両手をあたためる
＋四9410

十四947子は︑両足を

十四932わりつき︑雪は︑ そのかなしげな︑小さ
十四933 つた︒けれども︑ その小さなマッチ責り
十四935 って行きながら︑ その小さなマッチ至り

十四207 のようなことばはその一例だとおっしゃ

十四201園 じがすんだら︑そのことについて話を

十四145国 でになったときそのままです︒そうし

十四128團 ことなのです︒その友だちの母親は︑

十四42 名高い文学者で︑その名のわが國に知ら

十四733

十四729

十四728

十四721

十四7112

十四7110

十四712

ふくれてのぼる︑そのときできる曲流の

こを照らします︒そのために︑さきにい

が曲がるために︑その光が同じようにな

熱い表面の水が︑そのあとへ向かって流

た水が下へおりそ
︑のまわりの︑わりあ

そのひえかたがどこも
ます︒そうして︑

かって動きます︒その反対に︑茶わんの

十四974おかれてあった︒ そのとき︑まあ︑どう
十四974あ︑どうだろう︒ そのやいた鳥は︑肉を

＋四9610にうすくなって︑ その女の子は︑中のへ

十四963した︒と思うと︑ そのとき︑ほのおは消
十四969ぎなことだろう︒ その火の光のさすとこ

がり︑ほのおは︑
＋四9512

十四955小さなほのおが︑ その子には︑もえさか

十四955手をさしのべた︒ その小さなほのおが︑

ったら︑また︑その人間がせわをして

十四612園
十四641
るものがあって︑そのまわりに︑諸君が

十四953した︒女の子は︑ その上へ︑小さなつめ

そのかぼちゃは︑全部
十四572園だから︑私は︑

十三582二色のあるのは︑その点はよいが︑すり
十四642

︑入れかわりに︑そのつめたい空語が下

かってきました︒そのしんになるものは

十三578囹かりませんが︑そのマリアは︑たいへ
十三595 さんらしい人が︑その前にひれふしてい
十四684

十四644

十三576 して︑ありありとその絵を目の前に見る

十三596園 る絵でした︒﹁その絵は︑たいへん感

十四242園 いわれている︒そのほかのことばは︑

たが︑ほんとうにそのとおりでした︒ 竹

そのあわれな︑小さな

十三609園 う︒ぼくには︑そのうまさがよくわか

十四2411 えられたときに︑そのことばもいっしょ
十四779

十四993落ちるのを見た︒ その星が落ちるとき︑

十四988さしのべた︒と︑ そのとき︑マッチはも
十四989ども︑やっぱり︑ そのたくさんのろうそ

十四976よたよた歩いて︑ その女の子の方へずつ
十四977はないか︒ああ︑ そのときもとき︑ちょ

その小さなマッチ写り

＋四9510にすわっていた︒ そのろの中には︑美し

十四2511 ってきたときに︑そのことばもいっしょ

ないことでした︒そのことを友だちに話

とができました︒そののち︑氣をつけて
つたい︑だれが︑そのことを発見したの

十四797
十四801

と思われたので︑そのことをほかの人々

十四788

十四274 ︒それで︑先生にそのことをおたずねす

十四807

をしていること︑その美しい雪が数かぎ

十四262 ンダからはいり︑そののちはドイツ医学

十四282園 いたいわかる︒その中で︑かたかなで

十四844

十四269 ハーモニーとか︑そのほか︑コーラスと

十四3412 す︒したがって︑その地球の上に住んで

十四9911からひきだした︒ そのマッチの火の中で

十四504 ︑マッケンナも︑その歌を歌っていたお

十四502 ました︒やはり︑その美しい声を手がか

十四488 歌っているのは︑その中のひとりでした

十四485 の声をたよりに︑その方におよいで行き

十四477 わてふためいて︑そのためにかえって波

十四926

十四923

十四9110

十四918

十四915

十四9010

︒かわいそうにそ
︑の子は︑おなかがす

た︒思いきって︑その屋根うらの家へ帰

晩だというのに︑その子は︑まだマッチ

まった︒だからそ
︑の足のつめたいこと

あろう︒そこで︑その女の子は︑まった

行ってしまった︒その男の子は︑これは

その上ぐつはぬげてし
横ぎったときに︑

十五225にしていました︒そのとき︑ふいに︑み

十五214山植物のかおり︑その上に︑まつ白な服

十五201 いってくれます︒その登山電車のとちゆ

十五197さがありますが︑そのほとんどいただき

十五195び立っています︒その中で︑一だんと高

十五184図圃︒きみたちのそのやわらかきたなご

ひるすぎ

いのだ︒人々は︑ その子がどんなに幸福

十四354 とはありません︒そのバクテリアにもお 十四851 観察してみると︑その雪が︑どこで︑ど
十四3610 つかめといわれ︑そのことばにふかい感 十四868 ば︑ふぶきなどもその一 つである︒風に

十五46図圏なこすら︑ その行く末を見ざり
十五54図圏 やは︒ 遠くそののち かしの木に︑

十四撹7

十四3612 かったのですが︑その感動から研究を進 十四878 人が歩いて行く︒その人の足あとをしる
十四385 ﹁︿略﹀︒﹂二の人そのままのかっこうで 十四881 すじの道となる︒その すじの道をなが
十四4510 ました︒すると︑そのきみのわるいしず 十四908 ひっかけていた︒その上ぐつは︑母親の

十四505 おじょうさんも︑そのほかの婦人たちも

十四9211

︒きみたちのそのまともなるひとみ
＋五1710図面

十四535囹 かし︑どうしてそのめしべの根もとが

十五153図魍ろきて見ればその花動く

十四554園私は︑やっぱりそのかぼちゃは︑私の 十四931 って歩いていた︒その子のきれいなかみ
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その一その

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
41 39 38 37 36 34 ．34 33 33 32 32 31 31 30 30 30 30 28 28 28 2了 26 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22
まわる︒見ると︑そのがけの下の方へゆ

なが︑おどろいてその音の方へ顔を向け

十五459

十五416

十五414

十五弔3

をながめながら︑その話のさきをうなが

やって來たのも︑そのころのことであっ

字といわれるのもそのためである︒ロー

なり︑それから︑そのギリシア文字がロ

十五6611い京都に移った︒そのころは︑新島のお

十五661 へ送ったりした︒その次には︑りっぱな
十五664 つくがくるごとにその人形をかざって︑

となり︑さらに︑そのフェニキア文字が

のとき︑だれか︑その大わしのせの上へ

ばかりです︒と︑そのとき︑だれか︑そ

十五474

十五469心底﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのねだんのあまりに

十五616かたがわかろう︒そのころ︑新島のおじ
十五644さんとおばさんはそのあとを追って出て
おたる
十五658きあげられたが︑その道すがら︑小樽で

めなければ︑もうその女の子は︑どこへ

十五671校のいきかえりにその門前を通っても︑
十五674徒であった私は︑そのクリスマスに得意

十五6911だずねられたのもそのはずだ︒いまその

十五693やわらいで見え︑その口もとがほころん

かえられていた︒そのほかに︑色絵をつ

十五489

と︑あなたは︑そのプリンタリーさん

十五6911そのはずだ︒いまその鼠戸の主が︑こう

作らせていたが︑そのお庭焼の中でも︑

のせにとびつき︑ その上へ乗りうつって

した︒さいわいにその勇ましい少年は︑

十五5011

ろのことである︒そのころ留学生として

十五479

その上帯をかたくにぎ

十五518園

た論文を持って︑その出版の用事かたが

十五482

その重さにたえられな

十五524

ランド博士︑いまその大先生にお会いす

＋五6710みだが流れ出た︒そのことのあったあく

ら お さ れるので︑

落ちない よ う に ︑

その舞いおりるとちゆ

十五526

十五678おばさんだった︒そのなつかしい顔をあ

も し こ のわしが︑

そのことがまた︑少年

十五542

に熱情をこめた︒そのときから︑プリン

く な っ たのかと︑

その重荷をふり落すよ

てしまいました︒ そのとき︑鳥はサアッ

な く な ったのか︑

十五55一

十五546園 をそそいで︑﹁そのあい色のふうとう

ちかえた右手で︑ その石を取るが早いか

ました︒その目︑ そのくちばし︑その羽
︑そのくちばし︑その羽音︑まったく大

十五557園

ていたものだ︒そのころ日本をたずね

つた︒﹁まあ︑そのようなありさまで

界の人類はすべてその愛する子どもなの
＋五7410

十五742 ︑自分の子女は︑その性質がどんなにち

十五562園じめてだろう︒そのときは︑まだ三角 十五7311の旗がしらとしてその名を知られていた

十五5512園

算してみたが︑その際算出した高さは

岸線をながめ︑その角度を目算して紙

十五7511かれた︒博士は︑そのことばの意味をと

十五754てさけびながら︑そのにぎりこぶしを私

十五566園

いるようだが︑その一つに日本の青年

十五565園
十五573囹

しとあたります︒ そのたびごとに︑鳥は

続けていました︒ そのとき︑がけの中ほ

をとまらせて︑そのせわをしてはくれ

十五581囹

やすいご用だ︒そのかわり日本語を教

︒というのは︑その鳥をあまり上等と
十五5710囹人物だったよ︒そのころ︑もう熱心な ＋五9010園

十五781ちがっていても︑その発表をためらって
十五5710園

十五573園

きの少年の喜び︑ そのときの女の子の両

などとっかって︑ その漢字の意味にあっ

十五615

十五609

十五595

つたのを見ても︑その愛されかたがわか

おっていた私は︑そのときちょうど四つ

︑ことばみじかにその関係を物語る私の

は小さいとき︑その新島裏にたいそう

十五獅2園 だって︑ぼく︑その兄弟にあったよ︒
十五鵬1園 いるのですよ︒その﹃喜び﹄は︑たぶ
十五柵1囹 もらえば︑すぐそのなみだは︑目の中

十五塒11園 なりにいます︒その後に︑﹃もののわ

十五581囹教えてくれと︑その申し出でを承知し 十五脳5囹 のですからね︒その名はすなわち︑﹃
十五柵2園 がありません︒その後にいるのは︑﹃

十五941て行こうとする︒その間に︑﹁はちきれ

けれども︑ それをその場にいない人や︑
︑なわを結んで︑その結びかたや︑なわ

い出して︑ひとりそのときの思い出にふ
﹁・﹂をその線のうえにおいた

っているうちに︑その漢字から︑日本語

十五592園

にいったように︑ その大もとをたずねれ

﹁枝・板﹂など︑ その文字の左側に﹁木

引いて ︑

十五586

ことにしたが︑その日本の青年はなか

だしていました︒ そのときの少年の喜び

女の両親たちが︑ そのへんにいたひつじ

とびちりました︒ その中で︑女の子を後

ヨルダン博士は︑そのためのてはずを早

まって來ました︒ その目︑そのくちばし

刀をぬいて︑ 鳥がそのあき地へ身をおろ

十五706園おばさんが︑﹁そのいすにこしかけて
十五711園つたのですよ︒そのペンをにぎってこ
十五719す一つのおはか︑その前に立ったおばさ
十五722 の文字をきざんだそのおくつき︒はか石
十五738られた︒ちょうどそのころは眞夏であっ

じめた︒しかし︑そのしごとも簡盟・にで

だれでしょうか︒その人は︑いっしょう

132898555321271287710216210311116121010610

そのうえ一そば

746

る喜び﹁さあ︑そのベールをおとりく

十五佃8園と色が白いな︒その中から光が流れだ
十五佃6園
﹇其上︺︵ 接 ︶ 1 2

そのうえ

十五伽6 を歌ってくれた︒その歌を耳にしながら
そのうえ

え︑ローマ字の教育にも努力している︒

らね︒そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさと幸

十五梱7園私は︑もう年をとることはないのだか
福とがますのですよ︒

やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

はんたかは︑このひとことを心の中に

そのうちに︑赤いお日さまは丘のかげ
みんなはとうとうえんがわまでにげて

をすすんでいきました︒

いきました︒そのうちに︑雲は雨をつれて︑空

三812

へしずんでいきました︒

三755

ことがわかりました︒

きたない心からうまれてくるものだという

しまいました︒そのうちに︑きたないことばは︑

三139

きとも︑どぶんとおちてしまいました︒

つのをおしあっていました︒そのうちに︑二ひ

二284園

三113 はんたかはものおぼえがわるく︑そのう そのうち ﹇其内﹈︵副︶19 そのうち
え︑ものがよくいえませんでした︒
え歯が︑二三本ぬけていることまで︒﹂甲﹁そのう

七822園 乙﹁はい︑知っていました︒らくだのま
え︑つけていた荷物の品まで︑知っているじゃあ
りませんか︒﹂

九377團 じめじめした足もとがきみがわるく︑そ
のうえ︑︿略﹀雑草がいちめんにはえていて︑

十431 喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力
者であったうめが︑この世をさってしまった︒そ
のうえ︑ふたたび︑赤しおがよせてきた︒

十一199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働
けませんでした︒そのうえ︑さかわ川の大水で︑

三篇1 手足の力がなくなって︑なにをするこ
ともできなくなってしまいました︒そのうち

田や畑をみんな流されたりしましたので︑

十一288 そこへいってからは馬いよいよいっしょ

に︑空から大ぜいの天人たちが︑雲にのって
四606

そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた

そのうちに︑夜になってしまいました︒

三人が︑かげふみをして遊んでいました︒

さをもったらなどと望むことができよう︒そのう

八856 どうして︑あの鳥のもっているような美し

ちに寒い冬がきた︒

ロイドの三角じょうぎをひろいあげる︒

九933 なかなかみつからない︒そのうちに︑セル

のうちに新しいすみをひろいあげるが︑

九938 首がいたいらしく︑手でさすっている︒そ

うまく動きません︒そのうちにみつばちのからだ

九慨3 にげようとしましたが︑どうしても手足が

も︑つなにまかれそうになりました︒

十692 せんすの手だけをまえにつきだして︑あお

そのうちに︑ちょっとわきのほうにいっ

一つのまるいつぼをみつけ

ぎつづけていました︒そのうちに︑太郎かじゃは︑
︿略﹀︑

ていた看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑ベッ

十一9012

いくら飲んでものどのかわきがとまらな

ドの上のコップの中から取ってきました︒

かった︒そのうちにからだがだんだん長くのびて︑

十一一634

おしまいにへびになってしまった︒

先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

らえるので︑これがなによりうれしいと︑曾良は

十二717

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

喜びました︒そのうちに︑冬がきて︑

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒そのう

十五672

︹逆名︺2

その人のことば

ちにクリスマスの日がめぐってきた︒

そのひとのことば

五

その人のことば

十五39五その人のことば⁝⁝⁝七十七

そのやま

園山

﹇側﹈︵名︶72

そばδおそば

﹇▽おちゃそのもの・ふこうそのもの
そのやま
﹇園山﹈︹人名︺1 園山

十五771
そのもの

つくえの上をみたりそとのけしきをのぞい
たりしていた︒そのうちに︑ふと︑おもしろいこ

そば

十五鵬4

そのやま

長い森をくぐりました︒そのうちに︑しか
さんは︑いつのまにかはぐれてしまいました︒

六縦10

とを発見した︒

六999

げがみえなくなりました︒

そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなって︑か

六515

はしからしらべていって︑

五182

おりてきましたQ

うけんめいに働きました︒そのうえ︑夜おそく
こっそりと勉強を続けました︒

十二399 よんでわかるように︑ケラーは︑めくら
で︑そのうえつんぼでした︒

分で作って自分で動かすのは思しいものだよ︒

十二486園 そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自
十二749 曾良が水をたくさんくんでおいてくれた
し︑︿略﹀︑そのうえ︑台所の米入れの大きな入れ
物もかなり重いので︑

十三253 しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水
の害がのぞかれたので︑

らがなとの三種類の文字をつかっており︑そのう

十五425 いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ

747
そば一そば

二527 さちこが︑おかあさんのそばにかけより

そばに

六388

親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

そばからねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいまし

親つばめと子つばめが︑かかしのそばにと

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六417
まる︒

た︒

六786

むいた︒

八916

大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

九559

いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑

九44 この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑

やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑

びっくりしてたちどまってしまいました︒

九951

集合地は︑村はずれの一本すぎのそばで

だまったままそれをとりあげる︒

密画9

9

おかしを︑ 一ふくろやったのがはじまりで︑

かけぬけていって︑

おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに

深い森のそばをとびました︒

あった︒

礼帽6

十

そのそばには︑大きな木が立っています︒ 十77

そのそばには︑大きな木が立っています︒

六879囹そのこてんの門のそばにいどがあって︑
六8710園

ただしちゃんが︑そばから︑﹁︿略﹀︒﹂とい

その少女たちは︑おとうさんのそばへくるように

いました︒

六七2

六㈲2

のそり︑のそり︑そばに歩いてきました︒

四964 ところ うみのそば

お友だちにさそわれても︑どうしてもおと

おとうさんのこしかけているそばで︑︿略﹀︑

おとうさんのそばへきて︑あいさつをして

が︑あかちゃんをおんぶして︑そばを通りました︒

十526 五六歩いったかと思うと︑よそのおばさん

を話すかとたずねるものですから︑

十167 太郎がそばへきて︑外野ではどんなことば

から︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒
たろう

十149

いなかの歌を歌ってきかせてくれました︒

十137

うさんのそばへこない女の子もありました︒

十127

て︑さまざまなことを話しかけたり︑

こうして︑ずんずんおとうさんのそばへき

四鵬3 かめは︑すぐそばまで いって︑大きな

たしのそばへやってきた︒

毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ
ばからさっていった︒

七910園

そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう
しを︑そばの人の手に渡した︒

七4311

草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑

それがまたとくべつで︑そばにすえた小さ

草はたべませんでした︒

七973

八58

なかごの中から︑一わずつつかみだしては

とびたったかと思うと︑その鳴いているな

十612 私は︑たけのこのそばにいって︑せいくら

かまのそばへ︑とんでいってとまりました︒

八249

だが︑わたしのそばにくっついてね︒

とだ︒

十668囹

ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

べをしたら︑はなのところまでありました︒

その小屋のそばを通りかかったときでした︒

︑
ー1はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を
ノ47

大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

︑
40
ノ了− ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい

八673囹

八478

十125

なりました︒

そばにおとしてやりました︒

六149 はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

六135 ちょうど︑そばに小川が流れていました︒

めていた女の子が︑思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

六106 しごと台のそばで︑ふさぎこんで下をみつ

まいなどがならんでいる︒

六49 そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん

五741 そばには︑りっぽなけらいもついています︒

なって︑

五635 おとうさんは︑この話をそばでおききに

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五464 おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば

よって︑よくみます︒

四囲1 あれはなんだろう︒﹂りょうしは︑そばへ

四川4 かめはそのそばにならびます︒

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

七99園毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

そびました︒

四844クリスマスツリーのそばで︑みんなであ

山のそばにきました︒

四4710 はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い

くるような氣がします︒

四254團 お話を すると︑ みつちゃんが

四248国 おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ 六548 ふたりは木のそばへ走っていきました︒
のそばまでさんぽしてきました︒

ます︒

流れました︒

一435 よなかに目をあけると︑おとうさんが 六151木の葉は船のようになって︑ありのそばを
X園 六人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

そばにたっていました︒
一一

うのそばによってきました︒

R4

そびえる一そら

748

ふと氣がついてみると︑いままで先生の
そばにいるタイピストになにごとかをい

いながらうたせているしらがの老しん士

十五5311

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十一4710 おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑ 十五234
いつも本を読んでいた︒

十一737 その人たちは︑しんさつをはじめて︑一
つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

その中で︑一だんと高くそびえているの

祖父

祖父たち

ハギンスの祖父にあたるプリンタリーが︑
﹇祖父達﹈︵名︶1

そまつな一けんの小屋がありました︒

いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

六602圏ウスムラサキニ 七ホノボノトー
五アカルクソマル 七アサノソラ五
十五294

﹇初﹈5さしそめる・めばえそめる

は血にそまった短刀があります︒

そめる

れんぎょうは︑かきねを黄色にそめて

﹇征矢﹈︵名︶1 そ矢

十三461

す︒

そら

六

そよ風

そよ風⁝⁝⁝四十六

のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ

︵副︶3

そよぐ

そよそよ

︽ーグ︾

とかいうことばであ

そ ら
﹇曾良﹈︹人名︺7 曾良 早良

らわしているが︑

ワ﹂とか︑﹁ビュウビュウ﹂

九119

風といえば︑﹁そよそよ﹂とか﹁
︑ザワザ

一374 あさかぜが︑そよそよとのはらをふきま

一373 かぜがそよそよとふきます︒

そよそよ

ねが︑いちめんにつづいている︒

六457かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

﹇戦﹈︵五︶1

赤いへや︒

十三474そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた

風のせてでる︒

五498團

祖父が來て︑﹁木もと漸うら﹂というこ そよかぜ ﹇微風﹈︵名︶2 そよ風

﹇祖父﹈︵名︶2

十三31 六

けわしい山が︑むらさきがかった大空の そよかぜ ︹課名︺2 そよ風

いずこに落ちにけん︒

十五43図圃空にはなちしわがそ矢は︑ あわれ

そや

いく︒

十一316圃

でしょう︒

五623園花の色を空色にそめてくれたのは︑だれ

目のまえに︑高い︑高い山がそびえて そ・める ﹇染﹈︵下一︶2 そめる ︽ーメ︾
みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

八5810

いました︒

四531

十一739 医者がすぐそばのベッドまできました︒ そび・える ﹇聲﹈︵下一︶5 そびえる ︽ーエ︾
十一814 そのへやのすぐそばの︑ドアのぞとに足
音がきこえて︑

いのです︒

十一857園 いつも︑ぼくがそばにいないといけな

ル︾

そよ・ぐ

祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

そまつ

ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

そ一そまつにするな学用品︒

﹇粗末﹈︵形状︶3

四767

八477

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五174囹

そまつ

たび結ばれることになった︒

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

十五5110

そふたち

十五458

とわざを教えてくれました︒

十四774

そふ

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

十五216

が︑このユングフラウの山です︒

十五195

えているが︑根はちっともみえない︒

十一8710 少年がベッドのそばのもとの場所に帰る 十二645
と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一885 そのつぎの日も︑一日ずっとそばにいま
した︒

十一893 その晩︑少年は夜どおしそばについて︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑母のそばへかけよ

病人をみまもっていました︒
十二87
りました︒

立って︑そばにあった小がたなをとりあげました︒

十二88 母は︿略﹀︑孟子の顔をみると︑つと
十ニー05 じゅんさが︑老人のそばによってきて︑

のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ

十三232園大もみがある大きさ以上に生長しない
ばにならべておくからです︒
十三512 母うしのそばに立ってるんだが︑
臼分のそばのつくえの上におきます︒

十四712團 おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

十四162国私がそばにいないことなど︑すっかり
おわすれ願いましょう︒
しかのこっていなかった︒

まる朝の空︒

六498圃

うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

十四978 女の子のそばには︑あつい︑かたいかべ そま・る﹇染﹈︵五︶3ソマルそまる︽ッ・！
十四9910 女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ
ばのたばの中からひきだした︒

749

ふかがわ

ばしょう

そ

ら

十二702 深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

ちかい家も︑かくことができます︒

三962

そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑
わたくしは︑みつちゃんが空をとんで

おたがいに

いましめあって︑

ときには︑かぎなりになって︑空をひつ
がんは︑

おもいかっちゃんをかつぎながら空を

五539

空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ

空のまん中に︑大きな星が光っていました︒

それは︑南東の空で光っていました︒

いいました︒

五548

の星をみつけることは︑できませんでした︒

五549

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑西の空をみましたが︑

わかりませんでした︒

五555

臨接8園空はひろくておもしろいよ︒

六329 糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ

10からすの子が︑びっくりしてすからと

ていくかかし︒

六3210

その列が空にすいこまれていく︒

それにつれて︑空がうす赤くなってくる︒

20高くふきあげられて︑空にきえていく

びだし︑空をみあげる︒

六368
かかし
六436

六3610
かお
四931 雪が降りだすと︑ぼくはまどから
をだして空のほうをみあげて︑

とぶのは︑よういなことではありません︒

四521

ぎょうぎよく空をとびました︒

四435

かけるようになりました︒

四418

いるだろうと︑ときどき思います︒

四257團

雲にのっておりてきました︒

三㎎1

めは︑空をながめてはためいきをつき︑

曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう 三㎜2月のきれいなばんになると︑かぐやひ

人が住んでいまし た ︒
しんしゅう

十二703
じょうずでしたが︑芭蕉のことをきいてから︑そ
の弟子になりまし た ︒

十二706 曾良は思いました︒
らえるので︑これがなによりうれしいと︑曾良は

十二716 先生の近くにいればこそ︑毎日教えても
喜びました︒

水をたくさんくんでおいてくれたし︑

十二746 みるみるうちにつもりましたが︑曾良が
﹁︿略﹀︒﹂その声は︑毎日ききなれてい

る曾良の声です︒

十一一758

十二769 曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが
すっかりうれしくなりました︑

うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

さわやかな朝の空︒

美しい空の色︒

六498團

六438

空にかすんだふじの山︒

六501圃

樂しいことがあるような︑ああ︑さわや

まる朝の空︒

六4311

雪がかおにかかるのもわすれて︑高い

四941
四櫛7圃

高い空のまん中をみあげる︒

一一657囹 空があかるくなってきた︒

いや︑返せません︒﹂天人は︑ かなしそう
四梱6

なかおをして︑空をみあげます︒

六503圃

日がしずんでまもない空
西の方をみると︑
室の空をみながら
大きな声で︑はるおが︑

すんだ青さをもちながら︑ときにはくも

考えごともできそうな︑ああ︑おおらか

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

きたないこともきえそうな︑ああ︑おご

六541

六516

ふみおは︑こういつて︑空をみあげました︒

三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒

そかな夜の空︒

六509團

夜の空︒

六507圃

な査の空︒

六505圏

かな朝の空︒

三392 海のような空で︑ひばりがない．ていま 四丁4圃 かもめすいすいとんでいく︑ 空にほ
んのりふじの山︒
した︒

一つ︒

五462圏

五537

に︑大きな星が光っていました︒

五531

で光ろうよ︒

みんななかよくきらきらと︑しずかな重

五459圃世界の空のかず多い︑かがやく星のその

うたおうよ︒

五447圃

る書の空︒

おてんとうさまは空にてり︑﹁︿略﹀︒﹂
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃった

かかりました︒

三814 すると︑色リボンのような にじが空に

すんでいきました︒

三812 そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす

三797 みんなは空をながめました︒

ので︑みんなは空をみあげました︒

三679

といいました︒

三534圃

平和のうたを
明かるい世界の空とんで︑

とどくようになりました︒

三228 とうとう︑そのてっぺんは︑空のくもに

二3710園空は︑ほんとうに青い色でした︒

ら・おおそら・おそら・よそら

そら ﹇空﹈︵名︶93 ソラ 空5あおそら・あきそ

そら一そら

窓ガラスが︑

一まいこわれていて︑やが

んだ空の中にとけこんでいる︒

空にくずれる雲のみね︑

芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑

十四388園

胸をはれ︒﹂みんな空をあおぐ︒

東の空が明かるくなってくる︒

それから︑空から降る雨︑あれだって

十四4111

十四5811園

十一馬12

て︑小鳥たちは︑そこから遠い空へにげていった︒

か︑蕾至つなく︑きれいにはれわたっていました︒

六556 ねるまえにそとをみると︑空はいつのまに

六603圃 ウスムラサキニ⁝七 ホノボノト

空をとんだり︑すがたを消したり︒

太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

雪は︑空からのお手紙です︒

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

﹁空からのお手紙﹂とは︑うまくいっ

その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い

空にはなちしわがそ矢は︑あわれ

そら︑ところどころに︑おおきなほし

﹁そら︑ ひっかかった︒﹂

﹁そら︑これはせきふらしいそ︒﹂

ブブブブ

そら︑手をひろげてこちらへかけてく

﹇空一面﹈︵名︶1 空いちめん

どれも空色です︒

空色のあさがおです︒

﹇空色﹈︵名︶3 空色

五598

五439團

そらいろ

んに︑星がでていました︒

五553 もうすっかりくらくなっていて︑幽いちめ

そらいちめん

る︒

十五㎜6圏

くもはみつばちにとびかかりました︒

九個8園

九829囹

がひかっているでしょう︒

一526園

そら︵感︶4そら

ずこに落ちにけん︒

十五47図魍空にとなえしわが歌は︑あわれい

いずこに落ちにけん︒

十五43図魍

光のおをひいた︒

十四993

たものだ︒

十四857園

に空からの手紙にちがいない︒

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか

十四857

十四854園

て︑それをくわしく観察してみると︑

空から降ってきた雪の↓ひらを受けとつ

水ですよ︒

十﹁352圃

ところがいま一だんというところで︑い

十一一719

朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕
夕がたになると︑西の空にしずみます︒
月も︑東の空から西の空に向かって動き

これをわく星といいます

東の空から西の空に向かって動きます︒

そういう星

それだけに︑空が美しい︒

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

それは︑空にかがやいている星です︒

十四8412

十一317圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは
朝から大うかれ︒

五アカルクソマル七アサノソラ五

雲が空うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒

十一342圃麦のとりいれことなくすめば︑はい色

六607圃タノシイコトが七アルヨウナ

五アアサワヤカナ七アサノソラ五

つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし

十二483園

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

中ほどまでもどってきた︒

十一一6011

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒

十二5810

に日ざしが強くなり︑

十﹁348圃

六鵬7 ちょうど︑空からブルン︑ブルンというば
くおんがきこえてきた︒

七56 こんどは︑思いきり高くとんで︑屋根をこ
えて︑うすべに色の空にきえた︒

がめている︒

どの花も︑

七89 やぎが︑つまらなそうに︑夕やけの空をな
七911 おぼろ月が空にかかっている︒
みんな空を向いている︒

七624 さくらの花をしらべてみたり

十二948

くくたれる日が続きました︒

八351 さて︑空の星は︑地球からどのくらいの 十一一717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ
きょりにあるのでしょう︒

んでいる︒

﹁ボン︑ボン︒﹂と︑空で鳴った︒

八596 山の上には︑青い空がすきとおるようにす
八7310

どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな

とんでいる景色を思い︑

十三129

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三128

空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

九3210国秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが 十三72
たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

て︑まっさおな空の下にならんでいました︒

九492 まわりの山は︑︿略﹀︑きれいにもりあがっ
九帽1 くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑
空をとんでいきました︒

しらみかけてきました︒

九㍑7 夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと

十43 青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の
美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

十43 夕やけの空の美しさ︑
十49 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす

十十 十十 十
四三が三三ま三
2933 1412す12
69 。9
69

そら一そらいろ

750

751
そらおそろしい一それ

五623垣花の色を空色にそめてくれたのは︑だれ
でしょう︒

︽ーク︾

そらおそろし・い ﹇空恐﹈︵形︶1 そらおそろしい

おそろしく思われてきました︒

九備5 くもは︑自分ながら自分のからだが︑そら

六27 四 空のうた⁝⁝⁝四十六

そらのうた ︹課名︺2 空のうた

六 4 6 1 四 空 のうた
そらのうた ︹題名︺2 空のうた

そらまめ

﹁空のうた﹂をしらべてみました︒

六496 空のうた
六599
﹇空豆﹈︵名︶2

十一319圃 えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

そらまめ
音高くみつばちがとぶ︒

そり返る

︽ール︾

十一397圏 おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ
﹇反返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

らまめ・えんどうみなまいた︒
そりかえ・る

ろにさげました︒

八231 虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし

そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ

イギリスではイギリスのことばを話すよ︒

ろう︒

十一911園

三鵬3園 ききになって︑﹁それほどきれいなの

四333團ると︑男の子は︑それをはいて︑元氣
四379園がありました︒それは︑おかあさんの

四価9囹

思います︒﹂女﹁それは︑天人のはこ

ます︒女﹁もし︑それは︑わたくしの

ます︒﹂うらしま﹁それはおもしろい︒

てくれるかね︒それはありがたい︒﹂
四囲5園

いえいえ︑
それもなりません︒

いえいえ︑
それはなりません︒

はなしました︒﹁それはかわいそうだ︒

五255園

五245園

五244園

五231囹

ようだったのに︑それからは︑みんなに

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒そう

﹁︿略﹀︒﹂﹁そう︑それはよかったね︒そ

略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒﹂﹁︿

たします︒﹂天人﹁それがないと︑天へ

か︒

いえいえ︑
それもなりません︒

ましょう︒﹂天人﹁それは︑ありがとう

か︒

五293園

四捌3園

三564團

か︒

五378 えられていて︑いまそれが︑私たちのため

返します︒天人は︑それをきて︑しずか

三567圃

になりました︒﹁それでいいかい︒﹂﹁︿

五388團

四八1園

四柵3園

四996園

四851 のたつこさんが︑それにあわせておど

四839できあがりました︒それをまつの枝の

十五期4園 そりゃあ︑そうでしょう︒
四383園した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それはえらかった︒
十五柵6園 そりゃあそうともさ︒
四445 ︿略﹀︒﹂みんなは︑それにさんせいしま
そ・る ﹇剃﹈︵五︶1 そる ︽ーラ︾
四447園た︒ところが︑﹁それはいけないよ︒﹂
十三293 その﹁ビューン﹂がとまると︑そこでは︑ 四557 音がしましたが︑それは︑小鳥たちが︑
どこかの子どもが︑もう︑頭をつるつるにそられ
四634ました︒みんなは︑それをみて︑おおよ
四663 とばをみつけて︑それをまちがえない
四833 えをだしました︒それはふじ山のえで
それ

それをごらんになつ

﹁だいやもんど︒それなら︑あなたの

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それはなぜですか︒﹂

﹇其﹈︵代名︶鵬

ている︒

それ
一365園

一656園
O

先生が︑

します︒けれども︑ それをやめて︑しば

︵三︶

がいありません︒ それは︑どんなかた

よく走るきもち︒ それがだんだんとと
のびてきました︒ それをみたこてんの
三439園 ︒わにざめは︑ ﹁それはおもしろかろ

三573圃

た︒﹁デビッドもそれでいいかい︒﹂﹁︿

五539

五225 ようのうれしさは︑それだけではありませ

三622園

ました︒﹁みんなそれでいいね︒﹂﹁︿言

四鵬2

三625囹

がいいました︒﹁それでいいかい︒﹂お

した︒白うさぎは
それをみて︑﹁︿略﹀︒

三628園

五543園

した︒わにざめは
それをきくと︑たい

三669園

はいいました︒﹁それでいいかい︒﹂お

三442

三673園

くなってから︑それをみるのは︑ほ

三458

六3911園 そりゃそうだけど

三997園

渡って︑︿略﹀野原へおりてきました︒

そりゃ︵感︶4そりゃ

そりゃあ︵感︶6そりゃあ
﹁そりゃあうまいかんがえだね︒﹂

三486園

九996囹 そりゃそうさ︒

にそだてました︒ それからと いうもの

八267 馬車は︑七色の大きなそり橋を音もなく

十二458園 そりゃ︑おもしろいさ︒

いことをいって︑ それが できたらおよ

かなをとったよ︒それが︑海へ帰してく

五722 においやりました︒それから三日ほどたっ

五6610園

色です︒あやこは︑それをみつけて︑﹁︿略

あんな小さいの︒それより︑ほら︑もつ

いました︒﹁︿略﹀︒﹂それは︑南東の空で光

の子どもたちに︑それを送ってあげよう

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それはこうなんです︒

十二485園 そりゃ︑そうですね︒

三撹4

五599

三667園

三価7

そり橋

1

九994園 そりゃあ

﹇反橋﹈︵名︶1

1
3

2

十168 そりゃあ︑フランスではフランスのことば︑

そりばし

3

16了156509

それ一それ

752

五7411 といいつけました︒それから一週間もたっ
六楢2園

︒﹂﹁トンネルか︒それはおもしろい︒﹂

八135

がさいご︑よういにそれからはなれません

のないものでした︒それから十年︑いまも

できるのでしょう︒それは︑だれも教えて

八1611

なかっこうをして︑それにはいあがってい

れかの声がします︒それはたぬきさんでし

八172

六伽3

八217

五809 うきがおちました︒それが︑にしもりさん
ってしまいました︒それをみて︑たぬきさ

六欄11

声がひびきました︒それは︑もう一びきの

六欄2

といいました︒﹁それはおもしろい︒い

八277 うになさいました︒それは︑天帝のひとり

八2110

とにして計ります︒それは︑﹁光年﹂とい

八321 遊びつづけました︒それをみた天帝は︑た

五8410園

ておきましたら︑それが︑いまちょうど

わりになりました︒それもこがねになりま

五981 略﹀︒﹂ひわの子は︑それが自分のなかまの

すよ︒﹂母﹁そう︑それもお勉強ですね︒

八343

ません︒けれども︑それでは人の心がよく

こしらえておいて︑それにねんどでだんだ

まで書きたしても︑それでいいというとこ

八637園

家609

え足のつめでかたくそれにしがみついて︑

天10ていました︒虫は︑それにとりつくと︑ま

七237園

七207囹

かかっています︒それから十日すぎて︑

八402

は知れるものです︒それをうれしく思って

ノウ﹂−

五描3

そうか︒﹂

八502

ているのでしょう︒それとよくにたつかい

六83 男の子はゆびさきでそれをつまもうとした
七257園

できたって︒﹂母﹁それはよかったね︒ど

八556

七138

六97
七267

にかわっていた︒それは︑すずめたちに

五985 いちばんはじめに︑それをおかあさんがき

六113 ちゅう時計をだしてそれをいじっていたが
七291園

ぼくよりさきに︑それをみつけた︒﹂そ

きました︒ひわは︑それをみると︑﹁︿略﹀

六147 けびつづけました︒それを一わのはとがみ
七301園

七296園

七476

れがたの翻そうじ︑それがすむのをまって

だが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑それがまた心配になつ

六211 みんな︑樂しそうにそれをたべます︒オル

もめが目について︑それに氣をとられて︑

七677

それから︑いく日かた

六305 れてもってきます︒それをきりぎりすにわ

八569

小船にいきついて︑それにもたれて︑いま

六437 すいこまれていく︒それをつつむようにし
七702

七779囹

たのかね︒﹂旅人﹁それは︑こうです︒道

したか︒﹂旅人は︑それには答えないで︑

つくりして︑乙﹁それにちがいありませ

くだをにがして︑それをさがしていらっ

八7210

だ︒おばあさんは︑それを自分の子のよう

えそうもなかった︒それから二日間︑ここ

八712 く思った︒

一どそれでだまされたこと

七7711

八731

ごは生まなかった︒そればかりでなく︑ね

︒わたしも︑

るがすわっていた︒それは︑たまごをかえ

六685 にはりつけました︒それは︑むしめがねで

七835囹

八782

る首をもっていた︒それははくちょうであ

︵二︶

それからのちは︑わる

いて︑はってでた︒それは︑ひどく大きな

八853

八845

っているのをみた︒それは︑ぶかっこうな

なつかしく思った︒それは︑うらやましく

た︒あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな

たいとも思ったが︑それもゆるしてもらえ

︑なにか︒﹂旅人﹁それはほかでもありま

八908

八651

へいってしまった︒それから二三日して︑

六743園 のがありますよ︒それを考えたらわかる

うことは︒﹂旅人﹁それは︑かた方の足あ

八794

八6410

六7410 ︒たとえ動いても︑それだけでは命がある

七838囹

︒﹂乙﹁そうです︒それが麦だということ

八842

八579園

﹁なんだろうな︑それ︒﹂子がらす；さ

︵四︶

六3610 の音がよわくなる︒それにつれて︑空がう 七332囹 ましょうね︒﹂母﹁それがいいわ︒﹂はる

八575

六4410園

七763園

おじいさんは︑﹁それはおもしろい︒平

六429とかたまりになる︒それがほぐれて︑一列 七443 ︑いくらかのお金をそれにくわえた︒車中

六684 いに写生しました︒それを切りとって新聞

六593 に氣がつきました︒それはことばの声のか

六762

七847囹

います︒﹂裁判官﹁それについて︑なにか

う︒裁判官どの︑それを︑しらべていた

けました︒はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂

六772園 ︒﹂﹁きのうから︑それを考えているんで

七848囹
七8410囹

六795園 すよ︒あなたが︑それを動かそうと思っ

草をいれてやると︑そればかりたべて︑ま

八934 きのことを考えた︒それが︑いまでは︑す

みこと﹁そうだ︒それがどうした︒﹂ほ

それも︑日本どくとく

六808園

ありません︒鳥

七8411囹

たのですから⁝⁝︒それがまたとくべつで

﹁そうでしたか︒それはお困りでしょう

八45

九1111

人の心が高ければ︑それだけ音戸のねうち

い犀角をきいても︑それがわからないのは

六934園

八58

とさえずつたり

九149

九147

七888

八87

ふかい鳥だろうと︑それを知ってから︑よ

もありましょうが︑そればかりでなく︑ほ

六953囹 ません︒﹂海の神﹁それはおかしい︒いや
六9710 をする︒みことは︑それにあわせておどり

八811

八88

す︒﹂海の神﹁あ︑それにちがいない︒﹂

六伽8 みえるではないか︒それは︑ここから百メ

六968囹

一つ一つ

あらわしているが︑それをたいこであらわ

六備3 たことはなかった︒それがいま︑

それは︑鳴きかたのち

六夢10 つとんでしまった︒それよりも︑五十音に

九199 る返事をしました︒それと同時に︑協会で

九175 がついていました︒それによると︑さいた
十158園

十61
した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それはすきとおった青

わただしさの中に︑それを失っている︒し

十一913

十一891

十一807

十一801

であったのが︑それほどの手がらだろ

した︒そうして︑それを少年に渡しなが

もありましたが︑それも︑だんだん小さ

そうとしました︒それが︑ときにはいか

とがありました︒それは︑ようだいがわ．

九532 すぐ手まねきして︑それをよびとめて︑﹁︿

十405

十396

なんでもみつけて︑それに話しかけたり︑

にはげましあった︒それから︑眞珠貝養殖

とも四年はかかる︒それが︑くる年もくる

十一一102

十二79 がわかりました︒それは︑﹁七重八重花

十二78

るばかりでした︒それからのちになって

枝をおってきて︑それをしずかにさしだ

九222 をのせた飛行機は︑それから毎日のように

十2912 なりたっているか︑それをさがしてみよう
めいじ
佐吉の母であった︒それは︑明治二十三年

十一一了3

十二51園

九571園 れども︑どうしてそれを知っていますか
十424

十3612

九348国 八本もでていて︑それが︑深いのになる

の核をこしらえて︑それを︑母貝の体内に

九358国十本ありました︒それは︑七月の二十八 十387 なものがいりこみ︑それに︑貝のだす眞珠

九717園 だかへんですね︒それは︑やめたほうが

十6410るといってもよく︑それをみていると︑世 十一一1111 読んでいました︒それをみた土人のひと

十483
十681

した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それこそ︑どくの﹃ぶ

︿略﹀︒﹂ふたりは︑それをあいずのように

十ニー59

十一一149

十一一142

十ニー39

ちていた︒文雄はそれが氣になってしか

てきた︒文雄は︑それがかきたかった︒

にかさがしては︑それをひろってボケッ

九753 て立っていました︒それからあと︑﹁やま

九813囹

十696園

した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それだけはよしてくれ

はずじゃないか︒それが︑死なないのだ

実がなっていた︒それが︑めきめきと大

九852圏 あったでしょう︒それには︑こんな針や
十707囹

十698園

略﹀︒﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ そ れ が よ さ そ う だ ね ︒

九808囹 ︿略﹀︒﹂﹁ ﹂﹁それはちょっとわかり

九854囹石で作ったもの︑それには石の矢じり︑

感じましたので︑それが母だとばかり思

︿略﹀︒﹂文雄は︑それをとりのけるのを

九901 ともがく︒みんなでそれをおしとめる︒一

ました︒だれかがそれをとらえました︒

た日であります︒それは一八八七年の三

十7011

十二328

十二325

す︒わたしも早くそれを覚えたいと思い

十7311囹

ぬいてしまう︒それを思うと︑ぼくは

て遊んでいるが︑それにあきると︑その

十二251

九934 の物ではないので︑それを舞台のおくにな

十一53

をつっこんで︑すぐそれを︑口に持ってい

九952 より︑だまったままそれをとりあげる︒そ

十一63囹

じはじめました︒それは︑先生が與えて

十二343．かすだけでした︒それからいく日かのあ

もしろくなって︑それをまねようとしま
十一一382

十二337

十一一3211 るため︑いいえ︑それよりもなによりも

十一一314

九963園︒﹂たかぎ﹁あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それはぼくたちだ︒三

した︒金次郎は︑それを読むとうれしく

げることで︑もしそれができなかったら

題をもちだした︒それは︑おにが一夜の

をみつけました︒それは﹁大学﹂といっ

十二5711

十二5710

はならない︑もしそれができたら︑毎年

らをひろいあげ︑それをつぎあわせよう

すみきったたま︑それはおかあさまの愛

をしょうと考え︑それには︑大どくとう

九964 となって︑だまってそれをとり︑かばんに

十一105囹

十十十十十十十十十十十十十

九974 うとする︒たかぎ︑それをのぞきこむ︒や
九㎜3 んなつえをふって︑それに答えた︒のだ先
九㎜3 ︒私は手をいれて︑それをすくおうとする
九尊10 中流の水をくんで︑それで茶をたててみる

をして立ちます︒それをみようと︑父兄

十一一581

ちに湖となった︒それが十和田湖のおこ

ることを知った︒それからというものは

十一一4611園 どもでてくる︒それが音感や歌にあわ

少年をながめて︑それには答えないで︑

十一一619

十二386

したことなど

十二6311

は耳にもいれず︑それを続けました︒お

など

十二664

とができました︒そればかりではありま

ぴあがりました︒それは看護婦でした︒

十二766

十二696

だしてきました︒それは︑赤いおぼんの

らきがあっても︑それにあつみと廣さが

て枝をやしない︑それからでた細い根が

それからそれへと︑いろいろ考

それからそれへと長々と話しか

どを

たことなどを一それからそれへと長々

44

九悩8 飲んでみると︑もうそれはただの水であっ

看護婦にかわってそれを飲ませたりしま

それからそれへと︑い

66

九伽7もあったが︑いまはそれもなくなって︑大
九掘3 んで飲んでみると︑それこそまぎれもない
九伽6 きでる泉があって︑それでもう終りであっ
九梱1 で羽音がしました︒それは︑みつばちであ

72

76

九醜6 とっきさしました︒それにはさすがの大き

﹂﹁それまで︑命を助けて

16

25

26

2了

了2

30

了2

了8

九㎜1 こともできません︒それより︑自分のから
︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁

九悩7 思ってよくみると︑それは白いちょうちょ
九㎜10園

九M8 しているのだろう︒それにくらべて︑自分

336533103249126
了8

753
それ一それ

それ一それ

754

十二887 よくききわけて︑それによくかなうよう

十二814 いになりました︒それからまもなく試合
十四1011團

十四106團
それには︑つかいかた

おたがいに︑それほどはなれてはい

十四444圃

流れてきました︒
それは女の声で︑しか

いられるのか︑それを︑こう話してや

それは︑大部分︑根の
それを日の光にあてた

十四574ものがあります︒ それは︑頭のぼうしで

しょうけんめいそれをなおして︑ あな
＋四5612園

それについている葉で

それを聞きながら︑目
︿略﹀︒﹂ぼくは︑

ました︒﹁︿略﹀︒﹂
それは︑せいの高いマ

ものうずになり︑

それが︑かなり早くま

それがだんだんに廣が

それが︑ちょうどだつ

なうずができて︑

それを日なたへ持ちだ

かぶさっており︑

が坐せられると︑

それも︑前の温度のむ

それが︑ちょうどさけ

それに接した空氣がふ

それは︑海陸風とよば

流れだすところ︑

かもしれません︒

から教えられて︑

それをくわしく観察し

それをうれしそうに見

それは︑なん回もなん

それからいい傳えられ

じ題の作文でも︑

それをさけるために︑

それをとりあつかう人

は︑どんなにか︑

そればかりではない︒

それで火をともしてみ

て來ました︒

それがゆらゆらともえ

それが︑高く︑高く︑

いまそれをとめなければ︑

中へなげこんで︑ それがコトコトと音を
︒だれでしょう︒ それは︑十五六になる

を見た︒ たしかにそれは星であった︒﹁︿

もえ続けていて︑

にも大きな木で︑ それが美しくかざられ

かべでこすった︒

ばかりではない︒ それがもえ続けている

かとさえ思った︒

めの考えたことはそれであった︒ 女の子

馬車・が來たので︑

花を見いだして︑ それをたんねんに写生

の雪をとらえて︑ それをいろいろな角度

らを受けとって︑

の間におこると︑ それがいわゆる季節風

われております︒

っ風というものがそれです︒ たとえば︑

うです︒しかし︑

へ向かって流れ︑ それが︑おりた水のあ

てごらんなさい︒ それも︑お湯が熱いほ

もありませんが︑

ものがあります︒ それは︑らい雨のとき

きなうずができ︑

6210111018881697211127648341181171011672

があるとか
あげましょう︒
それほど︑たえずおか

十四134国

國のことばさ︒それが長い間つかって

十四149団國

十四133か日らがあります︒それは︑コップの上か

十二927 じではなかろう︒それは︑めいめいの生

とおたずねした︒
それは︑外國と交通を

しなわれていく︒
それは自分の生活を軽

十二946 のわけがわかる︒それは文字のおかげで
十四2410

十四228園

十二8911

十二964 があるでしょう︒それにはあなたがたの

をとったとき︑それをのせるためなの

十二鵬9 うのがあります︒ それは︑もようもごく

きたことばだ︒それが︑あまり古い時

ると︑ことばも︑それにつれて︑新しく
たずねした︒﹁それは︑虚語辞典をひ

十四257
十四276囹

のもあるから︑それを調べると︑なお

︑絵をかく人と︑ それを木にほりつける

十四282園

十二川10

十二価5 いいでしょうか︒ それは︑民主主義とい
十四285園

るものなのです︒それは︑空にかがやい

十三119 たくさんあるが︑それは︑学者がいろい
十四296

人もありますが︑そればかりとも思われ

十三137 学者が︑だんだんそれを発見しました︒
十三1410

十四301

れません︒かりにそれがほんとうのこと

鏡を組みたててそ
︑れで天体を観察し︑

十三151 動くといっても︑それは一種ではありま
十四302

十四4512

十四431圃暗い日だって︑
それが明かるくしてく

十三317 を演じたりする︒それが︑見ている人に

十四527囹ありませんが︑ それだけでは実はつき

たえられましたそ
︒ればかりでなく︑し

なホートンにはそ
︑れが︑ふしぎなほど

十三2412

十三238 をもっているが︑それをこえると︑かえ

十三3211

生き返りましたそ
︒れは︑全三民のたま

十三351 をながめている︒
それが︑だんだん叩き

＋四5210囹
かぼちゃでも︑ それは︑花の一部であ

十三2511

十三368 ︒子どもたちは︑
それをつかもうとして

＋四5212囹です︒だから︑ それは︑私たち花のも

十四4310圃 しい日だって︑
それが元氣にしてくれ

十三422囹 ⁝⁝なにを・
・⁝
・それきみにくれたの⁝

見せますと﹁
︑それなら︑もうすこし

それは︑私が︑いつも

十三435 音がする︒三郎︑
それに氣がついて︑三
十三554園

それによって︑﹁⁝⁝﹂
十三455 ことばを考えて︑

十四538園いようですね︒
十四548囹やいましたが︑
十四563園も︑葉さんが︑
十四569囹れたりしたら︑

十三594

十三588園 あ︑そうだね︒
それはそうとして︑ラ

十三602

それがこの日本ででき

十四582囹やいましたが︑ それを養分につくるの

＋四5711園
方のものです︒

十四55 っているのです︒それというのも︑ブイ

＋四6310さりありますが︑

十四623 ております︒ただそれだけでは︑ なんの

十四45 ︒なぜでしょう︒それは︑ブイリップの
それは︑かれが︑父を
十四510 純眞さ︑誠実さ︑

十四646す︒空紅中には︑ それが︑しぜんにたく

それは︑また︑いっか

十四82團 ことにします︒ それは私にとって︑こ
十四88團 あるとしたら︑ それは︑おかあさんが

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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それ一それから

十五315やって富ました︒それからは︑必死にと
十五319ゆだんをすれば︑それにふきとばされ︑
十五337ちのほめことば︑それはいまここでいう
十五345いる︒けれども︑それをその場にいない
十五372たものであるが︑それに線を加えて︑﹁
十五374末﹂とかいう字はそれである︒また︑そ
十五375れである︒また︑それまでに作られた文
十五454てしまったので︑それまでのものの考え
十五柵11園

の愛﹁いいえ︑それは同じことですよ

二47園
二55園

あさひ一

﹁たべるあめです︒﹂﹁それから︒﹂

﹂﹁それから︒﹂

﹁あたま1足一あご

﹁い﹂のつくことばをあつめました︒

あした一あそこ

ばならないか︑それを︑はっきりとさ

母の愛﹁でも︑それは同じことですよ

十五備2囹

十五脳11囹
とりぎりです︒それは︑いつだつて︑

﹁それ︑このたけのこをごらん︒﹂

した︒

りんごを︑高くさしあげたり

三776園

五263

においを

へやへ

上になげてはうけ︑うけては上になげ

紳う﹁それから ぶうちゃんは︒﹂ ぶた

いって︑それからた

の

かいだんははじめに十五だんあがっ

はじめにもりへ

それから︑はるこさんは︑きっぷを改札の

せんをつたわって︑

ら︑みんなの手でそだてられ︑長い長いでん

四竃2園川の水で生まれたものです︒それか

ところへかえってくるのです︒

ら︑あさになって︑お日さまがあなたたちの

そべるように︑光をあげにいくのです︒それか

お日さまは︑よその國の子どもがあ

三697 それからみんなはおもしろくあそびま

きへでようね︒

三695囹

うみへいこうよ︒

ぼってさ︑それからさっさとかけおりてみず

三616園あのねえ︑丘の木のところまで

ています︒

て︑それからまた十五だんあがるようになつ

三316囹

﹁ぶうぶう︑ぶうぶう︒﹂

二6210園

をたべようとします︒

て︑よろこびます︒それから︑じろうは︑りんご

二499

いこうとして︑

かいだりします︒それから︑となりの

Q

くことばをあつめました︒

それから︑﹁う﹂のつくことばと︑﹁え﹂のつ

十五備8園

があふれてきた︒それはなんともいえな

二87

十五捌8
五914園

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おれいをいいまし

一一

それ︵感︶5それ
五922園そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの
まん中にあなをあけてやったら︑それ︑このとお

それ︑たけのこにごはんつぶがついてい

り︑いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

それ︑ごらん︒

るだろう︒

五924園
十一6212園

十五503園とになります︒それはおしいことです
十五558囹うなわけだが︑それはそれとして︑き
十五558園けだが︑それはそれとして︑きょうは
十五575園のずきな私は︑それはおもしろいと︑
＋五5712園
といいだした︒それはおやすいご用だ

﹁それ︑このとおりだ︒﹂といって︑

﹇其以上﹈︵名︶4

日記をくりひろげ︑

十五735園

それいじょう

それ以上ふかく考えてみたことはなかった︒
いくらかの高さまでは︑まっすぐにあが

自分は︑それ以上の幸福は願わない︒

まつ書間でも︑それ以上に明かるくはな
それ以前

それ以前は︑おたがいに他の等々のこと

﹇其以前﹈︵名︶1

それから

﹁おててつないで﹂のうたをうたいま

︵接︶80

いきました︒

た︒それから︑そろってしろちゃんのうちへ

一5810

がかってにかんがえておどりました︒

した︒それから︑このうたのゆうぎを︑みんな

一222

それから

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

十五803

それいぜん

いと思われるくらいであった︒

十四欄11

りますが︑それ以上は︑けむりがゆらゆらして︑

十四6512

八395園

六夢2

それ以上

十五641とわらった私は︑ それを足先につっかけ
十五6510
私は︑朝早くからそれをガラガラとひき

十五664 ってくださった︒それからいく年たって
十五746うだけのことで︑それによって兄が特権
十五862園いうのだろう︒それを受けてはいけな
十五888園いるし︑だれもそれに立ち向かうもの
十五914園です︒﹂軸繰った﹁それは︑いつもしごと
十五917園だ︒﹂チルチル﹁それがおもしろいの︒
十五918園ないでしょう︒それがこの世のすべて
十五961園いたものだよ︒それを︑﹃ふとった幸
十五965園うの人間には︑それが見つけられない
十五983囹がいるの︒﹂光﹁それを見わけることは
十五988園 ︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁それは︑どうしてもい
十五脳6囹 の幸福﹄です︒それは︑ぼくたちのな
十五柳11園 び﹄がいます︒それは︑毎日ぼくたち

十五研6囹 ですね︒でも︑それを妹にいってはい
十五㎜9園 うちにいると︑それが見えないが︑こ
十五麗1園 かった︒いつもそれをどこにしまって
十五麗2園 まってあるの︒それは︑おとうさんが

S8

それから一それから
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というのはどんなことかね︒
ね︒﹂

七8010園

なるほど︒それから︑そのらくだがかた

はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

氣をつけてね︒

八674囹人にふまれないように︑それからねこに

から︑かってあるにわとりに氣をつけました︒

八5211家の人はふかいため息をつきました︒それ

目だということは︑どうしてわかったのかね︒

七833囹

裁判官﹁それから︒﹂

そのとき︑この人にであったのです︒﹂

1それから一﹂
女の人にわたしながら︑
五291園1よしょし︒それから︑うれしかった 七781園 旅人﹁それから︑つけた荷がありました
五439国 空色のあさがおです︒それから︑まっか
なカーネーションです︒
それから︑あたりをみまわしましたが︑

五549 空のまん中に︑大きな星が光っていました︒

五824囹 夜は︑はらまきをきちんとして︑ねびえ
をふせぐこと︑それから
かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811囹 こうして右の手でだいてな︑左の手でか

八751

むいた︒それからピシャ︑ピシャと︑どこかへ

五909園 このわしも小さいときは︑オギャア︑オ
いってしまった︒

なん時間もたってから︑ようやくあたりを

ギャアとないたのだよ︒それからな︑おかあさん

らん︒

九115

らわした︒

ます︒

九334国

それから︑うちのおばあさんにきいてご

やまねこは︑なるほどというようにうなず

とうとう決心したらしく︑いいだしまし
みがかれていないから︑ただのわり石の
ようにみえる物もあります︒それから土器︒

九858園

た︒﹁それから︑はがきのもんくですが︑

九714囹

しゅすの着物のえりを開いて︑

いて︑それから︑いかにも氣どつたようすで︑

九688

いなもいます︒それから︑らいぎょもい

から︑水の中にドブンととびこんだときの音もあ

つぎには︑雨の降るところであった︒それ

八818園

げていった︒

みまわし︑それから︑できるだけ早くぬま地をに

八764

のおちぢをコップコップといただいて︑

六555 みちこも感心しました︒それから︑三人置
わかれて︑それぞれ家へ帰りました︒

六565 かべ新聞第一号は︑一組でつくることにな
りました︒それから︑二組︑三組と︑じゅんじゅ
んにへんしゅうをすることにきめました︒

六608 それから︑まえにならったのを思いだして
書いてみました︒

六佃4 ひごを切り︑小さな紙で上と下とまん中を
はりつけました︒それから︑よこ骨︒
七109 かしの木は︑︿略﹀︑しめっぽくなった葉を
ふるわせ︑それから︑ねむりにおちていった︒

とって︑つぎの人に渡しました︒それから︑つぎ

七396 おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け
からつぎへ︑︿略﹀ ︑ 送 っ て く れ ま し た ︒

七456 そういってから︑老人にぼうしを返した︒

それから︑二三どのおし問答が︑ふたりのあいだ
にとりかわされた︒

七772囹 旅人﹁そうして︑左の足が一本短くてi 九866園 かごをこのリヤカーにつみなさい︒それ

から︑道具を集めて︑

雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒

それから︑ぼくたちは︑登っていってはすべり︑

九㎜9

ました︒それから︑まつ白な羽をひろげたかと思

九幽2 ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ

あの白いちょうちょにあうことができた︒

うと︑ひらりひらりと舞いあがりました︒
九幽2

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

それから︑いいゆめをみることもできた︒

それから︑わか者は︑眞珠貝の研究に全力

いと頼みました︒

十134
十3812

でかけるとき︑太郎かじゃ︑次郎かじゃと

をつくした︒

いうふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑それ

十665

まあ︑まかせておけ︒それから︑おまえ

から︑きびしい声でいいました︒

は︑だんながだいじにしているあの湯飲み茶わん

十726園

北海道へいって︑じゃがいもをつくりま

を︑庭石にたたきつけろ︒

十一492

﹃いいえ﹂ということばはいいにくい

す︒それから︑えんばくもつくります︒

のだ︒それから︑また︑このことをたずねたとき︑

十一628園

医者は︑手を少年のかたにかけました︒

なぜすなおに﹃はい﹄といわなかったのだね︒
十一746

それで︑おかあさんはどうしているの︒

それから︑病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

來年とか︑さ來年とか︑それからもつ

それから︑あかんぼうは

みんなどうしている︒

それから︑コンセテラは︑それから︑あかんぼう

十一8310園
は

十一8310園

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

とさきのことをおっしゃったりすると︑

十二218園
十三448
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それこそ一それぞれ

ん︑それからおとうさん︑

十三457 あいてのいうことを聞いて︑それから三
郎くんのことばをいい︑

十四2210 それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ
ボチャも︑外卑語であったとお話しになったので︑

はドイツ語︒それから︑タバコ︑カルタはボルト

それから︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

で︑せなかをむけているのはだれです︒

りのような声がひびきました︒

死貝をどんどんみていった︒

十五8811囹それから︑あの︑なかまにはいらない 十439 幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑

﹁こら︑まて︒﹂という︑それこそかみな

やいた鳥が一それこそほんとうのまる

わしが︑︿略﹀とちゅうで︑高い木の上

︵感︶1

それぞれ

それぞれ︑たけのこにごはんのつぶが一

﹇其其﹈︵名︶18 それぞれ

先生がこうおつしゃつたので︑みんなは

うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑

北の方へいく友だちと︑︿略﹀︑東の方へい

いろいろな道具︑たくさんの時計︑それ

三人はわかれて︑それぞれ家へ帰りました︒

おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ

物によって︑それぞれのめんがあります︒

かい男のめん︑わかい女のめんと︑それぞれの人

十6310

りをひきとめている︒

九886 そのほか数人が︑それぞれにわかれてふた

新しい思いをおこさせます︒

九85 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった

六555

らはかたちも大きさもそれぞれちがってはいるが︑

六67囹

く友だちを︑それぞれひとかたまりにわけて

五184

それぞれわたしてやります︒

四997

ました︒

それぞれあいての人をきめてから︑文を書き

四196

それぞれ

1こりゃあ︑たけのこごはんだよ︒

五925囹

それぞれ

へでもとまろうものなら︑それこそたいへんです︒

十五263

あった︒

やきの鳥が︑︿略﹀︑テーブルの一方におかれて

十四971

をふくみ︑それこそ天上の音樂である︒

なってとんで來ると︑ふえの音がおのずから和音

十五9210囹來いというのに聞えないのかい︒それ 十三362 ふえには大小があるから︑はとがむれに
からさとうも︑パンも︑だれが行けといった︒

ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし

たになると︑これが﹃日ぐれの幸福﹄で︑

十五鵬7囹ええ︑そうですとも︒それから︑タが

いる幸福﹄どもですよ︒

らですよ︒それから︑これはみんな︑﹃おうちに

十五襯6園

ら︑チロi︑おまえもすぐ呪い︒

十四2312囹チフス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキー 十五933園 なにかおまえについているな︒それか
ガル語︑

十四2510 ことばのおたんじょう﹂などというお話
が︑つくれそうな氣がしてきた︒それから︑外耳
のことばがはいってきたのは︑品物からだけでは
なく︑

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑︿略﹀︑

金ぴかの着物を着てついています︒それからお天

十五欄11園

氣が変わると︑これが︑﹃雨の幸福﹄で︑

十四272 バックとかいうことばも︑西洋の油絵が
が想像される︒それから︑ふと︑︿略﹀大陸から

それから︑﹃冬の日の幸福﹄は︑こご

それから︑ぼくは︑まだなかまのうち
それから︑これは︑いや︑まったくお
それから︑︿略﹀︑つま先で立って︑
それから︑あすごに︑︿略﹀︑ベールを
母の愛﹁チルチルや︑それから︑ミチ

これもおかあさんの手だ︒

十五備5園でも︑ずっときれいだなあ︒それから︑

ルや︒

十五㎜11園

かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃7囹

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒

十五柵1園

おぜいすぎますね︒

十五悩7囹

でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五餌2園

開きます︒

えた手のために︑きれいなむらさき色のマントを

十五鵬12園

はいってきたときに傳わってきたのだということ

は︑どんなことばがはいってきたのだろうかと
思った︒

十四284園 たくさん出てくるよ︒それから︑外來
語辞典というものもあるから︑それを調べると︑
なおいっそうよくわかるだろう︒

十四5811園 いまのお話の養分だって︑水にとけて
いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
それから︑空から降る雨︑あれだって水ですよ︒

十五352 色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ
けることも行われた︒それから︑ぼうきれや︑石
や︑貝がらなどに︑はものなどでしるしをつけて
しめすことも行われた︒

てギリシア文字となり︑それから︑そのギリシア

十五414 そのフェニキア文字がギリシアに傳わっ
文字がローマに移って︑現在のような形になった︒

六箇2

十五714 このすがたをおじさんがごらんになった それこそ ︵副︶5 それこそ
ら一﹂といって︑おばさんは声をくもらせた︒

それだから一それで
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十6310 それぞれのめんがあります︒
ことを知ったのは ︑

七397囹

た︒

﹁それっ︒﹂と︑送ってくれました︒

いいえ︑あれはたろうさんたちのおく
丘のちょうどなかほどにあるのです︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがおっしゃいま

どうしてもあきらめない人が︑なん人か

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになりました︒それ

みかどがこのことをおききになって︑

で︑おじいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

三鵬4

たちにとてもむずかしいことをいって︑

のこりました︒それで︑かぐやひめは︑その人

三豊6

した︒それで︑みんなはいすをおりて︑

三745

それで︑おりればみずうみへでられますし︑

三585

にですよ︒それであんなにおおきいのです︒

一634囹

十二346 けれども︑物にはそれぞれ名まえのある それで ︵接︶50 それで

十二451囹右手を受け持つ人︑左手だけの人︑足
だけの人と︑それぞれ手わけしているんだが︑
十二929 みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で斎い
ても︑書かれたことがそれぞれちがってくるのも︑

十二9211 しかし︑たたみこまれているなかみはそ
れぞれちがっても ︑

十二9510 読み手によって︑三人三よう︑それぞれ
ちがったことを心の中に思いうかべる︒
﹁︿略﹀︒﹂﹁いまのは︑あめ屋さんだ︒﹂

三柑5

と︑それぞれ子どもたちにはすぐわかる︒

十三305

人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて

ふしのくすりをやいたけむりが︑山の

まもってくださることになりました︒

︿略﹀︒それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑

十三451 そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四
はなりません︒

三面9

上からいつまでもいつまでもたちのぼってい

ときに︑また︑チフスやトラホームは︑ドイツ医

十四266 コレラは︑オランダ医学がはいってきた
学がはいってきたときにそれぞれ傳わったことば

ました︒それで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂

それでうれしかったんです︒

いうところがなかったものだから︑それ

であの人にいったのよ︒

五274園

それで︑ほんとうにうれしいんです︒

五3110園﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぼくにくれました︒

わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

さどが島においでなさったことがあった︒それで

五905園

な︑さどが島をうたうときには︑いつでもおじぎ

﹃水をください︒﹄というのだよ︒それ

をするのだよ︒

五919園

つぎの日もやってきました︒それで︑ひわ

で︑手おけの水をかけてやると︑

は︑すっかりそのまねができるようになりました︒

五価4

に海のこてんへいくようにと教えてくださいまし

六932園そこへ年をとったかたがあらわれて︑私

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の

た︒それで︑いまここへやってきたところです︒
六佃6

いいかたそっくりになった︒それでぼくは︑思わ

いまちょうど︑こんな白い花をつけてい

ず声をたててわらってしまった︒

ます︒﹂先生﹁それで知っているんだね︒﹂

七209園

八185

ひと休みしているうちに︑つい︑ねむつ

それなのに人の足あとがみえません︒そ

土の中は︑たとえ一国センチ歩くにも︑ト

歯が二三本ぬけているにちがいないと︑考え

れないで︑のこっている葉がありました︒それで︑

七842園草をくいとったあとをみますと︑かみき

ないかと︑思ったのです︒

れで︑このらくだはどこかからにげてきたのでは

七831園

てしまいました︒﹂裁判官﹁それで︑どうした︒﹂

七806園

四307團 にしださんは︑きょうもびょうきで休 七494 それで︑内野の人はいっしんになったので︑
かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒
んでいます︒それで︑みんなでなにかおみま

というようになりました︒

であろう︒

けっしょうをしていること︑

十四843 一ひら一ひらの雪が︑それぞれちがった
それだから ︵接︶1 それだから

いをしようではありませんか︒

五234園帰りの電車はとてもこんでいたんです︒

十四353 大うちゅうから見たら︑たしかに︑人間

は︑バクテリアにもおとるほどの小さなもので

﹁それでうれしかったのね︒﹂

そう︑それはよかったね︒それでうれし

それで︑どこかのおばあさんのよこのところに︑

五244囹

しょう︒しかし︑それだからといって︑すこしも
それだけに

もたれかかっていると︑

﹇其丈﹈︵接︶1

かなしむことはありません︒
それだけに

五253園

かったの︒

ままれてもわからないほどである︒それだけに︑

十三339 夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ

ちのようになかよくなってきました︒ほんとうは︑

それからは︑みんなにこにこして︑友だ
それっ

五257園
︵感︶1

空が美しい︒

それっ
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ンネルをほっていかなくてはなりません︒それで
て︑書きのこしておくということは︑

おじいさんやおばあさんからきいた話を思いだし

かたや︑︿略﹀によって︑いろいろな考えを表わ

中言の発音にもとづいた漢字の読みかた

四海の民すべて兄弟姉妹である︒それで︑

世界平和︑人間平等という理念が︑ここからわい

十五7411

る︒

と訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがあ

訓という︒それで︑たいていの漢字には︑この音

を﹁音﹂といい︑日本のことばによる読みかたを

十五387

たいそうほねがおれて︑

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

両がわの土べいの上から︑えんじゅや︑

えも無事にすんで︑長者の望みはとげられた︒

中ほどまでもどってきた︒それで︑のこりの田植

十二6012

した︒

八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ
てばかりいた︒

九575園 みました︒それできたんです︒
十三274

すてました︒それで︑ここをほると︑そういうも

九7910園 たべたけものの骨や︑角などを︑ここへ

︿略﹀の枝などが︑ずっとのびだしている︒それ
帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝

で︑ホートンは一本のトンネルのようになって︑

てくるのだ

それでは︑みんな︑あまの川でだいや

それでは︑わたしがかぞえてみよう︒

お礼に まいま

天人のまいをまって︑みせていただ

それでは︑たいをちょっとここへよんで

それでは︑お礼にわたしのいちばんとく

やっとあきらめていいました︒﹁それで

は︑もんくはいままでのとおりにしましょう︒

九721囹

八648園 それでは︑こかつてに︒

いな曲を︑一曲ひきましょう︒

七4511園

きてくれないか︒

六9511園

役にたつことがあるのかしら︒

れしかった︒﹁それでは︑自分のようなものでも︑

六94囹 ねじはこれをきいて︑とびあがるほどう

しょう︒

けませんか︒﹂ 天人﹁それでは︑

四紐5園

まいたします︒

四書4園 よくわかりました︒それでは︑おいと

なぐさめいたしましょう︒﹂

め﹁それでは︑なにかかわったことをして︑お

四掴3囹 おどりももうたくさんです︒﹂おとひ

二309囹

もんどをひろってきたのですね︒

一6010園

おさな子はおとなの父だ︒それで︑わた それでは ︵接︶16 それでは

一日一日と︑むすばれていくように︒

その品持を︑だれかに話してみたくてた

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒それで︑み

私は︑︿略﹀と︑ふしぎになってきた︒

大陸からは︑どんなことばがはいってき

へんゆかいです︒それで︑よきょうに︑﹃︿略﹀︒﹄

ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい

をおたずねすると︑

たのだろうかと思った︒それで︑先生にそのこと

十四274

それで︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒

十四246

んなは急いでそうじをすませた︒

十四203

のおじさんのところへ行きました︒

まらなくなりました︒それで︑すぐに︑おとなり

十三547

で︑

しは望ましい︑わたしの日々が︑自然をしたう心

十三525

うん︑うん︒それで今晩解るんだろう︒

十三4112囹

のがみつかることがあるのです︒

﹂たかぎ﹁あ︑そうそう︒それで︑ぼくも

九棚9囹 ぼくがあんまりじまん話をするもんだか
ら
負けまいと思ったんだ︒

で︑茶人は︑泉はどうしても支流のほうにはなく

九槌6 中ほどでは︑いい味はたえなかった︒それ
て︑遠い上流にあるのだとさとった︒
九柵11 なんだか氣がすすみません︒それで︑その
まま手足をちぢめて︑じっとすわっていました︒
ともできなかった︒それで︑父は︑︿略﹀︑佐吉を

十337 佐吉のもえるような研究熱は︑どうするこ
よその大工の家にあずけてしまった︒
十689 次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑
ずっとおくびょう者でした︒それで︑いよいよ︑
るえ声でいいながら︑

おしいれをあけるときになると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ふ

どこがわるいのでしょう︒

十一7210園 そうです︒それでぼくがきたのですが︑ 十四515囹

という話しあいをやってみたら︑

ます︒それで︑畑の上からとんできて︑森の上へ

なったよ︒それで︑おかあさんはどうしているの︒

十一839園 わたしはく略﹀すっかりじょうぶに

かかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしおろ

畑では空言がのぼり︑森ではくだつてい

十一一278 立ちはじめには︑物を持たせると立つこ

されるかたむきがあります︒

十四759

とができると︑だれかがいったことを︿略﹀︒そ

これは︑記おくのためにも必要な方法で
ある︒それで大昔には︑なわを結んで︑その結び

十五348

れで︑わたしはおべんとうの包みをこしらえて︑

十二561 そういう人たちのなくなるにつれて︑
順々に消えていってしまうものもある︒それで︑

それでも一それに
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九813園 それがよさそうだね︒それではまず︑一
メートルぐらいのはばで︑東西に四五十メートル
ほってみることにしよう︒

りっぱな体格は︑小さな清水選手のおよ

ぶところではありません︒それでも︑この清水選

十二8210

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

手の試合を見物しようと︑

十五491

めに︑家の道具を費らなければならなかった︒そ

十三445 ところが︑このしばいは︑舞台に出て來
る人が︑ただひとりです︒それでは︑これはしば

頭の上にも乗り︑口さきのめしつぶもつつ

一万光年の星もあります︒それどころか︑

金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ

﹇其無﹈︵副︶1

も休まず働くので︑

それとなく

ホランド博士は︑陣払中で費用が思うよ

それとなく

ありませんでした︒それどころか︑︿略﹀︑すこし

たし︑働きつけているので︑役にたたないことは

十一216

十万光年の星もちらばっています︒

八3510

指さきやくちびるへとびあがり︑とびついて︑

つくようになりました︒それどころか︑自分から

八68

それどころか﹇其処﹈︵接︶3それどころか

れでも︑やりかけたこのしごとはやめなかった︒

﹁それではなんだろう︒﹂

いではないかというと︑そうではなく︑
十四1910園

十四232囹 それでは︑これらのことばは︑もとは
このぎんが系というのは︑︿略﹀︒それで

どこの國のことばだったのだろう︒
十四3310

は︑このぎんが系全体が︑星の世界の全部かとい
うと︑

十四523囹花は︑美しいわかい女でした︒﹁それ
では︑座長の根さんのご指名で︑私から申します︒

それでも︵接︶9それでも
五617園 それでも︑まいにちあのつるをのばした
のは︑だれかしら︒

十五554

うにつかえないことについてくわしく話し︑それ

七351 さぶろうは︑私のからだにすがりついてい
ました︒それでも︑汽車がゆれるたびに︑前後か

となく論文刊行のむずかしいことをにおわせた︒

くわしくこぞんじではありませんか︒﹂

足がつめたくなって︑立ちどまったため

乙﹁それとも︑だれかにおききになったのです

七788園

それとも︵接︶4それとも

らおされて︑

八74 ぎょうぎのわるいまねをすると︑又略﹀︒﹂
としかったり︑それでもきかなければ︑指で追っ
たりしました︒

か︒﹂

十四886

であろうか︒それとも︑心の中で考えごとをして

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八506 そんなまずしいなりをしていても︑それで

いて︑思わず方向がちがったものであろうか︒

女の子は︑あきらめたのか︑おそろしい

九223 つばめをのせた飛行機は︑それから毎日の

十五柵12囹

きぬなの︑銀なの︑それとも蝿叩なの︒

のか︑それともおどろいて氣でも失ったのか︑

十五274

ように︑アルプスをこえてヴェニスへとんでいき
ました︒それでも運びきれなくて︑

九641 やまねこがすこし心配そうに︑それでもむ
りにいばっていいますと︑

こえなければ︑また︑どなる︒

らくだの足あとがつづいていました︒それなのに

人の足あとがみえません︒

ものごとを教えてもらえる人たちのなか

まいりをしたんだもの︒それなのに︑おまえさん

八827園

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

は口かずが多すぎる︒

で︑そのうえつんぼでした︒それなのに︑こんな

十二3910

それなら

それなら︑荷物をつけていることが︑ど

それなら︑海の水をあびて︑ねてい

︵接︶6

りっぱな文章が書けるということは︑

それなら

るがよい︒

三469囹
七845園

それなら︑かしこいものたちがものを

うしてわかったのでしょう︒

いっているときに︑自分の考えなどはいえないの

八804園

それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに

﹁それなら︑はがきをみたろう︒﹂

だよ︒

九574園

あたって死んでいるはずじゃないか︒

十697園

めずらしい日本人が舞いこんで來たも

のだ︒それなら嚢の写眞やら︑当時の日記やら︑

十五599囹

︵副︶1

それなり

きみに見せなければならないものがたくさんある︒
それなり

り︑まもなく息をひきとりました︒

八121 あらゆる手あてをつくしましたが︑それな

とりのこされるかと思ってさ︒それに︑

︵接︶21 それに

このまえきたときは︑風が強かったから︑

ちょうちょがでなかったんですね︒﹂女の子二﹁そ

七194園

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

静劇4 材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

きけんせんばんだよ︒

四459園

それに

七8211園私がさばくを旅していますと︑砂の上に

十一71囚囚 ﹃トップ︑バッター本︒﹄それでもき それなのに︵接︶3それなのに
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十五帯10園私は︑それは長いこと︑あなたを求め

こしんせつでしたね︒

ていた﹃正義であることの喜び﹄でございます︒

十五宙12園私たちは︑それは幸福なんですけれど︑

プは︑かさなしでもりっぱに役にたちます︒

ていて︑どこまでコーヒーを入れていいのか︑お

十四132里中に小さなめもりのようなものがつい

れ に 寒 か っ た し ︒﹂

ことがあるのですもの︒それに︑乗りかえもない

七359園 おばさんのうちへは︑もう二どもいった
し︑二時間ほどでっくのですから︒

十五柵2囹あなたは︑私の子どもたちに︑それは

それは

それは

それはそれは

すがたは︑

﹇其其﹈︵副︶2

かぐやひめの

それはそれはしいんとして︑だまってしま

﹇二等﹈︵代名︶1 それら

らはかたちも大きさもそれぞれちがってはいるが︑

六67園 いろいろな道具︑たくさんの時計︑それ

それら

いました︒

九695

うつくしくかがやきました︒

三価7

両親と子どもふたり︑︿略﹀︒それに︑こ それはそれは

早く谷底の地面へおりてしまわなければ

ミチル﹁なんてきれいなおかしでしょ

チルチル﹁それに︑このきれいな着物
おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑
さんたちが悲しそうな顔をしているときでも︑

いちばん美しい喜びなんですよ︒それに︑おかあ

十五麗12園

は︑まあ︑なんでこしらえたの︒

十五柵11園

たちは︑大急ぎに急いでいる︒

とは︑わかっているのだからねえ︒それにあの子

七813囹

この人は︑私どものらくだのことについ

いやなことをいうようだが︑それは︑い

私︑きょう︑ここにいて︑それはさび

分たち以上のものは︑見えないのです︒

十五柵8園私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

しかったよ︒

十五柵1園

い友だちはみんなそうしたものだよ︒

八8210囹

それはさっぱりしますよ︒

かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ

れたかと思うと︑石ころかなにかのようにお

かもめが目について︑それに氣をとられて︑

ちていきました︒

わきみをしたあたりが横にそれている︒

八569

もとのほうから割ろうとすると︑︿略﹀︑

きっと︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四782

を上にして︑上からはものをうちこむと︑まつす

十四794木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

ぐに割れて︑けっしてそれることがありません︒

﹇揃﹈︵五︶20

一5810

そろう

︽ーイ・ーッ︾与さ

それから︑そろってしろちゃんのうちへ

きそろう・せいぞろいする・でそろう

そろ・う

は十五夜︑まんまるい︒

四鵬8圏國白いころものそろいでまえば︑月

はまつ黒︑やみの夜︒

四㎜6圃園黒いころものそろいでまえば︑月

八815園それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑そろい ﹇揃﹈︵名︶2 そろい

て︑それはよく知っております︒

四492

十五9810囹あの子たちが青い鳥を持っていないこそ・れる ﹇逸﹈︵下一︶4 それる ︽ーレ・ーレル︾

う︒﹂いぬ﹁それに︑あんなに肉がある︒

十五844囹

しが大きなくちばしで女の子の頭でもつつけば︑

ならない︒それに︑もしまたとちゅうで︑このわ

十五265

がついていました︒

の子どもたちをせわする︑ひとりの女の家庭教師

十五207

す︒

わかりになります︒それに︑小さなさらがありま

七812園 それに︑もっとあやしいことは︑この人
は︑私どものらくだのことについて︑それはよく
知っております︒

八611 親あひるは︑ひながでてくるまえに︑もう
つかれきっていた︒それに︑たずねてくれるもの
も少ないし︑

んとうにいいんです︒それに︑ほかのものと同じ

八693園あれは美しくはありませんが︑たちはほ
ようにおよぐし︑

ね︒それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑そ

八814下水の上をおよぐのは︑いい氣持ですから
れはさっぱりしますよ︒

十673 こわいものはかえってみたくなります︒そ
れに︑だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる
が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十二478囹 でも︑生きた人間のほうがうまくやれ
るし︑それに便利でしょう︒

れに︑人間みたいに不平やわがままをいわないか

十二483夕空をとんだり︑すがたを消したり︒そ それは ﹇其﹈︵副︶8 それは
らね︒

十三417園 ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう
のは︑ぜいたくというもんだ︒それに︑うちはや
けなかったから︑本だってたくさんある︒
十三548 おじさんは︑絵かきではありませんが︑
絵がすきで︑それに︑わかいころ︑世界をまわっ
て來た人です︒

わりをお見つけになれるでしょう︒それに︑ラン

十四122国 もしこわれたら︑そちらでわけなくか

そろえる一そんな
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いきました︒

二288園 十二ひきのぶたが︑そろって川をわ
たりました︒
二632圏 みんな︑そろいましたね︒

よみ書きそろばん︒

んをはじいていました︒

五284 しんきちくんのおとうさんは︑店でそろば

四763 よ

せっかくあつめたことばが︑︿略﹀︒な そろばん ﹇算盤﹈︵名︶2 そろばん

んとかして︑そろえることはできませんか︒

二95園

かいをそろえてひとかき水をかくと︑

そろえたように

︽ シ︾

十461 そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいしてい

そん敬する

たエジソンのもとをたずねて︑

ぞんずる ︽ージ︾

﹁ぞんじません︒﹂

﹇存﹈︵サ変︶5

←こぞんじ
四605囹

魚一﹁ぞんじません︒﹂魚二﹁とりません︒﹂

六9410園 つりばりをとっていったものはないか︒﹂

ですぎたことかもしれませんが︑このか

どこのどなたかはぞんじませんが︑

六951園魚三﹁ちっともぞんじません︒﹂
七436園

んしゃの氣持を︑あらわしたいとぞんじます︒

七439園

村道

はなれぼしにある

村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ

﹇村道﹈︵名︶1

そんなときには︑

これ

これ︑たろう︒そんなきたない

おとといは︑そんな氣もちだつたけれ

かめをころがしているのです︒﹂うら

しま﹁そんなことをしてはいけない︒

四978園

ど︑きょうはちがうんだよ︒

四467園

ことばをつかうものではないよ︒

二4110園

す︒

がっこうにはいって︑べんきょうしてくるので

一549園

やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ そんな ︵形状︶63 そんな

顔して︑その足どりもいそいそと︒

十一384圃

そんどう

そのあわれな︑小
ふみ石の上にそろえてある大小二つのく
そろそろ

このわかいあぶらぜみは︑きゅうに真鯛に

さ︑そろそろ夕ごはんにしようか︒

︵副︶6

九169

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

は︑そろそろ日本をさっていき︑

十四935

ふたりの子どもはく略﹀草花をつみなが

ろとかなしげに通って行きながら︑

十五219

天使のようなすがたをした者が︑きらき

ら︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五鵬7

ぞろぞろ
大通りを︑ぶたがぞろぞろと歩いて行く︒

︵副︶1

ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒
ぞろぞろ

十三369

ずふ﹂の著者ダブリュー・ジェー・ホランド博士︑

母うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ 十五541 そん敬していたあの有名な﹁ちょうるい

きちんと

みんなも声をそろえてへんじをしましそんけい・する ﹇尊敬﹈︵サ変︶2 そんけいする

ふねはななつの大なみをのりきって︑

三276
三6210
た︒

二633囹 そろいました︒

︽ーエ・ーエ

ぞん・ずる

太郎かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて ぞんじ

返事をしました︒

十6611

えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

七996

なってとんだり︑

ものさしで

四415

と︑だ

三332園 はきものがきちんとそろって︑わたく
したちのかえるのをまっています︒
んだんそろいました︒

四581 二十五わ︑二十六わ︑二十七わ

四588 二十九わのかおがそろいました︒

四糊5圏國月の都の天人たちは︑みんなそ
ろってまいじょうず︒

そろそろ

つをちらと見た私は︑

十五622

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑

十四947女の子は︑両足を

なみをそろえてくれるにちがいないよ︒

五603囹あの三つの花が︑そろってしんこきゅう 十一112囹 いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
しているようにみえますね︒

五858園 おお︑みんなそろってきたな︒
七655 みんなそろって︑うえていく︒
七754 ふたりそろって︑遠くをみまわす︒

八52 秋のはじめのある晩︑一家そろって︑ぎん

六266囹

ざの大通りを歩いていましたら︑

八622園 さあ︑みんなそろったろうね︒

八247

そろえる

なって︑そろそろと歩きだしました︒

八741 がんのむれが︑そろってあしのあいだがら
とびたった︒

九価3囹 みんなそろったね︒
一つの生きものみたいに進んでいく︒

十一82園 乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑
十一345圏 さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内
そろって田植えする︒
物がちゃんとそろってならんでいた︒

十二6111 そうしてよく喪いってみると︑頼んだ品

﹇揃﹈︵ 下 一 ︶ 9

十二価8 みんなの歩調がそろったときに︑

ル︾

そろ・える
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そんな一そんな

五116園 そんな心配はいらない︒
六228園 きみたち︑どこへいくの︒﹂か引粁枇勃の
﹁ そ ん な 大 き な 物を持ってさ︒﹂

六487圃 どこかでだれかがめくってる︑大きなき
れいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒ふと︑
そんなこと思わせる︑あのまっさおな海の色︒
こと思わせる︑あのまつ白な波の音︒

六494圏 いつもでてくる小人たち︒ふと︑そんな
六695 かべ新聞の大きさは︑︿略﹀︒そんなに妬き
くはありませんが ︑

なことをきいたりして︒

六7611囹 なんだい︑ごろうくんは︒きゅうにそん
六818園 そんなこと︑いやだよ︒
六823園 そんなにつりがしたいのか︒
そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六m10 新しいことがあたまにうかんだので︑もう
七82 かしの木は︑きょうもそんなことを考えた︒
七144 ﹁そんなに︑手をやかせるな︒﹂
七183園 そんなに実をとつちゃいけない︒
七263園 兄﹁なまいきいうな︑はるお︒﹂母﹁これ
これ︑そんなこと ︒

だしたりして︒﹂

七3011園 母﹁どうしたんです︒そんな大きな声を
七345園 そんなにおしたって︑だめですよ︒

七722 うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども
のように︑からだまであらってもらって

七787囹 甲﹁え︑でも︑そんなにくわしくこぞん
じではありません か ︒ ﹂

七795囹 さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいっ
てもらおう︒﹂旅人﹁そんな︒﹂

八506 そんなまずしいなりをしていても︑それで
も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

どれ︑たまごをみせてごらん︒ははあ︑

そうだ︑そんなものはほっておいて︑

八644園

おまえさんは︑することがないから︑そ

んなことを考えるのだよ︒

八811園

たまごを生みなさい︒そうすれば︑そん

なことは考えなくなってしまうよ︒

八813囹

くおりておいでQ

九403団國そんな高いところ︑あぶないから︑早

まあ︑そう︒でも︑いっそんなことを

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十二299園

もちろん︑ことばをつかっていることや︑

覚えたんでしょう︒

十二341

へえ︑そんな大きなものを︑どうして

そんなものがこの世にあることさえ知らず︑

十二4410園

ひとみの中には︑﹁なぜ︑そんなこと

動かすんでしょう︒

十二8010園

だめだい︑そんなこと︒

りすをみつけて追いかけたこと︑︿略﹀

をきくのか︒﹂という色があらわれていました︒

九653囹

二﹁もういいじゃないか︑そんな話lI− 十二924

すすきの野原を心にえがき︑自分もそん

はく害のため︑考えをかえてしまったの

うん︑うん⁝⁝そんなこと⁝⁝かまわ

いっしょにっかえばいいよ⁝⁝うん︑

そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝う
十三566園

きっと先生も︑そんなお氣持で︑この

そんなにちがうのですか︑おじさん︒

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

十三618囹

ん⁝⁝へえ⁝⁝そんなにしんせつだったの︒

十三426園

ているんだよ︒

二けんぶんも︑三げんぶんもの人が︑寝とまりし

氣のどく一そんな︑だって︑いまどこの家でも

十三414園

ないよ︒

十三412囹

かというと︑そんなことはありませんでした︒

十三166

なところにいって遊んでみたいと思う︒

十二9410

そんなことがふくまれている︒

九919園

わたしは︑そんなにこわいものではあり

﹁︿略﹀︒﹂そんなことをくもは思いました︒

たかぎくん︑いこうよ︒﹂
九柵4

十131囹

もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑ど

ませんよ︒

十302

そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと

うしてそんなことになったか︑

十6612

になってはつまらないから︑

このうえそんならんぼうをしては︑いっ
その十二文さえもありませんでした︒そ

そうしかられるじゃないか︒

十724園
十一279

そんなにぶらさがっちゃ︑電車は動け

んなわずかな金がないということはいえません︒

十一531園
ませんよ︒

電車もなみだをこぼしています︒そん
なにおさないでください︒

十一536園

先生︑どうして︑そんなにたくさんの

いま︑日々の生活にもつらい思いをして

いますが︑そんなことにへこたれてはいけません︒

十四373

外國のことばが︑日本語になったのでしょう︒

十四247囹

どんどんお続けになった︒

十一6512囹そんなに年よりではないのですが︑外 十四217 先生は︑そんなことにはおかまいなしに︑
重みのかかった枝のつけね︑ふわふわし

國から帰ってきたのです︒

十型ー62

た軽い葉︑そんなところをはっきりつかまえたい
あなただってその実をそんなに美しく

ものだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒

窪田ー96囹

そんなら一た
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て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四536園 どうしてそのめしべの根もとがふくれ

身がってなことはいいませんよ︒

十四604園 しかし︑ぼくは︑そんなよくのふかい︑
十四939 ひもじいので︑そんなことを思った︒

十五267 このわしが大きなくちばしで女の子の頭
でもつつけば︑大けがをするか︑殺される心配が
ある︒そんなことのないうちに︑

原因と結果との関係もないのに︑一つの

ことは他のことの原因であると︑信ずるのである︒

十三114
この赤絵製作の方法が他にもれないよう
それ以前は︑おたがいに他の遥々のこと

に︑保護されていた︒

十五484
十五804

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑
田Oあおた・いなだ・みずた

田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

﹇田﹈︵名︶13
八606

た

くだ・ふとったこうふく・ふとったこうふくさん・

ば︒しまった・たいした・ちょっとした・にげたら

しきた

﹁はいった︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

しろ

ふとったごうふくだち・ふとったこうふくども・よ

一98圃園たま︒

﹁はいった︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

あか

一101圃略
園﹀︒﹂ ﹁はいった︒﹂ しろいたま︒

一103圃園
たま︒

一104圃略
圏﹀︒﹂ ﹁はいった︒﹂ あかいたま︒

一179どこかでなきだした︒九ゆうやけ

らもおなじでしたね︒もう一どやり
一119囹

一106囹 ﹁かごにはいったたまをかぞえまし

田や野原をこえて︑どんどん走っていった︒

森の中には深いみずうみがあった︒

八765

十五567園 その際算出した高さは︑実測の結果と
わずか十フィートしかちがわなかった︒そんなわ

どこの田も︑たんざくがたにでそろってに
田をならしている農夫︒

そのうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑を

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた
金次郎は︑︿略﹀いねのなえをひろって︑

ひらいたとおも

れんげのはな

なんのはなひ

一194ん
圖のはなひらいた︒

一197み
圏るまにつぼんだ︒

みるまにつ

つぼんだ︑つぼ

一196圏
らいたとおもったら︑

一⑲6圃らいた︒ ひらいたとおもったら︑

一195げ
圃のはなひらいた︒

﹁193ひ
圏らいた︑ひらいた︒

一193は
囲ねる︒ ひらいた︑ひらいた︒ なん

八981
十2210

ぎやかです︒

けで︑私と日本とはふかい関係があるのだが︑

十五907園 そうそう︑思い出した︒だれだか︑い
つかそんな話をしていたっけ︒

十一294

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一283

みんな流されたりしましたので︑

十五9910園 ここにいる子をだれも知らないなんて︑ 十一1910
そんなことあるものですか︒

十五柑12囹︺ぼく︑おかあさんがそんなお金持だと
は知らなかった︒

そんなら ︵接︶2 そんなら

れんげのはな

なんのはなつ

一201ぼ
圏んだ︒ つぼんだ︑つぼんだ︒ なん

つぼんだとおも

一201つ
圃ぼんだ︑つぼんだ︒

一202ん
囲のはなつぼんだ︒

くわをかついで田をみまわれば︑日は

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみました︒

一203げ
圓のはなつぼんだ︒

十一361圏

その近道というのは︑田のあぜ道で︑

しょうQ

九682園 そんなら︑こういいわたしたらいいで

十一601

また照って水たっぷりと︑

て︑母親にすすめました︒﹁そんなら︑今夜いっ

十一247圏 金次郎は︑自分の考えをくり返し話し

一236ぱのようにしました︒﹁くつがなる﹂で

一234うにうこかしました︒﹁うたをうたえば

一233ころはこまりました︒そこで︑りょうて

一231
きよくあるきました︒﹁みんなかわいい

一226
とてをつなぎました︒﹁のみちをいけば

一223がえておどりました︒わたくしは︑﹁お

一221うたをうたいました︒それから︑この

︻205み
圏るまにひらいた︒ 十 ゆうぎ ﹁お

みるまにひ

一204ぼ
圏んだ︒ つぼんだとおもったら︑

︽タ・ダ・タラ・ダラ・タロ︾■

﹁204ぼ
圃 んだとおもったら︑

さいわい近くの田で働いていた村の人た
昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎
長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

た

きのう植えたなん千アールのあの美しい

5タ

おおわしにのったはなし・がいこくからきたこと

︵助動︶隔

田さえなく︑

十二613

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十二602

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十二579

ちに助けられて︑

十一611

た

て︑返してもらっ て き ま し ょ う ︒ ﹂

た

﹇他﹈︵名︶4

他

ぞんぶん 3おもうぞんぶん

た

のつながりもなく ︑

十三113 一つのことと他のこととの間に︑すこし

一238
しました︒﹁はれたおそらにくつが

あしぶみをしました︒﹁はれたおそらに
えにさしあげました︒二ばんの﹁はねて

一239圃
一241

一244 んぴょんとびました︒ここが一ばんお
十

一ばんぼしみつけた︒二ばんぼしみつ

一245 ばんおもしろかったとおもいます︒
一258

人のかお

一261 二ばんぼしみつけた︒こもりうたがき
一265 とりもねむりました︒らじおもねむり
一266 じおもねむりました︒くさもきもねむ
一267 もきもねむりました︒ 十二
一288囹

十三

手と

でなにをみましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一278 れもだれもちがつたかお︒ひとつのか
一289園 なにをききましたか︒﹂十三

︵七︶

﹁︿略﹀︒﹂

うさんは︑ひろったことがありますか

ようさんがきました︒

一541園

どもひろいました︒このお月さんの

一535

一542園

ばにたっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いうこえがしました︒

がひろえなかったら︑どうなります

︑たまがひろえたら︑お月さんのく

ふたりは

でえきにいきました︒﹁︿略﹀︒﹂かくせい

一544園

︵二︶

んがちかづきました︒へやのなかでは︑

うさんがききました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一547囹
一548

しろいきものをきたおんなの人たちが

なたまがひろえたら︑またお月さん

たくしにみせました︒ ︵八︶ おべんと

わたくし

一553園

︵三︶

一563

んならんでいました︒しろちゃん︑はね

もうついていました︒まどのところに︑

られてしまいました︒

やさしくいいました︒つぎのへやで︑

ちのばんがきました︒かばんをあけて

一571

たくしのうちにいたきょうだいです︒

一568

手をとりあいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

したちをよびました︒おじいさんは︑わ

一574

一573

いらっしゃいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ ︵九︶

むしめがねをもったおじいさんが︑や

一575園

みながらいいました︒﹁︿略V︒﹂そうい

一579
をもってあげました︒わたくしは︑おば

一592

一589

一585園

一584園

のなかにありました︒おじいさんも︑お

のうちへいきました︒しろちゃんのう

おれいをいいました︒それから︑そろっ

︑どうなっていたかわかりません︒

うさんのもっていた四かくなかみに︑

をおしてくれました︒︵四︶きしゃが

をとってあげました︒よにんがむきあ

一596

そうしてくれました︒ ︵十︶

くださらなかったら︑どうなってい

かざってありました︒びいいっと︑しゃ

くこしをかけました︒へやには︑きれい

一601

みんなわらいました︒しゃしょうさんが

やっときがついたの︒お月さんのく

のうさぎさんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一608園

一607囹

一605園

一604圓

一603囹

いこになりました︒おかげさまです︒

いこになりました︒まきげちゃんも︑

いこになりました︒はねちゃんも︑も

なごになりました︒ぴょんちゃんも︑

おいていただいたおかげで︑しろち

すずしい

とねてしまいました︒

一609 おれいをいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一611園 どをひろってきたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒

まをおしつけました︒ ︵十一︶ よるに

わたくしがもったら︑ただのいしこ

略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︑たまをひろったなかまですよ︒﹂お

で︑目がさめました︒もうあさでした︒

一624

一619囹

一618

一613園

︑わたくしがいったとき︑しゃしょう

んも目をあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

がながれていました︒﹁︿略﹀︒﹂ひとりこ

た︒もうあさでした︒おおきな川がな

ぜがふきこんできたので︑目がさめま

︵六︶

ってきていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

がふえをふきました︒きしゃはすぐは
ぐはっしゃしました︒︵五︶きがつい

うだらりとさがったしろちゃんのみみ
︑またひびきました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

きしゃがきました︒かくせいきのこ

一5710 みをみてききました︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

4了

48

一308 手で︑なにをもったでしょう︒この手

まことさんのかいたことば︒お日さま

かきねにさきました︒ゆめをみました︒
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一321 ばから︑おもいだしたことばを︑つぎつ

一321 ぎとかいてみました︒ただおさんのか
一322 ただおさんのかいたことば︒お日さま
一332

よしこさんのかいたことば︒お日さま

一326 みちこさんのかいたことば︒お日さま
一335

一387 のはながさきました︒あさがおのはな
一392

た︒ゆめをみました︒ゆうべ︑おもしろ

一388 がいつつさきました︒うすももいろの
一393

一394 ろいゆめをみました︒ゆうべ︑おとうさ

つたゆめをみました︒十七山のつつ

一396 んのところへいったゆめをみました︒

一396

一402 山のつつじがさいた︒まっかなつつじ
一412 ちのなかではなした︒でんとうのした
一418 り︑びかり︑ひかった︒せんせいの目の
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一626 りがはじまりました︒きゅうにあたり
でんとうでもついたのかとおもってみ

一627 あかるくなりました︒でんとうでもつ
一627

︒﹁ああ︑つかれた︒ひとやすみ︒﹂わ

こえでうたいました︒﹁︿略﹀︒﹂わたくし

おどりまわりました︒わたくしは︑﹁み

とっておどりました︒おとうさんも︑わ

いさんがいいました︒おんがくにつれ

一629 がでるところでした︒﹁︿略﹀︒﹂といい

一637
一6310
一642
一643

一644囹

︑ うとうとしました︒

︵十二︶ ﹁︿略﹀

一645 しは︑そこにあったこしかけにもたれ
一646

きあげてくれました︒

あいうえおく略

やげにいただいたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

な人︒どうかしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

つとをさぐりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一649 えで目がさめました︒おもわずぼけつ
一6410

一652園

一655囚囚

一6510

﹂ここまできたとき︑とみこさん

二610 略﹀︒﹂といいました︒すると︑まさおさ

二68
略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁あさが

おもいっきましたね︒では︑﹃あさ﹄

略﹀︒﹂といいました︒ただしさんは︑﹁︿

ものとに︑わけたらいいとおもいま

ニー96

ばから︑おもいついたことばをじゅんじ

に︑ひとりがいったことばから︑おも

いとおもいましたが︑かねがなった

二213園をかけていました︒しまいまでみて

づけて︑あそびました︒よしこさんまこ
二214囹

が︑かねがなったので︑やめてきま

二201

ばをかきつけました︒そうして︑ひとり

略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂そこで︑

二215囹

二201

りにわけてみました︒わけているうち

二215園

ものとに︑わけたらいいとおもいま

かわっていきました︒はじめはむずか

二217園 大きくなりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

二223園

までもありました︒どうしてですか︒

あそびをしました︒よしこさんのは︑

︑やめてきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

しいとおもいましたが︑だんだんおも

二227園

えにっき

もしろくなりました︒

二

をならべてみました︒かたちのにたも

︑はねのいたんだ大きなちょうちょ

いとおもいました︒びょうきではな

二231圏はとをだいていたら︑たいへんあっ
二232囹

した︒かたちのにたものをならべて

をならべてみました︒ちがったのをな

二233囹

なしをしてきました︒きょうは︑いちろ

二244園

二237園

さがっていました︒あんまりいうが

けてしぼみました︒みてください︒﹂

二235尋問にきていましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

みました︒ちがったのをならべてみま

二246園

をならべてみました︒いろいろかえて

かえてならべました︒おばさんのうち
つついただきました︒ひとつはまっか

二252

五 お

とつはまっかでしたが︑ひとつは︑はん

いちろうさんのしたおはなし︒﹁︿略V︒

つきませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いろをしていました︒おさらにのせて

二257

ながれてきました︒きゅうりがなが

︑川がありました︒くつがながれて

二268園

二266園

二264園

はしがありました︒二ひきのやぎが︑

さだおさんのしたおはなし︒﹁︿略V︒

﹀︒﹄といいました︒﹂

中にはいりました︒﹃︿略﹀︒﹄といい

ながれてきました︒きゅうりが︑くつ

ふいてあそびました︒赤や青やむらさ

二269囹

月さまは︑どうしたらえにかくこと

さまがのぼりました︒あんな大きな︑

二281囹

二277園

やぎがいいました︒やぎとやぎと︑

やぎがいいました︒﹃︿略﹀︒﹂と︑べつ

二273園 中でであいました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑一ぴ

二285園ちてしまいました︒﹂ ︵三︶ すみこさ

二283園しあつていました︒そのうちに︑二ひ

二287囹すみこさんのしたおはなし︒﹁十二ひ

しりとりをしました︒ただおさんみち
︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ぬれたきものをきて︑か

をしてあそびました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ばあそびをしました︒はじめにしりと

︵二︶ さだおさ

ふたこもできました︒まんまるいお月

二263園

二262囹

P囹

のせてかざりました︒大あめがふりま

大あめがふりました︒にわに川ができ
わに川ができました︒あめがやんで︑

一一

のたまができました︒ふたこもできま

で︑にじがでました︒大きなにじでし
︒大きなにじでした︒しゃぼんだまを

Q6

二72

二73園

二83 へんなこえでいったので︑みんなわら
二83みんなわらいました︒ ︵二︶ つぎの
二86とばをあつめました︒それから︑﹁う﹂
二88とばをあつめました︒おしまいに︑﹁お﹂
二89 とばをあつめました︒あつめたことば
二91つめました︒あつめたことばを︑みんな
二91きとめておきました︒ ︵三︶ 先生が
二94囹 せっかくあつめたことばが︑こちゃ

二97たずねになりました︒みんなは︑いろい
二98いうかんがえました︒ふみおさんは︑﹁︿
ものとに︑わけたらいいとおもいま

ニー03 略V︒﹂といいました︒はるこさんは︑﹁︿

ニー01園
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766

ろをわたりました︒きをつけてわた

川をわたりました︒あさいところを
けてわたりましたから︑みんなむご
一ばんはじめに︑

きしにつきました︒きしにあがって
かぞえてみました︒
んがかぞえました︒﹃︿略﹀︒﹄ぶうちゃ

︒みんなわたったはずなのに︑どう

かぞえてみました︒﹃︿略﹀︒﹄やっぱり

かぞえてみました︒やっぱり十一び

なのに︑どうしたのだろう︒﹄﹃︿略﹀︒

︵四︶

くにおさ

さわぎたてました︒﹃︿略V︒﹄﹃︿略﹀︒﹄

かぞえてみました︒けれども︑やつぱ
さわぎ を し ま し た ︒ ﹂

くにおさんのしたおはなし︒﹁ある

いうものをみたことがあるかい︒

くらがありました︒そのうちのひと

﹀︒﹄といいました︒おしまいのめく
二365囹
二367園
もっていいました︒﹃︿略﹀︒﹄めくらが
二372園
ってしまいました︒﹂ ︵五︶ たけこさ
二374 たけこさんのしたおはなし︒﹁︿略V︒
のをみつけました︒ ﹃︿略﹀︒﹄ と う
二376園
うがとんできた︒﹄ とうたいなが
二378圏圏
えっていきました︒空は︑ほんとうに
二379園
うに青い色でした︒﹂六山びこ で
二3710園

二603

二604園
二621囹

二618園
二622園

が二年生になったら︑あたらしい

ておっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂ 九

みんな﹁のりました︒﹂

春

一

煙う﹁ぼちさんは

﹁みんなのりましたか︒﹂みんな﹁のりま

さんはのりましたか︒﹂ぼち﹁わんわん

んな﹁そろいました︒﹂巳紳う﹁では︑しゅ

二632園 んな︑そろいましたね︒﹂みんな﹁そろい

おでになったか︑おしゃかさま︒

かるくなってきた︒﹂みけ﹁やあ︑かす

W囹 かるくなってきた︒﹂みんな﹁あかるく

二633園

二659囹

三96圃と︑

くいえませんでした︒おしゃかさまは︑

おもいになりました︒そこで︑まいにち

いうでしがいました︒はんたかはもの
三116

た︒一年たちました︒けれども︑なにも

えることにしました︒一年たちました︒

三114

さんからもらったのです︒﹂こういつ
二543園

三121

三119

三112

とをかんがえました︒わたくしには︑お
︑どんなかただったでしょう︒こんな

三131

およびになりました︒﹁︿略﹀︒﹂はんたか

二569いのはらをみました︒なの花が︑いちめ

三135園

ん︒二年すぎました︒まだなにもおぼ
︒三年になりました︒やはりかしこく
二57一 んにさいていました︒ちょうちょもと

三126

ものがいいました︒﹃︿略V︒﹄と︑また

二573よもとんでいました︒わたくしは︑﹁み

むつてしまいました︒ゆめに︑ひろい

も︑手でさわったことがあるかい︒

ことがわかりました︒きれいなことば

の中にしまいました︒そのうちに︑きた

いにたのみました︒ぞうつかいは︑﹃︿

かいがいいました︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄

とがしてきました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑ぞう

二588 なしをなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂ここまで

二586 こにこなさいました︒ ︵二︶ 先生が︑

二581よくにたかたでした︒わたくしは︑おも

二581じいさんによくにたかたでした︒わた

三148

三146

三144囹

三143

きにあずかりました︒おしゃかさまは

V︒﹂とさとりました︒ある日︑おしゃ

二602

をおもいだしました︒先生はつ
︑づけて

しえてくださったことは︑きれいな

てんにまいりました︒はんたかもおし

三159

とに︑はちをもった手が︑するすると

わきにならびました︒そのときです︒

にまじっていました︒こてんのいり口

三1510

三鳩2

こともわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂とさと

ぞうをとめました︒六人のめくらた
︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄二ばんめ
︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄三人めの

T9 T9 T9 T9

二601 お
ではなしをきいたとき︑わたくしは︑

三1410

おつきになりました︒でしたちはその

そとにのこりました︒こてんでは︑おし
つるして︑とがったものじゃないか︒

xといいました︒四人めのめくら
xといいました︒五人めのめくら

P0

一一
一一
一一
一一

によってきました︒はじめのめくら

Q囹 たらいてきました︒二年生も︑これで
S園 きょうをしました︒三年生も︑これで
U園

三159

三157

29652108518653110754296310873642198
園受信三園園園園囹三園囹園

れをつかいました︒﹂ここまでおはな

園囹園園園園園囹痴言園囹園園圏園囹囹

べんきょうしました︒四年の人たちも︑

ことだよ︒わかったかい︒﹂はんたかは︑

かおをみつめました︒﹁︿略﹀︒﹂はんたか

だ︑さわってみたこともない︒﹄と

またたずねました︒するとみんなは︑

三141

xといいました︒こんなはなしを

三138

三122
三123

にはおいでになったにちがいありませ

二396園ここまでのぼった︒すこし休もうか︒
二432囹
﹁ぼくがわるかったよう︒﹂山びこ﹁わる
二433園
山びこ﹁わるかったよう︒﹂㈱批う﹁ほら︑
二539囹
さんにいただいたの︒﹂こういつて︑

一一

二576あるいていきました︒そこへ︑ひとりの

xといいました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑ほか

U5

S
V

一一
一一
一一
一一

Q

W

T6 T6 T5 T5

二579さんがでてきました︒みると︑わたくし

〉。
〉。
〉。

〉。
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三251
略﹀︒﹂といいました︒そこで︑切るこ

いさんがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは

な木をみあげました︒あるちえのある

略﹀︒﹂とこぎました︒おどろいたのは︑

うがのりこみました︒そうして︑﹁︿略﹀

ることになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

たかになっていったということです︒

います︒あがったところのかべには
はいっていました︒なの花の大きな

けいがありました︒青色やちゃ色の

びんもありました︒へやのすみに︑

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

ならんでいました︒お米や豆をいれ

きのっていました◎ナフタリンのに

が立っていました︒そこに︑はくせい

さしてありました︒みんながそのま

六

かえり上

いってしまいました︒ぼくらはふたり

た︒きょうならったばかりのしょうか

るいてかえりました︒きょうならった

すれにあるきました︒たんぽぽのみが︑

七

卜うさぎ

わたっていきました︒もうひと足でり

おりにならびました︒卜うさぎは︑﹁︿略

略﹀︒﹂といいました︒わにざめは︑意う

ぜいつれてきました︒白うさぎはそれ

略﹀︒﹂といいました︒わにざめは︑﹁︿略

わにざめがいましたので︑これはいい

みたいと思いました︒ある日︑はまべ

走ってかえりました︒

なってしまいました︒ぼくは︑学校どう

こ道をかえりました︒﹁︿略﹀︒﹂ひとりぼ

ってとんでいました︒ズ略﹀︒﹂みよこさ

ながらあるきました︒くわばたけのく

るいてかえりました︒ぼくがまん中で︑

りがないていました︒ぼくらはくさは

おかきになりました︒

ところにきました︒白いうさぎが︑

なとおもいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂先生が

しらえていました︒かんなをつかっ

いとおもいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

いをしていました︒わたくしも︑早く

いをしていました︒まつ白なかびん

33

三237囹らないで︑こまったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三162 えにのびてきました︒それをみたこて
三162 ました︒それをみたこてんの人々は︑
三252

にも大さわぎでした︒なん十人︑なん百

ることになりました︒こんな大きな木

三259
三262

三2510

三163 りしてしまいました︒王さまは︑﹁︿略﹀

とおっしゃいました︒王さまは︑すぐ

ここまでのばしたのです︒﹂とおっし

三166 とおっしゃいました︒おしゃかさまは︑
三171園
三172

略﹀︒﹂といいました︒そこで︑大ぜいの

三275

三271 ることになりましたなん年かかかって
三272
ができあがりました︒いままでみたこ
三272 した︒いままでみたこともきいたこ
三273
みたこともきいたこともない︑大き
︑大きなふねでした︒海にうかべて︑

三275

る人々もいいました︒すると︑あのち

ぎました︒おどろいたのは︑そのふねの

略﹀︒﹂といいました︒そののち︑はや

すのきでつくったふねだもの︑いき

三276

三288

三285囹

三282

三273

三269

三266うことになりました︒すると︑あのち

三173 およびになりました︒はんたかは︑しず 三263 が︑切りはじめました︒長いあいだかか
三174 にあがってきました︒はんたかのから 三264すことができました︒こんどは︑切りた
三265 んどは︑切りたおした木を︑どうするか

三179 光がさしていました︒ 三 ことばあっ

の名をあつめました︒花の名は十二
十二あつまりました︒虫の名は十五
十五あつまりました︒魚の名は十三
十三あつまりました︒鳥の名は十四
十四あつまりました︒あつめたことば
まりました︒あつめたことばにえをか
えをかきそえました︒手わけして︑その
べることにしました︒えをかいていく
だんふえてきました︒先生が︑こくばん
おかきになりました︒コくみの人たち

三297

がおっしゃいました︒みんなはあちら

三292 ︑海をわたりました︒そのおかげで︑
三295 なってこまっていたたくさんの奄々は
三303

ちらにわかれました︒あとで︑できた
した︒あとで︑できた作文を︑ひとりび
三324囹
三335園

109728538637645434294278754219876
二百早事園前極二二園園園園
33

39

三182の名をあつめました︒二くみは虫の名
三183の名をあつめました︒堅くみは魚の名
三184の名をあつめました︒四くみは鳥の名
三185
三191
三192
三193
三194
三195
三195
三197
三202
三204
三216 略﹀︒﹄﹂できあがったものをうしろの

三216 のかべにはりました︒みんなおもしろ
三217 しろがってみました︒ 四

三307

三306

はやとり

三223 すのきがはえました︒たいへんないき
三224 とのびていきました︒なん年かたつう
三226 きは︑いままでみたこともきいたこ

三308

みたこともきいたこともないほど︑

三226

三308

いほどになりました︒まいあさ日がで

りびとりよみました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三227 きな木になりました︒とうとう︑その
三232

三229 くようになりました︒大きなえだは四
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34

34

34

34

34

34

35

3了

3了
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三454園うまくだまされたな︒ぼくは海をわ
たってきたかったのだ︒あははは︒﹂
三455園
三457 いってわらいました︒わにざめはそれ
三4510 いそうおこりました︒いちばんしまい

三461 ちばんしまいにいたわにざめが︑酔う
三462 とってしまいました︒白うさぎはいた
しくないていました︒そのとき︑みな
とおっしゃいました︒白うさぎはすぐ

まらなくなりました︒そこへ︑おおくに

海の水をあびました︒するといたみが

略﹀︒﹂と︑いいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュ

三665囹︑﹁どっちへいったらいいか︑風にき

わりをなさいました︒そのとき︑ピi
三666

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂女の子た

ユデーがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

三663

うし

三668

おびになって︑

せど

三6610

かぜであれた︒

うたをわすれたカナリヤは︑

やな

︑

うたをわすれたカナリヤは︑

ぞう

三676

は空をみあげました︒青々とした中に

さんがおっしゃったので︑みんなは空

子たちもいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おと

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂男の子た

三679

ました︒青々とした中に︑ふんわりし

子たちはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂ジュデー

三6710

三674

おまちになりました︒ほかの子どもた

三6710

三672

うたをわすれたカナリヤは︑

わすれたうたを思いだす︒

うたをわすれたカナリヤは︑

べれば︑

て︑まっていました︒そのとき︑マイ

中に︑ふんわりした︑小さな︑白い雲

そびにでかけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュ

略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

三6710
三687

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラ

三682雲がとんでいました︒雲は︑もりの方

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
ユデーはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

うまでのぼりました︒そうして︑そこで

三699

三697

三694

んをたべていました︒そのとき︑ピータ

しろくあそびました︒

はおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂それから

なの心があいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

三6810 iバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなの

みずうみへでました︒みずうみにはボ

ビッドはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

がうかんでいました︒みんなはボート

三703

てへんじをしました︒みんなの心があ

トにのりこみました︒三人の男の子は︑

三708

三706 は大声でいいました︒ゆかの上に︑な

三692

うにこしかけました︒ふたりの女の子

なの心があいましたから︑いっしょに

えにこしかけました︒まん中には︑おと

子たちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑男の

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の

おこぎになりました︒みずうみを右へ

三718

三716

三714

三712

iバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

︑つまんでみました︒けれども︑つまむ

がおっしゃいました︒そこで︑デビッド

ビッドがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

三708光った︑ぴかぴかしたものがあります︒

三722

かえしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなが

クルがたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

三7110

ってきてはきました︒けれども︑はきだ

みんながいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑また

がおっしゃいました︒そこで︑バーバラ
あわなくなりました︒そこで︑おとうさ

子たちがいいました︒また︑心があわ

三727

三725
三729

ーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂マイクル
イクルがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

まわりになりました︒もうみんなはど

はんたいにこいだら︑ぐるぐるまわり

子たちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

なにか︑長い︑光った︑ぴかぴかしたも

るのをみつけました︒﹁︿略﹀︒﹂ピーター

五人

63

お日さま
63

いらっしゃいました︒このかたは︑さき

58

60

61

63

どおとおりになったかたがたのおとう

X
ノ 高い高い
あんなところ

海があれた︑
かぜであれた︒

55

56

56

5了

5了

61

5了

61

62

62

62

63

っていらっしゃったので︑おそく．おな

よあけにぽあ

ぞくおなりになったのです︒おおくにぬ

の花が さきました︑

かぼちやの花

たずねになりました︒白うさぎはいま

こ ろ に さきました︒

はかげにふた

ことをはなしました︒﹁︿略﹀︒﹂白うさぎ

く ん で さきました︒

かなかなぜみも

のように なりました︒

ふ た つ さきました︒

れ ゆ れ さきました︒

かっ

の花が さきました︑

観圃圃圃圃圏圃圃團与野圃上長

62

63

63

63

63

64

64

石やさん

る︒

海があれた︑

山があれた︑

vと いいました︒ うぐいすはう
vと いいました︒ りすはしらか
vと いいました︒ いなかのやね
vと いいました︒ こどもは石の
vと いいました︒ おてんとうさま
vと いいました︒ がん がんが
〉。
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〉。
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たずねになりました︒白うさぎがいま
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んながこたえました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三818

三817

ーターがいいました︒ピーターは赤が

三999

1は赤がすきでした︒﹁︿略V︒﹂マイクル 三梱3

とおっしゃいました︒

十三

かぐやひ

んがすんでいました︒おじいさんはま

三8110

三819囹

イクルがいいました︒マイクルはみど 三眠1 竹が一本ありました︒ふしぎに思って︑

﹁みどり色︑みえた︒﹂マイクルがいい

三733

三731 おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなが
た︒﹁きらきらした水かしら︒﹂﹁︿略﹀

三㎜5をとりにいきました︒ある日のことで

がこうさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂マイクル

たしにさずかった子にちがいない︒

がすわっていました︒おじいさんはよ

三734園

三冠9囹

三二4

三7310

︒﹁青い色︑みえた︒﹂ジュデーがいい

みどりがすきでした︒﹁︿略﹀︒﹂ジュデー

三821

三828

ビッドがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂そのと

iバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂デビッド

三麗9

ねもちになりました︒また︑小人のよう

大きさになりました︒そのうつくしさ

三慨7 た︑小人のようだったおひめさまは︑三

三麗6

三822囹

三83一

いらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂とおき

三744

がおっしゃいました︒それで︑みんなは

三741園 こからやってきたの︒﹂マイクルがた

しずむ と こ ろ で し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

三748 えてくださいました︒みんなはそこを
三749 なはそこをみました︒お日さまが光り

三836

三834

三746 まどぎわへでました︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

まからやってきたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そ

のせてかえりました︒そうして︑かごの
三823 ユデーがいいました︒ジュデーは青が 弓鳴1
三825 1は青がすきでした︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラ 三聖3 いじにそだてました︒それからという
三品5がはいっていました︒おじいさんのう

三7410

しずんでいきました︒﹁︿略﹀︒﹂ピーター

おききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三757

三752囹

三鵬1 いう名をつけました︒おじいさんは︑き
三三4 ︑すぐなおりました︒世の中の人たち

きこんだりしました︒一どでもかぐや

りをとりまきました︒そうして︑かきね

うにだれがかけたの︒﹂と︑マイクル

三鵬9

りました︒﹁みえたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

三梱1

三837園

イクルがききました︒﹁︿略﹀︒﹂だんだん

三838園

光︑どこへ いったの︒﹂ピーターが大

略﹀︒﹂といいました︒みんながみます

三759園
三839

三761 が大声をあげました︒みんなでさがし
三846

さがしまわりましたが︑ゆかの上には

三763 うみえませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

おいでになりました︒けれども︑かぐや

さんにたのみました︒その中には︑み

らめてしまいましたが︑さいごまでど

三価10

ができませんでした︒かぐやひめのひ

三皇3 わってしまいました︒たいていの人は︑

三態6

ん人かのこりました︒それで︑かぐやひ

三悩7

三面4

三762

がおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビ

三塒6

って︑それができたらおよめにいくと

三848なにじがみえました︒十ひびきあ 三 2もかぐやひめをみた人たちは︑﹁︿略﹀︒

三765
クルがたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三価7

にいくといいました︒けれども︑かぐや

じぶんの耳できいたひびきを︑かきと
このはしがなかったらどうしましょう
︒うちの人のかいたてがみやはがきを
る小さな子がいたら︑とめてやりま
︒こうえんにさいたきれいな花は︑み

三891
三914
三917
三923
三924

三殿8

お思いになりました︒それで︑おじいさ

だんだん高くなったのを︑みかどがお

につやつやと光ったしばふ︒﹁︿略﹀︒﹂

三描4

ますが︑紙にかいたおはなしは︑いつ

ます︒口ではなしたことは︑そのまま

ますが︑紙にかいたものは︑いつまで

三982

りききませんでした︒みかどは︑おじい

びたびすすめましたが︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ちよりになりました︒家にはいってこ

三鵬−〇

三研3

三鵬8

＝而5園 てんにつれてきたら︑おまえにくら
山櫛7 とおっしゃいました︒おじいさんは︑か

きます︒心に思ったことは︑いつのま 三態1

三983

しょう︒紙にかいた字を︑どこへおく

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ
みなさんのかいたえでも︑字でも︑

三987
三994園

三985

三9710

三978

三938

三927 ください︒みにきた人が一本ずつお
三937 なもうせんをしいたようなしばふ︑み

三764囹 ていってしまったのよ︒﹂おかあさん
三7610

三787囹 えでていなかったら︑まいあさあえ
三794 であそんでいましたので︑だれひとり︑

三795 もありませんでした︒にわかにパラパ
三796 おとがきこえました︒みんなは空をな
三797は空をながめました︒雨でした︒﹁︿略﹀
三797がめました︒雨でした︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラ
三799 ーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビ
三805園やにされちゃった︒﹂と︑マイクルが
三811でにげていきました︒そのうちに︑雲は
三813 すすんでいきました︒そこへお日さま
三813 がさしはじめました︒すると︑色リボン
三815が空にかかりました︒﹁︿略﹀︒﹂ピーター
︒﹁赤い色︑みえた︒﹂ピーターがいい
三816園
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ろうとなさいました︒すると︑かぐやひ
とりでにあきました︒そうして︑おばあ

四163 がた︑水くみにでた︒おかあさんが︑月
四177 ︒学校からかえったら︑おかあさんが︑
四179 いていらっしゃった︒すぐてつだった︒
四179 た︒すぐてつだった︒おかあさんの手

四1810 ︑力いっぱいひいた︒

いろいろな

しくかがやきました︒そこで︑よういの

三

四181につかまってひいた︒石うすは︑ゴロン
四182 ロンゴロンといった︒おかあさんに︑﹁︿
四186 ︑﹁︿略﹀︒﹂ときいたら︑﹁︿略﹀︒﹂とお
四188 vとおっしゃった︒そこで︑おかあさ

のぼっていきました︒みかどは︑その

になるばかりでしたので︑あるとき︑﹁

ができませんでした︒そうして︑ふしの

たずねになりました︒おつきのものは︑

四204団

四196がこうおっしゃったので︑みんなはそ
四197 ら︑文を書きました︒まさおさんは︑あ
四202うな文を書きました︒﹁さっき︑みんな
四203團 してあそびました︒みんなで手をつ
いつけになりました︒おつきのものは

おっしゃいました︒みんなは︑﹃︿略﹀

四212團︒﹄とこたえました︒ねこのわたくし

のぞとにでました︒ねこの一びきは︑

四215国

四2010団

しのくすりをやいたけむりが︑山の上

四219団

四206団

ちのぼっていました︒それで︑この山

四222團

ににげこみました︒そこを︑わたくし

まりそうになったとき︑またわの

がおいかけました︒もうすこしでつ

ると︑そとにいたねこがおいかけま

そとへにげました︒すると︑そとに

中にはいりました︒ねずみたちは︑あ

こもうとしました︒みんなは︑﹁︿略﹀

うかと考えました︒ねずみたちは︑わ
し︑人がなくなったときには︑やはり
ます︒よくみがいたまるいかがみを︑

四223国

四224團

四223圏

四225国

︑小鳥がとびたった︒﹁︿略﹀︒﹂みんな

なじっとしていたけれども︑なかなか

この町にはめこんだようです︒ここは︑

れども︑なかなかった︒かくれんぼしたら

くつかまえました︒﹂たつおさんは︑﹁

てて文を書きました︒﹁︿略﹀︒﹂すみこさ

った︒かくれんぼしたら︑わたしがおに

四227

せなかでねんねした︒わたしのせなか

四234團

四232團

四231團

四229團

よく星をみましたね︒にいさんは︑こ

まどもかきました︒あのまどから︑

しらもかきました︒まどもかきまし

くのうちをかいたのです︒やねも︑か

四228團うえをかきました︒なんのえか︑あ

にもつてねんねした︒せなかがほかほ

をつけてねんねした︒おかしをしっか

いるのをみていた︒えつ子がわたし

たしがおにになった︒みんな︑鳥ごやに
ごやにかくれていた︒たまごを生んで

四226團

四223團

うようになりました︒

のとおりにしました︒すると︑ふしの

わをつくりました︒ねずみが三びき︑
ともうしあげました︒みかどは︑﹁︿略﹀

ごろもをきせました︒かぐやひめのす

すりをのこしました︒天人は︑いそいで

さんにわたしました︒天人がはごろも

といって︑きていたうわぎをぬいで︑

たいと思いましたのに︑ほんとうに

へでてしまいました︒もう︑ひきとめる

あさんがだいていたかぐやひめのから

1876544331293108765164210864539543
園

三柳9
たをあらわしました︒みかどは︑﹁︿略﹀

三柳10 みえなくなりました︒みかどはぴっく
三佃4

三主7 かえりになりました︒そののち︑みか
三訂9 紙をくださいましたので︑かぐやひめも
しあげておりました︒ある年の春の

お思いになりました︒それで︑たくさん

〉。

三佃10

ててなきだしました︒おじいさんとお

三障3 むようになりました︒あきがきて月が
三二5 しそうにみえました︒十五夜がちかく
三㎜6 五夜がちかくなったある夜︑かぐやひ
三㎜7
わけをたずねました︒かぐやひめは︑﹁︿
＞︒﹂とこたえました︒この思いがけな

だまっていましたが︑ほんとうは︑わ

三㎜8

三㎜2囹
三㎜6

いうかんがえました︒あまりしんぱい

三雲8 もびっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ふた

三川1

三相5

三桐2 りしんばいしましたので︑かみのけが
三相3 がってしまいました︒みかどがこのこ

っぱいになりました︒おばあさんは︑し

三川7 ることになりました︒いよいよ十五夜
三摺8 十五夜になりました︒おじいさんの家
三蹟9 りは︑弓矢をもった人たちで︑いくえ
三麗1

三麗2 あさんは︑しめきったくらの中で︑しつ

が 一どに十もでたかと思われるほど︑

三搬3めをだいていました︒おじいさんは︑そ
三麗4 ばんをしていました︒夜中になって︑
三二5

した︒﹁さあ︑きたぞ︒﹂けらいたちは︑

三重6 あかるくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂けらいた
三富7園

三麗8 に矢をつがえました︒ところが︑ふしぎ
三 10 なってしまいました︒そのうちに︑空か

︑しめきっておいたくらの戸がひと

三備2 っておりてきました︒すると︑しめきっ

三㎎2
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四239團

は︑大きくなったら︑にいさんとい
んぼしてきました︒おみやげにうめ

四243 にあてて書きました︒﹁︿略﹀︒﹂のぶこさ

四249團

つもりで書きました︒﹁︿略﹀︒﹂きよしさ

てあるけなかったのです︒その生徒

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
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な声でさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは

らとおりすぎましたが︑目のまえに︑

だけ早くとびました︒きけんなところ

なってしまいました︒おもいかっちゃ

︑ひびいてきました︒下からねらわれ

げまし︑さけびました︒﹁︿略﹀︒﹂二はつめ

をだきかかえました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

からうけとめました︒ほかのがんは︑

てっぽうでやられたということがわ
ことがわかりました︒力のつよいがん

ろへあつまりました︒かっちゃんが︑い

がひびいてきました︒二十九わのがん

におちていきました︒﹁︿略﹀︒﹂下の方

めからわきにそれたかと思うと︑石こ

でとびつづけました︒かっちゃんは︑臨

と︑声をたてました︒ほかのがんは︑

たににさしかかったとき︑かっちゃん

山のそばにきました︒その山のふもと
をよけてとびました︒よく木のかげか

かたちになりました︒はたけをこえ︑

てとんでいきましたが︑やがて︑まつば

なげにあたりました︒三十ぱのがんは︑

なはそうきめました︒あさの風は︑妙

んな氣もちだつたけれど︑きょうは

てくれっていったのに︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

いからって︑いったじゃないか︒﹂﹁︿略

たから︑そうしたんじゃないか︒﹂﹁︿

てくれっていったから︑そうしたん

んおしまいだったもの︒おしまいは

は︑かっちゃんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

にさんせいしました︒ところが︑﹁︿略﹀
︑﹁︿略﹀︒﹂といったのは︑かっちゃんで

1091010843110974218531997576633108852
園園園園園園

四367園ことがありました︒﹂といって︑つぎ
四368ような話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
かいにいきました︒そのとき︑ぶど
四3610園

んのことばでした︒﹃︿略﹀︒﹄という
四3710園

四249團 をとってきました︒そうして︑みつち 四371園下をとおりました︒そこには︑ぶどう
四372園ゆくしていました︒わたくしは︑たべ
四252国
えにかざりました︒みつちゃんのこ
四374園 ありませんでした︒思いきって︑とな
四262
つもりで書きました︒﹁︿略﹀︒﹂たみおさ
四268 あいてに書きました︒﹁︿略﹀︒﹂たろうさ 四376園いおうとしました︒そのとき︑わた
四272團 らくないてくれたら︑かごからはな 四378囹しの口をおさえたものがありました
四378園ものがありました︒それは︑おかあさ
四278

四274 ﹂あてに書きました︒﹁︿略﹀︒﹂としおさ

四324團

すげてやりました︒雨がびしゃびし

四381園﹄という声でした︒わたくしは︑だま
四286
に︑氣がつきました︒﹁︿略﹀︒﹂せつこさ
四299
かなかはっきりした返事をしてくれ 四382園かえってきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
四304 て︑文を書きました︒﹁︿略﹀︒﹂かずこさ 四383囹それはえらかった︒たろうさんは︑な
四385園わないで︑かえれたのでしょう︒﹂﹁︿略
四315 うな文を書きました︒﹁きのう︑学校か
四317團 がふっていました︒わたくしがかさ 四388園のことばがとめたからです︒﹂﹁︿略﹀︒
四318團 がないていました︒どこかの中学校 四393 いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四321團 わけをききました︒男の子は︑げたの 四394園をころそうとしたとき︑にいさんの
ころしませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒
四396園
四398園枝をおろうとしたとき︑おじさんの
四327團

さをさしてあげたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒

ついてやめました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ 五 が
四3210團 かけてあげました︒そのとき︑わた 四399園
﹂﹁みんなよかった︒ただしいことば
四332国 を思いだしました︒はなおができあ 四3910園
四414をつづけていました︒ものさしできち
四334団
ってしまいました︒女の生徒さんは
四415できちんとそろえたようになってとん
四337国
かれていきました︒﹂ 四 心に生き
四342囹 ずこさんの書いた文で︑なにか氣の 四417になったりしました︒ときには︑かぎな
四342園 なにか氣のついたことはありません 四421 るようになりました︒ゴムのようにの
四345 をよみなおしました︒けれども︑べつに 四423むこともありました︒どのように列の
四348囹 ︑氣がつきました︒﹂ここまでいわれ 四426 はありませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂
四435よく空をとびました︒けさも早くから︑

四355園

︑ふと思いだしたことばがあります 四438は目をさましました︒ゆうべは︑ぬまの
四359園 そこに氣がついたのです︒おとうさん 四4310のきれいにしげつたところで︑ねむつ

四357囹

四4310で︑ねむったのでした︒肥料﹀︒﹂とうばん

四4310 ところで︑ねむったのでした︒﹁︿略﹀︒﹂

が︑ひびいてきたのです︒わかります

四365 らく考えていました︒そのとき︑たろ

四361囹
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みずうみがみえた︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みずう

のみねをこえました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ません︒﹁どうしたんだろう︒﹂﹁︿略﹀︒

かおがそろいました︒けれども︑もう

四5810園

四588

四531 がそびえていました︒がんのなかまは︑ 四586園︑いいこと考えたんだ︒﹂こういつて
四533 うと話しあいました︒やっと高い山の 四587
たのしんでいました︒二十九わのかお
四534

四535園

こたえるだけでした︒﹁︿略﹀︒﹂かっちゃ

＞︒﹂とさけびました︒山びこがむこう
んどんでかけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

をみかけなかったかい︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿
かまをみなかったかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

びにかみつきました︒さすがのへびも︑

さがしにいきました︒しずかなやぶの

とんでかえりました︒みんなは︑それを

んとあたまをさげたので︑みんなもわ
かざったりしました︒すっかり用意が

ことばあそ

v二組のあつめた﹁かいぶん﹂︒﹁︿略

v﹁たしかにかした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ん﹂︒﹁竹やぶやけた︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

〉。

v﹁ダンスがすんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂三組の

xこれにあたった人には︑おもちゃ
xこれにあたった人には︑ハンケチ

xこれがあたった人には︑にっきち

略﹀︒﹄これをひいた人には︑なにもあ

〉。

V。

〉。

〉。

四594
四599

四597

四5910囹
四602園

四607 なってしまいました︒しかたがないの
四609 りにあつまりました︒どのがんもどの

四628

四623

四633

んなもわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂三十ぱの

四579

六

一組であつめた﹁早口あそび﹂︒﹁︿

8643229864311098756365532107495321
圃

ぬれたものはほせ︒る一

目に

ゆうべみたゆめ︒め

︒ゆ

世界

紙しばいをしました︒三ばんめに︑すじ

うのお話をしました︒二ばんめに︑とな

んなであそびました︒一ばんさきに︑ね

ちがあつまりました︒クリスマスツリー

さんがわらいました︒そのつぎの日の

︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑ねえさんが

ができあがりました︒それをまつの枝

なあごひげをつけたサンタクローズの

こしらえはじめました︒赤いふくをきて

はふじ山のえでした︒ねえさんが︑赤い

いのえをだしました︒それはふじ山の

うそくも立てました︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と

十字かもさげました︒ほそいろうそく

うせんをさげました︒ぎん紙でこしら
ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや

てて︑色紙でおったつるや︑ふうせん

リーをつくりました︒まつの木の枝を

あかるくかざったクリスマス︒

んげの花がひらいた︒そ一そまつに

ほお︒ぬ

えることにしました︒憎いろはがる

ろいのができました︒これをあっ紙に

るた﹂を考えました︒たくさんおもし

〉。

四537 風がふいてきました︒あせをいっぱい

四539 いいい氣もちでした︒みずうみの島に
四5310 は︑こんもりとした林がありました︒
四541 した林がありました︒がんのなかまは︑
四542 林の中におりました︒一わのがんが︑
四544 ︑これをうけとった一わが︑きず口を
四546 あらってやりました︒ほうたいをもつ

四546 うたいをもっていたがんが︑手早くく 四611 よりぬれていました︒いんそつがかりの
四547 るとまきつけました︒かっちゃんは︑は 四615 ははしをとりました︒かっちゃんは︑﹁︿

はりばんをしました︒その夜は︑さい

ひやしてやりました︒島にはかりうど

四549をうたれていました︒かっちゃんはね
四α8
おいのりをしました︒二十九わのがん
四5410 んはねつがでてきたので︑みんながか 四621 なを心墨づけました︒みんなのねてい
四554

四551

すこしひらきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四556 ︑星の光る夜でした︒かさかさという 四628 きがくるしくなったので︑力をゆるめ
四557
はの音がしましたが︑それは︑小鳥た 四629 ︑力をゆるめました︒そのひまになか
四558 とびまわる音でした︒つぎの日のあさ 四6210 りとぬけだしました︒﹁︿略﹀︒﹂かっちゃ
四5510

よかった︑よかった︒﹂あんしんして︑

︒﹁ああ︑よかった︑よかった︒﹂あん

︑おおよろこびでした︒﹁︿略﹀︒﹂あんしん

四635囹

四634

るようになりました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

んが︑氣がついたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四565

四561園

四636

四635囹

四646

四6310

島をとびたちました︒うすむらさきの

ごはんをたべました︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四567園

四647

たなびいていました︒がんの列は︑そ

ほんとによかったね︑かっちゃん︒﹂﹁

四572ってはばたきをしたので︑みんなは大
四573 は大よろこびでした︒そこで︑その日

四654

くなっていきました︒

たちもあつめました︒二十五わ︑二十六

う︒

こにこわらいました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四576うことになりました︒かっちゃんのす

四658

四656

四578 だんごを作りました︒くだものをあっ
四5710

て︑にこにこしました︒﹁︿略﹀︒﹂こうい

四677

四582 んだんそろいました︒かっちゃんは︑み
四584

84
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四佃8園

んいただきました︒﹂えび﹁では︑にぎ

んとうがつきました︒いままでくらか

四8410うかをうたいました︒すると︑みきこさ

いままでくらかったへやが︑あかるく

四備2園

﹁よくわかりました︒それでは︑おいと

ていただきました︒﹂おとひめ﹁では︑

あけ

だれも知らな

生まれた村にかえったら︑

れた村にかえったら︑

ばめん
︒

四聖4園

たびをしてきたのです︒けれども︑

なきものは︑みたことがない︒もつ

ひと
わたしがひろったのです︒もってか

く︒空にかすんだふじの山︒

な思いをしました︒もえている火を
四囲5園

うもをお返ししたら︑あなたは︑まわ

す︒天人のしおれた︑このようすをみ
四慨7園

ことを申しました︒﹂りょうしははこ

おりる︒水をふくんだ草のうた︑こけのう

汽車がはいってきたよ︒﹂シュ︑シュー︑

﹁︿略﹀︒﹂﹁かったよ︒さあ︑改札ロへ

もう明かるくなった︒あ︑あそこにきれ

あっ︑びっくりした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︒﹂﹁むこうからきた汽車とすれちがった

︒﹂﹁しょうとつしたかと思った︒﹂﹁︿略

汽車とすれちがったのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

とつしたかと思った︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

青のしるしのついたもの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

﹀︒﹂﹁やっとついた︒わすれものはない

がとうございました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︒﹂﹁おもしろかった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

いっしょになりました︒そこへ︑配たつを

おさんにあてて書いた手紙です︒私も︑い

この中にはいりました︒そこは私たちの湿

なかばんにいれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお

りにわけてくれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

こ︑であったと思ったら︑すぐおわかれで
︑すぐおわかれでした︒そこで︑私たちは

かぎをかけられました︒こんなにだいじに
︑南へはこばれました︒二日めのあさ︑や

の中にいれられました︒配たつをする人は

んきょくにつきました︒ふくろの中からだ

車に乗って走りました︒私のなかまは︑一

こちらへまわりました︒しげった竹やぶの

くばられはじめました︒私もその人の手に

わりました︒しげった竹やぶの小道をとお

しを走ったりしました︒なしの花のきれい

んかんにおかれました︒﹁︿略﹀︒﹂みつおさ

る家に︑はいりました︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑そ

五2011 することができました三
︒

ありがとう

守209 を手にとりあげました︒私はぶ
︑じに︑と
てほってくださったトンネルですよ︒﹂﹁

五208好くんから手紙がきたよ︒﹂みつおさんが

五84囹

754321111074119995152259411554325
園園影響虚威園園園囹
五94囹
五104囹

やんが︑乗ってきたよ︒じろう︑せきを

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
20 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 1了 16 16 ↑5 14 13 12 11 11 11 11 11 11 10
五102園︑まっくらになった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五86園

五83囹︺汽車のきっぷかったの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂パチ

五45

四鵬1園

四個8

四鵬1囹

四㎜7圃

四旧5園

四佃3圏︑あけてみました︑たまてばこ︒白

とほうにくれたうらしまは︑

四佃2魍

四佃8圃

四佃8圏

軍帽4園

せわになりました︒﹂おとひめ﹁どうか

四伽2

あかるくなりました︒みんなのかおが

四M7園

四伽3

どれほど苦心をしたことでしょう︒で

四M3園 ︑なにかかわったことをして︑おな

四駅3

どうしてこしらえたのでしょう︒光って

うかなさいましたか︒﹂うらしま﹁あま

四周3

四M8園

近心5

できませんでした︒﹂うらしま﹁いや

四9710囹たちがっかまえたのだもの︒﹂うらし

四851 わせておどりました︒おしまいに︑みん
四852 プあそびをしました︒そのとき︑おか
四854 いらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは
四856 こんでもらいました︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と
四859 ︑大きな声でいったので︑みんながわ
四859 んながわらいました︒素雪ゆうが
四867 ︑﹁︿略﹀︒﹂とないた︒冬がきたので︑
四871とないた︒冬がきたので︑よろこんで
四872 ︑よろこんでないた︒おとうさんは︑町
四876か︒風がふいてきた︒すみがまの上に︑
四888圏 いそいでかえったよ︒ からすのかん
四896圏 すずめ親子のねたあとは︑ さらさ
四921 うれしそう︒降った雪はまつ白だ︒し
四975園 れこれ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁お

臨監2園川の水で生まれたものです︒それか

四衡10囹

四川3園 かかってよかったね︒さあ︑元方を
四球5囹 ︑だれかと思ったら︑かめさんか︒﹂
質倉6園 すけていただいたかめでございます
四鵬9空 かり元氣になったの︒﹂かめ﹁おかげさ
喜餌1園 うぶになりました︒あなたのお力で︑
四脳3囹 いをいたしました︒きょうは︑お礼に
四餌5園 礼にあがりました︒﹂うらしま﹁お礼に
四 8園 になってよかったね︒﹂かめ﹁お礼に
四価2囹 までまいりました︒﹂うらしま﹁なに︑
四界9園 ︒むこうに光ったやねがみえるでし
四聖5園 でくださいました︒このあいだは︑う
四柵7園 とうございました︒﹂うらしま﹁いや︑
四㎜8囹 どとおりかかったところでしたので︒
四駅8囹 つたところでしたので︒﹂おとひめ﹁ほ
四佃5 えりたくなりました︒たい﹁これは︑ま
四備6園 ︑まださしあげたことのない︑おい

20
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五212る日のゆうがたでした︒一だいの長い電車
五214て︑終点につきました︒あまりこんでいま
五215あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ
五217の方へでていきました︒しかし︑その中に
五219ろこんで帰っていった子どもがありました
といいたいと思ったけれど︑いうところ

でいって帰ってきたのですもの︒どこか

五412国

五395團

五393團

した︒のびはじめた草の上を︑うれしそ

にだしてやりました︒のびはじめた草の

めがではじめました︒ふもとになるにし

がすぎて︑春がきたからです︒山のてっ

五272園
五273囹

五413團

れであの人にいったのよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

にあるいていました︒子うしは︑小川の

うところがなかったものだから︑それで

五274囹

五414團

五273囹

あのかた︑わかったかしら︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

とことこ走りました︒まいにち︑たくさ

がとうございました︒みんなだいじにし

五416團

五275園

ら︑わからなかったかもしれません︒で

つかいどうへいったことはありません︒

五276園

す︒ひろびうとした︑きれいなところだ

いちろうさん

五422團

えがはじまりました︒私は︑なえはこび

五2110
た子どもがありました︒

五423団

たるをみかけました︒そちらでも︑ほた

五4111團

五427團

しえてもらいました︒ねえさんはいい声

んきちか︑早かったね︒﹂しんきちくん

五432団

さんはいい声でした︒ぼくのうちは花屋

にあるいて帰りました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五435團

しょにうたいました︒ぼくのすきな花は

五2710

五284

五436團

五282囹

五2811園
その人からもらったんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五286園
﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五287園
な本をもらいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五438團

五229囹

五2210園

五234園 はとてもこんでいたんです︒それで︑ど

ると︑鳴き声がやんだ︒しばらくすると︑

でうぐいすの声がした︒﹁︿略﹀︒﹂というよ

た︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いた︒春になったばかり

五465

五468

五467

んをはじいていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

いがってくださったのでしょう︒﹂﹁︿略

とてもうれしかった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

五292園
から︑うれしかったというのはどんなご
五295園
きあるいていました︒一つは大きくて︑

五458圃は︑星だ︒光った星だ︒世界の空の

五223 ︑いなかにいきました︒ひさしぶりにおじ
五224まつ白にこなのふいたほしがきなどをいた
五225んかわいがられました︒しかし︑きょうの

五237園 ︑こしをかけていた知らないおじさんが

五2911略
園﹀︒﹄といいました︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄

五228んにむかえにでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五2310園 ︑かけさせてくれたんです︒ところが︑

五466 というようにきこえた︒たちどまると︑鳴

五465 竹やぶのそばを通ったら︑おくの方でうぐ

五241園まつばづえをついた︑わかい人がいるん 五303園
たしてもらいました︒その荷物は小さい
五243園 わらせてあげました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それも
五304園 かなかおもかったのですが︑ぼくは︑
な
五244囹 う︑それはよかったね︒それでうれしか
五
3
0
5
園
て持っていきました︒駅につくと︑その
五307園
とうにすまなかったね︒きみは︑ときど
五309園
︑﹃︿略﹀︒﹄ときいたので︑ぼくは︑﹃︿略

五469 と鳴いた︒春になったばかりだから︑うま

五244囹 それでうれしかったの︒﹂﹁それもあるけ

五3011園
いと思っていましたが︑なかなかできな

五247園 ちをすわらせました︒そのとき︑どこか

しあけてくれました︒けれども︑﹃︿略﹀

うとうかけなかったの︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

五2410園
五252囹

けると︑いまのぼったばかりの日の光が︑

五255園 しているようだったのに︑それからは︑

五256軒置よくなってきました︒ほんとうは︑それ

またみつけた︑きれいな花を︒い

五532

こも︑まるくふとった手をたたきました︒

五533園︑一ばん星みつけたのね︒えらいわね︒

はるこ

たのしい小道

ぽいながれこんできた︒いい氣持がして︑

︒帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはい

五487

五4610

五488

五3011園
かなかできなかったのです︒ぼくにはす

五491 して︑たのしくなった︒あさの光に︑身を

う鳴いてはいなかった︒

それでうれしかったのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ は

五311園
はすこしおもかったんですが︑とてもう
五313園
略﹀︒﹄といいました︒すると︑その人は
五319園
︑ぼくにくれました︒それで︑ほんとう
五349 ︒ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆ

五527 おと大通りにでました︒いそがしそうに人

五4610

五257園 それでうれしかったんです︒﹂

五358とっています︒とれた石炭は︑トロッコに
五367
炭は︑どうしてできたのでしょう︒みなれ

つた手をたたきました︒﹁︿略﹀︒﹂大きな声

五482 花が

五259 こして帰ってきました︒駅の出口までくる

五253園

五2510 ︑でむかえにきていたおねえさんをみつけ 五361します︒ほりだされた石炭が︑山のように

五374かかって石炭になったのです︒黒むかしの

五535

五535

な星が光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂といって

五383ちから手紙がきました︒そのかたは︑ほっ

えさんを み つ け ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五266囹 がとうございました︒といって︑かるく

五2510

げて︑そこをでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五268

五2611園 りがとうっていったのは︑どういうわけ 五385とが書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂ ︵二︶

た一た
776

五6311囹

︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんは︑﹁︿

ながかかってきました︒金のさかなは︑﹁︿

でてあみをなげました︒すると︑金のさか
五665

金のさかなをとったよ︒それが︑海へ帰

ふしぎな話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂おばあさ

などもらわなかった︒そうして︑青い海

でもあげるといったが︑わしはお礼など

海へはなしてやったよ︒﹂おばあさんは︑

五6610園

五672園

五671囹

五6611園

五669

五668︑はなしてやりました︒おじいさんは︑う

五661

五6510

五658 いでくらしていました︒ある日︑おじいさ

五642園池で︑大きくなったと思います︒﹂﹁︿略

りで︑大きくなったのでしょうが︑わた

五591 ︿略﹀︒﹂といいました︒するとはるおも︑

﹁︿略﹀︒﹂﹁生まれたときからせわはして

﹁二ばん並みつけた︒﹂大きな声で︑は

からせわはしてきたが︑日に日に大きく

五536園

五643園

に日に大きくなったのは︑おまえひとり

をみながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂それは︑

五644園

五537

五645囹

の空で光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂そういい

五593 ︿略﹀︒﹂といいました︒私は︑いまみてき
五594 ︒私は︑いまみてきた土星を︑紙にていね
五595ておこうと思いました︒ 八 あさがおの
五598 つはじめてさきました︒どれも空色です︒

五655な家に住んでいました︒おじいさんは︑あ

五653 んが︑住んでいました︒ふたりは︑ふるい

五539

五548 な星が光っていました︒それから︑あたり

さがおがさきましたよ︒﹂といいました︒
五5910園

らちら光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五549 たりをみまわしましたが︑空は︑まだ︑ほ

五541

五5411 は︑できませんでした︒まさごをおかあさ 五601 ︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
きれいにさきましたね︒いい色ですこと
五551 のまえにでてみました︒三十分ぐらいしか 五602園
えが︑たねをまいたのでしたね︒﹂﹁︿略
五552 しかたっていなかったのに︑もうすっかり 五605園
ねをまいたのでしたね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五606園
五553 に︑星がでていました︒﹁︿略﹀︒﹂と思って
です︒この春まいたのです︒たねをまい
五554囹
︒﹁さっきみつけた星は︑どれだったか 五607囹
です︒たねをまいたから︑こんなにさい
五554囹 た星は︑どれだったかしら︒﹂と思って︑ 五608囹
ら︑こんなにさいたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒
五555 て︑西の空をみましたが︑わかりませんで 五609園
からめがでなかったら
﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五555 ︑わかりませんでした︒そこへ︑受持のや 五613園
わたしが水をやったんですもの︒﹂﹁︿略
五615囹
あのつるをのばしたのは︑だれかしら︒
五617園
こさんがひつばったの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五618園

五674囹礼をもらわなかったの︒せめて︑おけの

五559 そってくださいました︒私は︑おかあさん

五561

五6110つ
囹ぼみをこしらえたのは︑だあれ︒﹂﹁

五572 は︑のぞいていましたが︑かげんがわから

五571 ︑ばんをゆずりました︒はるおは︑のぞい

みせていた だ き ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

︑あつまっていました︒又略﹀︒﹂私は︑﹁︿

五565園 ︑あなたのみつけた二ばん星よ︒あれ土

五5511 に︑学校へいきました︒もう︑たくさん︑

煙567 ＞︒﹂じゅんばんがきたので︑みせていただ

五6210お
園かあさんがまいたのだけれど︑こんな

を︑三つもさかせたのは︑だあれ︒﹂﹁一
五621園
空色にそめてくれたのは︑だれでしょう
五623園
五625くなってしまいました︒あさごはんのとき
五626たけではじめてとれたきゅうりをたべまし
五627きゅうりをたべました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂といいました︒あくる日︑おじい

五691 は海へやってきました︒海はにごっていま

五689 おけを持っていました︒ところが︑おばあ

︿略﹀︒﹂とききました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

こんなによくできたのは︑おかあさんの
五6210園

五692

︑もういやになったから︑お金持のおく

五6911 な家がたっていました︒おばあさんは︑﹁︿

五693 よいできてききました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

海はにごっていました︒おじいさんが金の

五632園 ︑手をやったりしたじゃありませんか︒
五633園わはしてやりました︒けれども︑花がつ

五681

五679 すこしあれていました︒おじいさんが金の

五678 は海へやってきました︒海はすこしあれて

五677

ってくればよかったのに︒うちのおけは

した︒﹁あっ︑でた︑でた︒﹂あんまり

をそっとおさえました︒﹁︿略﹀︒﹂あんまり

五574

りの人がわ ら い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五675園

五575園

﹁あっ︑でた︑でた︒﹂あんまり大きな

五567

五575囹

五577

五576 まり大きな声をだしたので︑あたりの人が

︑みがなったりしたのは︑おかあさんの
みんながわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂はるおは 五634園

五705

五703園

五5711

五637

五706 た海へやってきました︒海はあれていまし

︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんは︑ま

五638園 ました︒﹁生まれたときは︑ねてばかり

五707 ︒海はあれていました︒おじいさんが金の

略︒
﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
おわらいになりま﹁
し︿た

五584

んなに大きくなった︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
五6310囹

五638園は︑ねてばかりいたのが︑はうようにな

五583 みていたいようでしたが︑やっと目をはな
五588園 が︑ぼくのみつけた二ばん星かなあ︒﹂

うさんにゆ ず り ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五589 もなく帰ってきました︒ごろうさんは︑﹁︿
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十一 りょうか

五847 ︑よろこんでいました︒いのうえさんは︑
五849けてみるといいました︒ズ略﹀︒﹂と︑先生

生がおっしゃいました︒
五8411

みんなそろってきたな︒おや︑おまつさ
五859園

五858囹

五855の葉をはきよせました︒そこへ︑村の子ど
五857がら︑走ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五868園なたがみえなかったから︑かぜでもひい

がいない︒どうしたのかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五724園 さんもいやになった︑女王になりたいつ

五788が明かるくなりました︒ 七月十二日 火
五709 ながおよい で き ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
五7010園 ようはいやになったから︑お金持のおく 五791のところにいきました︒そうして︑川をみ
五716 くつをはいていました︒めしつかいたちも 五792 ︑川をみて氣のついたことを書きました︒
五717 つかいたちもいました︒おじいさんが︑﹁︿ 五792いたことを書きました︒つぎのような文が
五721 ごとにおいやりました︒それから三日ほど 五793が︑はりだされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五804 ﹁水の音をさいていだら︑せなかがあつく
五723 じいさんにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おじいさ
五804あつくなってきました︒﹂七月十三日水
五806は大そうじをしました︒ゆかをきれいにふ

五727囹 ん︑氣でもちがったかね︒女王さまのよ

あれは

とおうたいになったとき︑おじぎをなさ

波にうかんださどが島︒

じぎをなさいましたね︒あれはどうして

︑

わりにあつまりました︒﹁︿略﹀︒﹂ ひとり

あるかと思っていたよ︒あはははは︒﹂﹁

五869園 ら︑かぜでもひいたかと思って︒﹂﹁︿略

五874囹
五8810

五901園

五897塗篭

︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんが帰っ

五902園

五7211 と海へやってきました︒海はまつ黒になつ 五807をきれいにふきました︒かべいたもふきま
五731 なってあれていました︒おじいさんが金の 五807かべいたもふきました︒竹のさきにほうき
五808ものすをはらいました︒むすびめがとけて
五734 略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五809 ︑ほうきがおちました︒それが︑にしもり
五739

︿略﹀︒﹂といいました︒おばあさんは︑お

五8010
せなかにあたりました︒にしもりさんはび

五746

略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

さったことがあった︒それでな︑さどが

きにつれていきました︒﹁︿略﹀︒﹂みると︑

五916 たけのこがありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五913

五9011園 おぼうさんになったのだよ︒﹂こういつ

五909園︑断煙ャアとないたのだよ︒それからな

五905園

五905園島においでなさったことがあった︒それ

五903

五7410 ＞︒﹂といいつけました︒それから一週間も 五811といってとびあがったので︑みんなわらい
五7411 れから一週間もたったころ︑おばあさんは 五811 ︑みんなわらいました︒ガラスもきれいに
五812しきがよくみえました︒ 七月十四日 木
五751 んをよんでいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おじいさ
五753園 女王もいやになった︒こんどは︑海のぬ 五814うは五人も休みました︒﹁どうして︑きょ
うはこんなに休んだのでしょう︒みんな
五759 ︑海へやってきました︒海はまつ黒になつ 五821園
五761 のさかなをよびました︒金のさかなは︑で 五825生がおっしゃいました︒みんなは︑なま水
五827どを︑話しあいました︒ 七月十五日 金
五762

︑でてきて い い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五771でいってしまいました︒おじいさんは︑す 五829にいらっしゃいました︒そうして︑私たち
五773 のところへ帰りました︒みると︑まえに住

もおいでになりました︒そのお友だちが︑
五8210

五937 ってくるところでした︒﹁︿略﹀︒﹂りょうか

五936

五933

いどばたに立ちました︒むこうの山から︑

五922囹

五921園

んな帰っていきました︒りょうかんさんは

あなをあけてやったら︑それ︑このとお

まをコツンとうったのだよ︒そこで︑ゆ

五917手下にあたまをだしたので︑﹃︿略﹀︒﹄とた

五773 と︑まえに住んでいた︑ふるい小さな家が

五831いとおっしゃいました︒そこで︑おひる休
中にしてならびました︒先生のお友だちが
五833
五836略﹀︒﹂とおっしゃったとき︑だれかが︑﹁︿
五838略﹀︒﹂とわらいだしたので︑みんな︑いつ

のひなをひろいました︒ひなはたいそう小

びをとりにいきました︒その帰り道に︑ 一

五939 月にみとれていました︒十二

五774 んがすわっていました︒こわれたおけが一

五774 な家がたっていました︒入口におばあさん
五775 ていました︒こわれたおけが一つ︑ころが

五943

ひわの五

五842んなで話しあいました︒たかぎくんは︑え

五943

土

五8310パチリと写されました︒

五839わらってしまいました︒そこをパチリと写

五782囹 だれがいけてくれたのですか︒こごのず

五843記を書くといいました︒たなかさんは︑お

五945

七月十六日

五779 本かざつてありました︒かおよりも大きな

五775 ︑ころがっていました︒ 十 学級日記か

五784 ﹂とおっしゃいました︒ひまわりの花は︑

五844さん作るといいました︒ささきくんは︑星
五845しらべるといいました︒いとうくんは︑海

うになっておちていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五944 ︑元払がなく︑死んだようになっておちて
五787 ら︑持ってきてくれたのでした︒これで教
五787 てきてくれたのでした︒これで教室が明か

︒﹁ああ︑よかった︒おとうさん︑ひと

だん大きくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂さんちゃ

五955 たべさせてやりました︒ひなは︑みちがえ
五957

五958囹
五9510 んは大よろこびでした︒ひなはすずめでは
五9511 ではありませんでした︒ひばりでもありま
五9511 でもありませんでした︒あたまからせなか
五961

美しい鳥になりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑とな

んだりしていきました︒﹁︿略﹀︒﹂ひわの下

っこい声で鳴きました︒さんちゃんがべん

﹂と鳴いてみせました︒すずめは︑﹁︿略﹀

きます︒すずめがきたとき︑ひわが︑﹁︿略

︿略﹀︒﹂と鳴きました︒ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂

でいってしまいました︒みそさざいが︑く

とりごとをいいました︒ひわは︑感心した

のかげにかくれました︒どこからか︑しじ

︿略﹀︒﹂と鳴きました︒すると︑みそさざ

くらい木の中からきたので︑ひわが︑﹁︿略

た︒ひわは︑感心したように︑いつまでも

校から帰ってきました︒旅のひわは︑おど

六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六五五

﹂と︑まねをしました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ

︑こまった︑こまったといっていました︒

六102まで雲にかくれていたたいようがかおをだ

六911 ︒ねじもがっかりした︒そのとき︑いまま

六911ないのでがっかりした︒ねじもがっかりし

六910んざんさがしまわったが︑みつからないの

六94 がるほどうれしかった︒﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ
六96た︒﹁︿略﹀︒﹂と喜んだが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そ
六97田︑みつからなかったら︒﹂と︑それがま
暇97また心配になってきた︒親子はそうがかり
六98 かりでさがしはじめた︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂

六811囹の上をかきまわしたのは︒ああいうねじ

のないのに氣がついた︒﹁︿略﹀︒﹂ねじはこ

をみて︑だしておいたねじのないのに氣が

屋さんがはいってきた︒時計屋さんは︑﹁︿

げにころがっていった︒このとき︑父の時

わずかおをみあわせた︒ねじは︑しごと台

ぐにおとしてしまった︒子どもたちは思わ

った︒やっとつまんだと思うと︑すぐにお

いのでつまめなかった︒やっとつまんだと

それをつまもうとしたが︑あまり小さいの

だじっとみつめていたが︑やがてこの小さ

これといじりはじめた︒女の子はただじつ

こらをみまわしていたが︑男の子は︑やが

くからかけだしてきた︒男の子と女の子で

のことに考えおよんだ︒﹁︿略﹀︒﹂ふいにバ

であることがわかった︒自分のおかれてい

っぱりわからなかった︒しかし︑だんだん

いろいろな音や︑みたこともないような手

てあたりをみまわしたが︑いろいろな音や

るいところへだされた︒ねじは︑おどろい

にしまいこまれていた︑小さな鉄のねじが

がかわいくなりました︒
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つたといっていました︒しかし︑ひわは︑

ばんまでひびきました︒近所の人たちは︑
︑まいにち︑こまった︑こまったといって

でいってしまいました︒近いところに製材

︑なかまをよびました︒けれども︑旅のひ

略﹀︒﹂をはじめました︒﹁︿略﹀︒﹂かごの中

上へにげていきましたが︑かごのひわは︑

つぎへときかせました︒そこへ︑さんちゃ

︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

あわせてうたいました︒旅のひわが︑﹁︿略

の木におりてきました︒ひわは︑それをみ
︑さかんに鳴きました︒旅のひわも︑大よ

り鳥がやってきました︒ある日︑二三ばの

も︑ひわをほめました︒秋になると︑また

りよろこんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂さんちゃ

へいってしまいましたが︑ひわは︑いつも

きるようになりました︒いつのまにか︑し

の日もやってきました︒それで︑ひわは︑

る日もやってきました︒そのつぎの日もや

の声をきいていました︒しじゅうからは︑

104

五961 かけて︑き色がかった美しい鳥になりまし

とびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

五965 がおしえてくれました︒夏休みがすむころ
五967

五968囹 るようになりましたね︒かごからだして
五973 ちに︑秋になりました︒まいにち︑わたり
五979

鳴き声だと思いました︒そうして︑﹁︿略﹀

五976 わのむれもありました︒さんちゃんのおう
五982

さんがききつけました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五984 さえずりはじめました︒いちばんはじめに
五985

五987囹 のままかっておいたらいいでしょう︒﹂﹁

五986囹 えずりはじめましたよ︒このままかって
五9810 そのばんのことでした︒バタバタと音がし
とろうとしていました︒﹁︿略﹀︒﹂というと

五9810 タバタと音がしましたので︑みんながとび
五991

五993 ていってしまいましたが︑ひわは︑かたの
五994 ︑ころがっていました︒さんちゃんたちが
とびまわっ て い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五996 やっと生き返りました︒二三日すると︑ひ
五998

五9910園
鳥はとべなくなったらしい︒にがしてや

もう︑ 元氣になったようですね︒﹂﹁︿略
五999囹

103

103

103

104

104

104

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

106

106

106

106

10了

107

10了

10了

108

1B8

1匹8

109

五9911馬
してやれなくなったよ︒﹂おとうさんに
︑ ねこにひっかかれた羽がぶらりとなって

100

11111851110871065211108754322164217427
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長㎜1

五鵬4園 なしてやりたかったんだけれど︒﹂さん
五鵬5 くいってきかせました︒ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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んで下をみつめていた女の子が︑思わず﹁

けて︑ピカリと光った︒しごと台のそばで

ぱいにさしこんできた︒すると︑ねじがそ

いようがかおをだしたので︑日光が店いっ

六146

六142

六138

六137

のはとがみつけました︒はとは︑いそいで

にさけびつづけました︒それを一わのはと

をだしてさけびました︒けれども︑だれも

におちてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂ありは大

にとどきそうになったとき︑足がつるりと

六295園︑﹁しばらくでしたね︒﹂あり一﹁お元亘
六325る︒てっぺんのぬけたかんかんぼうしがふ
六328げられる︒糸の切れたたこのように︑空に

六2810囹
だれかたずねてきたらしい︒﹂あり一︑

六272園くてたいへんだった︒﹂あり三﹁毎日あせ
六273囹毎日あせだくだったね︒﹂あり一﹁そのお

かし︑いちばん喜んだのはねじであった︒

六155

六154

六151

︑川の岸につきましたので︑ありは︑ぶじ

てその上に乗りました︒木の葉の船は波に

の船につかまりました︒そうしてその上に

りのそばを流れました︒﹁︿略﹀︒﹂ありはそ

六357

﹁ああ︑おどろいた︒生まれてはじめて
六3310囹

におとしてやりました︒木の葉は船のよう

六148

んだのはねじであった︒時計屋さんは︑さ

六157

しでしっかりととめた︒りゅうずをまわす
六158

がることができました︒﹁︿略V︒﹂ありは︑

六516て︑空をみあげました︒月は︑雲にはいっ
六517 ︒月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑

六3811園
んですね︒どうしたの︑いったい︒﹂か

六159園

︒﹁ああ︑助かった︒もし︑あの木の葉

んだようになっていたかいちゅう時計が︑

すと︑いままで死んだようになっていたか

六225園あ︑だれかと思ったら︑きりぎりすさん
六225園りぎりすさんでしたか︒﹂あり二︑三﹁き
六263園 ︑﹁雪が降ってきた︒﹂あり二﹁今夜はつ

六517と思うとすぐで︑でたかと思うとまたすぐ

六2110園
や︑ありさんがきたよ︒﹂酬財猷卯 の﹁大

小川が流れていました︒ありは︑川の岸で

六2611園ておいて︑よかったね︒﹂あり二﹁ほんと

びきのありがいました︒あつい日中の道を
︑のどがかわきました︒ちょうど︑そばに

水をのもうとしました︒もうすこしで口が

︑心からまんぞくした︒ ニ イソップも

vといってわたした︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂

は︑そのためでした︒﹂といってわたし

ぐあいのわるかったのは︑そのためでし

りかえておきました︒ぐあいのわるかっ

本いたんでいましたから︑とりかえてお

﹀︒﹂﹁なおりました︒小さなねじが一本

時計はなおりましたか︒﹂﹁︿略V︒﹂とい

いて︑町長さんがきた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

だなの中につりさげた︒一日おいて︑町長

計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳に

しくてたまらなかった︒時計屋さんは︑し

活動することができたのだと思うと︑うれ

自分がここにはいったために︑この時計ぜ

チと音をたてはじめた︒ねじは︑自分がご

六1510囹 が流れてこなかったら︑どうなっていた 六392囹
し﹁ふきとばされたんです︒きょうの大
六1511囹 ら︑どうなっていたかしれない︒﹂あり 六393囹
︒きみ︑どこにいたの︒﹂かかし﹁あの山
六161 におれいをいいました︒そのとき︑ありの 六399園
虫をとってそだてたいねを︑こんどは︑
六163 矢を持って通りました︒そのかりうどは︑
六404 さる︒30のこされたかかしの大写し︒か
六165 木の上をねらいました︒木の上には︑一わ 六408きれいな︑樂しかった思い出が︑うかんで
六166 とがとまっていました︒はとは︑ねらわれ 六413ように︑列をつくったつばめのむれが︑か
六167 とを知らずにいました︒ありは︑いそいで
だれがつれて帰ったんだろうね︒﹂子が
六
4
4
5
囹
六168 ねにはいのぼりました︒そうして︑力いっ 六447園
ぼくが目をさましたときには︑おびみた
六169 っばいくいっきました︒小さなありでも︑
六449園の方へとんでいったんだよ︒﹂子がらす
六1610 も︑力まかせにかんだので︑かりうどもび 六453囹べんもさけんでいたよ︒﹂43﹁へのへの
六171 大きな声をたてました︒その声をきいて︑
タがらす︒ませたくびだす子うまの顔
六478圏
六174園
ぶないところだった︒﹂といって︑大い
六486圏 一ページ︑ 生きた絵本の一ページ︒
六175
とびたっていきました︒ ありときりぎり
六502圏な朝の空︒ すんだ青さをもちながら︑
六191園なかなかよくあつたね︒﹂酬い詐物す﹁ほん
六512月の明かるい晩でした︒屋根も︑木の葉も
六1910園
も
ん
く
を
い
い
ま
し
た
ね
︒
こ
ん
な
摩
し
い
と
六513れいに光っていました︒ふみおと︑よしお
六514をして遊んでいました︒そのうちに︑あた
六駅6 がみえなくなりました︒三人は遊ぶのをや

六361 の上にやっととまったかかし︒かかし﹁す
六373グの一つ一とがつた屋根にひっかかって
六375 ︒﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれの

︒
かかしのつかまったひげ︑のびるだけの

てそれをいじっていたが︑やがて︑ピンセ

たガラスの中へいれた︒そうして︑一つの

六1410

とさけんだ︒時計屋さんも重ん

ｪ﹀︒ ﹂
「〈

︒時計屋さんも喜んだ︒しかし︑いちばん

654311876543211110109886653211111098643
重壁囹園囹囹
＿L

12

ノ、

！、

！、

13

一」r

〉。

ノ、

！、

ノ、

ノ、

！、

一L

！、

！、

J＿
！、

10
11
11

＿L

12

11

＿L
一L

ノ、

ノ、

一』

＿L

12
12

＿L
一L

ノ、

！、

一L
一L

12
12

ノ、

13

12

！、

ノ、

■」■

ノ、

＿」

！、

一L

779
た一た

六596

ないのかと考えました︒そのわけがわかり

やすいかと考えました︒どうして︑ふだん
のわけがわかりました︒うたううたは︑そ

六595

﹂をしらべてみました︒

六521 ︑よしおがいいました︒月はいま雲からで

六599

六596

から︑まえにならったのを思いだして書い

六531 ︑みちこがいいました︒ふみおは︑両方の
六532

だして書いてみました︒

カボチャノハナ

ウスムラサキニ

六533園走っているといったね︒みちこさんは雲
六608

六608

六687 ︒まんがもいれました︒一組の人がみんな
六688なで考えてこしらえたまんがです︒クロス
六691ズルもこしらえました︒ことば遊びも書き
六691とば遊びも書きました︒この学校の子ども
六693家の場所も書きました︒かべ新聞の大きさ

六694を四まいはりあわせたものです︒そんなに

六6010圏 七サキマシター五アンナトコ 六697むずかしいことでした︒第二号がどんなふ
六611圃 七サキマシタ 五いろはがる 六703雪だるまを作りました︒目もはなも口もつ

とをきいていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六543 でたまりませんでした︒ふみおはふと氣が

六541 て︑空をみあげました︒よしおとみちこが

ものがみつかりました︒これがわかったと

六545 る木の下へいきました︒そうして︑しばら
六545

六613

した︒これがわかったとき︑私はおもしろ
くてなりませんでした︒また︑ふしぎでな

しに月をみていましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手

六547 ︑手まねきをしました︒ふたりは木のそば
六614
六614

ぎでなりませんでした︒みなさん︑ためし

六5410 とおりにしてみました︒すると︑月は枝の

六615

川が流れていました︒くつが流れてきま

六555 れそれ家へ帰りました︒ふみおがねるまえ
六624

六624

つの中にはいりました︒﹁︿略﹀︒﹂といいま

うりが流れてきました︒きゅうりがくつの

くつが流れてきました︒そこへきゅうりが

了1

了1

了1

了1

﹁まあ︑よくできたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

んが︑帰ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂﹁お話もしたら︑なおおもしろい

六704はなも口もつけました︒又略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六548ばへ走っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂ふたりは
六551

六623

六557 はれわたっていました︒ふみおはさっきの
六625

大きな声をだしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六554 みちこも感心しました︒それから︑三人は

六558 の下へいってみました︒動かないと思って

みじかい文朝

びんがきらっと光った︒アルコールは銀の

︿略﹀︒﹂といいました︒

︒わたしもせきがでたらいいなあ︒手をあ

六627

六632

園

かお話をしてあげたらどう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

︑ふと思いだしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

﹁こくご﹂でならった﹁よみかき﹂のとこ

氣になっていいました︒はるえは︑まえに

えさんはわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いって︑いっていたところよ︒﹂これを

園三
8
9

いのかなと思いました︒ごろうが学校で︑

︿略﹀︒﹂とききました︒ごろうは︑﹁︿略﹀

まつの枝をつけました︒はるえはそれをみ

︿略﹀︒﹂と答えました︒廿才﹀︒﹂学校へい

命のこと︑わかったかい︒﹂ときかれて︑

ろうは思いつきました︒あくる朝︑おとう

らっぎへと考えました︒たとえ動いても︑

﹂とおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

すよ︒それを考えたらわかるじゃありま

らなくなつちゃった︒﹂おかあさんが︑﹁

みんながわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

もない話をもちだしたので︑みんながわら

思えない︒死んでいたら︑ころがってたお

んなことを考えました︒いったい︑あの雪

6211104311548511
園
法面
園

六559 動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

六636

かべ新聞

ていってしまいました︒子ぐまはまた堅い

のさるにであいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑子ぐ

谷を歩いていきました︒すると︑一びきの

ぐまが住んでいました︒お友だちと遊ぼう

のなぞの答がわかった人は︑紙に書いてか

ぶくをだしておこった︒どうして︑八時に

まえて︑たなにあげたら︑あぶくをだして

ら︑つるつとすべった︒つかまえて︑たな

ぼんを水の上へおいたら︑つるつとすべつ

六5510 れてしまっていました︒ 六

六676

六675

六673

六658

六641

六639

六638

六637

六563 行ずることにしました︒かべ新聞第一号は
組のもの

六565 くることになりました︒それから︑二組︑

六566 することにきめました︒私たち

第一

六568 いろいろ相談しました︒手わけをして︑や
六569 のができあがりました︒ かべ新聞

六574 することになりました︒これには︑みんな
六578 す︒みんなのしらべたことをはっぴょうし
六5710 ︑みなさんの氣ついたことは︑なんでも︑

六681

占

占

占

占

占

⊥

占

占

占

占

六584 このあいだ雪の降った朝︑一年生の子が︑

六586 がついてころびました︒そのひょうしに足

きれいに写生しました︒それを切りとって

このほか︑﹁雪の

六684

でよくみながら書いたのです︒まんがもい

新聞にはりつけました︒それは︑むしめが

また歩いていきました︒

六588 ︒そこを通りかかった人が︑おんぶして学

六686

六685

六682

六589 校までつれてきました︒この人は︑私たち

六588 ︑歩けなくなりました︒そこを通りかかっ

六593 ことに氣がつきました︒それはことばの声

六 六 六 ノ ノ ノ ノ ノも ノヒ ノ ノ ノ ノ ノ ノ 占 六六 六 六 六 六 六 六
了0 了0
76 了6 了6 了5 了5 了4 了4 74 74 73 73 73 72 了2 71 71了1
7 4 3 1 9 7
7 4 1
占

た一た
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93 93 92 92 92 92 87 85 85 85 85 84 84 84 84 84 84 84 80 了9 了9 了9 了9 了8 了8 了8 了8 78 78 77 7了 了7

﹁︿略﹀︒﹂﹁わかった︑わかった︒﹂いぬ

ろうは考えつきました︒その夜︑ごろうは

んに︑この考えついたことを話しました︒

いたことを話しました︒すると︑おとうさ

んは︑﹁よく考えた︒命のあるものは︑

﹂とおっしゃいました︒そばからねえさん

︑ねむってしまったら動かなくなるでし

︿略﹀︒﹂といいました︒ごろうは︑息をす

なるほどと思いました︒﹁︿略﹀︒﹂ごろうは

﹁こくご﹂でならった﹁あさがおの花﹂を

八

つりばりの

花﹂を思いだしました︒そうして︑自分と

のように思われました︒

だ︒それがどうした︒﹂願再伸の﹁お願いが

つりばりをとられた︒どうしょう︒困つ

大きいのをにがした︒あ︑つりばりをと

よんでまいりました︒﹂海の神﹁これでみ
六9310園

六933囹まここへやってきたところです︒﹂海の
六934園海の神﹁そうでしたか︒それはお困りで

な虫めがねがでてきた︒﹁︿略﹀︒﹂と思いな

んにかっていただいた小さな虫めがねがで

じいさんにいただいた古いめがねのたまと

ばりをとっていったものはないか︒﹂魚
六948園
六972園りらくになりました︒﹂女の人はつりば
六978園しゅうございました︒﹂編齢駒の﹁ありがと
六983圃園たいとないていた︑ たいも喜び︑お

六994
六995
六995

いものがみつかった︒﹂と思いながら︑

をのぞいたりしていた︒そのうちに︑ふと

六996園

六998

しろいことを発見した︒左の手に︑めがね
︑目から遠くはなした︒すると︑向こうの

六999
六9910

く︑さかさまにみえた︒そのさかさまにみ

さんのお話にきいた望遠鏡が︑できるか

うの家の屋根であった︒﹁︿略﹀︒﹂こう思い

六㎜5持って︑のぞいてみた︒どこかの屋根が︑

六伽1
六㎜10

六㎜11囹

六棚4

めがねのたまをはめた︒きちんとはまった

いをぐるぐるとまいた︒ちょうど︑めがね

さんのところへいった︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

うにして︑つれてきた︒そうして︑ぼくの

鏡をのぞいてもらった︒ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︑﹁︿略V︒﹂ときこえたので︑にいさんが︑

鏡をのぞいて為しんだ︒ ︵二︶ 弟は︑ 二

て︑﹁︿略﹀︒﹂といったのである︒ぼくも︑

んなで大わらいをした︒弟のことばをまね

のうまいのに感心した︒弟は︑まえに︑﹁︿

も︑もちろんわらった︒そうして︑にいさ

を︑そのようにいったことがあるのではな

にいったから感心したのである︒そこで︑

とばを︑さきにいったから感心したのであ

はないかと思っていたら︑ちょうど︑空か

をしてやろうと思った︒なにかよいおりは

て︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒いってから︑すご

くおんがきこえてきた︒弟のだいすきな立

が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなは︑こ

ふしぜんだなと思った︒みんなもあまりわ

わけはないそと思った︒なんでも︑﹁ナ﹂

ゆうにおかしくなった︒これなら︑弟のま

ことはたしかとなった︒自分ではなをつま

uム﹂といってみた︒苦しい︒はなから

ろいそとぼくは思った︒では︑なんという

考えたことがなかった︒これはおもしろい

ということを︑考えたことがなかった︒こ

いた︒はながつまったために発音ができな

すぐけんとうがついた︒はながつまったた

だろう︑と考えてみた︒そのわけは︑すぐ

いうことに氣がついたのである︒ぼくは︑

ろいことに氣がついた︒弟ははながつまつ

くのまねはしくじった︒しかし︑ぼくは︑

れで大わらいとなった︒ぼくのまねはしく

321091111132185433

どうしよう︒困ったな︒﹂三のばめん

おもしろくなかった︒小鳥一わとれやし

六棚5

た︒きちんとはまったとき︑まいた紙を糸

は画用紙をとりだした︒そうして︑その一

えは︑なにかつったか︒﹂編鵬駒の﹁いいえ

六棚6

していられなくなった︒ぼくは画用紙をと

︑つれませんでした︒つれないどころか

六棚7

はまったとき︑まいた紙を糸できりきりと

六棚3

︒﹂編評肋の﹁どうしたのだ︒﹂愛馬幼の﹁つり

をしてしまいました︒﹂瀦ぼ駒の﹁どうした

六梱7

︑動かないようにした︒これで︑

りえものがなかったんですか︒﹂ほでり

られてしまいました︒﹂澱こで肋の﹁とられた

六棚8

のつつができあがった︒つぎに︑もう一ま

うちに︑はっきりした︒電柱だ︒はりがね

︑そとをのぞいてみた︒長い物がぼんやり

る︒﹁さあ︑できたぞ︒うまくみえるか

けた︒こうしてできた二本のつつは︑うま

虫めがねをとりつけた︒こうしてできた二

一本のつ

︒﹂編ぼ酌の﹁とられたって︒﹂編論幼の﹁はい

を︑ぐるぐるとまいた︒そうして︑さっき

︑困ってないていたのです︒﹂年より﹁で

六棚8

六皿6

六撹4

六鯉3園

六湿1

三筆11

六梱9

ようでございましたか︒なにかご用でご

海でつりをしていたら︑つりばりをとら
をとられてしまったのです︒﹂海の神﹁つ

困ってしまいました︒そこへ年をとった
︒そこへ年をとったかたがあらわれて︑
えてくださいました︒それで︑いまここ
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のつくことばがあったら︑﹁ダ﹂や﹁ド﹂
六柵4

六価1

外からひきあげてきた子で︑翌年小学校へ

︿略﹀︒﹂といいました︒ただしちゃんは︑

といって感心しました︒ただしちゃんが︑

六伽2園

あ︑よくできましたね︒﹂と︑ほめてく

もよくなってしまった︒弟がいえない音の

とがあたまにうかんだので︑もうそんなこ

せてみせるぞと思ったが︑そのとき︑新し

六佃5

六価11

六号7

六備5

︿略﹀︒﹂とききました︒﹁︿略﹀︒﹂と答えま

のいい声でいいました︒たろうさんが︑わ

しちやんがいいました︒ほんとうにほしそ

ってにこにこしました︒たこが青空で右や

がります︒糸を持ったただしちゃんは︑﹁︿

六梱8 したりして遊びました︒そこへ︑おさるさ

六事3 うさぎさんがいました︒ある日のこと︑五

六椥11．てたまりませんでした︒

六伽9園

六伽8

！、

114

114

上にのせておきました︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

て﹁ヌ﹂といってみた︒これもはなから声
六気8

国記3 ほめてくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに苦しい︒

！、

114

はないことがわかった︒ぼくは︑五十音と

んじゅんにいってみたところが︑ふしぎふ

であることがわかった︒そうして︑こんど

六号10

六擢8

六柵7

六三6

六術3

青帽1

六二11

六佃10

︑いろいろ考えましたが︑ただしちゃんの

ら︑うまくできました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑いろ

教えていただきましたから︑うまくできま

をま四角に切りました︒なが四角から︑ま

いいのりができました︒はじめに半紙をま

ごでまにあわせました︒のりは︑ごはんつ

かたを考えてみました︒材料は︑ま四角な

いだろうと思いました︒うちへ帰って︑そ

ようけんめいに作ったら︑できないことは

︿略﹀︒﹂と答えましたが︑ほんとうは︑た

六国8

六悩2園

六旧8 ︑りすさんがきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六榴2

六櫨10

六三9 の木の下で遊びました︒そこには︑くるみ

六慨8 かさを受けとりました︒うさぎさんたちは

六型6んになげてやりました︒おさるさんは︑き

六界3

六梱9

うと︑話しあいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎさ

さんがやってきました︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎさ

うさぎさ

年生のときにならったからよく知っている
六四10

十一

ままでは︑﹁ちがったかなをならべたもの

六帽11

uモ﹂といってみたら︑これらもはなの

﹁ム﹂がいえなかった︒この二つは︑両方

がつたかなをならべたもの﹂ぐらいに思っ

六協4 なをほりはじめました︒まえ足でほっては

いしそうにたべました︒翌翌﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︒﹂﹁たくさんとれたね︒ぼくにもちょう

たべることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂そういい

ころと落ちていました︒うさぎさんは︑く

以上ふかく考えてみたことはなかった︒そ

長くなっていきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六梛4

略﹀︒﹂とさけびました︒四ひきのうさぎさ

六搦6

六佃1

六摺7

さがしにでかけました︒おにの足音をきい

中を走っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁−﹂﹁

六出5 土をはじきだしました︒あなはずんずん長
六型2

て骨からはじめました︒紙のうらには︑ま

うきあがってきました︒つぎに骨のとりつ

六摺8

をかくことにしました︒クレヨンで色をつ
六佃6

中に︑ま四角に切ったときにつけたすじが

六囲2

さき色にぬりつぶしたら︑ただしちゃんの

つの音の性質を考えたうえで作ったもので

てみたことはなかった︒それがいま︑

年記11

に切ったときにつけたすじがたてについて

六囲4

一つ

を考えたうえで作ったものであることがわ

六冊1

ん中をはりつけました︒それから︑よこ骨
六掴7

るのでめんどうでしたが︑いろいろにくふ

さにひごを切りました︒はりつけるのも︑

一男8

六囲6

て︑うまくにげました︒ところが︑

こっそりわたりました︒かくれているうさ

は︑うまくにげました︒おにがあちらから

て︑おにをきめました︒おにが︑目をつぶ

びっくりしてしまった︒カキクケコでも︑

六佃1

から︑めんどうでした︒じっさいに紙の上

なり︑碧くなりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

のぎょうとはちがつた性質をもっているに

曾比3

六野9

へふっとんでしまった︒それよりも︑五十

六佃5

させてやろうと考えたからである︒

六区8

といってわらいました︒けれども︑あげて

六野9

六国8

ました︒やっとできたので︑おかってにい

うまくはりつけました︒やっとできたので

雪囲11

六㎜9

んが︑あわててにげたので︑トンネルのさ

いっておみせしました︒おかあさんは︑﹁︿

六尺2

またはじめようとしたとき︑トンネルの入

ました︒﹁みつけた︒﹂新しいおにがき

がりこんでいきました︒﹁︿略﹀︒﹂新しいお

なかよくあがりました︒だれのたこよりも

六佃11囹

六囲1園

六伽1

﹁やっとできましたよ︒﹂といっておみ
した︒わる口をいったものも︑﹁︿略﹀︒﹂と

りもよくあがりました︒わる口をいったも

一びき

はじめてあげにいったときに︑みんなが︑

たこをいただきました︒ま四角で︑骨が二

十

て︑新しく思いついたことをみんなに話し
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はぐれてしまいました︒やがて︑うさぎさ

六突7 わいそうになりました︒うさぎさんたちは

六儒7

六天6

六悌4園

六柵4園

六柵3囹

六溜2囹

んは︑査ねをしていたのですが︑うさぎさ

しも知りませんでした︒とらさんは︑書ね

らさんがねむっていたのです︒うさぎさん

り休むことにしました︒ところが︑この大

よかった︑よかった︒﹂心ひきのうさぎ

﹁︿略﹀︒﹂﹁よかった︑よかった︒﹂五ひ

﹀︒﹂﹁ここまできたら︑もう安心だね︒

六備1 ローバーをたべました︒みつばちさんがと
六備6 たいながらいいました︒五ひきのうさぎさ
六粥9 ありがたく思いました︒

六襯11 した︒おなかのすいた五ひきのうさぎさん

岩のところにでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六㎜10 へいってしまいました︒それをみて︑たぬ

六㎜8

六㎜1

六餅11

六梱5園 りとねむりたかったのさ︒﹂うさぎさん

六梱4國 ンネルがほしかったのさ︒このあたたか

六個1

らんで︑話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

六儒9

さましてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂とらさん

﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたの︑たぬきさん︒﹂﹁

六梱7
さんがあらわれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六㎜1

ちの方をのぞきました︒五ひきのうさぎさ

六伽7園

六伽4 れはたぬきさんでした︒たぬきさんは毛を

六出9

六燭2囹

もんだりしていました︒とらさんは︑いき

山の方をみあげました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いごちそうができた︒﹂とらさんは︑そ

そばに歩いてきました︒うさぎさんたちは

七93囹たしをうえてくれた卒業生たちは︑どこ
七95園まで︑わたしのみたこと︑きいたことを
七95園のみたこと︑きいたことを話したら︑い

七92くる︒星のちらばった青い夜空は︑子ども

七810よく室にひがともった︒白いカーテンが黄

七82もそんなことを考えた︒そうじがはじまつ
七83 ︒そうじがはじまった︒渡りろうかをとお
七86 いなくなってしまった︒教室のまどは︑ど

七73園く子ども︑ならったばかりの唱歌を︑大
七78園りたい︒風になったら︑学校の中を︑ち

七61 て︑教室も目がさめた︒わらい声がはじけ
七63 おけいこがはじまった︒﹁︿略﹀︒﹂ズ略﹀︒﹂

七510ばこのかげにかくれた︒つぎからつぎへと
七511 ︑いちどに花がさいたようだ︒あちこちの

七57園空にきえた︒﹁きたきた︒やっぱりあの
七57囹きえた︒﹁きたきた︒やっぱりあの男の
七57園りあの男の子だった︒きょうは︑ぼうし

七44 どこかで小鳥が鳴いた︒チチ︑チチ︑ピー
七48 にしんこきゅうをした︒﹁︿略﹀︒﹂かしの木
七53 がななめにさしてきた︒校舎の半分が光っ
七53 ︒校會の半分が光った︒校庭のつゆもいっ
七54ゆもいっぺんに光った︒白いちょうが︑う
七55光の中をおよいでいたが︑こんどは︑思い
七56すべに色の空にきえた︒﹁︿略﹀︒﹂かばんを

っ白にさいていました︒おなかのすいた遇

六二5

六悌4囹 っぺんか︒わかった︒﹂しかさんは︑の

六柵4

ださいと︑お願いしたところで︑ゆるして

六側3

たべようとしていたところだ︒よこどり

︑あとをつけてきたのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六槻11

六鵬10囹︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁勝ったものになにもないな

六髄5

ような声をたてました︒うさぎさんは︑び

六襯7 ︑いくつもこえました︒谷川にそって︑山
六襯8 ふもとにでてきました︒やっとしずかな廣
六襯9 な老い野原にでました︒野原には︑日の光

六悩1 は︑もし自分が勝ったら︑このしかの角で
六魏8

つぶしてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂のそり︑

﹁ああ︑こわかった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六悩3園わり︑ぼくが負けたら︑この角を︑おっ

六㎜10

︑大声でわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎさ

六悩5 ︑ 困ってしまいました︒どうせ︑足の早い
六桝9 ん︒しかさんに勝ったところで︑あの角を

六圃2

せなかをおさえました︒うさぎさんたちは

ところへきてくれた︒おなかがぺこぺこ

六柵5

においのりをしました︒そのとき︑﹁︿略﹀

六㎜11園

六気1 たちは話しあいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎさ
六価3 かさんとならびました︒しかさんは︑﹁︿略

六柵8

うな声がひびきました︒それは︑もう一ぴ

きません︒角をとったところで︑なんにな

のいい声をかけました︒五ひきのうさぎさ

六欄2

六柵10

六悩−〇

てふりたて走りました︒ところが︑ぶどう

ように走りだしました︒ささの中︑やぶの
角がひっかかりました︒﹁︿略V︒﹂しかさん

六畜4園
六二5園

にうさぎをみつけたのだ︒あの谷をわた

六側5園︑ちゃんとみつけたのだ︒そこから︑あ

びきのとらさんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ころりところげました︒﹁︿略V︒﹂ぷんぷん

と︑こんどはたおれた木のみきにトンとけ

六側7園

六価5
六価8
六搦3
六搦4
六搦6
六搦7

んにたどりつきました︒そこには︑もうう

下になったりしました︒そのあいだに︑う

六襯2みあいをはじめました︒上になったり︑下

六搦−〇

六襯3

そこをにげだしました︒どんどん︑どんど

門島11 たちはいませんでした︒そうして︑木の切

六僻2 ンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六二3團 私たちが勝ちましたよ︒けれども︑あな

︑どんどんにげました︒山を︑いくつも︑

んにとびかかりました︒二ひきのとらさん

六二8 んどん追いかけました︒うさぎさんたちは
六溜9 みねを一つこえました︒長い森をくぐりま

六襯6

六襯5

六襯1

長い森をくぐりました︒そのうちに︑しか
六柵−o
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七95園 きいたことを話したら︑いくつあるだろ

七2010園うちょがとんできた︒﹂男の子三﹁白いち

なぎにかわっていた︒弟が︑ぼくよりさ
七2911園

七98囹年︑新しく入学した子どもたちが︑わた
七99園 のそばへやってきた︒毎年︑新しい卒業

を︑とりかえましたか︒﹂兄﹁あ︑わすれ

ことを︑話していたんですよ︒﹂母﹁そう

七107 ちょく室のひがきえた︒夜つゆがおりてき

七910園ばからさっていった︒﹂おぼろ月が空に

七238園

七236園

てる︒母﹁どうしたんです︒そんな大き
七3011園

に︑それをみつけた︒﹂そこへ︑はるお
七2011園︑白い花にとまった︒﹂男の子骨﹁あっ︑ 七301園
七303園ちゃん︑帰っていたの︒まだかと思った
七219 いる︒日曜日のはれた朝︒はるお﹁にいち
の︒まだかと思った︒﹂母﹁いま︑にいさ
七2110囹 すずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁しずかにし 七303園
七304園よんでもらっていたところよ︒きょう︑
七227圏 から︑にげちゃったよ︒﹂はるお﹁ねえ︑
七305園︑先生にほめられたんですって︒﹂はる

七107︒夜つゆがおりてきた︒かしの木は︑あく
手というこ

七108 て︑しめっぽくなった葉をふるわせ︑それ

七249

七247

らだが黒っぽかったのが︑青くかわって

︑大きくなりましたね︒たまごをとって

チほどに大きくなったあおむしを︑新しい

さ︒﹂はるお感心したように︑﹁︿略﹀︒﹂兄

﹁あの羽をしぼったら︑きれいなしるが
七3111三

七117 うずなできばえをみたとき︑感心して︑二

七109 ねむりにおちていった︒ 二

七252園

兄﹁ちょうになった︑ちょうになった︒
七239園
﹁あ︑わすれていた︒もう︑おさらいが 七313園
た︑ちょうになった︒﹂はるお﹁ほんとう
七239囹 ︑おさらいがすんだから︑あおむしのせ 七314囹
七319囹にみどりをとかしたような︑美しい羽で

書くことになってきたのでしょう︒﹁︿略﹀

七257園

﹁だいぶ手があがった︒﹂このときの﹁手﹂

七131
︒﹂﹁新しく手をつけた︒﹂このようなとき

七1210
七135

七258囹︑青くかわってきたんですよ︒﹂母﹁はっ

七138 よう︒それとよくにたつかいかたで︑﹁ま
七259囹

腹をかかえてわらった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂これは︑

︒﹁腹がいたみだした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

七269囹

七267

やん︒﹂兄﹁どうしたのさ︒﹂はるお﹁あお

から︑いく日かたったある日の午後︒はる

ぱと同じ色になったのね︒どうして︑は

七143

七149

七359園︑もう二どもいったことがあるのですも

七151

しいものを手にいれたね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

七147 じことばで︑ちがったつかいかたがあるの

七335たりが︑いま生まれたばかりのちょうちょ
七343 ︑人でいっぱいでした︒又略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
七347る女の人もありました︒私と弟のさぶろう
七348うは︑乗るには乗ったものの︑動くことさ
七351すがりついていました︒それでも︑汽車が
七354︑思われるほどでした︒私は︑ありったけ
七356両手をつっぱりました︒家をでるとき︑お
黄色になつちゃった︒﹂母﹁さなぎになつ

七271園

に困ってしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂私はそう

七3511 をつれてきたのでした︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七3511

中でいのっていました︒﹁︿略﹀︒﹂頭の上で

七272園母﹁さなぎになったのですよ︒先生は︑

略﹀︒﹂﹁腹のすわった人だな︒﹂これは︑﹁

てくださらなかったの︒﹂兄﹁いいえ︑ど

七363

七152

にと︑おっしゃっただけです︒﹂母﹁先生

七366

七153 ︑いろいろにつかったばあいを︑しめした

七273園

をおっしゃいましたね︒なんでも︑自分

七154

七289園

つたところを書いたのが︑よくできたっ

しがさなぎになったところを書いたのが

七371 たような氣がしました︒私は︑さぶろうの

七371 からだがらくになったような氣がしました

七3610

七368 頭の上で声がしました︒すぐうしろのおば

さぶろうをつれてきたのでした︒﹁︿略﹀︒﹂

七275園

︑先生にほめられたの︒﹂母﹁どうして︒

七168園のにんずをかぞえたかね︒﹂燃砧長﹁はい︒﹂
七169園はい︑しらべました︒﹂はん長一﹁先生︑
七172園 ﹁よくおぼえていたね︒風のない日は︑
七173園がよくでるのだったね︒さあ︑出発しよ

七289囹

母﹁それはよかったね︒どんなふうに書

たのが︑よくできたって︒﹂母﹁それはよ

たばあいを︑しめしたものです︒﹁︿略V︒﹂

七287園

七276園

七1710囹︑実がつきはじめたからでしょう︒﹂女

七291園

七2810園

七298園

七297囹

七296囹

七294囹

七291囹

うなものだと思った︒ぼくは︑学校から

が教えてくださった︒ぼくは︑あおむし

じ色にかわっていた︒それは︑すずめた

ようにふわふわした︑黒っぽい︑かわい

どんなふうに書いたの︒﹂兄﹁よんでみま

七381 こしらえてくれていたのです︒私は︑思わ

七378 がわっとわらいました︒そのとき︑ふと上

七378

七375

七374

が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんながわっ

と︑私をみあげました︒だれかが︑﹁︿略﹀

＞︒﹂ときいてみました︒人ごみのうすぐら

心配そうにいいました︒すると︑なんだか

七192園子三﹁このまえきたときは︑風が強かっ
七192囹きは︑風が強かったから︑ちょうちょが
七193園うちょがでなかったんですね︒﹂女の子
七194園 二﹁それに寒かったし︒﹂男の子一﹁先生
七197園か︒﹂先生﹁しげった草むらの中に︑かく
七205二 ︑庭に二十本うえたんです︒そのうち︑
七207園のこしておきましたら︑それが︑いまち

785
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﹂と︑頭をさげました︒﹁︿略﹀︒﹂うしろの

七434園

七433

かにゆずってもらった座席の上に立って︑

をたててわらいました︒乗客は︑高いとこ
︑みおくっていました︒私は︑いそいで︑

私の方をみていましたが︑三人め︑四人め

と︑送ってくれました︒はじめ︑さぶろう

つぎの人に渡しました︒それから︑つぎか

えへ︑つきだしました︒おじさんは︑わら

七4410

七447

七445

七443

七442

七442

酒441

人のところにもどった︒老人は︑﹁︿略﹀︒﹂

七4311

年はにっこりわらった︒﹁︿略﹀︒﹂ここで︑

年のまえにすすみでた︒﹁︿略﹀︒﹂青年はに

お金をそれにくわえた︒車中をひとまわり

まえにもぼうしがきた︒私も喜んで︑いく

金がその中にたまった︒私のまえにもぼう

そばの人の手に渡した︒ぼうしは︑つぎつ

︑自分のかぶっていたぼうしを︑そばの下

ゆが四方からおこった︒そこで︑老人は︑

ど︑かふんにまみれたみつばちのようにな
︑汽車でねむっていた︒ふいに︑はくしゅ

中でお礼をいいました︒︵二︶私は︑D・

七453囹

七451

くつまぎれにひいたのです︒せっかくの

っていませんでした︒また︑こんなつも

老人にぼうしを返した︒それから︑二三ど

んなつもりでひいたのでもありません︒

七456

七453囹

︑はくしゅがおこった︒目をさますと︑至

りの青年が立っていた︒かれは︑むねに︑
︑大きなぴかぴかしたアコーデオンをだい

両手でぐっとひろげたかと思うと︑しずか

︑またはくしゅをした︒青年は︑アコーデ

いって︑おじぎをした︒﹁︿略﹀︒﹂これをき

いだにとりかわされた︒おしまいに︑青年
七462

しずかにひきはじめた︒名高いオペラの五

七4510

のからだはゆれていたが︑ひく手にくるい

七463

に近いそとをながめた︒黄みがかった麦ば

七464

がめた︒黄みがかった麦ばたけ︑三道らし

みからすみまで流れた︒青年は︑つづいて

七465

りの花−曲は終った︒ちょうど︑汽車も

七466

七468

うど︑汽車もとまった︒青年は︑すわって

めた︒ごくありふれた曲であったが︑旅を

ありふれた曲であったが︑旅をしてきた至

七468

ったが︑旅をしてきた私には︑しみじみと
︑しみじみときかれた︒汽車はトンネルに

はないずみ﹂であった︒駅の名も美しくよ

りのケースにおさめた︒駅は︑東北本線の
七4611

のと︑二回めに書いたのとを︑くらべてこ

ます︒はじめに書いたのと︑二回めに書い

はトンネルにはいった︒しかし︑青年は︑

七482

ジボール大会があった︒ぼくも︑せんしゅ

︵一︶

七482

作文

いた︒トンネルをでたとき︑向こうの席で

んにひきつづけていた︒トンネルをでたと

七487

五

と︑大きな声をだした人があった︒みると

の名も美しくよまれた︒

声をだした人があった︒みると︑しらがの

七4610

七469

りうたをひきはじめた︒ごくありふれた歪

手にくるいはなかった︒かるやかなしらべ

ツの曲をひきはじめた︒汽車は︑かなり早

七457

七454園

よっとことばを切った︒﹁︿略﹀︒﹂そういっ

あとを追いかけました︒三郎は︑だれかに

い旅をしていました︒けれども︑きょう

んがいってくれましたので︑私は︑人と人
七4310

七438囹︒はなはだですぎたことかもしれません

みんなこの老人をみた︒﹁︿略﹀︒﹂はくしゅ

が︑﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきな

けていこうとしました︒しかし︑弟の手を
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ようけんめいにやった︒はじめに︑ひがし

った︒どちらが勝ったかと思って︑心配し

と︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴った︒どちらが勝ったか

は場所をこうたいした︒すぐまた︑しあい
︑しあいがはじまった︒むちゅうでやって

ぼくたちの勝となった︒﹁︿略﹀︒﹂しんばん

﹂と︑ふえがひびいた︒思いがけなく︑ぼ

たものがふんとうした︒やがて︑﹁︿略﹀︒﹂

声をたてる︒のこったものがふんとうした

︑﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒ぼくは氣が氣では

た︒ぼくもあてられた︒ひがし村の学校の

︑外野にでてしまった︒ぼくもあてられた

をつかうことになった︒ふえがまた﹁︿略
︑しあいがはじまった︒ぼくらのほうが︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくらのほうのボ

︑用意のふえが鳴った︒しんばんの先生が

元感づけてくださった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑用意

︑コートへでていった︒たかやま先生が︑

いをすることになった︒ぼくたちは︑コi

整列して︑式をあげた︒はじめに︑ぼくの

ール大会がはじまった︒どの学校のせんし

さでいっぱいになった︒ ドッジボール大

ずかのちがいで勝った︒ぼくは︑うれしさ

なった︒あぶなかったが︑わずかのちがい

校とやることになった︒あぶなかったが︑

をした︒これも勝った︒さいごに︑町の学

の学校としあいをした︒これも勝った︒さ

ほうが勝ってしまった︒第二回めには︑に

人はいっしんになったので︑かえって︑ぼ

︑﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒それで︑内野の人

が外野へでてしまったので︑あいてのセン

がし村の学校とやった︒ぼくのほうは︑セ

66552111110765431110764210988765431109
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﹂はくしゅがおこった︒ぼくたちの勝であ

七7710囹甲﹁どこでみましたか︒﹂旅人は︑それ

七615やって︑にげていった︒ひとところで︑か
七634 っくものがなくなった豆のつる︒夏の風が
七645さん︒毎日書いてきたあさがお日記︒はつ
七645日記︒はつ花のさいたこと︑けさ書く︒い
七657いく︒もやのかかったおきの島︑ポンポン
七687 一つです︒心に思ったことを︑はっきりと
七702がすむのをまっていたのか︑すぐうしろに
七704 ︑のっそりとでていた︒もやが深いから︑
七712ぐっしょりとぬらした︒うまもうまかたも
七734 いているのかと思ったら︑まあ︑子どもが
七736子どもがわらっていたんだよ︒みんな︑集
七751囹︒甲﹁どこへいったのだろうね︒﹂乙﹁ち
七752園なくなってしまった︒さて︑どこへいっ
七753園さて︑どこへいったものかしら︒﹂ふた
七765たりは︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そうで
七767 ﹂旅人は︑おちついたことばつきで︑旅人

ぼくらのほうが勝った︒うれしいような︑

って︑終りの式をした︒ぼくは︑うれしく

胸がどきどきしていた︒式をすませてもど

びき︑つかまえました︒雨がはれて︑にじ

っと︑風がふいてきた︒おかあさんの鏡︑

る︒ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふ

はっきりとえがかれた一つのかたちは︑ま

しかし︑

七侶1囹 ﹁それから︑つけた荷がありましたね︒
七781囹けた荷がありましたね︒﹂甲乙﹁ありまし
七782囹 ︒﹂甲乙﹁ありました︒﹂旅人﹁その荷は麦
七786囹 ︑そのらくだをみたのではありません︒
七788園かにおききになったのですか︒﹂旅人﹁い
七789園旅人﹁いいえ︑みたのでも︑きいたので
七789園みたのでも︑きいたのでもありません︒
︵二︶

にじが大きくでました︒たんぼの上で︑つ

七7810

な ︑ に こ にこしていた︒

めがちゅう返りをした︒あさがおの花が︑

のは︑みじかくなった文ですが︑まだ︑み

だ︑みがきあげられたことばということは

とからとびこんできた︒よっちゃんたちの

りして︑帰っていった︒よく落ちるかきの
こかへいってしまったのに︒まよったせみ
まったのに︒まよったせみが︑かきの木に

甲が
﹁︑
どうも・おか
た顔をみあわせていた

柱時計がとまりました︒黄色いやまぶきの

七791囹こかへっれていったのにそういない︒﹂
七803囹どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑さ
七804園くを通っていましたが︑とちゅうでひと
七805囹むつてしまいました︒﹂裁判官﹁それで︑
七806囹 ﹁それで︑どうした︒﹂乙﹁目がさめてみ
七808囹さがして歩きましたが︑みあたりません
七809園 ︑この人にであったのです︒﹂裁判官﹁そ

くころびそうになった︒﹁︿略﹀︒﹂はくしゅ

よこだきに受けとめた︒あぶなくころびそ

のところにとんできた︒ぼくはよこだきに

﹂という声がおこった︒ふいに︑ボールが

やくあちこちにとんだ︒そのたびに︑﹁︿略

すぐセンターに渡した︒ボールは︑すばや

がピュッととんできた︒ぼくは︑しっかり

iは︑ぼくをねらった︒ボールがピュッと

んどん︑あてにあてた︒あいてのセンタi

︒﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ は じ ま っ た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ お う え ん

はげましてくださった︒なんだか︑向こう

に︑勝つことができた︒こんどは︑さいご

校とやることになった︒このときは︑ぼく

ないような氣持がした︒第二回めは︑にし

43582152174371087655433211117511987

﹃らくだをにがしたのではないか︒﹄と︑
七8011囹

にまだ︑知っていたかね︒﹂乙﹁はい︑知
七8110囹

とを知っていました︒そのとおり︑私ど
七816園
とも知っていました︒しかも︑左の足の
七818園

い︑知っていました︒らくだのまえ歯が
七8111囹

のうえ︑つけていた荷物の品まで︑知っ
七822園
﹁らくだをぬすんだのは︑この男にちが
七824圏
とは︑よくわかった︒﹂旅人をみて︑裁
七826囹

がつづいていました︒それなのに人の足
七8211園

七8311園
とは︑なぜわかったのか︒﹂旅人﹁草をく

七832園こかからにげてきたのではないかと︑思
はないかと︑思ったのです︒﹂裁判官﹁な
七832園
︑どうしてわかったのかね︒﹂旅人﹁それ
七834園
ばかりたべてあったからです︒﹂裁判官﹁
七836園
七839園
さくなっていましたので︒﹂裁判官﹁では

七841園
人﹁草をくいとったあとをみますと︑か
七842園
いる葉がありました︒それで︑歯が二三
七843園
ないと︑考えました︒﹂裁判官﹁きいてみ
︑どうしてわかったのでしょう︒﹂乙﹁そ
七846囹
七847園とが︑なぜわかったのでしょう︒裁判官

七8411園
︑麦がこぼれていたからです︒﹂裁判官﹁

七863

かうことになりました先
︒生が︑黒いうさ

よし︑よくわかった︒らくだは︑あなた
七852囹
七853園︑あなたがぬすんだのではない︒もう帰
の旅人をうたがったのも︑むりはない︒
七856囹
の答で︑知っていたわけがはっきりした
七857圏
七858園わけがはっきりしたでしょうQもう︑う
七858園︑うたがいははれたことと思う︒早くい

七865ていらっしゃいました︒私たちで︑めかた
七865 ︑めかたを計りました︒黒うさぎ390
七868晴 20度 草をやったら︑3びきとも︑せ
七868 ︑せっせとたべました︒うさぎはどんな草

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 87 87 8了

㈲

㈲

㈲

㈱

な喜んですぐでましたが︑1びきの白いう
㈹

て︑そとへだしました︒だすときに︑わら

りして︑あばれました︒ 7月24日

晴

毛の長さを計ってみたら︑白は2㎝︑黒も
︑茶は一・5㎝でした︒そうじをしょうと

㈱

て︑かごの中へいれたら︑キューと︑高く

一と︑高く鳴きました︒ 8月2日

ω

x 朝︑いってみたら︑右から四ばんめ
ひき生まれていました︒ 8月4日

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
98 98 98 97 97 97 9了 9了 9了 96 96 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93

やに︑えさがなかったので︑かこいの鉄ぼ

9月3日

9月6日

㈲

㈱

10月23日
11月11日

㈹
㈲

けさ︑いってみたら︑左がわのへやに

ぽい色をしていました︒

おやうさぎがし

11月13日
︒おやうさぎがしたのです︒

㈹

7ひきの生まれたばかりの子うさぎは
11月25日

11月26日

㈲

㈲

ました︒お壼ごろみたら︑調うさぎは︑7

度 朝早くいってみたら︑患うさぎは巣の
︑草をたべていました︒お査ごろみたら︑

葉を︑たべていました︒黒の言うさぎが︑
︑のませませんでした︒うさぎは︑人がみ

らでて歩いていました︒そうして︑にんじ

草はたべませんでした︒

らはいだしてきました︒草のそばにきて︑
︑口をくっつけましたが︑草はたべません

っかり毛がはえました︒

もう一びきは黒でした︒ねずみ色の4ひき

度

るくなっていました︒

の子が7ひきいました︒1びきは白で︑あ

ぽいはいっていました︒その毛にくるまつ

のようなふわふわした毛が︑いっぱいはい

くさんぬけていました︒よくみると︑おく

度

こしらえてやりました︒

とびます︒寒くなったので︑むしろで戸を

の下にいれていました︒

のでねむっていました︒あと足を長くのば

のところへいってみたら︑暑いのでねむつ

たそうにしていました︒

ほかのうさぎがかんだのです︒しばらく動

は耳にけがをしました︒ほかのうさぎがか

が︑たくさんいました︒

を︑かじっていました︒子うさぎの生まれ
︒延うさぎの生まれた︑右から四ばんめの

4431087433972図図10109864228653329876

てみることにしました︒きょうは︑れんげ

たねの葉をやりました︒ 4月30日

出

に乗って︑たべました︒ 7月20日

26

屋のそうじをしました︒小屋からだすとき

㈹

x 私が麦をやったら︑白いうさぎは︑

るようにして︑ぬれた草はやらないように

れてみたらうきました︒うさぎのふんはま

おろしてしまいました︒ 6月25日 ㈲
︑水の中へいれてみたらうきました︒うさ

うしろ足で立ちました︒が︑すぐ︑まえ足

や顔をなでていました︒ 5月31日

24度 よくみていたら︑ねこが顔をあら

うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

晴23度よく晴れた日には︑とても元氣

を一びきもらいました︒5月28日

︑13びきになりました︒奮うさぎが9ひき

に︑喜んでたべました︒ 5月20日 ㈲
︑まえにたべのこした古い草は︑ふみつけ

ら︑にんじんをやったときのように︑喜ん

べとおおばこをやったら︑にんじんをやつ

んかをしてたべました︒ 5月6日

とじゃがいもをやったら︑黒と白が︑けん

ても喜んでたべました︒ 5月5日

431198653297411087428754965532932
29

787
た一た
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14度

12月1日

ω

12月2日

12月4日

㈹

㈲

けさみたら︑母うさぎと7ひ

うなきかんぼうでした︒たとえば︑近所の
︑毎日なにかかわったことをしでかしては

のあわてかたといったらありません︒びつ

でも︑その氣になったらしく︑ときたまそ

オがすきになりました︒ピオのほうでも︑

ちがうと︑本でよんだためです︒たとえば

ろげ落ちたりしました︒朝の早いうちの小

指で追ったりしました︒すると︑だんだん

うばんしたりしました︒客がきているとき

つくようになりました︒それどころか︑遇

もとまるようになったばかりか︑頭の上に

う名がつけられました︒だんだんなれて︑

じに持って帰りました︒その晩から家族の

て︑しばらく見物したのち︑その一わを買

黒山の人だかりだったのです︒私も︑すっ

り︑口さきにふくんだえさをとらせたり一

べつで︑そばにすえた小さなかごの中から

しか責っていなかったのですから⁝⁝︒そ

店をひろげていました︒小鳥屋というより
︑ほおじろ屋といったほうがいいかもしれ

通りを歩いていましたら︑あるデパートの

かわれるようになったかといえば⁝⁝︒秋

うの人国者がいました︒西洋の子どもだう

るので︑安心しました︒ うまれるときは

じんをたべていました︒よいぐあいに︑み

晴

ねずみ色は6㎝でした︒

耳の長さも計りました︒耳の長さは︑白と

毛の長さを計りました︒耳の長さも計りま

いので260gでした︒

かたを計ってみました︒母うさぎは4㎏︑

らでて歩いていました︒

109998877666666655555544999999999999989898
911611146511865421118765393875322985

て学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶
︑ひょいとふみこんだとたん︑うちがわで

た足でふんでしまったのです︒﹁︿略﹀︒﹂と

むじゃきに遊んでいたピオを︑かた足でふ
でなく︑茶のまにいたうちじゅうのものが
オをひろいあげました︒すると︑あわれに
手あてをつくしましたが︑それなり︑まも

く息をひきとりました︒みんなないて1
目をなきはらしましたが︑もうどうするこ
から︑つめたくなったからだをわたにつっ
とにうめてやりました︒そうして︑﹁ピオ

ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを立
ひを立ててやりました︒かわいいものをな
わいいものをなくしたばかりでなく︑私は
オの信頼をうらぎったのが︑かなしくてな
くてなりませんでした︒ころしたのは︑も
せんでした︒ころしたのは︑もちろんあや
︑信用してくれていたものを︑あやまちの
めにあわれに死なせたというなさけなさは
のふかい朝の野にでたとき︑﹁︿略﹀︒﹂だの

ようのないものでした︒それから十年︑い
の皮に生みつけられた︑あぶらぜみのたま
のたまごがありました︒親ぜみが︑あのほ
︑あのほそくとがった口のさきで︑かたい
けておいてくれましたので︑寒い冬もぶじ
こすことができました︒春がきても︑たま
はじめてかえりました︒ニミリほどある︑

親のちぶさにすがったようなもので︑とり

なもので︑とりついたがさいご︑よういに
︑だれも教えてくれたことではありません

︑しぜんにそなわったかしこさで︑これで

︒七年の月日がたったころ︑せみの子たち

もう大きくなりきったことを知ります︒そ
あめ色をした六本足の虫が︑こし

りのくらくなりかけた夕ぐれをみはからっ
︵二︶

すずめにみつけられたらたいへんです︒地

だけがはえていました︒せみは︑さっそく

いあがっていきました︒地表から一メート

メートルほどのぼったところに︑小枝がわ

枝がわかれていました︒虫は︑それにとり

くなってしまいました︒もうすっかりくら

かりくらくなりました︒あめ色のせなかに
︑われめができました︒すると︑中から︑
がはみだしてきました︒せなかがでます︒

ぶらりとさがりました︒足もでました︒た
ました︒足もでました︒ただ︑腹の下のほ
をうしろにさげました︒しばらくそのまま
︒やがておきなおったかと思うと︑からだ
からはなれていました︒みるまに︑羽はす
﹂と鳴きはじめました︒このわかいあぶら
そろと歩きだしました︒はばたきをして︑

て︑すっととびたったかと思うと︑その鳴
でいってとまりました︒そこへなかまが集
やがて死ぬけし

たまでかざった︑きれいな四頭びき

にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋

会のようになりました︒

j

野原へおりてきました︒そこには︑星のか
りして遊んでいました︒天帝は︑あたりを

八八
32 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 2了 2了 2了
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すようになさいました︒それは︑天帝のひ

あうことができました︒ ︵二︶ 天の川

ふえをふいてきました︒ふたりは︑天の川

﹂とおっしゃいました︒一年の月日がたっ

おりながらなきました︒天帝は︑このよう

おしまいになりました︒はたおりひめは︑

けました︒それをみた天帝は︑たいへんお

しく遊びつづけました︒それをみた天帝は

たらかなくなりました︒ふたりは︑毎日野

わすれてしまいました︒けんぎゅうも︑は

のむこにもらいました︒ところが︑はたお

をうばわれていました︒天帝は︑男らしい

草をたべはじめました︒けんぎゅうは︑や

ンポンとたたきました︒うしは︑うまくふ

落ちこもうとしましたが︑そのせつな︑け

ふきつづけていました︒卜うしは︑にわか

れにあばれだしました︒けれども︑けんぎ

きおつきになりました︒黒うしは︑おどろ

その男にたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

かい男にであいました︒そのすがたといい

ていらっしゃいました︒すると︑黒うしに

﹂こうお考えになった天帝は︑そのままそ

ずにおりつづけました︒﹁︿略﹀︒﹂こうお考

おみとれになりました︒ひめは︑なにも知

はたをおっていました︒そのおり物の美し

すると︑さがしていたはたおりひめが︑い

おはいりになりました︒すると︑さがして

ずかにういていました︒川岸にそって車を

川にさしかかりました︒川の水は銀色に光

ていってしまいました︒やがて︑大きな天

みあたりませんでした︒馬車はふたたび走

おいでになるのでした︒けれども︑みあた

8431111084111109864853298766321エ1106
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（一

星のかんむりをつけたむすめたちが︑樂し

2

4

まごはそのままでした︒暑い夏がやってく

にて︑ほそいとがったロをもっています︒

かくれてしまいました︒地の中はどこもま

1033119886753997421988652943631110
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しておりていきました︒地面におりた虫た

6

ました︒地面におりた虫たちは︑やがて︑
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八

39

39

ように︑ぼうっとした銀の川のような光を

すと︑太陽から発した光が︑地球にとどく

十年ほどまえに発した光だというわけにな

でおいでになりました︒王女がこがね色の

とはありませんでしたが︑もっとたくさん

がいらっしゃいました︒かわいいひとりの

八

40

40

4

3

2
5

のたまごになりました︒そのとき︑王女が

をおとりになりました︒これもこがねのた

のさかなになりました︒たまごをおとりに

こがねにかわりました︒さかなをめしあが

がろうとなさいました︒まずコーヒーをお

ねになっていきました︒王さまは︑朝ごは

に︑ぴかぴかと光ったこがねになっていき

をおふれになりました︒庭の草木は︑みて

庭へおでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂こんなひ

もこがねになりました︒王さまは︑庭へお

着ようとなさいました︒着物もこがねにな

もこがねになりました︒着物を着ようとな

おさわりになりました︒それもこがねにな

こがねにかわりました︒王さまは︑ねどこ

おさわりになりました︒いすはたちまちこ

あくる朝になりました︒王さまは︑大喜び

へいってしまいました︒あくる朝になりま

八378園
︑﹁この花が︑みたとおりのこがねなら
八379 ﹂とおっしゃいました︒ある日︑王さまは
八382人がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑その
八386知らぬ人がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑お答
八389 ︑お答えになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂
八393囹
たしの手にさわったものが︑みんなこが
八393園
んなこが ね に な っ た ら ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略
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八

39
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40
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八

40

さまにだきつきました︒﹁︿略﹀︒﹂とおっし

女がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂こういつ
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7

﹂とおっしゃいましたが︑王女はなんの謂

一まいのシャツ

と︑歩いていきました︒ところが︑そまつ

した︒日がくれましたが︑王子は︑もうし

村にさしかかりました︒日がくれましたが

さがしにでかけました︒どんどん歩いてい

みあたりませんでした︒王子も︑なんとか

てさがしまわりましたが︑やはりみあたり

いなかったりしました︒けらいたちは︑潤

とさがしまわりましたが︑ほんとうに幸福

いいつけになりました︒けらいたちは︑あ

んお喜びになりました︒さっそくけらいた

人は︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂これをき

うものがでてきました︒その人は︑こうい

考えはでませんでした︒そこへ︑王さまの

り集まって︑どうしたら王さまのこ病氣を
︑相談をはじめました︒けれども︑これと

病婦をなおしてくれたものには︑國の半分
︑おだしになりました︒これをきいて︑ち

お苦しみになりましたが︑いくら手をつく

がいらっしゃいました︒王さまは︑ご病氣

まにすがりつきました︒

ふりかけになりました︒﹁︿略﹀︒﹂王女は︑

て︑こがねになったものにふりかけなさ

︑満足なさいましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ぬ人があらわれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

とになってしまった︒もし︑ひめが生き

からです︒﹁困ったことになってしまつ

りもたいせつであったからです︒﹁︿略﹀︒﹂

かなしみになりました︒王女は︑王さまに

いこがねになっていたのです︒王さまは︑

8765431111054117655421641107109665432
囹園 園園

のそばを通りかかったときでした︒中から

んの小屋がありました︒その小屋のそばを
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りかかったときでした︒中から人の声がき

幸福

﹁幸福﹂が

めんをこうむりました︒こんどは︑うさぎ

声をだして鳴きました︒﹁幸福﹂はまた︑

きはしないかと思ったのでしょう︒﹁︿略﹀

とりに氣をつけました︒まずしいこじきの

いため息をつきました︒それから︑かって

略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

でも家のまえに立ったように顔をしかめて

きたとは知らなかったとみえて︑いやなも

人も︑﹁幸福﹂がきたとは知らなかったと

えへいって立ちました︒そこの家の人も︑

めんをこうむりました︒こんどは︑にわと

てるように鳴きました︒﹁幸福﹂は︑さっ

としめてしまいました︒おまけに︑そこの

略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

人は︑﹁幸福﹂がきたとは知りませんから

﹁幸福﹂が立ちました︒そこの家の人は︑

てある家がありました︒その家のまえにい

いてくるつもりでした︒この﹁幸福﹂が︑

えてくれる人があったら︑その人のところ

だというつもりでした︒そんなまずしいな

した︒だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂

ようななりをしました︒だれかがきいたら

へたずねていきました︒だれでも幸福のほ

︿略﹀︒﹂と答えました︒

をこの男に話しました︒すると︑その男は

しているところでした︒王子は︑いままで

もっているだけでした︒ひとりの男が︑い

へはいっていきました︒中には︑うすぐら

さがしもとめていた人だ︒﹂と喜んで︑

ごはんもいただいた︒あとはぐっすりね

に耳をかたむけました︒﹁︿略﹀︒﹂王子は手

6521104211111097411110875438621108611108
園園

3
6
5

6
6

ノ天
八
ノ、
ノ、

八八
ノ、
八

40

40

八

40

八
ノ、
八
八
八
41

40

ノ、

41

八
ノ、

4で

ノ、

41

八
ノ天

41

41
ノ、

789
た一た

八662 たちの頭の上を流れたが︑すぐにうかびあ

も一わずっとびこんだ︒水はひなたちの第

八663 きて︑うまくおよいだ︒みにくいあひるの

八6511

八607深いみずうみがあった︒みずうみの岸の︑
八609あひるがすわっていた︒それは︑たまごを

八677 ことであらそっていた︒そうして︑親あひ

に書ねをしていました︒﹁幸福﹂には︑そ

びにそえてくれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うさ

﹂といってくれました︒黄色なたくあんま

は知らないようでしたが︑なさけのある人

︿略﹀︒﹂といいましたが︑そこの家の人が

の首すじにかみついた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑親あ

えへいって立ちました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

えしているのであった︒けれども︑親あひ
八6010

八682

と︑親あひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂年よりの

心がよくわかりました︒おむすび一つ︑た

は︑﹁︿略V︒﹂といった︒すると親あひるは

にあんまり長くいたので︑あんなふうに

︑つつつかれたりした︒しちめんちょうは

ちょうは︑風を受けた船のほのようにから

＞︒﹂といってかばった︒みにくいあひるの

八704

つかにしてやってきた︒あわれなあひるの

らませて向かってきた︒﹁︿略﹀︒﹂といって

八704
八705

るの子は︑立っていたほうがいいか︑歩い

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒あひるにはかみつ

︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒親あひるですら︑

八712くなるばかりであった︒おしまいには︑自

それから

こかへいってしまった︒それから二三日し

八717

八715

みとなさけなく思った︒ ︵二︶

は鳴いて︑はってでた︒それは︑ひどく大

ところへおりていった︒さっと水の中へと

うの上をてらしていた︒親あひるは︑その

八721 ︑あひるの子は思った︒そうして︑目をふ

八7110

八7110

八7110

がおそれてとびたった︒﹁これも自分がみ

すると︑草むらにいた小鳥がおそれてとび

とびこえてにげだした︒すると︑草むらに
っとその子をながめた︒﹁︿略﹀︒﹂あくる日

と水の中へとびこんだ︒﹁︿略﹀︒﹂というと

八718 には足でけとばされた︒そこで︑みにくい

大きなたまごがわれた︒﹁︿略V︒﹂と︑ひな

八7010

八708 えも︑わからなかった︒すがたがみっとも

八708 がいいか︑歩いていたほうがいいかさえも

八707

八706

八701

八6911囹あんなふうになっただけですよ︒﹂とい

八6910園

八6811

八678 親あひるにつれられたひなたちが通ってい

八676 なは鳥小屋にでかけた︒そこには︑二つの

しょになっておよいだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑親あ

もてに立っていました︒そこの家の人も﹁

八685

れだけはしくじったね︒﹂といった︒す

﹁あの一わをのけたほかは︑みんないい

と︑親あひるはいった︒﹁︿略﹀︒﹂そこで︑

の人も﹁幸福﹂がきたとは知らないようで

八611もうつかれきっていた︒それに︑たずねて
八613るほうがすきであったからである︒とうと
八614 つ一つたまごがわれた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑どの
八615小さなひなの首がでた︒﹁︿略﹀︒﹂と親あひ
八616はすぐとびだしてきた︒そうして︑みどり
八617 ︑あたりをみまわした︒みどりは目のため
八619いだけみさせてやった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひな

八689囹

八665

けておいていきました︒ 五 みはらし戦

八6111と︑ひなたちはいった︒﹁︿略﹀︒﹂といいな

八6810園

八668

い砂地がみわたされた︒ぼくは︑砂地の上

あ︑みんなそろったろうね︒﹂といいな
八622園

八623あひるは立ちあがった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひと
んとうにくたびれた︒﹂と︑ひとりごと
八626園
八627 って︑こしをおろした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑たず
八629 vと︑たずねてきた年よりのあひるがい
八629よりのあひるがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
八634りのお客さんがいった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
どそれでだまされたことがあってね︑そ
八637園
八639囹のひなには苦労したよ︒なにしろ︑水を
八641園ことができなかった︒わたしは︑﹃︿略﹀
八643囹いったりして教えたのだが︑だめだった
八643園のだが︑だめだった︒どれ︑たまごをみ
八646囹いままでだいていたのだし︑あと四五日

うと思って歩きだした︒すこし歩いてから
あてにして歩きだした︒まえのよりはまつ
れて︑いま歩いてきた足あとをみると︑み

られて︑わきみをしたあたりが横にそれて
すぐな︑しっかりした足あとがついている
いさんにその話をしたら︑おじいさんは︑
略﹀︒﹂とおっしゃった︒ある日︑ぼくは遠

でみはらし台へいった︒山のおねを曲がる
いままでのぼってきた方をふり返ってみる
と︑汽車によびかけた︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

や停車場が目についた︒すると︑おもちゃ
立ってお歩きになった︒みはらし台に立つ
ている雪が目についた︒あの山にのぼった

64

〉。

みにくいものであった︒親あひるは︑じつ
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64

望遠鏡をのぞいてみた︒すると︑向こうの

みえるだろうと思った︒そのことを先生に

た︒あの山にのぼったら︑もっと大きなけ

みにくいあ

とを先生に話してみたら︑先生は︑﹁︿略V
六

︑いいお天子であった︒麦ばたけは黄色く
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65
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65
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略﹀︒﹂と お っ し ゃ っ た ︒

して歩きまわっていた︒田や野原のまわり

むぎはみどりであった︒野原にはかれ草が

5

4
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八721 うして︑目をふさいだが︑またさきへとん
八722 たさきへとんでいった︒こうして︑大きな
八723 るところへやってきた︒そこにはかもが開
脚724 にはかもが住んでいた︒あひるの子は︑こ
八724 ここで一晩横になった︒つかれて︑氣がし
八725 て︑氣がしずんでいた︒朝がた︑かもがと
︑新しいなかまをみた︒﹁︿略V︒﹂と︑かも

八726 た︑かもがとびおきた︒そうして︑新しい
八728 ＞︒﹂と︑かもがいった︒あひるの子は︑こ

八726

天
ノ2
70
1って休みたいと思った︒また︑ぬまの水を

天20もらいたいとも思ったが︑それもゆるして
ノ了−

八7211 もらえそうもなかった︒それから二日間︑

八731 にそっとかくれていた︒すると︑そこへ二

と︑その一わがいった︒﹁︿略V︒﹂このとき

まもないものであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑その

八732 わのがんがやってきた︒どちらもたまごか
八733

八735

まの中に死んで落ちた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑また

略﹀︒﹂と︑空で鳴った︒そうして二わのが

八736圏 いから︑氣にいったよ︒どうだ︑われわ
八7310
八7311

八742 あいだがらとびたった︒また音がひびいた

八741 略﹀︒﹂と︑また鳴った︒がんのむれが︑そ

八742 た︒また音がひびいた︒ものすごい鳥うち
八742 い鳥うちがはじまったのである︒かりうど
八744 にまちぶせをしていた︒あしの上に廣がっ
八745 の枝にものぼっていた︒青いけむりが︑く
八746 のようにたちのぼった︒かりいぬが︑ピシ
八747 ぬま地へはいってきた︒あわれなあひるの
八748 の子はきもをつぶした︒頭をねじ曲げてつ
八749 てつばさの中にいれた︒ところが︑ちょう
八7410 すぐそばに立っていた︒したは口からたれ
八751 つきつけて歯をむいた︒それからピシャ︑

こかへいってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂あひるの

︵三︶

くれがた

ら中へはいっていった︒中には︑おばあさ

いているのをみつけたので︑そこから中へ

たまごは生まなかった︒そればかりでなく

めしにおいてもらった︒しかし︑たまごは

と日の光が流れてきた︒あひるの子は︑き

さん︑氣がくるったのだよ︒ねこにきい

︑にわとりがさけんだ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

に思わずその話をした︒﹁︿略V︒﹂と︑にわ

うにおよぎたくなったので︑にわとりに思

にすわってばかりいた︒そこへ︑さわやか

つた考えをもっていた︒にわとりは︑﹁︿略

とはまったくちがつた考えをもっていた︒

︑おばあさんがいった︒そこで︑あひるの

﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おば

なって︑よそからきたあひるの子は︑すぐ
︑すぐにみつけられた︒ねこはのどを鳴ら

のようにかわいがった︒朝になって︑よそ

をだすことさえできた︒にわとりは︑足は
︑いいたまごを生んだ︒おばあさんは︑そ

いっしょに住んでいた︒ねこは︑せなかを

すはげしくなってきた︒あひるの子は︑割

なければならなかった︒あらしはますます

れるかわからなかった︒風がひどいので︑

うの小屋へやってきた︒小屋はひどくあれ

どんどん走っていった︒

ぬま地をにげていった︒田や野原をこえて

る氣にもなれなかった︒なん時間もたって

ついて火ぶたをきった︒しばらくして︑や
︑やっとひっそりした︒しかし︑かわいそ

っとしずかにしていた︒そのあいだも︑た

子は︑ため息をついた︒﹁︿略﹀︒﹂しばらく
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のなかまいりをしたんだもの︒それなの

の農夫が通りかかった︒あひるの子をみつ
︑うちへっれて帰った︒すると︑あひるの

せずたおれてしまった︒あくる朝早く︑ひ

の中にとじこめられたまま︑身動きもせず

なければならなかった︒とうとうつかれは

ん小さくなっていった︒あひるの子は︑あ

なければならなかった︒しかし︑一晩ごと

のうちに寒い冬がきた︒あひるの子は︑水

ょうな美しさをもったらなどと望むことが

鳥をなつかしく思った︒それは︑うらやま
︑うらやましく思ったのではない︒どうし

れをなつかしく思ったよりも︑あの鳥をな

うことも知らなかった︒しかし︑いままで

こまでもぐっていった︒あひるの子は︑あ
︑どこへとんでいったのかということも知

ることはできなかった︒そうして︑はくち

んな大きな声をだした︒あひるの子は︑あ

ふしぎな氣持になった︒あひるの子は︑水

く高くのぼっていった︒あひるの子は︑そ

みへと︑とんでいった︒高く高くのぼって

ははくちょうであった︒はくちょうはみご

曲がる首をもっていた︒それははくちょう

の一むれがやってきた︒まぶしいほど白い

くしずむときであった︒草むらから︑大き

ってひくくたれていた︒ある夕ぐれ︑太陽

がね色や茶色になった︒雲は︑あられや雪

た︒ ︵四︶ 秋がきた︒森の木の葉がこが

ものあつかいにされた︒ ︵四︶秋がきた

いだりもぐったりした︒けれども︑すがた

の子はでかけていった︒そうして︑およい

ちはみんなそうしたものだよ︒まあ︑た

321111986543321119865432110988654116
園園

ひるの子は生き返った︒子どもたちはいっ

なべの中へとびこんだ︒たちまち︑牛乳が

乳がへやの中に流れたので︑おかみさんは

手をたたいておこった︒そこで︑あひるの

であひるの子をうった︒子どもたちは︑あ

けにはいってしまった︒おかみさんは声を

ったりさけんだりした︒おりよく戸があい

りよく戸があいていたので︑あひるの子は

きって横になっていた︒あひるの子が︑き

草むらへはいりこんだ︒そこで︑つかれき

90
90
91
91
91
91
91
91
92

ひるの子ではなかった︒はくちょうであっ
︒はくちょうであった︒生まれがはくちょ

うは︑その受けてきたまずしさとふしあわ

せとをかえって喜んだ︒いまは︑その身を

じみと幸福をさとったのである︒大きなは

でかるくなでてくれた︒小さな子どもがき

だ︒新しいのがきた︑きた︒﹂と喜んだ︒

ンや麦をなげてくれた︒いちばん小さな子
︑又略﹀︒﹂とさけんだ︒すると︑ほかの子

しいのがきた︑きた︒﹂と喜んだ︒子ど

た︒美しい春であった︒すると︑とつぜん

八9211
まえにきて頭をさげた︒新しいはくちょう

八925いって︑もらってきたパンやおかしをなげ
八926かしをなげてよこした︒みんなは︑﹁︿略V
八929というと︑年をとったはくちょうが︑新し

の中で横になっていた︒美しい春であった

つかせることができた︒まえより強く前帯

うしてこんなになったのかわからないうち

る水の上にのびていた︒ここは︑ほんとう

きな庭の中にきていた︒そこには︑たくさ

ょうがあらわれてきた︒はくちょうは︑つ

びがみちあふれていた︒ところが︑木のし

ごとな鳥を知っていた︒そうして︑なんだ

水の上をおよいでいた︒あひるの子は︑そ

思いがこみあげてきた︒﹁︿略﹀︒﹂そういっ

あひるの子であったとき︑こんな幸福が
八9310囹

八939喜ばしそうにさけんだ︒﹁︿略﹀︒﹂

い

ほうへおよいでいった︒はくちょうはあひ

あの鳥にころされたほうがましだ︒﹂そ
八898園

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
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ノ天

90

89
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1

ったりと近づいてきた︒﹁
﹂かわいそ
︑水の上に頭をたれた︒そのとたん︑すみ

八943もみひたしをしました︒品種は︑あじのよ
八945ひたしました︒ういたもみがあったので︑

八945水の中にひたしました︒ういたもみがあっ
うつっているのをみた︒それは︑ぶかっこ

のとたん︑すみきった水の上に自分のすが

八9311め
囹にも思わなかった︒﹂亡いねを育て

七

うはあひるの子をみた︒そうして︑羽をひ

1110

八935れる身のうえになったのである︒にわとこ
八936うのまえに枝をたれた︒太陽はあたたかく
八937 ︑おだやかにてらした︒すると︑つばさが
八938サラサラと音をたてた︒わかいはくちょう

ち︑とぶことができた︒どうしてこんなに

八922も︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ︒子どもたちは︑手
八923たいておどりまわった︒おかあさんのとこ

ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、

八931りはにかんでしまった︒どうしていいのか
八932さの中に頭をかくした︒ほんとうに幸福で
八932んとうに幸福であったが︑すこしもいばら
八933こしもいばらなかった︒そのむかし︑いじ
八934 ︑あざけられたりしたときのことを考えた
八934たときのことを考えた︒それが︑いまでは

だ︑どんなに苦しんだか︑ここで話すには
︑ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は

1111875331111
囹圓
一

92

っしょに遊ぼうとしたが︑あひるの子はま
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︒ういたもみがあったので︑手ですくって

5月5日

6月27日

出

㈱

かぶばかり植えました︒これから︑水がき

をみることにしました︒やく12平方mに一

のと︑1本ずつ植えたのと二とおりにして

かぶに3本ずつ植えたのと︑1高ずつ植え

そく正しく植えました︒1かぶに3本ずつ

をみんなでわけました︒あいだを30㎝ぐら

もなくあつい日でした︒なわしろからとつ
︒なわしろからとったなえをみんなでわけ

んなうれしそうでした︒よいお天氣で︑風

きょうは田植えでしたので︑みんなうれし

は深くたがやしました︒

いてこまかくしました︒種まきのときとち

田植えのころになったので︑しろかきをし
︑しろかきをしました︒いねがよく根をは

れるようになりました︒黄みどりの新しい

ました︒水にひたしたほうが︑1週間早く
︑1週間早くでました︒ 6月13日 ㈱

っとめがでてきました︒水にひたしたほう

から3㎝にのびました︒ひたさない種もみ

みどりのめがでました︒ひたさないほうは

しをつけておきました︒いつ︑めがでるで

さない種もみをまいたところには︑べつに

ないようにまきました︒ひたさない種もみ

にしるしをつけました︒土をあまり深くほ

ちょうど10日めでした︒はんごとになわし

ようなものがでました︒これが︑ほんとう
︑もみまきをしました︒種もみひたしをし

しふくらんでいました︒

とりかえるときにみたらもみのもとのほう

き水をとりかえました︒こうすると︑なわ

もみがらばかりでした︒水をいっぱいいれ

433221197644965439766321742976
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みつけられていました︒先生におききしま

10月20日

ω

10月25
いねかりをしました︒いねを根もとから

㈹

とからかりとりました︒じょうぶに作った
11月10日

みとごみをわけました︒風のくる場所で︑
11月15日

みがよくかわきました︒きょうはもみすり

のよい日に2日ぼしたら︑もみがよくかわ

にひろげてほしました︒

㈱

いたらよくとれました︒こんどは︑もみと

いねをはさんでこいたらよくとれました︒

きをした人もいました︒ぼうのあいだにい

いねこきをしました︒いねこききかいを
︑手でいねこきをした人もいました︒ぼう

にきちんとかけました︒

た︒じょうぶに作ったいねかけに︑日がよ

0つぶももみができたわけです︒

いずつついていました︒ですから︑1つぶ

数をしらべてみました︒1本のほに︑多い

いことがわかりました︒もみの数をしらべ

いたい12ぐらいでした︒両方をくらべてみ

した︒3本ずつ植えたかぶには︑いちばん

ぐらいついていました︒3本ずつ植えたか

した︒1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐ

なでしらべてみました︒1本ずつ植えたか

ぶは30本もありました︒こんどは一かぶの

だとおっしゃいました︒

という病氣にかかったのだとおっしゃいま

た︒先生におききしたら︑このいねは︑い

が︑5かぶありました︒先生におききした

なで虫とりをしました︒いねは︑だんだん

ごだということでした︒みんなで虫とりを

87664322114211010876543322165542110
いのでくふうしました︒いたといたのあい

はもみすりをしました︒きかいがないので
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㈲

みがらをはじきました︒きれいなお米がで

11月19日

のこっていたもみを︑1日︑日光

ときの音もあらわした︒おしまいに︑海岸

にドブンととびこんだときの音もあらわし

の降るところであった︒それから︑水の中

たいてきかせてくれた︒川波がザワザワと

の音をとりあつかった︒水の音をたいこで

う話がおもしろかった︒その例として︑ま

場音量の話﹂をきいた︒その中で︑たいこ

も︑それぞれちがった新しい思いをおこさ

ということばを加えたらどうでしょう︒色

は︑いくらかちがったものがあらわれてく

月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いくら

ということばをそえたら︑どういうけしき

わせると︑とけあった美しいひびきとなつ

にあわせてひいてみたらどうでしょう︒音

ると︑さらにちがった氣持がします︒オル

と︑まえとはちがつた感じがします︒三音

りも︑もっとちがった感じがするにちがい

色の組みあわせにしたら︑二色のときより

わりに︑茶色をぬったら︑どうなるでしょ

に︑むらさきをぬったら︑どうなるでしょ

ると︑また︑ちがった感じがします︒みど

では感じられなかった明かるさがあらわれ

のげん米がとれました︒平年作は︑1平方

ではないと思いました︒やく12平方mの土

けた米もでてきました︒ほしてすぐ︑もみ

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

どはすぐにはげましたが︑くだけた米もで

みすりをしてみました︒どんどんすってい
︒どんどんすっていたら︑こんどはすぐに

18度

なお米がでてきました︒

65539725177676314429856544433299

いなえがでてきました︒これで︑もうだい

㈱

㎝ぐらいになりました︒どのなえも生き生

ちがよいと思いました︒ 7月18日

たくさんでてきました︒新しい葉は︑まる

つと日でりがつづいたので︑水をやるとう

x みんなで植えたなえが︑いきおいよ

んど85㎝になりました︒1本ずつ植えたな

した︒1本ずつ植えたなえが︑だいたい7

本ぐらいにふえました︒3本ずつ植えたの

出

した︒3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいに

ので15本になりました︒ 8月18日

本ぐらいにふえましたが︑いちばん多いの

のほがではじめました︒葉のついているも

みどりのほがでました︒田植えをした日か

ほがでそろいました︒ほの一つぶを虫め

ました︒田植えをした日から︑ちょうど60

いるほもみつけました︒やくは︑白くてに

くさんはえていました︒花のさいているほ

さいていませんでした︒3時間めの終りに

うすをみにいきましたら︑まださいていま

りに開きはじめましたが︑お書の時間には

團

じてしまっていました︒花のさくのは︑−

だだけだと思いました︒ 9月7日

㈹

きょうは雨降りでした︒花は︑1日開きま

1日開きませんでした︒ 9月14日

度 いねの花のすんだあとをさわってみる

かたくなっていました︒二つにわってみた

までぺしゃんこだったさきが︑ふくれてか

た︒二つにわってみたら︑中に︑青いもの

が6びきほどいました︒葉のうらに︑青黒

くふくらんでいました︒これが︑きっと実

1凹
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なえのまん中からでた新しい葉が︑5㎝ぐ
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や︑手にとまりました︒たくさんのつばめ

じめてつばめをみたよ︒﹂といって喜び
九256園
九258 いそいそと帰ってきたつばめをむかえる人
りまで すみきったボールの音や秋の風
九273圏
九313團ます︒こちらへきたときは夏の暑いさか
九313團の暑いさかりでしたが︑いまはもうかき
九315團
終り近くなりました︒ぼくは︑いまでも
九317團を︑ 一日もわすれたことはありません︒
九324国 つかりしてきました︒ぼくがいまいる家

つばめのすがたをみた人は︑きっと︑﹁︿略

家ののき下につくった古巣がなつかしいの

ることがわかりました︒日本からオースト

のき下で巣をつくったつばめは︑心乱また

のしごとにっかわれたということを︑たい

大きなできごとでした︒また︑飛行機とい

世界じゆうに知らせた大きなできごとでし

の小鳥たちにしめしたもっとも人間らしい

っていないころでした︒しかし︑この國の

ちがひき受けて送ったつばめを加えると︑

車や飛行機で送られた数は︑だいたいつぎ

けて送ったほどでした︒汽車や飛行機で送

車を一つつけて送ったほどでした︒汽車や

べつにあたたかくした貨車を一つつけて送

スへとんでいきました︒それでも運びきれ

した︒つばめをのせた飛行機は︑それから

ぶことを申しでました︒つばめをのせた飛

つかうことにしました︒航空会社では︑お

ばめをつんできました︒そこで︑なるべく

のつばめが着きました︒その夜半には︑ま

く雨が降っていました︒晩の十時に︑二千

は︑九月十七日でした︒その日はたいへん

はじめて運ばれてきたのは︑九月十七日で

51521088652655431111987654

ころをきかせてくれた︒ドドンドドンとな
いているようであった︒つぎに︑風の音を

ころがっくられました︒いく千というつば

くつくりなおしました︒へやはいそいであ

いた家が一けんあったので︑協会では︑お

そのとき︑あいていた家が一けんあったの

たちを運んできました︒さいわいなことに

の自動車を加えました︒そうして自動車は

とを知らせてきました︒そのつばめを運ぶ

に全君民が︑加わったほどです︒協会へは

うをまきおこしました︒﹁︿略﹀︒﹂という運

をする返事をしました︒それと同時に︑協
︑新聞に廣下しました︒その廣告は︑たい

とを知らせてきました︒協会では︑喜んで

きなくなってしまったのです︒ウイーンの

から南へ飛行中だったつばめは︑食にうえ

雨が降りつづきました︒おりから南へ飛行

には︑ことし生まれた子つばめがたくさん
︑きゅうに落ちてきたことがあります︒そ

の方ではんしょくしたものが︑秋には︑南

うことがわかりました︒しかし︑つばめは

るしをつけてはなしたものだということが

いたがついていました︒それによると︑さ

日本の文字をしるした小さな金ぞくのいた

ばめをつかまえました︒すると︑その右の

すが︑ことし生まれた子つばめが︑たくさ

いで︑ゆめをみていた人が︑にわかに目を

ているような氣がした︒ただ一つのたいこ

るところをあらわしたひびきである︒たい

とおもしろいと思ったのは︑雪の降ってく

うげ道にさしかかったとき︑さっとふいて

に︑風の音をたたいた︒風といえば︑﹁そ

11098764211108854317276543518652987
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って︑がくにいれた油絵のように美しく

秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはがんばっ

みづいたりしました︒下では︑兄や︑母

たことがありました︒のぼるたびにぐら

に近い木にのぼったことがありました︒

役をひきうけました︒八九メートルもあ

方法を知らなかったので︑枝ぶりのよい

いので︑雨の降ったあとのようにぬれて

いち︑じめじめした足もとがきみがわる

はありませんでした︒だいいち︑じめじ

たこともありました︒ぼくははじめ︑山

つんで持って帰ったこともありました︒

あまい味がしました︒小さい妹のために

草の中にありました︒手にとってロへい

この実が︑こぼれたように雑草の中にあ

るのが評しみでした︒また山へ登るほそ

そい植えつけでした︒たきぎをとりにい

月の二十八日平したが︑村でいちばんお

百五十本ありました︒それは︑七月の二

て植えていきました︒いもなえは︑ぜん

からわけてもらったさつまいものなえを

十三本つくりました︒そうして︑近所か

根をはっていました︒また︑ちょまはふ
︑ほねをおりました︒小さなぼくたちの

三日間かかりました︒ちょまの根は︑ふ

た︒ちょまを植えた一アールあまりのと

てつだいをしました︒ちょまを植えた一

の湖へつりにいけたらと︑いつも思って

へとりにいきました︒村の子どもがきよ

いろいろな魚がいたそうです︒このほか

だんだんへってきたそうです︒まえは︑

410993116521．Z110108109865311965528651110
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ておりませんでした︒木が動くので︑か

九466團

九456團

九455團

んで書きだしました︒もう︑遠くの山々

うさんのやっていたパン屋のしごとを︑

うにといわれました︒ぼくは︑おとうさ

九5210

九526

九525

は︑首をひねりました︒﹁︿略﹀︒﹂きのこは

︿略﹀︒﹂と答えました︒いちろうは︑首を

樂しみになりました︒だんだんたき木と

がるのがみえました︒秋になって︑ぼく

顔をみせていました︒また︑下の方の山
︑しょいこをつけたおとなの人が︑男か

は大きくゆれました︒すこし氣がおちつ

九485

九483

九479

九478

九473

でねむれませんでした︒けれども︑いちろ

まねこのにやあとした顔や︑そのめんどう

だりはねたりしました︒ねどこにもぐって

てたまりませんでした︒はがきをそっと学

指につくくらいでした︒けれども︑いちろ

ろうのうちにきました︒

九538園

九537園

九535 をみながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九534

九533園

略﹀︒﹂﹁南へいったなんておかしいなあ

へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂りす

九531 よんととんでいました︒いちろうは︑すぐ

隊をつづけていました︒いちろうが︑また

き落せませんでした︒なたをふりおろす

たき木とりになれたのと︑山へいくたび
九4810

九488

ちろうが目をさましたときは︑もうすつか

ういなくなりました︒そのかわりまた︑

どこへ渡っていったのか︑いまはもうい

九494

九493

九492

九4811

たべて︑谷川にそった小道を︑上の方へ甚

下にならんでいました︒いちろうは︑いそ

な︑たったいまできたばかりのように︑き

九4910園

九498

︿略﹀︒﹂と答えました︒﹁︿略﹀︒﹂くりの木

でて︑つやつやした大きなかきが︑ころ

九511

九507

と谷に落ちていました︒﹁︿略﹀︒﹂たきがピ

えふきのたき﹂でした︒﹁ふえふきのたき﹂

へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂たき

がピーピー答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九514囹

えをふきつづけました︒いちろうがまたす

はもういませんでした︒ただ︑くるみのい

略﹀︒﹂とたずねました︒すると︑りすは︑

ここを通らなかったかい︒﹂とたずねま

たちがこの村へきたころは︑湖には美し

んが渡ってきました︒かももきました︒

かるくなっていました︒おもてにでてみる

た︒かももきました︒山には︑つぐみや

九494方へ登っていきました︒すきとおった風が
ました︒すきとおった風がザアッとふくと

九495

ここを通らなかったかい︒﹂とききまし

バラと実を落しました︒いちろうはくりの

をほりおこしました︒ぼくのうちでは︑

九497園

九496

や︑ひわがきました︒そのほか︑名のわ

こすことにしました︒苦労してかいこん

うれしいことでした︒いちばん小さな三

パラパラと落しました︒いちろうは︑すご

︿略﹀︒﹂とききました︒くりの木は︑ちょ

労してかいこんした畑のいもをほりおこ

いもほりをしました︒大きなうねのはだ

九505

九4911

落ちているのをみたときは︑思わず手に

九513

九512囹

へとんでいきましたよ︒﹂と答えました︒

いもをひろいました︒こちらはかきの木

がどきどきしました︒母やおばがくわを

してはだかになった木の上に︑まっかに

ここを通らなかったかい︒﹂たきがピi

まっかにじゅくした実がすずなりになつ

ぼくもついていったのでした︒ぼくはみ

九517

ここを通らなかったかい︒﹂とききまし

樂隊をやっていました︒いちろうは︑から

いていったのでした︒ぼくはみなさんに

九521園

へとんでいきました︒﹂と答えました︒

︿略﹀︒﹂とききました︒すると︑きのこは
九524囹

九522

九5110
したいと思いましたが︑いそぐ用事だっ
︑いそぐ用事だったので︑先生にだけお
ってすぐ帰りました︒おばに︑﹁小公子﹂

よんでもらいました︒おばは︑﹁小公子﹂

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
5了 56 56 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53

ました︒それできたんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
九575園

なら︑はがきをみたろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
九574囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁みました︒それできたんです
九575園

く略﹀︒﹂といいました︒すると︑そのきた

とわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂いちろう

ちついてたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑

は︑きみがわるかったのですが︑なるべく

のようなかたちだったのです︒いちろうは

その男はかた目でした︒そうして︑みえな

どまってしまいました︒その男はかた目で

だんそばへいきましたが︑びっくりしてた

ってこっちをみていたのです︒いちろうは

でかこまれていました︒その草地のまん中

目がちくっとしました︒そこは美しいこが

ゆうな坂になりました︒いちろうは︑顔を

道を登っていきました︒かやの枝は︑まつ

な道がついていました︒いちろうは︑その

てきえてしまいました︒そうして︑谷川の

したら︑谷川にそった道は︑もうほそくな

うがすこしいきましたら︑谷川にそった道

っと光っただけでした︒いちろうがすこし

の葉がちょっと光っただけでした︒いちう

38543111108311854211111110

﹁かねたいちろう

まいおりていましたが︑いつのまにどこ
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九643

ではちの巣をつついたようで︑わけがわか

さんがおっしゃったじゃないか︒﹂﹁︿事

九712

九706園

九703園

九652園

わからなくなりました︒そこで︑やまねこ

︑口々にさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九576園ずいぶんへただったろう︒﹂と︑男は︑
訳657

も︑はがきがいったら︑どうかきてくだ

ちばちさせていましたが︑とうとう決心し

﹁しょうちしました︒お礼なんかいりま

︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九577 なしそうにいいました︒いちろうは氣のど
九658

九5710

が︑とうとう決心したらしく︑いいだしま

九705

︿略﹀︒﹂といいました︒男は︑喜んで︑十

九579園 かうまいようでしたよ︒﹂といいました︒

九713

パチッと鳴らしましたので︑どんぐりども 九713 しく︑いいだしました︒﹁︿略﹀︒﹂いちろう

まねこがさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃ

九6510

九658

ながら返事をしました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑

やっとしずまりました︒やまねこはぴんと

︿略﹀︒﹂とききました︒いちろうは︑思わ

九584

九661

九6511

九583

たいやな顔をしました︒﹁︿略﹀︒﹂その声が

九717園

ね︒それは︑やめたほうがいいでしょう

九716 はわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこ

九586

をひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑

九588 あわれにきこえましたので︑いちろうはあ

九7111 あきらめていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九7111

九7110

九599 いなおじぎをしました︒いちろうは︑おか
九673

九672

九6610

をひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁いえい

パチッと鳴らしました︒やまねこが︑ひげ

九728園

九726

まねこがさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃ 九725

ぎょしゃにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃ

でなくてまあよかったというふうに︑口早

ま下を向いていましたが︑やっとあきらめ

ばらくひげをひねったまま下を向いていま

もが口々にいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九663園

って︑頭のとがったものが︑いちばんえ

いいようがまずかった︑いかにもざんねん

はあわてていいました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑
九664

わからなくなりました︒やまねこがさけび

九719

九589

たわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂いちろう

九6610

九665園

になかなおりをしたらどうだ︒﹂すると︑

九591

︿略﹀︒﹂といいました︒そのとき︑風がど

九601 にして立っていました︒やっぱりやまねこ
九675囹

九597

九592囹 きは︑わしが書いたのだよ︒﹂いちろう

つきだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき

九7210 はかってさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこ

トルにたりなかったら︑めっきのどんぐ

九607

なきのこでこしらえた馬車が︑ひっぱりだ

をしながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂白い︑大

です︒頭のとがったのが一﹂ガヤガヤ 九731 にバタバタ鳴りました︒そこで︑やまねこ

になかなおりをしたらどうだ︒﹂﹁いえい

九609園 きてくださいました︒じつは︑おととい

九6010囹 と裁判に困りましたので︑あなたのお考 九676園

九733
九677

みんなしずまりました︒やまねこがいちろ

まねこがさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃ

九6011園 いたいと思いましたのです︒まあ︑ゆっ

うにそっと申しました︒﹁︿略﹀︒﹂いちろう 九736

ひっぱりだされました︒そうして︑なんだ
九6710

九6710

九735

九615 ような音をききました︒びっくりしてかが

やまねこがいいました︒ふたりは馬車に乗

九618 か光っているのでした︒よくみると︑これ

九739

は草地をはなれました︒木ややぶが︑けむ

馬車の中にいれました︒ヒュウパチッ︒馬

九7310

にぐらぐらゆれました︒いちろうは︑こが

九741

やまねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみて

おりです︒どうしたらいいでしょう︒﹂

九7311

九6711園

九6110 りで︑その数といったら︑三百でもきかな 九681 はわらって答えました︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこ

九619 な赤いズボンをはいたどんぐりで︑その数

︑こういいわたしたらいいでしょう︒こ

で遠くをみていました︒馬車がすすむにし

ら︑いかにも氣どつたようすで︑しゅすの

もなく馬車がとまったときは︑茶色のどん

九689

九744

りにかわっていました︒そうして︑やまね

のです︒﹁あ︑きたな︒ありのようにや

九747

九621囹

くて︑頭のつぶれたようなやつが︑いち

九748

九6110 もきかないほどでした︒ワアワアとみんな 九683園

んとしてしまいました︒それはそれはしい

九694園

だまってしまいました︒そこで︑やまねこ

に︑どんぐりをいれたますを持って立って

もに申しわたしました︒﹁︿略﹀︒﹂どんぐり

九695

持って立っていました︒それからあと︑﹁

九691

九6211 ころの草をかりました︒そこへ四方の草の

九696

九751

九743

九632 アワアいっていました︒ぎょしゃは︑こん

九752

九627 しゃにいいつけました︒ぎょしゃもたいへ

九634 ンガランとふりました︒すずの音は︑かや

パチッと鳴らしました︒やまねこは︑﹁︿略

いいといえばよかったと︑いちろうはとき

︑もうきませんでした︒やっぱり︑﹁︿略﹀

ろうの手をとりました︒ぎょしゃも︑大喜

九754

九6910

九755

九698

がとうございました︒これほどのひどい

九636 つしずかになりました︒みると︑やまねこ

九6911園

九638 えにすわっていました︒ぎょしゃは︑こん

九701園

けてくださいました︒どうかこれから︑

九639

パチッと鳴らしました︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこ

九6311囹 になかなおりをしたらどうだ︒﹂やまね
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九762る貝つかへいきました︒先生が︑町角まで
九763ようにとおっしゃったので︑めいめい︑シ
九765うに集まっていました︒おかみさんが︑店
九767みをつくっていました︒みるまに︑貝がら
九769ておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂先生につ
九774囹をおもにたべていたときがあったらしい
九774園ていたときがあったらしい︒その貝がら

九775園その貝がらをすてたところが︑きょうこ
九778うに歩いていきました︒平らな畑やたんぼ
九779に︑ 一だん高くなったところがみえます︒
九781園な海のいりえだったのです︒そう︑あの
九785家にたちよられました︒しばらくして︑そ
九786ておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂主人も︑

九9810囹

みをみつけてやったじゃないか︒﹂たか
九999囹

九993黒くの首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑

みなさんのひろった物の中に︑いのしし

かの道具につかった物があったでしょう

九8411園

九851園

つかった物があったでしょう︒それには

三つきみをなぐった︒﹂やまだ﹁よし︑じ

九852園

九854園ります︒石で作ったもの︑それには石の 九㎜10園 やだな︑けんかしたあとの氣持って︒﹂

九863

九861

ッとふえが鳴りました︒あとの三十分は︑

中にいれておきました︒ピリピリッとふえ

りもありませんでした︒四人が話しあって

九繊10園

九皿10園

九川9園

九三6園

九期5園

も負けまいと思ったんだ︒じまん話をは

でけんかをはじめたんだろう︒﹂やまだ﹁

﹁ぼくもわるかったよ︒﹂たかぎ﹁いった

九856園うちくだいて作った物で︑つるつるみが 九川4園 ぼくがいけなかったのさ︒﹂やまだ﹁ぼく

九864

みじかく思われました︒﹁︿略﹀︒﹂帰りは︑

直黒4 山のスキー場へいった︒まえの日に︑こな

したら︑よくなった︒﹂やまだたかぎの

ぎ﹁なかなおりしたら︑よくなった︒﹂

九865

めいめい持ってきた物があるか︑おしら

九867園

九悩6 な雪がたくさん降ったので︑スキーをする

なかよし

iをおして歩きました︒

九悩7 は︑ちょうどよかった︒集合地は︑村はず

八

九869

し

ある晴れた日の午後ところ
左右にひきわけられたところである︒たか

九価2

がら︑そこへ集まった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑のだ

九餌9 本すぎのそばであった︒ぼくたちは︑リッ

二も︑たかぎの落した物を集める︒三た

﹁よせよ︒どうしたんだい︒あんなにな

とき

九884

九872
九894囹

九価3園

九913

九塒6 じめは二列ですすんだが︑谷あいでは一列

心乱5 なのあとからこられた︒はじめは二列です

九7810て︑かしてくれました︒そこへ着くと︑先

九917園︒﹂一﹁びっくりしたよ︒いっしょに歩い

九塒6 あいでは一列になったので︑ずいぶん列が

︒﹁みんなそろったね︒さあ︑でかけよ

する︒こんどは負けたらしくたちどまって

九鵬7 ずいぶん列が長かった︒だんだんのぼり坂

てけんかなんかしたのさ︒﹂一﹁びっくり

て待っている︒勝った子が︑﹁一︑二︑三

九916園

九795園 むかし海の中にいたいろいろな貝のから

九926

︑ちょっとためらったのち︑﹁︿略﹀︒﹂やま

九794園 らよくお話していた貝つかです︒この土
九798囹 たりこわれたりした道具や︑たべたけも

九945

九928

九791 へお立てになりました︒土はやわらかで︑

九7910園 ︑ここへすてました︒それで︑ここをほ

九799園 した道具や︑たべたけものの骨や︑角な

︿略﹀︒﹂とさけばれた︒その声にはげまさ

V︒﹂やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手も 九価9 ぎながら登っていった︒スキーの雪をすべ
九鵬4

九948

九鵬11

﹂と︑大声にさけんだ︒みると︑大きなう

九鵬7 んめいに登っていった︒まつ林の中を通っ
九951

九研1

うずうずしていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九802

九9410

ている︒さがしていたすみである︒受けと

九809囹 なにかをほりあてたらいいが︑ただ︑あ
なは︑ほりだしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

みはなにをなくしたんだ︒﹂たかぎ︑ち

そばにより︑だまったままそれをとりあげ

九817

おして︑さっきすてたじょうぎをひろって

まつの中へとびこんだところであった︒﹁︿

九955圏

こんだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑のだ

九9511

略﹀︒﹂﹁骨で作ったものらしいよ︒ぼく

九研1

んになってほりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

﹁これきみが落したボタンだろう︒﹂や

九828

九833園

九969園

九研7 よ︑スキー場に着いた︒いかにもすべりよ

きゅうに元氣をだした︒いよいよ︑スキー

と︑﹁よくみつけたね︒あとでよくみて

きみがむしりとったんじゃないか︒﹂と︑

﹀︒﹂やまだ﹁落したんじゃない︒きみが 九鼎6

九838園

九9610園

十メートルほど登ったとき︑ぼくが︑﹁︿略

九鵬3 たてるようにいわれた︒百五十メートルほ

かにおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂先生がま 九9610囹

ぎ﹁首をひっかいたからさ︒﹂やまだ︑

が︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑のだ先生

ておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂だれもか

九842

九971囹

九佃7

九柵4

九8311

九848 生のふえが鳴りました︒みんなはほる手を

だ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすびつけ

︑﹁︿略V︒﹂といわれた︒ぼくたち三四人は

九972
はほる手をとめました︒﹁︿略﹀︒﹂もう︑む

九848

九985園

九㎜10

おい︑ボタンついたか︒﹂やまだ﹁つかな

九849囹 で三十分ほりました︒わたしは︑なんに

九8410園 にも説明しなかったが︑みなさん自身で 九989園 うぎひろってやったじゃないか︒﹂やま

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

一文字にすべりおりた︒すばらしい早さに

五十メートルも登ったところで︑つえをあ

上へと登っていかれたが︑三百五十メート

むりが一どにあがった︒先生は︑ふたりと

られた︒お書になったので︑雪の上で旧し

は地上の人となられた︒お書になったので

と︑だれかがさけんだ︒四十メートルも空

と︑だれかがさけんだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれ

して︑すべりだされた︒すばらしい早さだ

は思わず手をたたいた︒こんどは︑のだ平

は︑ちゅうにうかんだ︒両手をひろげて高

と︑だれかがさけんだ︒みんなそこへいく

十

ちよ紙

い

たを教えていただいた︒帰りは︑村までく

とうにゆかいであった︒

て 十のころであった︒私は父につれられ

こに小石でかこまれた美しい泉があった︒

近くの高い山に登った︒その帰りに︑近道

れた美しい泉があった︒父は︑その泉の水

んでから︑私にいった︒﹁︿略﹀︒﹂水は大き

は大きなごろごろした石ころのあいだがら

だして︑一方のかけたところがら︑さらさ

さらと流れだしていた︒私は手をいれて︑

てそのまましみてきたかと思われるように

120

120

121

121

121

121

121

つぎにすべりはじめた︒思い思いに︑スキ

ふって︑それに答えた︒のだ先生がさきに

というあいずをされた︒ぼくたちも︑みん

110

う目のまえにこられた︒はげしい制動をか
︑おりてはまた登った︒ジャンプ台では︑

111

くおべんとうをたべた︒午後は︑先生につ
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るようにつめたかった︒ちょっと歯にしみ
︒ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒あ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
125

109

110

112

119

119

113

113

112

112

112

110

11皿

110

109

りが立ち︑あせばんだ顔に︑雪のこなが降

765219644321171111109731841063211110541
120

た一た
798

うも氣にいらなかった︒ところが︑てんり

いど水をためしてみたけれども︑どうも早

だしたいものと思った︒茶人は︑日本じゅ

ひとりの茶人があった︒茶のうまさは︑お

ような話をしてくれた︒むかし︑ひとりの

な川に流れこんでいた︒帰り道で︑父は次

略﹀︒﹂泉をあふれでた水は︑さらさらと走

れするような味だった︒﹁︿略﹀︒﹂泉をあふ

しみたが︑うまかった︒あまいような︑す

九囲1囹 かがすいてしまった︒﹂ここ四五日は大

九伽9囹

九衙6

九桝4

九枷3

いた大きなくもでした︒ある日の夕がた︑

のしまもようのついた大きなくもでした︒

九枷2 びきのくもがいました︒黄色と黒のしまも

九搦8

だに︑巣をかけました︒﹁︿略﹀︒﹂ここ四五

九伽6 れでもう終りであった︒茶人は︑そこをほ

九伽4 ないうまい水であった︒そこで︑谷川をさ

九星1 は︑すこしもなかった︒そこで氣をつけて

いい味はたえなかった︒それで︑茶人は︑

はないかと氣がついた︒舟をやとってこぎ

しぎな味が感じられた︒茶人は︑この上流

九腸5 その方をみつめました︒あぶが︑足をひつ

九星4 がにわかにゆれました︒くもは︑きっとな

九伽3 星をみあげていました︒そのとき︑あみが

九㎜1 ︒星が光りだしました︒どこかであかちゃ

九囲3 とはできませんでした︒星が光りだしまし

ともかからなかったから︑おなかがすい

てて︑心から樂しんだということである︒

と︑いままで味わったこともないような︑

のもたやすくなかった︒つれの人は︑この
やめて帰ろうといった︒しかし茶人は︑い

九伽9

九型8 いとにげていきました︒おまけに︑あみに

のほとりを流れていた︒ためしにまつ川の
︑たいへんうまかった︒念のため︑もつ．と

人はつれの人にいった︒まつ川がてんりゅ

じられるようになった︒﹁︿略﹀︒﹂茶人はつ

ど水かさがへっていた︒ここで茶人のした

あまりもきてしまった︒ここまでくると︑

なくてはならなかった︒茶人はすこしもく
︑ながの縣にはいった︒そうして︑てんり

九平2

九㎜8 いっしょにゆれました︒ブンブンブン︑ブ

九㎜6 した︒風が思いだしたようにふいてくるの

九㎜6 もきこえませんでした︒風が思いだしたよ

九戸4 れいに光ってきました︒あかちゃんのなき

九㎜2 て身がまえをしました︒星はだんだんきれ

九伽11 ら︑くもは︑やぶれたところをつくろいか

九齪2 てにげようとしましたが︑どうしても手足

九槻1 りつけようとしました︒みつばちは︑その

九梱10 ︑くもに向かいました︒くもは︑ふといつ

九梱9 ちにとびかかりました︒みつばちも︑くも

﹁︿

にはすぐわかりました︒ブンブンブーン︑

九欄11 ころで羽音がしました︒それは︑みつばち

をつくろいかけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くも

れはただの水であった︒概略﹀︒﹂茶人は︑

九個8囹 そら︑ひっかかった︒﹂くもはみつばち

九梱6 すぐにとんできました︒ブブブブ

九伽11

の旅が終りに近づいたことを知って喜んだ

道もない谷まになった︒そこからさらに︑

て川べりに道もあったが︑いまはそれもな
︑まつ林におおわれた道もない谷まになつ

は泉をさがしていった︒はじめの八キロほ

たことを知って喜んだ︒茶人たちは︑ここ

をあけてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂ぶつぶつ

上流へたどっていった︒大きな支流が流れ

にあるのだとさとった︒けれども︑流れは

1096311118653111975110976211199743219許
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九齪4 かれそうになりました︒ぐずぐずしている
九㎜11園

わかった︑わかった︒さあ︑早くとんで

九齪10 ていってしまいました︒ゆうゆうととんで
九柵10

民需8

九二3

つとすわっていました︒あたりには︑やは

のそのそと歩きました︒けれども︑なんだ

かけようと考えました︒くもはのそのそと

とりごとをいいました︒くもは︑おなかが

りと舞いあがりました︒ちょうど白ばらの

まつ愚な羽をひろげたかと思うと︑ひらり

に羽をととのえました︒それから︑まつ白

自慢2

九儒1 すがたをみていましたが︑くもはどうする
九柵10

九二2

九柵3 にもなりませんでした︒しばらく︑目をつ
両側1

も︑びっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂くもが︑

音がきこえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂思わずそ

九湿7

九麗6 くりとっきさしました︒それにはさすがの

九榴5

止針1
九備2

げしげとみつめました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

﹂﹁

うっと横になりました︒目をつむると︑だ

りすがろうとしました︒そのひょうしに︑
と︑くもは︑いまみたばかりのゆめを︑な

もは︑目がさめました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くも

んども思い返しました︒月はもう頭の上ま

の上まできていました︒つゆが木の葉にた

しくれた手︑とがった足︑うすきみのわる

しかけなくなりました︒ぐっすりねむって

しく思われてきました︒白ばらの花は︑も

すりねむってしまったのでしょう︒くもが
︑風がふいてきました︒風と思ったのは︑

きました︒風と思ったのは︑そうではなく

ととんできたのでした︒くもは︑このつば

めがすいととんできたのでした︒くもは︑

の口ばしにはさまれたまま︑空をとんでい

ばめにひろわれました︒くもは︑つばめの

げ落ちることができたかもしれません︒け

空をとんでいきました︒くもは︑力いっぽ

うとはしませんでした︒つばめは︑麦畑ら

湖の岸べをとびました︒深い森のそばをと

土地の上をとびました︒湖の岸べをとびま

森のそばをとびました︒夜明けが近づいて

しらみかけてきました︒﹁︿略﹀︒﹂こう決心

くな氣持になりました︒いまのいままで︑

は思えなくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂そんなこ

みにくいと思っていた自分のからだも︑も

九儒1 なつかしくなりました︒くもの小さなとき

九衙10 ともありませんでした︒いま︑ちょうちょ

九摺9 した︒また︑口にしたこともありませんで

九慨9 とはありませんでした︒また︑口にしたこ

九御9 を︑長いこと耳にしたことはありませんで

九搦10

さんをみたくなったよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿車

思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁一﹂﹁

九衛1

九襯5

九幽3

九戸2

九摺1

九幽1

九備6

九七6

九重3

いにかわってきました︒ちょうちょにして

ばをきくこともできた︒くもは︑これらの

めをみることもできた︒いままた︑ばらの

よにあうことができた︒それから︑いいゆ

うからたたき落されたが︑たまたま︑あの

斎砂10

ひどいことをしてきたものだろう︒くもは

のは︑ばらの花でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1﹂

略﹀︒﹂こう話しかけたのは︑ばらの花でし

タリと落ちてきました︒くもは︑目がさえ

＋71塗 るさくついてこられたときには︑おとうさ

十48 ︑わかめをだしかけたこずえのさきが︑か
十49 えのさきが︑かすんだ空の中にとけこんで
十73 ンスのいなかへいったときは︑子どもが大
十74 ついてきて困りました︒そういういなかへ
十75 のです︒日本入をみたことがない子どもた
十77 ︑目をまるくしました︒おとうさんの幽い
十79 きこむようにしました︒こんなにうるさく

まりました︒たまったつゆが︑しずくにな

九榴8園

九㎜3

ちょを手ば な し ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

足をのばしてみました︒ふしくれた手︑と

九爾2山 ころへとんでいったあの白いちょうちょ
九柵3園 うちょは︑どうしたろう︒うまくおかあ
九二3園 おかあさんにあえたかしら︒﹂そんなこ
九蘭4 とをくもは思いました︒

止儲11

みました︒ふしくれた手︑とがった足︑う

ままだまっていました︒自分は︑こうもり

九㎜4園 さされて︑苦しんだことも知っ．ています

九二2
九㎜11園

九二3

九⁝⁝2

木の葉にたまりました︒たまったつゆが︑

九五11

九襯10

九襯8

九戸7

九襯3園︑わたしをわすれたのかい︒﹂﹁1﹂﹁︿

山側11

九側8

ねむくなってきました︒﹁︿略V︒﹂くもはか

九旧9 へんと︑くもが思ったとたんに︑ばさりと

︿略﹀︒﹂と頼みました︒こう頼まれると︑

九側4

においがしていました︒くもは︑うつらう

﹁あ︑びっくりした︒﹂くもが氣がつい

まま地面に落ちました︒﹁︿略﹀︒﹂くもが氣

国忌2

九欄11

九鵬10 の羽にたたかれました︒あみは︑すっかり
九悩1園

九悩3 ︑たくさんさいていだのです︒いいにおい
九悩5 ︑いままで苦しかったからだのいたみもき
九悩5 みもきえていきました︒目のまえのばらの
九悩7白いちょうちょでした︒﹁︿略﹀︒﹂くもは︑

九悩11 うちょをとらえました︒大きな口をあいて
九柵3

面面11 あいてたべようとしたとき︑ちょうちょは

九鵬10 た︒いまのぼりかけたばかりの月が︑しず

九鵬9 上の方をみあげました︒いまのぼりかけた
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14了

14了

14了

﹁︿略﹀︒﹂﹁わかった︑わかった︒さあ︑

﹂﹁
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九二7園 さんにひと目あったら︑もう︑命はほし

ずかに光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十1210

十128

十198 生徒が︑席にすわったまま︑点字を読んで

をみてそういいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとうさ 十206園︑プリズムでわけた光を写してみますよ

い女の子もありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひと

とうさんも困りましたので︑子どもをさけ

てほしいと頼みました︒方言でできた小歌

とうさんがいいました︒それから︑三人の

十239

十236

十229

十2111

ぶ︒新しい家のたった町︑ふみきりばんの

歌う︒自轄車に乗った中学生が︑ふたりづ

きれいにたがやされた畑︒田をならしてい

子どものはればれした顔︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

しておいてきました︒わたしは︑そんな

十133

ました︒方言でできた小歌のあることを︑

十131園

十135

十134

れる少女もありました︒あのとげとげした
十1312

かよしになってくれたからです︒ビエンヌ

十292

︸つの和音を耳にしたときは︑組みあわさ

なければならなかったのか︑よく考えてみ

そのものがこうなったかということを︑考

十273 は︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂を︑

あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで

た︒あのとげとげしたいががわれて︑じゅ

十141

ようなものをかぶった女の人たちが︑なら

十295

道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に帰っ

がわれて︑じゅくしたくりの実の落ちるこ

んたくをしていました︒フランスのいなか

十297

十248

実の落ちるころでしたから︒おとうさんは

十143

水にうつっていました︒その川の岸で︑お

十256

るものかと思いました︒その少女のわけて

十143

の少年にもあいました︒たぶん︑その少年

がけんかでもはじめたら︑どうしてそんな

てきかせてくれました︒なんとかわいらし

の少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな

十145

てそんなことになったか︑そのわけをよく

十148下の学年ぐらいでしたでしょう︒おとうさ 十298 きは︑組みあわされた一音一音のことも︑

十146

十302

きいて知っていましたから︒少女たちは︑

むじゃきな心からでた︑子どもらしい愛情

十303

十136

い愛情のしるしでした︒ちょうど︑プラタ
十1411

きにその答をしましたら︑少年は︑さらに

とうさんも困りました︒フランスだって︑

助けてはたらいていたが︑ひまさえあれば

十139

とも青しい季節でした︒どこへいっても︑

十151

十3210

をしらべつづけていたのである︒村じゅう

略﹀︒﹂とたずねました︒この少年の問には 十2910

のです︒もようをみたときには︑そのもよ

一ふくろやったのがはじまりで︑そ

りの子どもたちでした︒ある日のこと︑お

ては︑遊んでいました︒おとうさんが︑休

十163

十162

十16一

もうれしく思いました︒かしこそうな撃つ

の國のことをきかれたときは︑おとうさん

べるようにいいました︒フランスのいなか

十1512園ああ︑すきとおった青い色ですか︒﹂と︑

十3310

十3310

十338

十337

家にあずけてしまった︒このあいだに立つ

ることもできなかった︒それで︑父は︑佐

ういってあざけられた︒佐吉は︑父の大工

しを︑

な目つきの少年でした︒

とうさんは答えました︒﹁︿略﹀︒﹂

た太郎がたずねましたので︑おとうさんは

したのは︑母であった︒佐吉の考えはこう

︑はじめに目をつけたのは︑ぬのを織ると

十342の織りかたをしていたのでは︑やがて︑困

がたみを知りました︒おまえたちは︑お

十3411

十3411

つたが︑小学校をでただけのかれには︑手

だいに高まっていったが︑小学校をでただ

かすようにしたがった︒機械で動かせば︑
を知って︑勉強したら︑どんなにしあわ

十348

十346 っていく横糸であった︒横糸はおさによっ

がいってきかせました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑また 十345

十171

十171

十1710囹

日

つでほどもありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おと

十1711園

三

とうさんが頼みましたら︑少女たちは︑手
うってきてくれました︒こうして︑ずんず
︑わらったりしました︒けれども︑お友だ

り︑なぐさめたりしたのは︑母であった︒

くるようになりました︒ひろい集めた落ち

十1610

十164

自分の國のこと

れるようになりました︒プラタナスの葉の

ました︒ひろい集めた落ち葉を持ってきて

んなことをいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

あな

る子どもにあいました︒そのいなかの町に

十155

十331

︑﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

四

の下を流れていました︒岸にある丘の上に

十332

光をいっぱいに受けた︑はればれとした父

高いとうもみえました︒そのあたりは︑フ

十158囹それはすきとおった青い色ですよ︒﹂と︑

十156

力をいれて答えました︒この返事に︑少年

十267 けた︑はればれとした父と子︒

ランスの悟道にそった景色のよいところで

事に︑少年も満足したらしく︑﹁︿略﹀︒﹂と 十336

十267

いってこしかけました︒その橋のたもとに

十1511

十1510

一つは︑そう

い少女にもあいました︒みあげるように高

なか町がすきになったのも︑

日のように落ちました︒三人の少女は︑そ

お友だちができました︒そういう子どもの

つたこともありました︒二月半ばかり︑い

なわをまわしてやったこともありました︒

つたこともありました︒しかし︑おとうさ

子どもをさけて通ったこともありました︒
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十352 よった︒銀色に光った︑たくさんの機械は

十352 機械館へ毎日かよった︒銀色に光った︑た

十351 はくらん会が開かれた︒佐吉は︑上京して

十3412 想になりがちであった︒たまたま︑そのこ

十3912

十3912

十3912

十3910

めに死ぬものもあった︒たとえ︑はきだし

また︑核をさしいれたために死ぬものもあ

て︑受けつけなかった︒また︑核をさしい

なるものではなかった︒だいいち︑母貝は

十436

十435

十434

十433

きゅうにとびあがった︒﹁︿略﹀︒﹂ゆめにも

ねいにしらべていった︒すると︑かれはき

︑くじけはしなかった︒研究のため︑死貝

八十五万にもおよんだ︒しかし︑幸吉は︑

十437囹

︒﹁あった︒あった︒﹂ゆめにもわすれ

十437囹 あがった︒﹁あった︒あった︒﹂ゆめに

十402

とのままになっていた︒同じことをなんど

十353 ののように動いていた︒かれは︑そのりっ

をどんどんみていった︒すると︑五つぶの

十355身のせまい思いがした︒機械は︑どれひと 十403 んどもくり返してみたところで︑かわりの

の軍記眞珠が現われた︒八十五万から五つ

十365 の機械ができあがった︒ためしてみると︑

十365 計図をこしらえあげた︒そこでやっと︑思

十361 まんまと失敗であった︒世間からはますま

十415

十415

やりなおしにがかった︒町の人のかげ口は

製のものは︑なかったからである︒﹁︿略﹀

十4310

十356

十4310

十406

十4312園

︑うまくいかなかった︒村や町の者は︑幸

十408

がの老入になっていた︒よる年なみにも負

︑その成功をしらせた︒そのころ︑幸吉は

ような考えをわらった︒まわりの者から︑

十359 たてては動かしてみた︒だが︑思うように

︑つまのうめであった︒うめは︑﹁︿略﹀︒﹂

十442

負けず︑研究を重ねたすえ︑ついに核をさ

十366 ︑はたしてよく動いた︒村の人たちは︑ぬ

十416

がら︑﹁よくやった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

十369園

と眞円眞珠ができたよ︒﹂かれは︑五つ

︑なんどもはげました︒ある年のこと︑赤

十443

どこすことを発見した︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉は︑

五つぶの眞珠が取れたわけである︒﹁︿略﹀

十4010

十4010

おびただしく発生した︒これは︑ある小さ

十446

十444

母貝を海中にはなった︒さいわいに︑赤し

十4311

十3510 かなか生まれなかった︒佐吉は︑一けんの

十411

はみな死んでしまった︒これは︑まったく

十448

おもよせてこなかった︒海水の温度に大き

助力者となってくれたのは︑つまのうめで

十3512 台の機械を作りあげた︒これも︑まんまと

十412

︿考えてもみなかったことである︒かれは

十449

十三8

なく︑四年めになった︒幸吉は︑望みをか

幸吉は︑望みをかけた第一の母貝を開いて

ののしるようになった︒うめは︑いつもこ

十3611 といってほめたたえた︒試運轄の日︑その

十4410

円手署がやどっていた︒第二︑第三と欲望

一の母貝を開いてみた︒はたして︑眞円眞

がいにはげましあった︒それから︑眞珠貝

十461

十4512

十4510

を︑こまごまと話した︒エジソンはたいへ

ごろそんけいしていたエジソンのもとをた

とが︑明らかにされた︒そののち︑幸吉は

いものであるといった︒しかし︑世界の学

きなゆめは実現された︒今日︑無罪の産地

十4410

十3612 にぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であ 十4110 ︑なん年かをすごした︒あるとき︑うめが
めいじ
十3612 は︑佐吉の母であった︒それは︑明治二十 十4111 円形の眞珠を発見した︒これは︑まえにさ

十4411

十373 かわれるようになったが︑かれは︑これに

えにさしいれておいた核によって発生した

十4112

十4411

十374ることにとりかかった︒そこでさらに︑七 十4112 た核によって発生した半円眞珠であること

的研究がつづけられた︒眞珠貝にちょうど

十462

名高い︒名高くなったかげには︑幸吉一生
十425

も︑はっきりしてきた︒半円眞珠が思いど

十451
十421

十385 ぎな宝石とされてきたが︑しらべてみると

十427

に取れるようになったので︑ひとまずこれ

十457

十422園

十386 でもないものであった︒眞珠母貝の中に︑

十4210

十428

半分までこぎつけた︒あと半分だ︒﹂幸

十383 なゆめをえがいていた︑ひとりのわか者が

十375 動織機ができあがった︒これが︑日本にお

十424

となることがわかったからである︒﹁︿略﹀

あることが︑わかった︒又略﹀︒﹂幸吉とう

十383 とりのわか者があった︒老鴬は︑海のそこ

十389

十4610園界の人々にあたえたことに︑心から敬意

十469園

た︒この光明を喜んだのもっかのま︑幸吉 十466囹

一つは︑眞珠でした︒あなたが自然をあ

してもできなかったことが︑二つありま

世にだすようになった︒この光明を喜んだ

十3812 研究に全力をつくした︒このわか者こそ︑

からの助力者であったうめが︑この世をさ

十464ん喜んで︑こういつた︒﹁︿略﹀︒﹂六私
十4211

の世をさってしまった︒そのうえ︑ふたた

きもとこうきち

十4212

み

十391 として世界に知られた御木本幸吉であった

十4212

み きもとこうきち

た御木本幸吉であった︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉は︑

ば︑作製に失敗したわたしは︑星にもあ

十392

十471園

十394園 いれることができたら︑眞珠が発生する

︑赤しおがよせてきた︒そのため︑母貝は

十476

て︑さんぽにでました︒家から十二三分ば

とんど死んでしまった︒その数は︑じつに

十431
十432

十397 体内にさしいれてみた︒うまく貝の中に里
帰398 成功するわけであったが︑理論と実際とは

た一た
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ンネテルワ﹂でした︒妹は︑また︑ちょ 十569 だを手でいじりました︒ふくろうは︑目を

の子は︑﹁おこった︑おこった︒﹂とい

ていってしまいました︒男の子は︑﹁︿略﹀

ちょこ歩きだしましたが︑よその家の門の

十571

十528

十527

十572園

どってきて︑道にでたとき︑あとをふり向 十572 ﹂といって喜びました︒ コスモスの花

びたことをいいました︒門からもどってき 十572園 おこった︑おこった︒﹂といって喜びま
あとをふり向きました︒すると︑さっきの

がもつくりおきました︒﹁ワンワンチャン

てねそべっていました︒﹁ワンワンチャン

十577 もも色のがさきました︒いまはきれいだけ

十575

︒きれいにさきました︒白と︑もも色と︑

十533

とばにして喜びました︒そのとき︑いまま

た︒﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑い

十5811 三たばずつあげました︒私は︑のこったの

十589 ︑五まいあまりました︒おとなりのよし子

十587 でいわえて数えました︒そうしたら︑たば

十585 負けずにひろいました︒うちに帰って︑十

までかたにかけていたすいとうをはずして

十534圏

十535

﹂といって喜びました︒﹁オスワリシタ﹂

チャンタッチシタ﹂といって喜びまし 十584 落してくださいました︒みんな負けずにひ

十532

十574 コスモスがさきました︒きれいにさきまし

十5212

十5212

ノヨ﹂と︑おとなびたことをいいました︒

十533園

十5210

十477十二三分ばかり歩いたところに︑誓い草原
十478 つれていこうと思ったのです︒ところが︑
十481うはいきませんでした︒四十分もかかった
十481た︒四十分もかかったのではないかと思い
十482はないかと思いました︒これは︑足がおそ
十484 ︑そこで遊んだりしたからでした︒私は︑
十484んだりしたからでした︒私は︑べつにいそ
十485ともありませんでしたので︑妹の氣のすむ
十487て︑つれていきました︒ためしに︑私は︑
十534

十5211

きれに書きとめてみたのです︒クロイワ
＋4810

十536

十5812 した︒私は︑のこったのをおし葉にしまし

︑水おけがありました︒そこに︑すいれん

かへいくところでした︒あきらめて歩きか

十5911

十598 ︑たくさん取ってきた︒えんがわにつくえ

十595

略﹀︒﹂とおっしゃった︒ごはんをたべてか

十5311

れいにさいていました︒妹は︑そこへいっ

十541

水の中をのぞきました︒きんぎょが一びき

十604

十603

へでていらっしゃった︒そうして︑﹁︿略﹀

に︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑おかあさんが︑

十601 ざった︒月がでてきた︒まんまるくてきれ

たけのこ うち

水そこへもぐりました︒﹁ハナガサイテル

は︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

すいすいとういてきたかと思うと︑また︑

十6010

十543

こ

うにゆきづまってきたのでしょう︒思うこ

ることとは︑ちがったものになります︒ど

十613 ところまでありました︒あしたもあさって

十612 て︑せいくらべをしたら︑はなのところま

＋5012とりごとをいいました︒母がこしらえてく

新しい世界

十542

上にすすきをかざった︒月がでてきた︒ま
十5312

お月見私が︑

︑月の方へ手をやったら︑あかちゃんは︑

略﹀︒﹂とおっしゃった︒私も︑﹁︿略﹀︒﹂と

十5812 のをおし葉にしました︒

十606

に持つのだと︑ませたことをいって︑歩き

十608

十538

たき火をしていました︒そのけむりやほの

十544園 ﹁アドコヘイッタノ﹂は︑そのことを

って︑歩きだしました︒まだ︑いぬが氣に

十547

んなことを考えました︒

十538

オスワリシタ
十496囹チャンタッチシタ
スイトウモッ
十496園ーオスワリシタ
十498囹ーワンワンタッターハナガサイテ
ァ
十499七ーアドコヘイッタノーイコゥ
十502びきすわっていました︒﹁クロイワンワン
十502は︑そのときさけんだことばです︒その黒
十504毛が︑ぬけていました︒﹁キタナイワンワ
十505ワンチャン﹂といったのは︑そのためです
十506ぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑その足
十506うと︑その足をなめたので︑妹はびっくり
十508いって︑私に知らせたのです︒いぬは︑う
十509なかっこうをしました︒﹁クッチケルヨ﹂
十553

十5310

十5011ッ﹂と息をはきました︒妹は︑わらいなが

十557

十555と書けなくなりました︒むりに書くと︑自 十611 が一本はえてきました︒私は︑たけのこの
十558

十6110

くらい高くなりました︒たけのこは︑人間

十622 て︑ガサガサ音がしたから︑なんだろうと

十618 いより高くなりました︒もう︑先生のせい
ましくさえなりました︒あるとき︑なにげ

どんどんと書けていたまえのころが︑うら
十5510

十623 階の窓からそとをみたら︑大きな竹がによ

十624 がにょつきりでていたので︑びっくりしま

く妹の作文をみました︒なんと︑わけもな

十562

ろうをみにいきました︒そうしたら︑二年

力に︑おどろきました︒かいこが︑皮をぬ
十568

十5511

十559

十511こしらえてくださったパンを︑ふくろから
十514んどもくり返しました︒いぬは︑まばたき
十515ぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパンを
十521しろを向いてしまったわけです︒﹁ワンワ
十524だしたりしていましたが︑やっと歩きはじ
十524 っと歩きはじめました︒五六歩いったかと
十525ました︒五六歩いったかと思うと︑よその
十526て︑そばを通りました︒みると︑なるほど

十624で︑びっくりしました︒もう︑言為と同じ
十625 ︑風にゆれていました︒七ぶす能と
十628 ︑能というものをみたことがありますか︒
十631なるうたいを︑きいたことがあるでしょう
十723ものをひきさきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十7111
く︑わるちえがあったから︑おちつきはら

＋7312囹
ちばん早道と思ったのです︒が⁝⁝︒﹂

十7311囹
くとうかがいました︑おそろしい﹃ぶす

十731あげてなきだしました︒次郎かじゃも︑そ
十731 いおいなきだしました︒﹁︿略﹀︒﹂だんなは
十732園ふたりともどうしたのだ︒﹂だんなは︑
十733とられてたずねました︒太郎かじゃは︑な
十734なきながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そこ
十736園 って遊んでいました︒私が負けて︑ドサ
十737園とこのまにたおれたはずみに︑あのたい
十738園さいてしまいました︒次郎かじゃは力が
十739園じんにいたしました︒あまりの申しわけ

十7211んなが帰ってきました︒すると︑太郎かじ

＋7210
くだいてしまいました︒そこへ︑だんなが

＋7110は︑心配になりました︒太郎かじゃのほう

十718園た︒﹁これは困った︒だんなが帰ったら
十718園た︒だんなが帰ったら︑どんな目にあわ

＋6312の青むかしにさかえた︑ギリシアの︑同じ

十643はおもむきのちがったおもしろいものが︑
十644日本らしい︑すぐれたところのあるものと
十645さんも︑大きくなったら︑自分たちの國が
十656す︒めうえのいばったものに対してもおそ
十659 のだんながありました︒おかみさんをもら
十661りでくらしていました︒あるとき︑このだ
十663ればなりませんでした︒でかけるとき︑太
十665びしい声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十669園
ぬことだ︒わかったか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂太郎
＋6610園
はい︒わかりました︒﹂太郎かじゃと弔
十6611
うえて返事をしました︒そんなおそろしい

＋6710︑さらりと開きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

は︑大きくなったら︑三ばんか四ばん
ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ
いオールをこいだら︑オールがぎゅう
ながさせてくれたら︑コックスのまえ
いうことができたら︑うれしい︒けれ
﹁︿略﹀︒﹂子どもた

めいめいの

のレースで勝ったボートだよ︒頼んで

二

12
13
15
望5
16
16
17
1了
18
19
！9
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20

十741 と︑そこまで話したとき︑いままでおい
十741でおいおいないていたくせに︑きゅうに︑
十743しょに歌いだしました︒
﹁︿略﹀︒﹂太郎かじ
＋7410
ながらにげだしました︒ だんなは︑おこつ
＋7412 vと追いかけました︒
んで乗せてもらったうれしさで︑ まだむ

11τ111975555
8 6 5
5 101210 8 6

十672いようにしていました︒でも︑こわいもの
十675いうことになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十679 ︑こしからぬきとったせんすを︑さらりと
十682近づき︑さきに立った太郎かじゃが︑思い
十683かみをひきあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十689とおくびょう者でした︒それで︑いよいよ
十691おぎつづけていました︒そのうちに︑太郎
十693そうにしまってあった︑ 一つのまるいつぼ
十694中にかかえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十702ふたをあけてみました︒べつにどっきもた
十704 のがはいっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十7011口に持っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十713も指をつっこみました︒﹁︿略﹀︒﹂ふたりは
十715に指をつっこみました︒そうして︑うまい
十717になってしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂おくびょ

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

せみが鳴きはじめた︒まっさおな海は︑

ながわけん

とを考えつきました︒毎晩︑家に帰って

まないと思いました︒そこで︑金次郎は

砂を運ぶほどでした︒しかし︑なんとい

はありませんでした︒それどころか︑ほ

からだが大きかったし︑働きつけている

ることになりました︒金次郎は︑年のわ

病弊でねていましたので︑金次郎が︑そ

くことになりました︒そのとき︑父親が

うけたりもしました︒金次郎が十二のこ

してよく働きました︒また︑父親のすき

次郎が生まれてきたのです︒だから︑金

ねをおっていました︒そういうときに︑

るようになりました︒しかし︑りえもん

流されたりしましたので︑いつのまにか

く働けませんでした︒そのうえ︑さかわ

金次郎の父親でした︒りえもんは︑から

てやったりしました︒この人が金次郎の

ん並ぶかい人でした︒村の人たちが困っ

いう人がありましたが︑たいへん情ぶか

代をこしらえました︒その子どもに︑り

という人がいました︒働くことがすきで

︑さかわ川にそった村です︒この村に︑

宮金次郎の生まれたところは︑神奈川縣

か

れから︑私の調べた二宮金次郎のことを

から教えられました︒おかあさまの胸に

の道をもふみわけたその足︒いま︑わた

らかな︑すみきったたま︑それはおかあ

人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花

い空へにげていった︒おかあさま人

い國から旅してきた旅人のような氣持の
︑金色の︑ちがった形の小鳥が︑はばた

1110865432116321211987654321773521267遺

作ることにしました︒これを持って︑朝
工事場へいきました︒たくさんの人の中

しだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂おとなの

てくれませんでしたが︑おしまいには︑

ではいてくれました︒金次郎が十四のと

親がなくなりました︒金次郎の下にふた
りの弟がありました︒いちばん下のは︑

そのとき二つでした︒どんなに病氣がち

切りぬけてきましたが︑いまはどうにも
v元氣よくいった母親も︑子どもをよ

らってもらいました︒﹁︿略﹀︒﹂豊洲よく

せん︒﹁どうしたのです︒おかあさん
るの︒二三日したらなおると思うけれ

もをつれてきました︒そうして︑﹁︿略﹀

母親にすすめました︒遠略﹀︒﹂母親は︑

﹂といいあいました︒そのあくる日から

買ってもらいました︒そのお金は多くは

はありませんでしたが︑四人が生きてい
はじゅうぶんでした︒夜になると︑また
を作ったりしました︒ふつうの子どもだ
っうの子どもだったら︑くたくたになつ
︑すこしもつかれたようすもなく︑かえ
になっていきました︒金次郎は︑一さつ
の本をみつけました︒それは﹁大学﹂と

のない金次郎でしたが︑そこへいってか

まででも︑なまけたことのない金次郎で

ることになりました︒いままででも︑な

はたった十六でした︒そこで︑ふたりの

されてしまいました︒このとき︑金次郎

れて︑のこっていたわずかの田や畑も︑

死んでしまいました︒おまけに︑さかわ

にもびんぼうでした︒ところで︑そのつ

ふうをしていました︒金次郎のうちは︑

もありませんでした︒そんなわずかな金

ずむ者もありましたが︑金次郎のうちで

十一4410

十一449

十一449

十一448

十一447

十一446

十一4310

十一439

十一436

十一435

十一434

十﹁433

ような氣がしました︒弟は︑すこし大ま

は︑自分が呼ばれたような氣がしました

した︒弟の名でした︒私は︑自分が呼ば

わ高く呼ばれました︒弟の名でした︒私

くことになりました︒総代の名が︑ひと

みあげになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

お立ちになりました︒女の先生が︑卒業

かざってありました︒ようち園の子ども

いうめの花をいけた︑大きなかびんがか

にかわってでました︒正面のテーブルに

卒業式がありました︒弟が卒業するので

十一428囲目さきに近づいた︒

どれ植えつけの

んめいに働きました︒そのうえ︑夜おそ

て︑大水でいたんだ田の水たまりに植え

本を読み続けました︒金次郎は︑また︑
︑人がすてておいたいねのなえをひろっ

んの実がつきました︒これを油にかえて

にまいておきました︒あくる年の春︑黄

十一458

十一455

十一454

十一452

十一451圓

十一4411

私はほっとしました︒そうして︑弟の心

ら︑席に着きました︒私はほっとしまし

ちがいませんでした︒園長さんのまえに

なおして進みました︒こんどはまちがい

︑大声でいいました︒弟は︑さっさとも

﹁あ︑まちがった︒﹂と︑大声でいい

さんのまえに向いたとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

どまえに進みました︒そうして︑園長さ

と勉強を続けました︒夜の勉強には油が

りに植えてみました︒すると︑秋の終り

十一4510

十一459

田園春

﹁あ︑まちがった︒﹂とさけんだ弟よ︒

︑ごまかさなかった弟よ︒大ぜいの目の

だ弟よ︒まちがったとき︑思いきってや

︿略﹀︒﹂とさけんだ弟よ︒まちがったと

十一461囹

十一462

きってやりなおした︑その勇氣を頼もし

十︻463

十一4511

頼もしく思いました︒すこしぐらいのこ
ることができました︒やがて︑金次郎は

ることができました︒この一びょうをも

四

すことができました︒そればかりではあ

るようになりました︒
︑

すう
こずえをかける

さやまめ・とう

海こえてきたつばくろが︑
らばら落ちだした︒

きょうはうれし

ずしくなってきた︒
となくとりいれた︒

んどうみなまいた︒ 冬の用意もしだ
︑ 黄色くかれたくぬぎ葉鳴らす︒
ほしたかぼちゃは赤やら黄
血止につどうたおとなりどうし︑

にさす︒

十十十十十十十

て︑かん文で書いたむずかしい本でした
むずかしい本でした︒その一まいめをめ
と書いてありました︒金次郎は︑それを
がしたくなりました︒まきをとりに山へ
みながら歩きました︒ズ略﹀︒﹂村の人た

︑それを続けました︒お正月がくると︑

46

46

4了

4了

4了

︑うわさをしましたが︑金次郎は耳にも

り︑庭に立ったはしも柱︒学校へ

46

は︑うしが四頭いた︒みんなちぢうしで

ふたりで立っていた︒北海道の家には︑

二年生のときだった︒津軽海峡の海の水

をこえて内地にきたのは︑ぼくの二年生

頼もしく思いました︒ じゃがいもをつ
ふ じ
っかりとういていたえぞ富士︒あの山の

65321043
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︑﹁︿略V︒﹂といった︑しゃしょうさんの

十一547圃﹀︒﹂﹁ゆずられたときの氣持でゆずり

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一477 くによくなれていた︒うちではバターも
十一478 はバターもつくったし︑こむぎこで︑お
十一479 らかいパンもやいた︒おかあさんがパン

十一4711つも本を読んでいた︒ぼくのいすは︑小
十一484 ねこのメリーがいた︒アカシヤの花が風
十﹁487 ごがでさかりだった︒おとうさん︑ぼく
十一489 くは︑大きくなったら︑また︑おかあさ
先生もおっしゃった︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

十一501 農学校をつくられたクラーク先生もおっ
十一501

十一503 くは︑大きくなったら︑どうしても北海
十一513 てもまだ続いていた︒庭のあさがおの花
十一515 きになってしまった︒私は︑かさをさし
十一517 停留所まででかけた︒しかし︑風がはげ
十一518 をつぼめてしまった︒雨にうたれながら

いえるようになった︒太郎は得意になつ

︑﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

ときのことであった︒﹁︿略V︒﹂と︑正男

一雄はすぐ賛成した︒その近道というの

い小川にかけ渡した一本橋がある︒太郎

たくとめられていたのである︒が︑いま

わりかねてしまった︒そうして︑いっし

一本橋を渡りだした︒すると︑橋はまん

ドブンと落ちこんだ︒さいわい近くの田

になって家に帰った︒父は︑﹁︿略﹀︒﹂と

くの田で働いていた村の人たちに助けら
おまえはどうしたのだ︒まえからあぶ
いといっておいた︑あの橋を渡ったの

にかかって入院したので︑家族の者にか

と︑病院にはいったことを知らせました

紙を書いて︑帰ったことと︑病院にはい

ことを知らせました︒母親は︑その知ら

へよこしたのでした︒門ばんは︑その手

とがっかりしましたが︑自分はちのみ子
︑ナポリへよこしたのでした︒門ばんは

ようにといいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

看護人がききました︒少年は︑もしやわ

いだせませんでした︒﹁年よりのでかせ

その名をいいました︒しかし看護人は︑

國から帰ってきた一﹂と︑看護人が

國から帰ってきたのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

えながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

看護人がききました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

2

︑あの橋を渡ったのではないかね︒﹂

66

4

︒﹂﹁いつ入院したのですか︒﹂﹁︿略﹀︒

が︑ふと思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂と

らく考えていましたが︑ふと思いだした

に︑大きくみ開いた目をあけて︑じっと

ちをみまわしました︒中には︑死人のよ
︑びっくりでもしたように︑大きくみ開

ざめた︑やせこけた顔をしている病人た

に向けて︑青ざめた︑やせこけた顔をし

がら︑おどおどした目を右に左に向けて

︑中へはいりました︒少年は︑蔓忍をふ

にならんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

きなへやの︑開いたドアのまえまできま

で歩いていきました︒そうして︑大きな

といっただけでした︒ふたりは︑はしご

︑﹁︿略﹀︒﹂といっただけでした︒ふたり

騙そうにききました︒看護人は︑少年を

略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

66

4

十一519 くるのを待っていた︒電車は︑くるには
十一523 りこむことができた︒車内はむし暑いう

︿略﹀︒﹂とたずねた︒しかし︑太郎はだ

のままにうちあけた︒父は︑﹁︿略﹀︒﹂と

太郎はだまっていた︒その夜︑また父に
ことわらなかったのか︒﹂とせめた︒﹁
︑﹁︿略﹀︒﹂とせめた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

て渡．ってしまったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

はくやしくなったので︑なに︑ このく

のことをたずねたとき︑なぜすなおに
﹄といわなかったのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
そういえなかったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

父親をたずねました︒少年は︑色のあさ
な目をしていました︒少年は︑ナポリの
くにある村からきたのでした︒少年の父
にフランスへいったのですが︑数日まえ

村からきたのでした︒少年の父親という
ポリに上陸しました︒ところが︑にわか

囹
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十一522 台の電車がとまった︒あふれそうな乗客
十一524 ︑おたがいがぬれたからだで︑おしたり
十一525 ければならなかった︒だれかのかさのし
十一527 と落ちてきたりした︒けれども︑その足

＞︒﹂と︑声をかけた︒﹁︿略﹀︒﹂とさけん

十一5210 もみくちゃになった︒しゃしょうさんは

十一527 ことはできなかった︒電車は︑歯ぎしり
十一5212

十一532 ︿略﹀︒﹂とさけんだ︒大きな声だが︑雨
︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒そのことばをきい

十一535 いになってしまった︒そのとき︑しゃし
十一538

十一539 は思わずほおえんだ︒いままで︑ひどく
十一5310 ひどくとげとげした心でおしあっていた
十一5310 心でおしあっていた人たちも︑きゅうに

口ふさがず乗ったら中へ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

られているのをみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十一5311 やかな氣持になった︒このごろ︑電車の
十一542
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

いる者もありました︒また︑子どものよ

いる者もありました︒大きなへやはうす

ただよっていました︒看護婦がふたり︑

︵二︶

少年は包

きまわっていました︒その大きなへやの
略﹀︒﹂といいました︒

とんの上におかれたまま動かずにいる︑

は動きませんでした︒少年は︑身をおこ

うでをつかみました︒病人は動きません
父親の方をみました︒すると︑かなしく
ってなきだしました︒病人はしげしげと
︑いくらかわかったようでしたが︑くち

わかったようでしたが︑くちびるは動き

十一723
十一724
十一725

いろいろ考えました︒そのとき︑少年は
ふとかたにさわったので︑びっくりして
てとびあがりました︒それは看護婦でし
くの父はどうしたんでしょう︒﹂と︑

それは看護婦でした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

それでぼくがきたのですが︑どこがわ

やさしくいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

は口早にききました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

十一726園

十一725
十一727
十一729

とがついていました︒その人たちは︑し

にはいってきました︒さっきの看護婦と

る音がきこえました︒みると︑医者が︑

いってしまいました︒半時間ばかりたつ

十一7210園

十一732
十一733

十一735
十一736

に立ちどまりました︒待っているそのあ
ん長く思われました︒医者がすぐそばの

いってしまいました︒そこで︑少年は看

看病にかかりました︒が︑ほかになにと

もできませんでしたから︑病人のふとん

飲ませたりしました︒病人は︑ときどき

少年の方をみましたが︑わかったような

すはしませんでした︒でも︑ハンカチを

ましたが︑わかったようなようすはしま

とみつめていました︒こうして第一日は

の上でねむりました︒そうして︑朝にな

第一日はすぎました︒夜になると︑少年

看病をはじめました︒その日は︑病人の

いくらかよくなったように思うといいま

すようにみえました︒医者は二どきてみ

とでは︑目を開いたときに︑その小さな

いちょいとねむったあとでは︑﹇日を旧い

びるを動かしました︒ちょいちょいとね

ぶようにみえました︒そうして︑なにか

たようにみえました︒少年のいたわるよ

わかりかけでもしたようにみえました︒

2
了7
了7

十一738
十一739

ベッドまできました︒医者は︑せいの高

3

ような氣がしました︒そこで︑少年は︑

かい愛情のこもったことばで︑しっかり

みとのまじりあった︑しみじみとしたそ

とえわからなかったとしても︑病人がな

た︑しみじみとしたそのちょうしに︑じ

人をはげましました︒たとえわからなか

それ

がうかんだのをみたような氣がしました

ほおえみがうかんだのをみたような氣が

を待ちこがれていたことなどを

をかけはじめました︒少なくとも︑いく

そのふくれあがった顔の上に︑きわめて

人の口もとにつけたときに︑少年はその

に思うといいました︒夕がた︑コップを

5
了7

は動きませんでした︒こうもかわればか

思われませんでした︒かみの毛は白くな

十一7310

看護婦がいいました︒医者は︑手を少年

2
6
了7

うになっていました︒ただ︑ひたいと弓

︑まじめな顔をした老人でした︒医者が

い︑すこしかがんだ︑まじめな顔をした

十一7310

顔をした老人でした︒医者が︑まだとな

十一7310

はありませんでした︒息をつくのもやつ

十一7311

十一744

のかたにかけました︒それから︑病人の

了6

7
77

ひたいと弓形をしたまゆとのほかには︑

やっとのようでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年
︑少年はいいました︒﹁︿略﹀︒﹂けれども

者は少年をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

は立ちあがりました︒医者は少年をみま
十一741

十一746

看護婦は答えました︒すると︑医者はち

護婦にたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

十一743園︑いなかからきたのでございます︒﹂

十一7410

76

2
76
了6

7
了了

十一7312

なかからでてきたんですよ︒おかあさ

で︑目を閉じました︒﹁︿略﹀︒﹂病人は︑

十一7412

あさんがよこしたんです︒よくみてく

つたい︑どうしたんですか︒ぼくは︑

んに少年をみつめたあとで︑目を閉じま

息を続けていました︒少年は︑いすをひ

十一751

くの父はどうしたのでしょう︒﹂﹁︿七

んどくが顔にでたのです︒だいぶんわ

けながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十一757囹

︑いえませんでした︒医者はいってしま

なにかききたかったが︑いえませんでし
十一7512

十一7512

十︻756

十一754園

こしてたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ら︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき

︑少年は考えました︒﹁︿略﹀︒﹂少年は︑

して待っていました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

十一753

思い返していました︒去年︑みおくって
上でわかれを告げたことや︑家族の者が
い希望をかけていたことや︑手紙の着い
とや︑手紙の着いたときに︑母親がどん

なにか力をおとしたことなど一それか
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してからいいました︒﹁︿略﹀︒﹂少年は二

十一8711

十一8711

げましたりしました︒その日も︑その二

かわりませんでした︒チチロはまた︑病

看護をはじめました︒その熱心とそのし

たようにみえました︒で︑チチロはまた

十一832

いったいどうしたのだ︒おまえはべつ

十一882

つきそっていました︒そのつぎの日も︑

ているようにみえたからです︒そうして

へっれていかれたのだな︒わたしはま

十一885

十一884

十一833園
十一834園

ロをやりました︒﹄って手紙がきた

四日置もすぎました︒すこしよくなるか

いになっていました︒一日に二ど︑看護
十一835聖経

﹄って手紙がきたきり︑おまえがこな

どたべませんでした︒少年は︑父親のち

にわるくなりました︒医者は︑まったく

ることがありました︒それは︑ようだい

すすりなきしました︒が︑ただ一つ︑少

りに頭をふりました︒少年は︑いすにぐ

だいがわるくなったにもかかわらず︑病

かけるようにみえたことです︒病人は︑

じょうぶになったよ︒それで︑おかあ

まえはここにいたのだね︒どうしてこ

がっかりしていたかわからないよ︒こ

十﹁889

十一887

十一886

十一886

略﹀︒﹂といいました︒そこで︑チチロは

よ困難になりました︒夕がたの回しんの

くなるばかりでした︒顔はむらさき色に

つとそばにいました︒しかし︑病人はま

はなしませんでした︒病人はしげしげと

ぶこともありましたが︑それも︑だんだ

いいたげにしました︒また︑やさしい色

くなっていきました︒その晩︑少年は夜

十一8810

ちがいがおこったのだろう︒わたしは

を話そうとしましたが︑﹁︿略﹀︒﹂とだけ

︑やっといいました︒﹁︿略﹀︒﹂父親は︑

十一891

十一8812

十一892

少年はさけびました︒医者は︑病人の上

れてうながしました︒少年は︑また︑病

十一897

十一895

うつむいていましたが︑やがてからだを

病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親

十一901

っすぐに立てました︒看護婦が十字かぞ

白くさしこんできたとき︑医者が︑看護
ほとばしりでました︒﹁︿略﹀︒﹂父親は︑

少年をみつめました︒すると︑少年のた

十一902

みまもっていました︒あかつきの光が窓

り外乱から帰ったばかりで︑ちょうど

十一903

べからはずしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

十一894

あなたが入院したと同じ日に︑入院し

十﹁904

十一894

ここへっれてきたときには︑もうすっ

じ日に︑入院したんです︒ここへっれ

十一905園

をみつめていましたが︑やがてまた︑病

のあいだいました︒おじさんは︑いつ

十一8911

十一8910

十一899

十一898

の手をにぎりしめたような氣がしました

また目を閉じました︒そのとき︑少年は

の手をにぎりました︒病人は︑目を誘い
病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親

くの手をにぎった︒﹂と︑少年はさけ

の方をみていました︒ 父親はチチロにい

十一908

十一906

みの看病はすんだ︒帰ってしあわせに

︑医者はいいました︒﹁︿略﹀︒﹂そのうち

少年はさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑医者

看護人が答えました︒﹁︿略﹀︒﹂病人は︑

チチロにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

のほうにいっていた看護婦が︑小さなす

﹁死んでしまった︒﹂と︑少年はさけ

が小声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂父親はそ

十一909囹
︵四︶

から取ってきました︒そうして︑それを

少年がべ

ってでていきました︒

︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一913

十一9012

十一8912園

ような氣がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年

父親はたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護

︑医者はいいました︒少年は病人の手を

てはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑医者

口もきけなかったのですよ︒たぶん︑

の方をながめました︒病人は︑そのとき

方へひっぱりました︒少年はふり返って

5

．

んだんしっかりした目を少年の上にすえ

83
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84

いようになりました︒また︑なにかもの

83

7
2

動かそうとしました︒それが︑ときには
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はっきりとしましたので︑少年は希望に

83

9

85
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園

その日の
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3
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︵三︶
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5

86

3

85

いって力 づ け ま し た ︒

にはいってきました︒少年は︑するどい

84

7

86

5

85

午後四時ごろでした︒ちょうど︑少年が

していたときでした︒そのへやのすぐそ

しんに看護していたときでした︒そのへ

に立ちすくみました︒男はみまわして︑

84

8

86

6

囹芸園囹囹一

う声がきこえました︒少年は︑思わずは

ととびあがりました︒のどまででかけた
︒のどまででかけたさけびを︑じっとお

さけびを発しました︒又略﹀︒﹂男はそう

つくほうたいをしたひとりの男が︑看護

方へとんできました︒少年は︑父親のう

の中にたおれましたが︑胸がせまって息
もつけませんでした︒看護婦や︑看護人

84
86

6

一

かけよってきました︒少年は︑まだ声を
ができませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親

病人の方をみつめたあとで︑いくども少
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十一914

手で目をふきました︒又略﹀︒﹂そういっ

しながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十︻9111

十一9245n国 念に︑この死んだ人にのこしていきま
十一9211

にのぼってきました︒﹁︿略﹀︒﹂そういっ

十一9211 いだ呼びなれていた名が︑しぜんと口に

り︑会いたくなったので︑学校から家へ

へもどってきました︒﹁︿略﹀︒﹂といって

ばへかけよりました︒そのとき︑母はは

たを織っていましたが︑孟子の顔をみる

って︑そばにあった小がたなをとりあげ

んに織り続けていたぬのを︑小がたなで

なをとりあげました︒孟子がびっくりし

切ってしまいました︒孟子はおどろいて

略﹀︒﹂といいました︒

ガラスのかけら

十二92囹ん︑どうなさったのですか︒﹂とたず
らしい身なりをした老人が︑道路をうろ

トにいれていました︒そのようすをみて

のようすをみていたじゅんさが︑老人の
vとたずねました︒すると︑老人は︑

トに手をいれましたが︑とりだしてみせ
︑とりだしてみせたものは︑ガラスのか
かけらばかりでした︒じゅんさは︑﹁︿略
略﹀︒﹂とききました︒すると︑老人は廣

リビング

略﹀︒﹂と答えました︒この老人は︑ペス

ッチという人でした︒書物

カを探けんしていたときの話です︒ある
物を読んでいました︒それをみた土人の
ました︒それをみた土人のひとりが︑書
ものだと考えました︒そこで︑リビング
つとそとにでかけたるすにやってきて︑

物を手にとりました︒そうして︑ページ
本のざ

て︑たべてしまったということです︒

てて写生をはじめた︒そこには

しい花をつけていたが︑あらかたちって
かの実がなっていた︒それが︑めきめき
ゆの色がさしてきた︒文雄は︑それがか

美しいつやつやしたしゅの色がさしてき

それがかきたかった︒古同いところからた

れこれと考えていたが︑根もとをかこう

い︒まだ青々とした木の葉の中から臨き

をかこうと決心した︒そうして︑いよい

うからたれさがったのもいい︒まだ青々

がきをかきはじめた︒しかし︑その根も

︵二︶

﹁︿略﹀︒﹂

羽を動かしてみたら︑ピッピッという

かしいようでしたけれど一﹂﹁︿略﹀

ピッと鳴いていたときには︑ほんとう

い色になりましたね︒﹂﹁ああ︑こおろ

とってかきはじめた︒

からじっとみつめた︒﹁︿略﹀︒﹂文雄は︑

ってすこしはなれたところがらじっとみ

とおりできあがった︒文雄は立ちあがつ

パレットの上でみたときは︑ずいぶん美

ぐがたくさんあった︒しかし︑パレット

ばすぎるほどだった︒いい色の絵のぐが

らゆずってもらったもので︑子どもには

は︑絵のすきだったおじさんからゆずつ

木炭を動かしていた︒下がきがすむと︑
︑色をぬりはじめた︒これは︑絵のすき

けね︑ふわふわした軽い葉︑そんなとこ

面︑重みのかかった枝のつけね︑ふわふ

ころ︑力のこもった角︑まるみのある面

ころ︑かげになったところ︑力のこもっ

た下がきにがかった︒だいたいの形をし

へかくれてしまった︒﹁︿略﹀︒﹂文雄は︑

びき頭をだしていた︒そうして︑文雄が

文雄が︑そのくちた草をとりのけようと

てしかたがなかった︒﹁︿略﹀︒﹂ひとりこ

すっかりくちていた︒文雄はそれが氣に

てつみ重ねておいたかれ草が︑すっかり

14

14

14

14

14

14

14

十一932 わきにかかえました︒夜は明けかけてい
十一933 明けかけていました︒
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十二44 カを発見して帰ったとき︑イスパニア二
十二45 たいへん喜びました︒ある日︑祝賀会の
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14

14
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十二51囹 て陸地にであったのが︑それほどの二
十二52 てあざわらいました︒これをきいたコロ
十二53 した︒これをきいたコロンブスは︑つと
十二57 略﹀︒﹂といいました︒人々は︑なんのた

やまぶ

十二59 がらやってみましたが︑もとより立とう

十二58 なことをいいだしたのかと思いながらや
く立てていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

十二512園 ︑これも人のしたあとでは︑なんのぞ

十二511

十二64 がりにでかけました︒すると︑にわか雨
りることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂こういつ

十二65 わか雨が降りだしたので︑近くの家をた
十二67

少女がでてきましたので︑﹁︿略﹀︒﹂とた

十二72 ＞︒﹂とたのみました︒少女はなにを思っ

十二611

十二72 少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに
十二73 庭さきにさいていだ黄色なやまぶきの一

十二75 枝を手にはしましたが︑なんのことだか

十二74 かにさしだしました︒道潅は︑その花の
十二77 らべるばかりでした︒それからのちにな
十二78 の心がわかりました︒それは︑﹁七重八

〉。
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十二712 女の思いをたくしたものでありました︒
も つし
十二712 たものでありました︒ はた織り 孟子

十二82 子どものころでした︒家をはなれて勉強
十二83 にでかけていましたが︑ある日のこと︑
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18

18

4

2

8

いう音がしました︒ははあ︑これが鳴

おもしろくなったのです︒おとなりの

うずになりました︒このあいだの晩も

ろうと思いました

あなただってそ

さわぎしていました︒﹁︿略﹀︒﹂ズ略V︒﹂

て道まででていたのよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂わ

んなことを覚えたんでしょう︒たいへ

vというのでした︒おとなりで︑この

きて愛らしくなった民ちゃんをだいてや

てからのことでした︒ある日︑私が新し

のあることを知ったのは︑先生がおいで

の動詞も知りました︒けれども︑物には

を動かすだけでした︒それからいく日か

っづってみせました︒そのとき︑私は︑

うずにつづれましたとき︑私は子どもら

まねようとしました︒とうとうじょうず

れてなでていました︒私は︑どのような
も知りませんでした︒私は︑近づいてく
る足音を感じましたので︑それが母だと
手をさしだしました︒だれかがそれをと
それをとらえました︒そうして︑次のし

めにきてくださった一そのかたの両う
は︑お着きになったあくる朝︑私をおへ

だきあげられました︒サリバン先生は︑

形をくださいました︒私がしばらくその

字をつづられました︒私は︑すぐこの指

でたいへん苦しんだあとでした︒サリバ

ようとなさいました︒その日はすでに︑

35

35

35

35

35

感心し て い ま し た よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

心がおありだったでしょうね︒﹂﹁︿略

光を求めて

1010

35

うようになりましたが︑民ちゃんは︑そ
四

1

35

ろいてしまいました︒

生がきてくださった日であります︒それ

31

3

一年一年とすんだことをかえりみて︑

32

5

じめて実をつけた二三年は︑青い小さ

のことでありました︒この日の午後︑私

32

7

ようになりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

たたずんでいました︒午後の日光は︑げ

げんかんをおおったすいかずらのしげみ

32

8

りそそいでいました︒もう︑めばえそめ

32

12

もう︑めばえそめたそのなつかしい葉や

32

1

なかったりだったのに︑このごろでは

﹁︿略﹀

32

2

んがいってましたよ︒どうしてこのざ

︵三︶

いなと思いましたよ︒あれがあれば︑

おっしゃいましたよ︒﹂

じょうずになったのだろう︒そうだ︑
たみ
わたしの民

﹂文雄はこう考えた︒一二

ひきあげてきました︒せまい家なので︑

33

3

19

6
長いこと外地にいた姉たちがひきあげて

を作ったりしていたので︑さしあたり困
ちゃんをひと目みたとき︑天にものぼる
るほどうれしかったのです︒民ちゃんを
しめカバーをさせたままほっておくと︑

せるようにしました︒はじめはいやがつ
めはいやがっていた民ちゃんも︑よごれ
るようになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

す︒いまそこにいたかと思うと︑もう次
と︑だれかがいったことを思いだしまし

に持たせてみました︒﹁︿略﹀︒﹂民ちゃん

とを思いだしました︒それで︑わたしは

こんでしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂立ちあが

と立ちあがりました︒﹁︿略﹀︒﹂たもとを

二足ほど歩きました︒こんなふうにして
るようになりました︒ある日︑学校から

33

5

苦しんだあとでした︒サリバン先生は︑

るために苦しまれたのですが︑私は︑い

いらっしゃいましたが︑こんどは︑二つ

ができませんでした︒先生は失望して︑

にたたきつけました︒そうして私は︑く

ようとなさいました︒私は︑とうとうか

して私は︑くだけた人形のかけらを足さ

ゆかいに思いました︒私は︑先生がかけ

ようすを感じましたが︑ただ︑腹だちの

という満足を覚えたばかりでした︒しば

おどりあがりました︒ふたりは︑いどの

にそそいでいました︒ところがとつぜん

わせようとしましたがだめでした︒私の

は︑自分がこわした人形のことを思いだ

をみるようになったからです︒へやに帰

が與えてくださった新しい目で︑すべて

に感じはじめました︒それは︑先生が與

あることがわかったのです︒私の手にふ

與えることになったのです︒こうして私

ました︒この生きた一ことが︑私のたま

ることを知りました︒この生きた一こと

なものを感じました︒このときはじめて

のはたらきといったようなあるふしぎな

かしらわすれていたものを思いだすよう

動きもせず︑立ったままで︑全身の注意

いてくださいました︒私は︑身動きもせ

口の下へやりました︒冷たい水がいきお

くみあげていましたので︑先生は私の手

をおりていきました︒だれかが水をくみ

ってきてくださったので︑私は暖かい日

覚えたばかりでした︒しばらくして︑先

因がとりのぞかれたという満足を覚えた

35
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ましたがだめでした︒私の目にはなみだ

したことがわかったので︑生まれてはじ

ました︒自分のしたことがわかったので

に胸をさされました︒私はその日︑たく

ことばを覚えました︒全部覚えてはいま

どのことばがあったことを思いだします

できごとの多かったこの日もくれて︑小

が自分にもたらした士暑びを思い返してい

︵二︶

これは︑

びを思い返していたときの私ほど幸福な

つことを知りました︒

カの女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一
︑日本語になおしたものです︒よんでわ

のうえつんぼでした︒それなのに︑こん

て一年半ほどたったとき︑大病にかかっ

たらきを失いました︒みることもできず

しゃくもちになったのもむりはありませ

だくことにしました︒サリバン先生が︑

りよくがいりました︒しかし︑ケラーに

ことに成功しました︒だんだんちえがっ

くようになりました︒もちろん︑サリバ

て︑勉強をはじめたのです︒手のひらに

すようになりました︒ケラーは︑もうサ

ためにささげました︒そののち︑ヘレン

せにまでなりました︒これは︑ケラーの
一つになったおかげです︒ 五

んからいただいた童話の本に︑人形が

とが︑

す話が あ り ま し た よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

ながねしずまったあとで︑動いている
人形しばいをみたことがあるかね︒﹂﹁

と古くからあったし︑おじさんの子ど

のころ︑よくみたものだよ︒あのころ

さかんでなかったが︑アジアでもヨi

うは影絵もあったよQ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︒﹂﹁でも︑生きた人間のほうがうまく

けのこして︑もんだ紙にのりをつけない

から︑細長く切った古新聞にのりをつけ

㈲顔と手をつけた着物を裏返すとでき

先祖代々住みなれた土地はもとよりのこ

と︑自分の生まれたところは︑なんとも

い歴史にもとづいたものもあるが︑昔か

ときからききなれた言説が︑そのあいだ

からいい傳えられたというだけのものの

られて有名になったものもあるが︑ただ

ばあさんからきいた話を思いだして︑書
てみると︑よくにたようなのが︑あちら
うんぜん
いう大きな男がいた︒みそ五郎は︑雲仙
を偏しみにしていた︒雲仙岳の中ほどに

の難題をもちだした︒それは︑おにが一

そ五郎が畑をうったときのくわのあとで
ありあけ
で︑そのとき落ちた土くれが︑有明海の
それができなかったら︑これからのちは
︑もしそれができたら︑毎年ひとりずつ
るというのであった︒おには︑これを承
だんをきずきだした︒なにしろ︑いっし
だんができあがった︒ところがいま一だ
空が明かるくなった︒おにはおどろいて
こやま

湖山の池

鳥取

とつとり

たを消してしまった︒おには約そくをま
なことはなくなった︒

この里に長者がいた︒一代二代はいい人
がままをしはじめた︒ある年の夏︑きょ

人で︑よくさかえたが︑三代めの長者は
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5了

5了
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58

58
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58

58

59

59

59

60

朝から集まってきた︒長者は︑なんと思

か

ぐ

家具の岩屋

と わ

訂

とく

だ こ

十和田湖

るうちに湖となった︒それが十和田湖の

びになってしまった︒家にはひとりの母

きがとまらなかった︒そのうちにからだ

また川の水を飲んだ︒いくら飲んでもの

魚はしおからかったので︑のどがかわい

とってやいてたべた︒小魚はしおからか

のどがかわいてきた︒水を飲もうと思つ

とりの木こりがいた︒名を八郎といった
ちろう
︒名はを
八郎といった︒ある日のこと︑八

はちろう

してくれなくなったという︒

にして返さなかった︒そののちは︑だれ

い人がいて︑かりた家具をかりっぱなし

にいくようになった︒その中にわるい人

うってならんでいた︒そのことが評判に

ってみると︑頼んだ品物がちゃんとそろ

岩屋の入口で頼んだ︒そうしてよく思い

のでることを知った︒それからというも

しい人が︑ふとしたことから︑この岩屋

きな池となっていた︒

なく︑きのう植えたなん千アールのあの

の望みはとげられた︒ところが︑そのあ

どまでもどってきた︒それで︑のこりの

げて︑しずみかけた日をさしまねくと︑

高どのに立っていた長者は︑日のまるの

れそうになってきた︒このとき︑高どの

︑得意になっていた︒ところで︑もうあ

いたが︑いいだしたことはあとへひかな
︑一心にはたらいた︒長者は︑高どのの

人たちはおどろいたが︑いいだしたこと

しまえといいつけた︒里の人たちはおど

者は︑なんと思ったか︑なん千アールの

115321119874322111110985311210986543321
63

と別世界にいったような甘しい氣がす
とも︒いまいった文樂は手でつかうの
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うなしずかさでした︒そのしいんとした
︒そのしいんとしたしずかさの中に︑芭

すぐ戸をあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

雪の句を考えました︒トントン︑トント

られませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂やがて

降るのによくきたな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

まるめてこしらえたうさぎでした︒なん

持ちだしてきました︒それは︑赤いおぼ

らえたうさぎでした︒なんてんの実が︑

くいれてありました︒曾良は︑芭蕉の子

．うれしくなりました︑ふたりは子どもの
ようにわらいました︒ きみ火をたけよ

へんな見物人でした︒時間がせまったの

する日のことでした︒テニスコートには
た︒時間がせまったので︑私はユニホー
にコートにでました︒すこしばかり手な
つかって頼みました︒私は︑その少年の

インを頼まれました︒その少年たちは︑

の少年の持っていたペンをかりて︑サイ
ンをしてやりました︒少年たちは︑これ

っぱいになりました︒それからまもなく

チルデン選手でした︒チルデン選手は︑

りそそいでいました︒そこへ両選手があ

合がはじまりました︒目にもとまらぬボ

ふたりに送りました︒﹁︿略﹀︒﹂試合がは

と︑ゆききしました︒ボールはたましい

手は︑とりみだしたしせいではありまし

うに︑送ってやったのであります︒チル

めているときでした︒清水選手は︑ボー

びそうになりました︒相手を一きょにう

らせてしまいました︒そうして︑いまに

いちゅう︑どうしたはずみか︑チルデン

あせをにぎりました︒ところが︑試合の

手の勝となりました︒見物人は︑いよい

ルをうちだしました︒第三回めはチルデ

手の勝となりました︒あの小さいからだ

にかけまわりました︒かたずをのんで試

て︑はねとびました︒一つのボールを中

たましいのこもった生きもののようにな

手があらわれました︒スタンドの人たち

っ白い線のひかれたコートには︑日ざし

がけて集まりました︒まつ白い線のひか

に勝つことができたら︑世界のほまれ︑

むことになりました︒もし︑この決勝職

選手をなぎたおした清水選手は︑最後の

つことができました︒私はいまでも︑あ

おきては戦いました︒私はスタンドから

ートでたおれました︒たおれてはおき︑

とおしに窺いました︒なんどもコートで

い試合が続きました︒三時間もぶっとお

らないと思いました︒火のでるようなは

合がはじまりました︒キンゼー選手は世

211176321211521121186431117443119887643

十二664 ない︑それからでた細い根が︑つなのよ
十二692 る人は︑はをもったのこぎりににている
しんしゅう

十二697 みと廣さがなかったら︑正しくりっぱに
十二702 人が住んでいました︒戯号は︑信州の
十二703 そうじょうずでしたが︑芭蕉のことをき
十二704 の弟子になりました︒そうして︑はい二
十二705 とに心をきめました︒曾良は思いました
十二706 ︒曾良は思いました︒芭蕉はたったひと
十二7010 住むことにしました︒そうして︑毎朝二
十二712 をたいたりしました︒また︑まきが少な
十二713 にいったりしました︒このようにして二
十二714 の話をきくのでした︒先生の近くにいれ
十二716 ︑曾良は喜びました︒そのうちに︑冬が
十二717 冬がきて︑くもった空がひくくたれる日
十二718 れる日が続きました︒芭蕉はからだがよ
十二718 は身にこたえましたが︑雪をみるのが二
十二719 ︒芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑

十二719 るのが樂しみでした︒芭蕉は︑くもった
十二7110 遠しがっていました︒そのあたりに遊ん
十二7111 も︑同じ氣持でした︒まだなにも降って

ふうにはげまされたことはありませんで

略V︒﹂といいました︒私は︑いままで試
はありませんでした︒あまりかわいい少

はっきり答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

vとたずねました︒ふたりの少年は︑

かわいい少年だったので︑よくみていま

た︒﹁そうだったのかい︒きみたちは
﹁どこで生まれたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

をいれて答えました︒そのひとみの中に

けるようにたずねたとき︑少年たちは︑

日本という國をみたこともなく︑また日

あらわれていました︒日本という國をみ
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十二723 やしたてていました︒芭蕉は︑子どもが
だちにし て い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十二725 どもが大すきでした︒そのあたりにいる
十二7211

十二7212園 なは︑雪が降ったら︑なにをして遊ぶ
十二7311 って立っていましたが︑子どもたちのか

十二7312 したいと思いました︒いざ子ども走りあ
十二743 芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ
十二745 から降ってきました︒みるみるうちにつ
十二746 うちにつもりましたが︑曾良が水をたく
十二747 くんでおいてくれたし︑まきもたくさん
十二752 らにひびくのでしたが︑その夜は︑すべ
十二753 も雪にうずめられたようなしずかさでし
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せいではありましたが︑やわらかなボー
になっていきました︒つぎつぎと︑三選

らかなボールだったので︑無事に受け返

おちてしまいました︒わずかな点のちが

けずって戦いました︒夕日はすっかりお

の負けとなりました︒ネットをはさんで

十

ことばのは

おきなく職いぬいた両選手のために︑中

く手をかわしました︒心おきなく蔽いぬ

おしみませんでした︒

そんなこと

みつけて追いかけたこと︑もみじの枝を

じの枝をとってきたこと

くりひろいにいった︒﹂といい︑﹁遠足﹂

書いても︑書かれたことがそれぞれちが

れと同じ文を書いたとしても︑そのなか

ころがこれを読んだ人々の心には︑めい
︑めいめいちがったものが思いだされて

ぼをとりにでかけたが︑道ばたに野はぎ

つぽいつんで帰ったことを思う︒秋子は

野はぎがさいていだので︑赤とんぼはと

まわりをとんでいた︒﹁︿略﹀︒﹂こんな短

学校にうつってきたときのことを思いだ

たくさんだべていたようです︒このほか

るときにもつかったことでしょう︒土器

の形や左右にのびたろうかのかっこうに

くだものをならべたやお屋らしいのもあ

大きなげたをはいた女の人が︑おともを

四つに組んだ大ずもう︒かえるは

で︑とくにすぐれたものの一つです︒さ
︒大きな目︑のびた手さき︑しっかりふ

知られていなかったのですが︑この本に

に︑日本で出版したものです︒表紙の文

を絵いりで説明した本を︑いまから百八

のとなって生まれたのです︒ 解体図

とつに心をあわせた美しさは︑このとお

戸時代の人のかいたもので︑浮世絵とい

はやされてきました︒ 浮世絵 おなじ

うきよ え

は︑日本のすぐれた工藝品の一つで︑古

貝などをはめこんだものもあります︒黒

もようをあらわしたものです︒また︑な

は︑うるしをぬったうえに︑金や銀のこ

どん育ってきました︒ まき絵書だな
え ど
︒
江戸時代にできたまき絵書だなです︒

ぱな本ができました︒日本のことばにな

渡ってきていましたから︑こんなりっぱ

教師が日本に傳えたのは︑三百五十年ほ

プという人が書いたお話ですが︑これを

年生のときに習ったイソップ物語︒イソ

の仁王さまをほったのは運慶だといわれ

うんけい

︑しっかりふまえた両足︑どこをみても

正という人がかいた動物絵巻の一場面で

じよう

すきがさきみだれた秋の野原︒これは︑

えんをはじめました︒土ひょうは︑はぎ

です︒たまりかねた二ひきのうさぎが︑

めいにこらえましたが︑たおれそうです

の足かけをしました︒うさぎはけんめい

巻物

104

107

る父にこういわれたら︑バケツか︑じょ

た父にこういわれたら︑水さしに水をい

︑それぞれちがったことを心の中に思い

らがあります︒みたところ︑なんのかわ

おなどをたべました︒このように︑古い

四年生のとき習った貝つかのことを思い

るいとぐちとなったのは︑アメリカのモ
貝つかからでたものをならべてみま

器

い町から発見されたので︑やよい式土器

かの角などで作ったつり針もあります︒

かからほりだされたものです︒赤色のす
さしいのびのびした顔をごらんなさい︒

ても︑平和を愛した古代の人たちの氣持
鳥などをこしらえたものがあります︒

かりまえに作られたものであります︒夢
︑はじめて作られた日本のお金です︒い
ルのようにならんだ文字があったりして
す︒お金がなかったときにくらべて︑お

ほどまえに作られた平等院という建物

びょうどういん

れほど便利になったか︑考えることがで

118621842109973109663597311107653938
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10了

107

107

107

すずりばこをあけた父にこういわれたら

のことばがわかったとはいえないことに

る父にこういわれたら︑手おけに水をい

いう短い文を書いた︒太郎はこの﹁くり

98

る︒そうでなかったら︑ただ口さきでい

い︒天職のよかったこと︑山へいったこ

ようにとなえていたのでは︑そのことば
たろう
くりひろいにいった︒﹂太郎が︑こうい

たこと︑山へいったこと︑弟やいぬをつ

いぬをつれていったこと︑くりがたくさ

たくさん落ちていたこと︑カサカサと落

ち葉をふんでいったこと︑小鳥が鳴いて
︑小鳥が鳴いていたこと︑帰っておかあ

思しかった

にゆでていただいたこと︑みんなでたべ
止しかったさまざまなことが︑

と︑みんなでたべたこと

こと

くりひろいにいった︒﹂と書いた︒太郎
︑﹁︿略﹀︒﹂と書いた︒太郎と同じ文であ

にさそわれていったこと︑くりはあんが
こがたくさんあったこと︑りすをみつけ

あんがい少なかったこと︑そのかわりき
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動はおとろえました︒たとえ謡いに敗れ

の軍人がありました︒職場から帰ったダ

だいてたちあがったひとりの軍人があり

こそ︑眞にすぐれた國民でしょう︒國の

て︑つるぎで失ったものを︑すきでとり

た︒戦場から帰ったダルガスです︒かれ

り返そうと決心したのです︒ダルガスは

がふと思いうかべたのは︑アルプス産の

で生長をとめました︒アルプス産の小も

みどりの野はできたが︑ユートランドの

々高まってきました︒しかし︑問題はま

とに実現されました︒そこで︑デンマル

の野が廣がりました︒ダルガスの希望で

うことでありました︒これをノルウェー
︑よくしげりました︒ユートランドのあ

もみを移植してみたらどうか︑というこ

に研究を続けました︒そうして︑かれが

していませんでした︒しかし︑ダルガス

かれてしまいました︒ユートランドのあ

みの木でありました︒これなら︑ユート

て研究を重ねました︒そこで思いついた
︒そこで思いついたのは︑ノルウェー産

あれはててしまったのです︒これを生か

手入れをおこたったために︑土地は︑年

た森林がありました︒しかし︑切りとる

には︑よくしげつた森林がありました︒

ニは木でありました︒ユートランドの平

ます︒これをこえた土地とするのが︑ダ

意にみちていました︒ユートランドは︑

大計画をたてました︒ダルガスは︑とお

こんどは︑のこった土地の大部分をしめ

地味を研究しましたが︑こんどは︑のこ

18

を最初にいいだしたのは︑十六世紀の中

みど

18

紀の中ごろに死んだ︑ポーランドのコペ

三

な問題でありました︒痛いは敗れ︑國は

たちの心をくだいた︑もっとも大きな問

い土地を失いました︒ですから︑いかに

二州をとられました︒もともとせまい︑

デルセンの生まれた國であります︒世界

どもたちにおくった︑アンデルセンの生

で眞理を求めていたのです︒

はありませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と信じて

えをかえてしまったのかというと︑そん

るしてもらいました︒では︑ガリレオは

はあやまりであったということにして︑

にもなりかけていたので︑やむを得ず自

ぬといわれました︒ガリレオは︑年を
︑年をとってもいたし︑めくらにもなり

を強くとなえました︒そのため︑ガリレ

究を続けていましたが︑だまっていられ

ない︑といいました︒ガリレオも︑十三

説を信じていましたので︑ガリレオを呼

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年
︑すっかりわかったのです︒しかし︑そ

ペルニクスのいったとおり︑天は動くも
︑明らかにしました︒地は動くといって

でこまかに計算した結果︑コペルニクス

見や発明をしました︒自分で望遠鏡を組

う学者がありました︒わかいころからい

アのピサに生まれたガリレオという学者

ことを発見しました︒そのケプラーと同

心な天文学者でした︒いっしんに観察し

この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

という人が出ました︒この人は︑すぐれ

4321767654322111109864111111098744311

じめてしっかりしたものとなりました︒

よこはま

おしまいのこと

東京横浜間を走ったものであります︒汽

たんじょうしました︒

日本の面影を写した写眞帳が終りました

写眞帳が終りました︒このような歩みを

なの歩調がそろったときに︑はじめて︑

歩みをたどってきた日本を︑これからど

どい角をのぞかせた︒長くかなしみにし

かなしみにしずんだものにも︑春は︑三

雲をかたにまとった小山をめぐって︑聞

が︑その深く進んだものを科学的知識と

かめ︑すでに知ったことを材料として︑

かにして︑きまった法則を知る︒いいか

また︑さらに進んだ研究をする土台にす

知って︑ととのった知識とし︑また︑さ

と︑ほうき星が出たからだといったり︑

があるなどといった︒今日でも︑まだ︑

きめたり︑生まれた年によって︑その人

も︑まだ︑そうした考えがのこっている

かし︑よいといった方角へ移って困った

方角へ移って困った人もあれば︑わるい
っこうのよくなった人もある︒同じ名ま

ば︑わるいといった方角へこして︑つご

ぐなことや曲がったことは︑知識をもと

が行われていました︒しかし︑この天動

が︑目についてきたのです︒熱心な学者
それを発見しました︒火星や金星・木星
球もまるい形をしたもので︑火星などと
こともわかりました︒つまり︑天動説と
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たものとなりました︒この本を日本語に
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十三226 産の小もみを植えたので︑かれるのはふ
十三257
いによって失われたシュレスウィヒとホ

生まれかわりました︒戦いによって失わ

ころにしかれました︒とうとう︑ユート

十三398園

十三393園

十三392園

︶だれかと思ったんですよ︒だって︑

︒たいへんだったでしょうね⁝⁝四十

⁝え︑うちに來たんですか⁝⁝へえ⁝

ンシュウから來た竹田さん︑おいでで

たけだ

書きのこしていった手紙を︑とりだして

間︑かた手に持ったさっきの手紙をくり

生まれかわりました︒敗戦のために意氣

十三407

十三405園

十三401

十三258
のが生き返りました︒それは︑全蘭書の

ることになりました︒ところが︑ここに

十三257
十三259

十三226 のはふせがれましたが︑その生長は︑こ
十三228囹 がくれるといった材木を︑さあ早くも
十三2511

十三227 てはたされなかったのであります︒デン
十三229 かれにせまりました︒ダルガスの長男︑

に意氣のおとろえた富民は︑希望をとり

十三2211 の研究がすきでしたが︑かれは︑もみの 十三2511 民のたましいでした︒デンマルク人のた
十三261

十三2212 きな発見をしました︒わかいダルガスは 十三261
十三264

見︑なんのかわったところもないような

家をうち建てました︒

十三233囹 はらってしまったら︑大もみは土地を

＋三4010園
⁝⁝でもよかったよ︒みんなで心配し

十三409園
うん⁝⁝よかったなあ︒きょう︑うち
十三409園
よう︑うちに來たんだって・⁝：うん︑

十三277

＋三4011園
の旅じゃっかれただろう⁝⁝うん︑読

＋三4010園
なで心配していた⁝⁝うん︑そう⁝⁝

ホートン三

十三235 略﹀︒﹂といいました︒わかいダルガスの

十三2310 よって︑発見されたのであります︒この 十三2712 で︑ひんやりとした土べいの日かげを選

＋三4012園
⁝⁝うん︑読んだ︒いまここに持って

四

十三237 とおりになりました︒小もみは︑ある大

十三2311 には︑おいしげったもみの林が見られる 十三2810 器や︑道具を入れた赤いはこを︑てんぴ

十三2311 るようになりました︒ダルガス親子の発 十三2910 いうな道具を入れた荷をかついでいる︒ 十三411園
くり返して読んだよ︒電話番号が恐い
十三411圓
号が書いてあったもんだから⁝⁝そう
十三417園
ちはやけなかったから︑本だってたく
ちゆうごく

︒まるく輪になったその中で︑さるがさ

十三315︑西遊記とかいった︑中品のむかしも

さいゆうき

十三2312 よってもたらされた︑よい結果は︑木材 十三314
十三242 い感化を受けました︒しげった木のない

十三321

やんが帰って來たんだってね︒よかっ

帰って來ました⁝⁝﹂しばらくして

帰って來ました一か︒︵顔をあげ

十三4111園
やないか︒帰ったばかりだから︑お客

十三242 けました︒しげった木のない土地は︑熱

︒やっと目がさめたころ︑遠いところを

十三244 え見ることがあったのです︒そのころ︑

十三246 にすぎませんでしたが︑植林が成功して

来

ってね︒よかったね︒よかったなあ⁝

つたね︒よかったなあ⁝⁝﹂三郎の声

短日

かれぎく

まるまるとふとったかわいいあかちゃん

きをいただきました︒絵は︑はがきの停

いころにそうだった︒おとなになってる

場が︑生き生きしたみどりでわらい︑き

うに暗くなりました︒

りと︑客をむかえた赤いへや︒ しか

ユウから帰って來た貫二くん︑おしまい

429645999832

十三247 つかりかわりました︒夏︑しもがおりる

くる︒小さな光ったわたが︑土べいのか

十三383圏

︒︵受話器を持ったまま︑待っている︒

んが︑帰って來たんですか⁝⁝いつ⁝

まきい場う，。囹園園

十三245 ドの農夫のつくった農作物は︑じゃがい

十三333 きな水おけをのせた一輪車が︑﹁キリキ
十三422囹
それきみにくれたの⁝⁝マンシュウの
十三337 にもさむざむとした氣持をおこさせる︒
十三424園
ら︑とっておいたほうがいいよ⁝⁝う
十三3310 ていれば︑出ていたで美しく︑星の夜で 十三426園
にしんせつだったの︒手紙がだせるよ
十三3311 しい︒青みがかった明かるい夜空に︑な 十三427園
せるようになったら︑いっしょに︑そ

十三2410 いまでになりました︒ユートランドのあ 十三3312 さは︑なんといったらよかろう︒ときに
十三366

︑ぼうしをかぶったままとびこんで來て

十三2411 つたために︑こえた田園となりました︒

十三2410 もみの林がしげったために︑こえた田園 十三349 ︒ホートンに面した家々の門には︑﹁れ
十三2411 た田園となりました︒木材があたえられ 十三377

ま学校から帰ったばかり⁝⁝おかあさ

十三2411 木材があたえられたうえに︑いい氣候が 十三379囹︒だれかと思った⁝⁝え︑いま学校か
十三2412 があたえられました︒そればかりでなく 十三381園

十三387園三年のときだったか︑遠足で行きまし

十三2412 りでなく︑しげった林は︑海岸からふき 十三382謡物を取りに行ったんじゃないでしょう
十三253 水の害がのぞかれたので︑すたれた都市

十三252 くでくいとめました︒しもは消え︑砂は

十三3811

十三388園遠足で行きました⁝⁝お客さん︑ぼく

んがしまっていたから⁝⁝はい︑え⁝

十三255 ころに生まれました︒土地のねだんがあ

十三392圏
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十三254 れたので︑すたれた都市はふたたびおこ
十三256 十ばいになりました︒道路・鉄道は︑い

十十十十十十十十十十十十

た一た

814

815
た一た

十三546 まらなくなりました︒それで︑すぐに︑

十三545 いすきになりました︒その品持を︑だれ

十三544 すぐにわかりました︒そうして︑その絵

十三541團 いう画家のかいたもので︑﹃いすによ

十三538

十四44

十三6011園

十一一一606

十三601園

るときがなかったよ︒﹂ぼくは︑それ

十三547 ところへ行きました︒おじさんは︑絵か
十四49

十四117團

十四1111團

おつかいになったほうがいいのです︒

かさを送りました︒たぶん︑とちゅう

は︑すこしちがった特別なひびきをもつ

十三619囹送ってくださったんだろう︒﹂

十三615園

十四145国

十四134團

十四127團

十四121團

お品持になられたときには︑自分には

ておいでになったときそのままです︒

ピーこしをとったとき︑それをのせる

のが教えてくれたことなのです︒その

が︑もしこわれたら︑そちらでわけな

たくさんのこしたのはえらいよ︒こん

とうとさをみつけたのです︒そうして︑

十四57

んでした︒こうしたフィリップの純眞さ

りはしませんでした︒こうしたフィリッ

たからのことでした︒しかし︑フィリッ

十四1611團

十四1611團

心配していました︒パリーにある︑な

十四169国れしく思いました︒すこしこみいりす

十四157団

なにかそういったものがご入用のとき

十四154團さんがご用でしたら︑いつでもとんで

十三551囹 ﹁ああ︑よく來たね︒なにかおもしろ

十四59

かれが︑父を失った直後︑文学修業のた

十四183 くんが︑思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろいうとなめていたからのことでした︒

分もともに苦しんだのです︒だから︑フ

十四151團

ンジェロのかいた︑てんじょう画の一 十四121国︺ということでしたが︑もしこわれたら

まいの絵を見ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十三549 世界をまわって來た人です︒だから︑こ
十四410

う書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

十三5410 るだろうと︑思ったからです︒ちょうど

むかえてくださったので︑先生からいた

十四510

十四184園にいさんに聞いたよ︒﹂といった︒す

いては︑どうしたものか︑ちょっと私

十一一一552

十四511

係という職についたとき︑ふるさとにの

いらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂そういっ 十四57

十三553 先生からいただいた絵はがきをだして見

ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手

十三5412

十三558 せてくださいました︒ぼくは︑絵はがき

十四512

十四186 ︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑窓ガラス
たなか
十四187 ガラスをふいていた田中さんが︑﹁︿略﹀

十四512

がわれます︒老いた母を思う子の眞情は

のこした母へ送ったつぎの手紙の中にも

十三5512 のにおどろきました︒絵はがきでも︑た

十四61

十四61

十三561 絵だなと思いましたが︑おじさんので見
十三563

十四193 ︿略﹀︒﹂とたずねた︒﹁︿略V︒﹂田中さん

十四192園

おどろかされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十三564園 ︑本物にくらべたら︑やっぱり︑月と

十四66團私は短い旅をしたあとで︑七時にパリ
十四66国 リーに着きました︒たって奇言︑一分
十四67團 られませんでした︒なつかしいおかあ

十三5611圓 才の集まっていた︑美術の中心のプロ

十三5610園 じょうずであった︒が︑そのころ︑レ
十三5612囹 たいそう上達したのさ︒ミケランジェ

なんといっていたんでしょう︒﹂とた

十四189 ︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒これを聞いていた
のむら
十四1810 ︒これを聞いていた野村さんが︑﹁︿略﹀

十三573囹︑たくさんかいた︒中でも︑ラファエ 十四69團 ちばんつらかったことは︑おかあさん

生がいらっしゃった︒みんなの話をお聞

十四201囹︒そうじがすんだら︑そのことについ

十四1912

＋四610国と思うことでした︒子どもたちのこと

でそうじをすませた︒みんなが席につく

＞︒﹂とおっしゃった︒それで︑みんなは

十三574囹 ことが得意だった︒その﹃いすによる

十四202

＋四910團て︑しっかりしたかくごをおきめにな

十四211

十四208

く話してくださった︒そうして︑つぎの

十四102團
教えてくれました︒くぎへかけるよう

國からはいってきたことばが︑いろいろ

せてくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂それは︑

十四206

ふしている絵でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十四212 ぎと書き続けられた︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは

十四205

十四203

十三575囹 けのそこにかいたという小さな絵だが 十四77團 ことが︑おこったというにすぎないの
十四86国決心がつきました︒つらいのをがまん
十三577 うすをなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十三5711園絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗はか 十四87国 ことがあるとしたら︑それは︑おかあ
十四96團 おしまいになったら︑あなたのルイは

十三595

十三591

十四103国かけるようにしたほうがいいとか︑調

十三589園 ファエルのかいたマドンナのかわった

十三599園 い︒きちんとした︑おごそかな感じが

十四218 どんお続けになった︒﹁︿略﹀︒﹂とうとう

十四216

十三5810園 ドンナのかわったのを見せてあげよう ＋四910国とのできなかったことに対して︑しっ

十三5911園 ︒わたしが行ったとき︑この絵の前に 十四107團かいかたを書いた小さな書きつけがっ

文字に目をそそいだ︒先生は︑そんなご

ながおどろいていたが︑先生は︑つぎつ

んにお書きになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十三5911園 すがおいてあったが︑見物の人が︑か 十四115團とを送らせました︒このランプは︑石

さ

とドつ

いになってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂私たちは 十四266医学がはいってきたときにそれぞれ傳わ

十四222多いのにおどろいた︒佐藤さんが︑ズ略 十四266 にそれぞれ傳わったことばであろう︒ま
音樂がはいってきたときに︑いっしょに
＋四2610

十四2711べてみたいと思った︒そこで︑﹁︿略﹀︒﹂

中で︑西洋からきたことばをできるだけ
十四2711

十四261日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ

＋四2512しょに傳わってきたのにちがいない︒そ

十四2511
などが傳わってきたときに︑そのことば

＋四2510とばがはいってきたのは︑品物からだけ

十四251とばが︑傳えられたということがわかつ
十四252いうことがわかった︒私は︑このお話か
十四253が心にうかんできた︒ものとことばが︑
十四255おもしろいと思った︒だから︑これから
十四259そうな氣がしてきた︒それから︑外國の

十四325をこまかく観察したことから︑農業が進

十四321ようにすすめましたが︑中には︑﹁︿略﹀

十四313よくないことでした︒そういうちっぽけ

十四313 ことをわすれていたのは︑よくないこと

十四309 のになってしまったのでしょうか︒むか

十四307な島國に住んでいたために︑氣持までち

十四288 て︑家に帰ってきた︒ 三 星の光 あ
十四298をもっていなかったようです︒ですから

十四263学がおもに傳わったとうかがつたが︑こ

十四326 ︒こよみが作られたのです︒天文学が生

十四326ら︑農業が進歩したのです︒こよみが作

十四305 ことがたりなかったのは︑ざんねんなこ

ようとはしなかったのだろうという人も
＋四2910

十四299がたえずさいていだために︑天上の花を

十四263わったとうかがつたが︑このことから考

︒天文学が生まれたのです︒数学が発達

はありませんでした︒なんだか︑すうっ

りがたさを味わったことはありませんで

どれだけ歌を聞いたかしれませんが︑こ

聞きほれていました︒かれは︑いままで

ばらくしんみりした袴腰で︑この歌に聞

歌が流れてきました︒それは女の声で︑

たりに廣がりました︒すると︑そのきみ

にのまれてしまったように︑死のしずけ

聞えなくなりました︒すべてのものが︑

はありませんでした︒助けを求めてなき

をおよいでいました︒助け船は︑いった

からなくなりました︒アイリッシュ・ナ

とです︒乗っていた百四人のうち︑乗組

つしてしまいました︒千九百二十年十月

の前に︑朝がきた︒﹂一の人﹁みんな︑

つきり見えてきた︒﹂三の人﹁わたした

朝風がふいてきた︒﹂一の人﹁山もはっ

長いゆめがさめた︒﹂三の人﹁夜が明け

人﹁ゆめがさめた︒長いゆめがさめた

ようなことがあったら︑どうか天上の星

ラジウムを発見したのです︒みなさん︑

星はつかまなかったのですが︑その感動

ふかい感動を受けたということです︒夫

ずしい学生であったとき︑物理の時間に

術を発達させました︒聞くところによる

想を読みとりました︒さまざまな術を発

むかしからすぐれた人たちは︑星の光の

沿うちゅうから見たら︑たしかに︑人間

術がさかんになったのです︒宗教も︑科
︑ふかまっていったのです︒よそ目には

す︒数学が発達したのです︒航海術がさ

9987712109876321876229112！1865428776
二極園孟春

十四2112

十四225園 り思っていました︒﹂と︑さもふしぎ

十四271油絵がはいってきたと．きに傳わってきた

十四229園︑日本語になったと考えていいだろう ＋四2610しょに傳わってきたことばであろう︒ま
十四2210

十四271ときに傳わってきたのだということが想

＞︒﹂とおっしゃった︒それから︑タバコ

十四2211 も︑外造語であったとお話しになったの

十四272ん関係のふかかった大陸からは︑どんな
十四273とばがはいってきたのだろうかと思った

いよいよおどろいた︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂

十四2212

十四2211 たとお話しになったので︑私たちは︑い
十四233園 國のことばだったのだろう︒﹂とおっ

十四273 のだろうかと思った︒それで︑先生にそ
十四276囹てい大陸からきたことばだ︒それが︑
十四278囹うに思われてきたのだ︒﹂とおっしゃ

十四234 ＞︒﹂とおっしゃったので︑みんなは口々
十四236 と︑そくざに答えた︒すると先生は︑﹁︿

十四279

vとおっしゃった︒私は︑自由研究で

十四237園 からはいってきたことばは︑英語だけ

十四246 ふしぎになってきた︒それで︑私は︑﹁︿

十四245 て︑日本語になったのだろうかと︑ふし

vとおたずねした︒それは︑外開と交

＋四2712囹
ば︑外國からきたことばが調べられま

十四249

十四281 vとおたずねした︒ズ略﹀︒﹂私は︑な
十四283園てい西洋からきたことばと思っていい
十四287きな卑しみをもったような氣持になって

十四248園 ︑日本語になったのでしょう︒﹂とお

究で︑外國からきたことばの中で︑西洋
十四239園ば︑ここにあげたことばの中でも︑ク ＋四2710

〉。
〉。

十四264医学がはいってきたときに︑また︑チフ

十四2411しょにはいってきたので︑たとえば︑う

十四2411
外國から傳えられたときに︑そのことば

＋四2410て︑日本になかった品物が︑外國から傳

〉。
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十四4611 ︑わすれてしまったほどでした︒寒さも
＋四5212園
︑大きくふくれただけのものです︒だ

十四525園花がさかなかったら︑実はつきません

十四5912囹

十四5912園してあげなかったら︑実は一つもつか

十四4612 かり︑よみがえったような心持になりま
十
四533氣のいい青年でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十四535園主張なさいましたね︒しかし︑どうし

十四6011

十四6010

十四607園

十四607囹

って考えていました︒しばらくして︑根

えたのか︑考えたことがありますか︒

して地面にはえたのか︑考えたことが

つもっかなかったのですよ︒だから︑

十四4611 しまったほどでした︒寒さも︑つかれも

＋四5310囹
て︑送ってあげたからですよ︒私は︑

十四537園大きな実になったかということは︑こ

十四471 な雪持になりました︒歌っている人は︑

十四475 船からなげだされたものでしょう︒たい

＋四6012園
やっと思いだした︒人間が來て︑まい

て︑根がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂つるも︑

十四478 にのまれてしまったのに︑こんなきけん

＋四5312囹
て落ちてしまったたくさんのかぼちゃ

十四479 なきけんのせまった中で︑なんというお

十四4710 んというおちついた︑またなんというほ 十四542園てに花をさかせたからですよ︒だから
十四482 ものだと思いました︒そうして︑自分も 十四548園おっしゃいましたが︑それは︑大部分
十四549園て︑送ってあげたものです︒みなさん
十四485 およいで行きました︒近づいてみると︑

＋四5510しずかにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂つるがこ

十四484 ものだと思いました︒かれは︑歌の声を

十四562園吸ってくださった地の中の水や養分で

七茶わんの湯

十四4911 うにこの歌を歌った人というべきです︒

十四498 の歌の心を生かした人は少ないでしょう

十四496 この歌を知っていたかどうか知りません

＋四5710園
り太陽がなかったら︑どうなると思い

十四578園をいっていましたね︒あなたがたは︑

十四575 ことがわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂水が早い

十四574どやとはいってきたものがあります︒そ

十四573

十四648とには︑いまいった︑ちりのようなもの

十四647雲が消えてしまったあとには︑いまいっ

十四647空中にうかんでいた雲が消えてしまった

十四644 でわかってきました︒そのしんになるも

十四643 いうしんがなかったら︑きりは︑たやす

十四639に見えるのと︑にたようなものです︒こ

十四638す雲が月にかかったときに見えるのと︑

十四632さなしずくになったのが︑ 無数にむらが

＋四6112
みんな賛成しました︒

十四6111
水などがいいました︒ 花も︑葉も︑根も

十四611園て︑まいてくれたのだった︒もし︑あ
十四611園てくれたのだった︒もし︑あの人間が
十四612園
人間がいなかったら︑また︑その人間
十四612囹してくれなかったら︑私たちは︑はえ
十四613囹くもならなかったかもしれない︒﹂つ

十四486 ひょうしに流れ出たものらしい一本の大

十四488 よぎをしていました︒歌を歌っているの 十四564囹こしらえになったものでも︑私が運ん
十四489 の中のひとりでした︒まだわかいおじよ 十四565囹んであげなかったら︑りっぱなかぼち
十四4811 歌を続けていました︒助け船のくるのを 十四568園うで切れたりしたら︑それについてい
十四571園ようにしてあげたのです︒だから︑私

十四50一 ナがおよいで行ったように︑やがて︑一

＋四5712園
かに送ってやったからです︒さっき︑

て登第をつけていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂こ

十四502 けにきてくれました︒やはり︑その美し

十四492

十四504 その歌を歌っていたおじょうさんも︑そ

﹂
つるがこういったとき︑高い声でわら

十四505 くいあげられました︒このことは︑あく

＋四6810いろいろなかわったことがおこるのです

十四683 い空誉におおわれた地方があると︑あた

＋四6610
す︒これとよくにたうずで︑もっと大き

＋四6412
ります︒しめきったへやで︑人の動きま

十四506 くる日の新聞に出たマッケンナの話で︑

十四582園らっしゃいましたが︑それを養分につ
十四583囹ことを考えてみたことがありますか︒
十四585が続いていいました︒﹁︿略﹀︒﹂土が立ち
十四587囹す︒水がなかったら︑なんでもすぐ︑

十四507 ︑あきらかになったのですが︑おしいこ

十四6811
んの湯と︑こうしたらい雨のばあいとは

十四507 ことに︑歌を歌ったおじょうさんの名ま

＋四5812園
あのかわききった夏のさいちゅうに︑

＋四6812
は︑よほどよくにたものと思ってさしつ

十四596園私がわけてあげたのです︒水だって︑
十四597囹めておいてあげたのです︒ほかのこと

りの晩のことでした︒﹁︿略﹀︒﹂こういい

十四513

十四591園れるのが助かったことを考えてごらん
根のしるしをつけた老人でした︒﹁︿略﹀

十四695おたがいによくにたものであるという一

十四694ただ︑ちょっと見ただけでは︑まったく

十四692ぶようすのちがったのもあります︒だか
をつけた老人でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十四599なはちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂花も︑葉

十四691かたは︑いまいったようなばあいばかり

十四516囹 あいをやってみたら︑おもしろいだろ

十四593

十四519

十四518

しいわかい女でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

v土が立ちました︒﹁︿略﹀︒﹂すると︑

十四518 ＞︒﹂こういいだしたのは︑根のしるしを

十四522

〉。

と︑茶わんに接したところでは︑湯は︑

きいたものになったものとも考えられま
雪の映画を二つ見た︒一つは﹁雪面﹂と
﹂というのであった︒﹁雪國﹂は︑北國

うすを︑映画にしたものである︒雪が降
︑雪の景色を写したものではなく︑雪の

て︑とりあつかったものである︒﹁雪﹂

とらえて映画にしたものである︒ただ一
︑それぞれちがったけっしょうをしてい

のようにしてできたか︑どんな天空を旅

くんだものであった︒空から降ってきた
︒空から降ってきた雪の一ひらを受けと

かるようにしくんだものであった︒空か

を旅して降ってきたか︑おのずから知る

って︑立ちどまったためであろうか︒そ

のか︒風にふかれたからであろうか︒足

ぐに歩こうと思ったのであろうが︑いつ

りぼつりとしるした足あとが︑廣野を横

面の銀世界となった覆い野原を︑第︸の

る︒ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の

る︒風にあおられた雪のむれが︑道を消

い土が見えはじめたときの喜びは︑たと

雪にとざされていた地上に︑ぽちっと黒

マ

あたたかくながめた人によって書かれた
十

また暗さも暗かった︒﹁︿略V︒﹂と︑小さ

人によって書かれた文である︒

ら歩きながら思った︒女の子は︑つめた
足にひっかけていた︒その上ぐつは︑母

根うらのへやを出たときは︑上ぐつを足
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︑母親のものだったので︑この子にとつ

くす場所を見つけた︒そうして︑そこに

ともしてみたかったことだろう︒女の子

くさんはいっていた︒女の子は︑どんな

ばを一つ持っていた︒ぼろぼろの前だれ

だけでも︑満足したであろう︒女の子は

そんなことを思った︒ただひと目でも︑

うなにおいをかいだ︒﹁︿略﹀︒﹂ひもじい

ともしびの光を見た︒おいしそうなにお

ことはそれであった︒女の子は︑並々を

りのむすめの考えたことはそれであった

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

ごとも考えなかった︒美しく火のともつ

のようにくまどつた︒けれども︑その小

きずって歩いていた︒その子のきれいな

かるにきまっていた︒かわいそうに︑そ

こともできなかった︒まだ一銭ももうけ

責ってはいなかった︒思いきって︑その

費ってはいなかった︒ 一はこも費っては

く︑青くなっていた︒おおみそかの晩だ

らないくらいだった︒寒さがしみこんで

といったらなかった︒自分の足だか︑ひ

めたいことといったらなかった︒自分の

しになってしまった︒だから︑その足の

ってこいだと思ったのであろう︒そこで

つて行ってしまった︒その男の子は︑こ

い見いだせなかった︒もう一つのほうは

ほうはどこへいったか︑つい見いだせな

つはぬげてしまった︒かたほうはどこへ

急いで道を横ぎったときに︑その研ぐつ

二台の荷馬車が來たので︑それをさける

とっては大きすぎた︒二台の荷馬車が來

5212111098866543121075421111197532110998

らい雨をあげてみたのです︒湯げのお話
は︑べつにかわったようすはなにもあり
ようなゆらゆらした光った線や︑うす暗

ゆらゆらした光った線や︑うす暗い線が

ールランプで熱したときの水の流れと︑

りの茶わんにふれた部分だけになります

たをしないでおいたばあいには︑湯は表
れ︑それが︑おりた水のあとへとどくじ

部分からは︑ひえた水が下へおり︑その
めに︑さきにいったようなもようが見え

とは︑うまくいったものだ︒このように

ちに説明してくれた︒一ひらの雪によっ

9

わず方向がちがったものであろうか︒雪

4

映画に心をひかれた︒ふんだんに降って

121111
7

ると︑ちらちらしたものが見えることが

そのことを発見したのでしょうか︒こと

1
1

︑夏季の南がかった風になるのです︒茶

に︑まごにと傳えたことではないかと思

2
3

ると︑それに接した空喜がふくれてのぼ
︑にじの色のついた︑きりのようなもの

いという教えでした︒私はすぐにこれを

ちの祖先が発見したのではなく︑よその

9
2
3
5
9
10
1
5

3
8
5

10

6

を教えてくれました︒この簡盟・なことわ

をためしてみましたが︑ほんとうにその
にそのとおりでした︒竹を割るとき︑も
ことができなかったのに︑うらのほう︑

ることができました︒そののち︑氣をつ
とに割っていました︒木のほうは︑これ
からないことでした︒そのことを友だち
と教えてくれました︒﹁木もと竹うら﹂

なん代もやってみた結果︑とうとう一つ

ものだと思いました︒いったい︑だれが

算数の九九と︑にたようなものだと思い

の眞理だと思われたので︑そのことをほ
のいい︑氣のきいたものになったものと

1
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6
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1
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とんどこごえていた︒その両手をあたた

れどもだめであった︒両手もまた︑寒さ

あたためようとした︒けれどもだめであ

十四993長い光のおをひいた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の

十四993

十四991

十四9811

十四9811

んせつな人であったおばあさんが︑星の

と︑女の子は思った︒この子にとって︑

星が落ちるのを見た︒その星が落ちると

むそうにつぶやいた︒じっと見つめてい

にそれは星であった︒﹁︿略﹀︒﹂女の子は

にかがやくのを見た︒たしかにそれは星

へ両手をさしのべた︒と︑そのとき︑マ

ともすことができたならば︑どんなによ
十四994

十四988

マッチをとりだした︒かべにこすりつけ

十四995

えつくしてしまった︒けれども︑やつぱ

つけて︑火をつけた︒まあ︑なんという

と︑話してきかせたことがあった︒女の

十四988

おがかがやきだした︒女の子は︑その上

十四998

かせたことがあった︒女の子は︑またも

そこにすわりこんだ︒女の子は︑両足を
︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑ぼ

い両手をさしのべた︒その小さなほのお
十四9911

十四998

うにおどりあがった︒女の子は︑小さな

の前にすわっていた︒そのろの中には︑

十四㎜3

十四伽2

十四伽1

十四柵1

なようすをしていた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の

なようすをしていた︒けれども︑前より

たおばあさんを見た︒おばあさんは︑い

まのおそばへ行ったおばあさんを見た︒

の中からひきだした︒そのマッチの火の

ろうかとさえ思った︒そればかりではな

おのように思われた︒これは︑ま法のマ

のおの方へのばした︒と思うと︑そのと

十四㎜7

十四㎜6

十四㎜6

十四㎜5

みんな一時につけた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の

︑たばの中にあったマッチをみんな一時

っては困ると思ったので︑急いで︑たば

の子は︑声をあげた︒そうして︑おばあ

なくなってしまった︒女の子は︑手にも
︑手にもえつくしたマッチを持って︑つ

ってかべでこすった︒それがゆらゆらと

ルが見えた︒やいた鳥が一それこそほ

たテーブルが見えた︒やいた鳥が一そ

光るさらをならべたテーブルが見えた︒

十四梱3

十四㎜12

十四㎜11

十四㎜10

れるくらいであった︒おばあさんが︑こ

やかにもえあがった︒まつ書間でも︑そ

けんめいにたのんだ︒マッチは︑はなや

そうにすわっていた︒女の子は︑またそ

とおすことができた︒雪のようにまつ白

方におかれてあった︒そのとき︑まあ︑

1

のこっていなかった︒女の子は︑もう一

とをせなかに立てたまま︑テーブルから

だろう︒そのやいた鳥は︑肉を切るナイ

十四齪2

十四皿1

十四棚8

うにのぼって行った︒小雪の降った元日

わりとまいあがった︒うれしそうに︑樂

十四棚5かったことであった︒おばあさんは︑女

十四棚4

つた︒小雪の降った元日の朝︑人々が︑

︑いままでなかったことであった︒おば

︑しんせつに見えたことは︑いままでな

すめの︑ひえきった小さななきがらを見

かるくもえあがった︒そうして︑こんど

十四皿3

めのマッチをすった︒ほのおが明かるく
の下にすわっていた︒いかにも大きな木

なきがらを見つけたとき︑﹁︿略﹀︒﹂とい

さでこごえ死んだのだ︒﹂といった︒

十四撹4囹

十四撹3

3

しくかざられていた︒たくさんの小さな

4
121110

を見てわらいかけた︒女の子は︑人形の

5
1
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︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒けれども︑そうで

︑そうではなかった︒人々は︑女の子が

もら手をつないだ中を日ぐれのうまが

おみそかの晩に見たふしぎなまぼろしを

わか草荒れ庭

くにぎつたのでした︒そうして︑からだ

帯をかたくにぎったのでした︒そうして

に落ちこむのでした︒さいわいにその勇

とびついたのでした︒一つまちがえば︑

鳥のせにとびついたのでした︒ 一つまち

舞いおりて來ました︒いまそれをとめな

ほどからとびついたものがあります︒だ

いへんだ︒どうしたらいいか︒人々はた

で先生のそばにいた女の子のすがたが見

おれてしまいました︒しばらくして︑ふ

ょうな羽をひろげた大きな一わのやまわ

ような音がしました︒なんでしょう︒み

あらしがふき起ったような音がしました

そうにしていました︒そのとき︑ふいに

そうに見ていました︒女の子は︑あぶな

うと歩いていました︒男の子は︑小石を

うに散歩に出ました︒ふたりの子どもは

びえているのでした︒ある朝︑このアメ

まつ柔な服をつけた少女の立っているよ
︑むらさきがかった大空の下に︑わらう

な縛しいものでした︒朝ぎりの中から︑

大都会で育てられた子どもたちには︑こ

に出て來るのでした︒ニューヨークの大

師がついていました︒朝の十時と午後の

い子どもたちでした︒それに︑この子ど

くとまっていました︒両親と子どもふた

ある夏のことでした︒このユングフラウ

にうしをつないだ木

圃圏
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腹をしめつけました︒すると︑さすがの

いられませんでした︒ところが︑下につ

にこしょうのできた飛行機乗りが︑安全

の子は︑あきらめたのか︑おそろしいの

ろいて氣でも失ったのか︑すこしもさわ

う呼吸もなくなったのかと︑そのことが
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︑手ごろなとがった岩のかけらが目には

三

文字の話

ばれるものがあった︒中部アラビアあた

プトには︑そうした絵文字とよばれるも

ものの起りとなった︒いまから五六千年

んりゃくされてきたものが︑文字という

つすことも行われた︒この絵のだんだん

めすことも行われた︒これらの表わしか

けることも行われた︒それから︑ぼうき

かい︑色のちがった貝や︑じゅずだまを

さなわなどであんだひももっかい︑色の

うな考えを表わした︒また︑木の皮や︑

えているようでした︒

さしだしていました︒そのときの少年の

親のうでにだかれた女の子は︑にこにこ

たおれかかりましたが︑氣がつくと︑も

へ落ちて行きました︒少年はほっとして

てとびかかっていた大わしは︑空中をこ

う鉄ぼうの音がしたかと思うと︑いまま

角近くまで來ました︒けれども︑職って

大急ぎでおりて來たのです︒ようやく道

が︑そのへんにいたひつじかいたちを頼

声が聞えてきました︒少女の両親たちが

いを続けていました︒そのとき︑がけの

うにとびちりました︒その中で︑女の辛

いでやって冷ました︒それからは︑必死

まず舞いたちましたが︑まだこりないで

めて投げつけました︒ねらいのはずれよ

どまでせまって來たこのあくまの胸をめ

く短刀を持ちかえた右手で︑その石を取

が目にはいりました︒少年は︑すばやく

1111101087642219114212119854331124421121111
ににた文字があった︒漢字も︑もとは事

りにも︑これににた文字があった︒漢字

だいに形のきまったものとなり︑今日の

事物の形を表わした絵文字から起り︑こ

今日のようになったといわれている︒

漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事

事物の形をうつしたものから発達したも

たものから発達したものであるが︑形の
︑二本引いたりした︒また︑﹁うえ﹂﹁し

いたりして表わした︒﹁上﹂﹁下﹂とかい

を表わすことにした︒いまの﹁本﹂﹁末﹂

形をうつしてできたものであるが︑それ

こともくふうされた︒たとえば︑﹁日﹂

それまでに作られた文字を組みあわせて

字の↓部分をとったのではなく︑たとえ

と書くようになった︒ひらがなはかたか

部分をとって作ったもので︑たとえば︑

りだすようになった︒かたかなは漢字の

ちょっと考えてみただけでも︑このこと
︑中里から具わった漢字をつかっている

りの性質のちがった読みかたがある︒し

の発音にもとづいた漢字の読みかたを﹁

とおりに読んできたが︑中國の発音にも

てて読むこともした︒このように︑日本

漢字の意味にあった日本語をあてて読む

つた読みかたをしたが︑一方︑﹁山﹂を

の発音にしたがった読みかたをしたが︑

ら日本に傳えられたのは︑千七百年ほど

音をしめしたりした︒漢字が中丸から日

て﹁森﹂が作られた︒﹁枝・板﹂など︑

2

にかかってきました︒とにかく︑朝の冷

とおりて行きました︒もう︑がけの上で

なってしまいました︒そのとき︑鳥はサ

という羽音をさせたかと思うと︑もうた

うたまらなくなったのか︑その重荷をふ

ておりて行きました︒すると少年は︑あ

ないことが近づいたと感じたので︑左手

の子の上帯にかけたままで︑右手をはな

が近づいたと感じたので︑左手は女の子

のこしにさしていた短刀をぬいて︑鳥が

やくとびおりました︒すると︑鳥は︑不

もに︑つかんでいた女の子をはなして︑

たおれかかりました︒いま︑少年の左手

手には血にそまった短刀があります︒少

なかにかくしました︒大わしはすぐにと

びかかって來ました︒両方とも必死の職

ちかまえていました︒大わしは︑太いけ
︑向かって來ました︒けれども︑ひらり

らりと身をかわした少年は︑身をかわす
一たちあびせました︒わしの白い下羽が

に一面にちりました︒わしは︑羽音はげ

くすこし舞いたったかと思うと︑こんど
でせまって來ました︒その目︑そのくち

3

いおりて行きました︒けれど︑もしこの
︑少年は思いました︒ちょうど︑発動機

1075442212975431976642112107643210918
角へ身をよせかけたとき︑ちょうどそこ
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7

なによって書かれた作品である︒しかし

ものから作りだしたものである︒かなは
げんじもの
できるようになった︒あの有名な源氏物

字の全体をくずしたものから作りだした

8

9

10
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十五482

ける赤絵屋もあったが︑これははん主か

てはずをしておいたから︑ぜひカーネギ

十五527 て教えてくださった世界的魚類学者デビ

十五534 ッツバーグに着いたのは︑暑い眞夏の二

十五536 ︑しばしためらったのち︑意を決して大

十五529 かい状をくださったうえ︑いろいろでは

十五534 夏の日の朝であった︒目ざすりっぱな博

かに室内にはいった私の目に映じたのは

十五537 ツコツとノックした︒﹁カムイン﹂と答

ん主からゆるされた十六人だけが︑有田

てしごとをしていたため︑ひとりでこの

十五536 びかれておくまった館長室の前に立った

つた私の目に映じたのは︑廣いへやの窓

十五483

かしいことであった︒今右衛門は︑すぐ

十五536 館長室の前に立った私は︑しばしためら

失敗を重ねていった︒職人のちんぎんや

十五5310

うにとおっしゃった︒とちゅう︑あるい

十五486

右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどうか

ければならなかった︒それでも︑やりか

十五5310

十五5210

十五487

しごとがらはじめた︒しかし︑そのしご

れでも︑やりかけたこのしごとはやめな

十五5211

十五488

ごとはやめなかった︒やがて︑思いどお

士のすがたであった︒学生時代からそん

に︑保護されていた︒ところが明治にな

十五411字は︑まえにいったように︑その大もと
十五412ジプト文字から出たものである︒このエ
十五項5 のような形になった︒ローマ字といわれ
十五434うこうが歩いていたが︑ふと︑ある店先
十五434店先で立ちどまった︒ウインドにかざら
十五43一
9﹂とつぶやいた︒かれは︑かるくド
十五489

十五491

十五5312

の保護がなくなったうえに︑いままで︑

十五446日本語で話しかけた︒店の主人はあわて

十五492

とのできる日がさた︒しかし︑このよう

十五541 からそん敬していたあの有名な﹁ちょう

十五485

＋五4410ない答えかたをした︒﹁いや︑これは失

十五4812

十五495

ほとんどいなかった︒ただわずかに外学

ばれることになった︒

十五5110

十五5110

十五519園

のことをうちあけた︒祖父たちの間に結
＋
五
5
5
1
2
園
よおしをしていたものだ︒そのころ日
ふ じ
たちの間に結ばれた心が︑なん十年の月 十五5512園
ろ日本をたずねた外人の中で︑富士山
熱情のことば
十五561園ただきをきわめたのは︑アメリカ山が

おまごさんでしたか︒じつは︑私は今

十五491

十五498

十五543 いすることができた私は︑なんというし

十五484

十五4411囹
れは失礼しました︒私はハギンスとい

十五451 って︑すすめられたいすにかけて︑樂し
めいじ
十五451しそうに語りだした︒話は明治初年のこ
十五454すを変えてしまったので︑それまでのも
十五455ずかしくなってきた︒そこで︑日本の手
十五457ていくようになった︒ハギンスの祖父に
十五459るためにやって來たのも︑そのころのこ

費りだすことにしたのである︒﹁︿略﹀︒﹂

がある︒わかった︑わかった︒きみは

十五4912

がたけなわであったころのことである︒

十五546園

十五501園

十五521

かった︑わかった︒きみは︑かねがね

十五475るままに語りだした︒有田に焼物がはじ

十五461とりで散歩していた︒ひくい屋根も︑あ
十五461根も︑あけはなした店も︑のき先にかか
十五463ものばかりであった︒ある小さな店先に
十五463さな店先に出ていた一まいの赤絵のはち
十五464れは︑びっくりした︒いままで見たこと
十五465した︒いままで見たこともないみごとな
十五465ごとな二物であったからである︒﹁︿略﹀
十五469園
いのにおどろいた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十五474 のさきをうながした︒店の主人は︑きか

十五523

ド大学に学んでいた私は︑一年半の努力

よくわかりました︒せっかくうけつい

＋五4510ころのことであった︒ある日︑ブリンク

十五501囹

十五476焼物がはじめられたのは︑いまから三百

ゆびよく書きあげた論文を持って︑その

くうけついできたこのしごとは︑ぜひ

十五4511は︑どうやら覚えた日本語で︑町をひと

十五479とかを作らせていたが︑そのお庭僥の中

十五525

見学の旅にのぼった︒眞心こめて教えて

十五547囚囲

＋五4710れる︑色のはいったものが︑いちばんす

十五525

十五5411

十五5410

十五5410

の博物館をたずねたおもな用事は︑世界

すすめるのであった︒私がこの博物館を

︑かたわらにあったいすをすすめるので

十五552 らすすめられていた︒あいさつを終って

ごとに熱情をこめた︒そのときから︑ブ

さんまでしたりした︒ジャパンタイムズ

十五553 話に聞きいっていたホランド博士は︑戦

十五5010

十五512

いう新聞も発行した︒しかしなんといっ

いうな僥物を集めた︒また︑日本につい

十五513

十五563園さも不明であった︒そこで︑山のいた
十五564園いただきに立った私は︑小手をかざし

十五562囹く会会員であった私がはじめてだろう
十五563園われていなかったので︑富士山の高さ

＋五5510園
日本をおとずれたころは︑西洋の文化

十五556 つぎのように語った︒﹁まあ︑そのよう

十五555 いことをにおわせた︒そうしてつぎのよ
リーのふでになったものである︒主人は

いう大作を著わした︒また︑名高い大英
十五田6

十五515

十五5012

＞︒﹂これを耳にした今右衛門は︑﹁︿略﹀

十五4711ちばんすぐれていたという︒このお庭焼

十五527

十五507

十五481人かかえられていた︒そのほかに︑色絵

た一た
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十五566園 ︑その際算出した高さは︑実測の結果

十五566囹 紙上計算してみたが︑その際算出した
ずらざかりであった︒ことに︑長男に生
＋五6010

十五609う﹂でとおっていた私は︑そのときちょ

十五608りひんばんであった︒ふつう﹁満ぼう﹂

みつ

十五567囹かちがわなかった︒そんなわけで︑私

きょうと

を一身に集めていた身にとっては︑天下
十五6011
十五569園 るたずねてみえたあなたへのごちそう
十五5610囹 がはじめて会った日本人について話を 十五611 いにふるまっていた︒新島のおじさんと
十五5612園 手をつとめていたころ︑寄宿舎で二間 十五613 て私をかわいがった︒京都に帰ってから
十五613 つてから父に送った手紙のどれにも︑﹁︿

十五615ず書きそえてあったのを見ても︑その愛

十五571園 室をつかっていた︒ところがある日の
十五574園 の話をもちだした︒ものずきな私は︑

十五617るかを知らなかった私は︑札幌の創成川

そうせい

十五576園青年をひきとったが︑室は二つあって

十五617創成川の岸にあった家につれられて行っ

そうせい

十五577園 一つしがなかった︒そこで︑大きなつ

十五622 のくつをちらと見た私は︑たちまちふく
十五623 てだだをこねだした︒﹁︿略﹀︒﹂といって
い︒ではどうしたのだ︒なにが氣にさ
十五625囹
にが氣にさわったのかなあ︒やえ子︑
十五625園
おくの手をだしたよ︑よわったなあ︒
十五626園
したよ︑よわったなあ︒﹂といって︑
十五626園

十五5710園 そしむことにしたが︑その日本の青年 十五618んぶんにふるまった︒ある日のこと︑お
十五5710囹 なかの人物だったよ︒そのころ︑もう 十五621と︑私をうながした︒いそいそとげんか
十五5711囹 ヤンになっていたが︑ある日のこと︑
十五5712園 たいといいだした︒それはおやすいご
にいじまゆずる

十五582囹 に授業にかかった︒つまり︑私はかれ
十五584囹 のちに名をなした新島裏だよ︒﹂自分
新島先生年ぷ

十五585 自分から話しだしたホランド博士は︑遠
十五586 られるようすだった︒

＋五6210かえてわらいだした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

十五629くりごとを耳にしたおばさんは︑腹をか

十五5811 という名を耳にした私は︑とびあがらん 十五627助け船を求められた︒﹁︿略﹀︒﹂小さな声
にが氣にさわったの︑おばさんにいつ
十五5811 ばかりにおどろいた︒こうしてなお語り 十五628囹
十五592囹 うかわいがられたのですから︒﹂と︑

十五635 ︑きちんと着ていた上着をかなぐりすて
十五6311に
園きれいになったろう︒さあ︑行こう

ぎりみがきをかけた︒﹁︿略﹀︒﹂だされた
＋五6310

十五595 しりぞけようとした︒が︑ことばみじか
十五596 くほど見つめていた博士は︑つと立ちあ

十五593 し昔を語ろうとした︒すると博士は︑﹁︿

十五599園 が舞いこんで來たものだ︒それなら嚢

十五641にこにことわらった私は︑それを足先に

十五641 ︒﹁︿略﹀︒﹂だされたくつを見て︑にごに
どうししや

十五602 くへと車を走らせた︒同志社をわが子の

十五601 横づけにしてあったりっぱな自動車に︑

十五604 こう外に養っていたのは︑明治二十年の

十五646 ︑無言でつつ立ったまま動かなくなった

十五644追って出て來られたが︑門を出て十メー

十五642 のようにとびだした︒﹁︿略﹀︒﹂おじさん

十五605 二十年の夏であった︒当時︑母校札幌農

十五647園 つた︒﹁よわったなあ︒やえ子︑ぼく

十五646まま動かなくなった︒ズ略﹀︒﹂おじさん

十五604 はぐくみ育てていた新島のおじさんが︑
めいじ

十五607 とは︑心をゆるした間がらのこととて︑

十五607 をつかさどっていた私の父とは︑心をゆ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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がら私によびかけた︒見るなり私は︑お

窓のあけはなたれた新島家をおとずれた

ななみだが流れ出た︒そのことのあった
︒そのことのあったあくる日︑私は︑ひ

かしい顔をあおいだ私の目からは︑たま

島のおばさんだった︒そのなつかしい顔

かと私をだきしめた︒ああ︑なつかしい

を待ちかまえていた老婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂

意の立てきをふいたが︑私がだんをおり

学校の生徒であった私は︑そのクリスマ

家のとなりにあった教会の日曜学校の生

の日がめぐってきた︒新島家のとなりに

くとざされてあった︒そのうちにクリス

美しい京都に移った︒そのころは︑新島

を移すことになった︒十の春をむかえた
︒十の春をむかえた私は︑母や多くの弟

さんがいい残された願いによって︑私の

せよう︒なくなった新島のおじさんがい

とをわすれなかった満ぼうの心から︑ど

で送ってくださった︒それからいく年た

京都へ送ったりした︒その次には︑りっ

これから車のついたものは送ってくださ

こで︑たまりかねた家の書生が︑これか

くださった︒喜んだ私は︑朝早くからそ

に送ってくださった︒喜んだ私は︑朝早

いって︑車のついたみごとなおもちゃを

都へひきあげられたが︑その道すがら︑
おたる
︑
小樽で目についたといって︑車のつい

と

いていらっしゃった新島のおばさんとの

をふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

く略﹀︒﹂と命令した︒暑さのきびしい夏

せなかにとびついた︒そうして︑足をば

111098875443321199775311211999885421110
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十五681
︒﹁︿略﹀︒﹂とよんだつもりで︑私はかね

もくがそえてあった︒﹁︿略﹀︒﹂とよんだ

十五6712 ながらたどりついたげんかんには︑おも

十五6711 新島家をおとずれた︒おどる胸をおさえ

十五727

十五727

十五724

十五721

呼びかけようとしたが︑声が出なかった

ふたたび呼びかけた︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と

十五689 おく深くひき入れた︒そうして︑﹁おじ

十五687 んだ私をだきしめた︒なつかしい新島の

十五686 おもわずとびこんだ私をだきしめた︒な

十五685囹 で︑満ぼうが來たよ︒﹂と︑家の人に

十五685囹

いて︑半身をだした老婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂

十五683 をカーンとたたいた︒音もなくドアがあ

十五737

いへ私をみちびいた︒﹁︿略﹀︒﹂と指ささ 十五737

十五6810囹︺さんが生きていたら︑どんなにか喜ぶ

十五738

十五733

十五732

十五732

十五731

十五7211

十五7210

十五729

十五728

ころは眞夏であったので︑博士の家族た

かに読みあげられた︒ちょうどそのころ

﹁警世﹂をつくったあたりを︑声高らか

数々の写眞があった︒ふかい思い出にう

の手には︑古ぼけたアマスト時代のもの

すがたをあらわした博士の手には︑古ぼ

ものをしておられたが︑やがてすがたを

んに横づけになった︒ドアをおして︑つ

ーグの町を走り出た自動車は︑やがてこ

しずかに頭をさげた︒ピッツバーグの町

が︑声が出なかった︒しずかに頭をさげ

つの文字をきざんだそのおくつき︒はか

十五683

十五692 大きな写眞があった︒きずのあるみけん

十五739
十五7310

の名を知られていた老博士は︑きように

しずかに食事をしたが︑平和主義の旗が

てお書どきになったので︑廣い食堂にみ

はがらんとしていた︒やがてお書どきに

十五697 ︑くつをみがかせた満ぼう時代の私の写

十五7311

意をこめて語られた︒

十五6811

十五684

びかけそうであった︒﹁︿略﹀︒﹂おばさん

十五6910 いがってくださったのだ︒手紙のたびご

十五7312

があとから生まれたというだけのことで

︑﹁満ぼうが來た︒みんな早く出てお

十五694

つかと中にすすんだホランド博士は︑客

十五697 でをとっていられたという大きなつくえ

十五6911 るかとたずねられたのもそのはずだ︒い

十五741

十五752

十五751

ユナイフをにぎった右手を大きくふりま

たいて立ちあがった算博士は︑フイッシ

親の目から見
十五746

十五755

にをさして語られたホランド博士のあの

だに目をくもらせたおばさんが︑﹁︿略﹀

十五756

とば︒日本へ帰ったら︑新島夫人にきょ

十五705

十五703 をぴょこんとさげた︒せきあえぬなみだ

十五7012園 におなりになったのですよ︒そのペン

十五757

のドアに手をかけた老博士が︑さらに︑

＞︒﹂とおっしゃった︒﹁そこに赤インキ

十五711園 んのつかいなれたペンですよ︒ああ︑

十五708

﹂といって︑

十五758

十五718 に私をひざにのせた︒町の東にある寺の

十五7511

とは︑ひきうけたよ︒﹂といいたされ

味をときかねていた私のようすを見て︑

＞︒﹂とささやかれた︒博士は︑そのこと

んは声をくもらせた︒それから︑﹁︿略﹀

か︑その前に立ったおばさんは︑﹁︿略﹀

十五7511

ろよくひきうけたよ︒﹂とささやかれ

鼻先につきだされた︒1ああ︑忘れも

十五714

十五7510園

十五713囹 がごらんになったら

十五718 た︒人力車に乗ったおばさんは︑昔のよ
十五7110

十五761囹

っていてくださったのだ︒私は︑停車場

ます︒︵﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆ

︑ふくれあがった顔をしています︒︵

れが﹃みたされたきょえいの幸福﹄で

いちばんふとった﹃お金持の幸福﹄で

﹁いちばんふとった幸福﹂チルチルの方

方へやって來ました︒光﹁こわいことは

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル

ち︑こっちを見たようだ︒﹂とうとう

うがしをわすれたのじゃないかね︒﹂

うがしをわすれたのじゃないかな︒あ

いちばんふとっただれの目にも見える

しているふとった人たちは︑だれだろ

はじめはいって來たとき︑すこしはにか

のまるい柱でできた大蒲間のようなもの
︑ひっくりかえったかなえなどの間で︑

たがたの時代がきたときには︑私たちの

つたりしてきました︒友愛の精神が︑も

できるようになったのは︑われわれが最
︑世をすごしてきたばかりでなく︑実際

として心のかよったおつきあいができる

のみなさんが書いたあつい絵の本が︑い

も︑お目にかかったことがあるからです

り︑また︑そうした風景から︑自分の國

の一つだといわれた︒ 五 その人のこ

が新島からならった日本語の一つだとい

なあいさつをされた︒そうして︑これが

で送ってくださった博士のこう意をふか

9766887311111095143105211752210971010954
園意慾園囹
園園園

ーブルにのぼったことはないようです

んな話をしていたっけ︒なんでも︑た

そう︑思い出した︒だれだか︑いっか

がたを待っていたのです︒あのとおり

園園囹園

十五717 ＞︒﹂とおっしゃった︒人力車に乗ったお

十五7111園うがまいりましたよ︒﹂といって︑私

＞︒﹂といいたされた︒ああ︑新島のおじ

十五762

かっかいしゆう

十五7112 て︑私をひきよせた︒勝海舟の筆にな

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十五梛5園

くなってしまったのです︒わるいなか

十五捌4 学校の門をくぐったときのことが︑はつ

十五㎜3 が思い出されてきた︒はじめてこの学校

っきりうかんできた︒在校生たちがみん

十五伽4

っておけばよかったなと思った︒﹁︿略﹀

の歌を歌ってくれた︒その歌を耳にしな

くさってしまったのですね︒でも︑そ

十五伽7

十五伽6

とっきあっていたものだから︑すつか
ベールをかぶったままで︑ちっとも出

﹂私が答辞を読んだ︒けれども︑思うこ

十五田6囹
十五鵬8園

いことに氣がついた︒あれもいいたい︑

十五研5囹

十五佃11園横っちょを向いたままでいるの︒﹂幸

十五梱4

十五梱2

十五922 こんでしまいました︒チルチルがふと見
十五924 つたりしていました︒チルチル﹁おや︑

十五鵬9

たち︑ここにいたの︒思いもかけなか

れが行けといった︒そこでなにをして
＋五9210園
ろう︒どこへ煮たのかしら︒﹂光﹁同じ
＋五9410囹

十五942かせにおさえました︒光﹁ダイヤモンド

十五佃12囹

いもかけなかったよ︒私︑きょう︑こ

十五梱6 もいいたいと思った︒読んでいるうちに

十五伽7 よかったなと思った︒﹁︿略﹀︒﹂私が答辞

＋五9411園のだよ︒ちがったように思うのは目の
十五鵬12囹

れはさびしかったよ︒ふたりとも︑お

とロつ

つない氣持であった︒受持の佐藤先生と

の念があふれてきた︒それはなんともい

＋五梱12 教室でお別れをした︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

さ
＋五梱−〇

十五梱8

とは知らなかった︒いつもそれをどこ

だっことで織ったのですよ︒おまえた

なんでこしらえたの︒きぬなの︑銀な

十五皿1園

十五田5園

いしい

vとおっしゃった︒うれしいような︑

十五槻3

十五皿2園

んがかぎをかけたあの戸だなの中には

十五柵12園

十五柵1園

いでかけよって來た﹁喜び﹂たちは︑﹁

十五959囹たちがやって來た︒私たちをあんない
十五959囹をあんないに來た︒﹂チルチル﹁あの子
十五961囹と︑たくさんいたものだよ︒それを︑
十五962園どい目にあわせたのだよ︒﹂チルチル﹁
十五967囹な子がやって來た︒かけて行って会お
十五971囹どこから出て來たのだろう︒だれなの
十五978園あ︑あのふとった子のわらうことはど

十五旧1 したしくしなかったのだろうと︑ざんね

十五慨11 うれしく思いました︒なぜいままで︑も

十五旧2 んねんに思いました︒先生がたのご幸福

十五櫨9 合唱してくださった校歌や︑石井先生の

十五佃11園あ︑おまえ︑見たことがなかったかい

十五皿10囹

たことがなかったかい︒この手でおま

いし︑年をとったおかあさんもないの

十五9811囹
う行ってしまった︒やはり時間がおし

十五備12園

十五柵12園あがって來られたの︒人間が地上に住

十五M6囹︸たち︑私に会ったのだから︑あしたま

それだから・それなのに・なんだか

十五榴5
た

だ

一

た

︵助動︶

デ・ナ・ナラ・二︾

もういいかい

みんな

まあだだよ︒

もういいかい

きれいなことば︑

いかい︒

まあだだよ︒

がえたり︑いろいろにかわります︒﹁︿略

てて︑らっぱのようにしました︒﹁くつが

うてをはねのようにうこかしました︒﹁

のこくばんきれいだな︒まどのきのは
︑みんながかってにかんがえておどり

いかい︒

いいこ︒

呂せいぎであることのよろこび・

鵬ダだ3︽ジャ・ダ・ダア・ダッ・ダロ・

四764た⊥口同い山︑ひくいたに

い出を残してくれたこの運動場︑この校
まるやま
いい同級生であった︒﹁︿略﹀︒﹂一丸山

どうしてわかったの︒﹂チルチルつつ

十五描1囹ずねあぐんでいた道が︑どうしてわか

一51圖

十五伽9

つれて來てくれたの︒﹂母の愛﹁あの人

一131圏

まであがって來たのは︑これから下へ

十五描2囚倒

私︑あの人を見たことがなかったよ︒

﹇133魍

からね︒わかったかね︒チルチルや︑

十五鵬2園 ︑みんな︑聞いたろう︒この人︑まだ
十五㎜6圏 ぼくたちに会ったことがないんだって
十五棚3囹 ︒ぼく︑わかった︒思い出したよ︒で
十五川3園 つた︒思い出したよ︒でも︑きみたち

十五備4囹

たことがなかったよ︒あの人は︑おま

十五橋1園

十五川−o囹 福﹁みんな聞いたかい︒この人のうち

十五描7園

う來てくれました︒﹂響動働か﹁あなたは

なたを求めていた﹃正義であることの

十五柵7囹知りませんでしたよ︒あなた︑この私

十五価3園

十五皿8園 す︒こんどあったら︑わかるでしょう
十五梱1囹 福﹄は︑こごえた手のために︑きれい
十五脳4園 いしませんでした︒まもなくやって來

十五柵5囹

十五稲7園

十五価4囹 なからにげて來た﹃とてもたまらなく
十五価6 ようなすがたをした者が︑ きらきら光る

十五宙11園

うは修業式があった︒校長先生のお話を

だが光っていました︒チルチルぴっく

十五佃3囹こしんせつでしたね︒﹂光﹁私は︑愛し
十五伽2

十五湘7

3

＋五戸−〇

の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうのよ

十五備7園

知らない︒会ったおぼえがないもの︒
＋五9912園

十五994圃る
國︑こっち見た︒こっち見た︒﹂と
十五994魍た
圖︒こっち見た︒﹂と歌い︑子ども

ときやけどをしたあとまであるよ︒で

〉。

6

23

＋五価12囹 がしかえしされたときに︑いつもにっ

十五窺2囹 のわらうのを見たことがありません︒
十五期2圏 その兄弟にあったよ︒﹃ふとった幸福
十五塀3圏 はいってしまった︒﹂幸福﹁そりゃあ︑

2
23

7

3

1了
22
28

た一だ
824

825
だ一だ

ることができるなら︑ただおさんは︑

二356園

二353園はかべとおなじだ︒﹄二ばんめのめく

二328園

きなへびみたいなものさ︒﹄といい

︑とがったものじゃないか︒﹄三人め

二642

二585囹

二562 れは︑どんなかただったでしょう︒こん

二548

ううでを車のようにうこかす︒

︵二︶

んのおとうさんだよ︒﹂といって︑に

あたまを︑しずかになでてやります︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁きれいなはなになって︑お

二358園

のみきとおなじじゃないか︒﹄とい

二665囹 ちょっと︑しずかに︒﹂みんなは︑﹁しゅ

へやには︑きれいなはながかざつて

S14園

二413園

二藍2園

二411園

︒﹂山びこ﹁たろうだよう︒﹂たろう﹁うそ

う﹁ぼくがたろうだよう︒﹂山びこ﹁たろ

︒﹂山びこ﹁たろうだよう︒﹂たろう﹁ぼく

う﹁ぼく︑たろうだよう︒﹂山びこ﹁たろ

い︒﹂山びこ﹁だれだあい︒﹂たろう﹁ぼく

二702園

二692囹

二686囹

二686囹

二681囹

二6710園

︒この声はひとりではなく︑大ぜいの

じき﹃春の國﹄だ︒﹂みんな﹁よんで

︒もっとしずかに︒﹂みんな︑きき耳

きこえる︒しずかにして︒もっとしず

だ︒﹂巳紳う﹁そうだ︒はやくいこう︒﹂

︶

巳窺う﹁たしかに春の声がきこえ

んな﹁ひばりさんだ︒﹂巳煙う﹁そうだ︒は

んなうさぎさんじゃないか︒﹂﹁︿略﹀
二415園

二708

二7010園︑ぜんそくりょくだ︒﹂みんな﹁ぜんそく

たなくいうからだよ︒おまえがきれ

二714

がばかにするんだもの︒﹂齢舵う﹁おまえ

三54園 ぶろう﹁あたたかなかぜ︒﹂みんな﹁か

二425園

おまえがきれいなことばでいえば︑

三115

二423園

二425園

らだって︑きれいにいうさ︒﹂たろう﹁

はんたかをりっぱな人にしてやりた

とおくになるように︑小さくする︒

﹂﹁みんなげんきでうれしいな︒﹂︵九

齢舵う﹁ほんとうだとも︒いってこら

X園

二427園

んも︑きれいずきないいこになりま

二439︑とおくでしずかになきます︒七お 三141 うまれてくるものだということがわ

ないということだよ︒わかったかい︒

︒それであんなにおおきいのです︒﹂

二446園

ときです︒ふしぎなことに︑はちをも

おまえさんのようなおろかものは︑こ

三142 かりました︒きれいなことばは︑きれい

いやもんど︒それなら︑あなたの目の

略﹀︒﹂﹁ちきゅうだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

すよ︒さあ︑いぬだよ︒わん︑わん︑わ

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえでいったので

二4510園 ﹀︒﹂﹁さあ︑なんだろう︒手の上にご 三142
ことばは︑きれいな心からうまれて
三145園
ことは︑きれいな心になれという
二465園

三154園
三165囹

三1510

このおいしそうなりんご︒﹂手に大
うとして︑きゅうにたちどまります︒

からだから︑きれいな光がさしていま

︑﹁これはふしぎだ．だれの手だろう︒

三168園ははんたかの手でございます︒あれ

います︒うれしそうに︑そのりんごを︑
︒﹁まあ︑きれいなりんご︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三174 はんたかは︑しずかにごてんにあがって

P

うがおがこんなに大きくなりました

二507囹

りします︒きゅうにおどりをやめて︑

三177

R
ました︒びょうきではないでしょうか︒

二514

をやめて︑しずかになります︒そうし

ぎだ︒だれの手だろう︒﹂とおっしゃ
いました︒﹃いやだよ︒きみこそどい

二516︒そうして︑きゅうに走ってたちさりま

二515

S8 S8

三165園

なわたったはずなのに︑どうしたの

一一

に︑どうしたのだろう︒﹄﹃︿略﹀︒﹄と

けかたが︑いろいろにかわっていきまし

人のなと︑そうでないものとに︑わ

二434囹

一一

が︑ごちゃごちゃになっています︒な

まりました︒きゅうにあたりがあかるく

S2

二477園

やんとあやまるだろう︒﹂たろう﹁おと 三135囹

ちゃんは︑げんきなこになりました︒

ですよ︒しんせつないい人がひろう

一一

ひろいで︑きれいなたまがひろえたら

のくにのきしゃだもの︒﹂おとうさん
なんという川だろう︒﹂ひとりごと

二421園ばをつかうものではないよ︒﹂たろう

おや︑ひばりさんだ︒﹂みんな﹁ひばりさ

ている︑きれいなかすみ︒﹂ 紳う﹁ち

S園

みんな大ちがいだ︒ぞうは︑なわそっ

︑きゅうにしずかにいう︒けれども︑

ゆしゅ﹂を︑きゅうにしずかにいう︒け

二663囹

W園

二667

二667

P囹 りびとりかってなことをいうので︑

二369囹

は︑なわそっくりだ︒﹄めくらが︑ひと

したちはめくらだもの︑みることな

からころげるようにはしってきます︒

のくにへいくんだよ︒いそいででか

のをしらべるのだよ︒﹂こんなこえが

はいいおこさんだ︒げんきないいお

ないいおこさんだ︒﹂そういって︑お

こさんだ︒げんきないいおこさんだ︒

一一
一一
一［

二4010園 い︒﹂たろう﹁だれだあい︒﹂山びこ﹁だれ 二679囹

R7

﹁あれはふしぎなだいやもんどです

もっていた四かくなかみに︑まるいお

R6 R6
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てきたかったのだ︒あははは︒﹂とい

くらべてみょうではないか︒﹂とい

三829園

三814

いました︒﹁き色でもいいじゃないか

と︑色リボンのようなにじが空にかか

三455園

三437園

ばんにつぎのようなことをおかきに

三223 えました︒たいへんないきおいで︑ひる

三203

︒﹁き色でもいいじゃないか︒﹂デビッ

三888

キイン︒こまのようにまわる︒まわって

やぼんだまみたいに光らせるのよ︒﹂だ

三829園

三229 くもにとどくようになりました︒泣き
︑こまったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

んにさいたきれいな花は︑みんなの心

三8310園

三465 ︑みなりのりっぱなかたがたが大ぜい
三486囹 れはかわいそうだ︒早く川の水で

三237園

三924

せんをしいたようなしばふ︑みどり色

ものです︒やわらかなもうせんをしいた

こへもいけないじゃないか︒﹂そこで 三937

三937

うまいかんがえだ︒﹂おとうさんはそ

三257園
日のあたるようにするには切るより 三4810 はすぐもとのようになりました︒ 八
三278
て︑鳥のとぶように走るではありませ 三583︑丘の上にあるのでも︑ふもとにある
三584 ︑ふもとにあるのでもありません︒丘
三619園

三6010園

デビッドもそれでいいかい︒﹂﹁︿略﹀

りました︒﹁それでいいかい︒﹂﹁︿略﹀

三278 のとぶように走るではありませんか︒﹁

三622園

いう早いふねだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

三625園

三2710園

三628園

﹁︿略﹀︒﹂﹁ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑

三281園 ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑せんどうた

三649囹

三281園

三284園 ︑﹁いや︑ふしぎでもなんでもない︒
三284園ふしぎでもなんでもない︒あのいき

りをするばかりだ︒はじめに右か左

た︒﹁みんなそれでいいね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

もりへでたいんだもの︒﹂バーバラが

三軍7 ︒また︑小人のようだったおひめさまは︑

三942 もの︒あのまつ白な雲もみんなのも
三945
の紙で︑いろいろなものをおること
三954
の紙が︑いろいろなかたちになったり
三995囹︑字でも︑だいじにしまっておきなさ
三捌1 ありました︒ふしぎに思って︑その竹を
三棚2 と︑小さな︑きれいなおひめさまがすわ
三皿2 とふたりでだいじにそだてました︒そ

三657園

たきへでたいんだもの︒﹂マイクルが

三286園 まえさ︒鳥のように早いふねだから︑

うまいかんがえだね︒﹂と︑ジュデー

三285園 でつくったふねだもの︑いきおいの
三659囹

ちは︑﹁光るようにうつくしいかぐや

光りかがやくほどなので︑﹁かぐやひめ﹂

三667園

三繊10

︑だんだんゆたかになっていったと

三296

いました︒﹁それでいいかい︒﹂おとう

三白7園もあいたいものだ︒﹂といって︑まい

三番6囹

三286園 ように早いふねだから︑はやとりと

三669囹

います︒きれいにそうじがしてあ

三673囹 いました︒﹁それでいいかい︒﹂おとう
わはきょうしつで︑左がわにはまど
だんあがるようになっています︒き 三683もりの方へしずかにしずかにとんで

三311園︒長くまっすぐになっています︒右
三312園

三317囹
三317囹

て︑どんなりっぽな人のねがいをも︑

いっしょうけんめいにおじいさんにたの

もらいたいものだ︒﹂と思って︑みん

三軍5

迷乱4園

三683 へしずかにしずかにとんでいます︒﹁︿ 三子3囹 うかして︑あんなにきれいな人がお
三纈3園
あんなにきれいな人がおよめにも

三価2

三693囹 した︒﹁さあこれでいけるぞ︒﹂おとう
三326囹 ります︒﹃しずかにあるくこと︒﹄と
あります︒﹁なんだかつまんでみよう
三344囹 いました︒まつ白なかびんに︑赤い花 三7010園

︑あんなきれいな花をかきたいと

略﹀︒﹂﹁あ︑そうだ︑光だ︒﹂はじめて

三356圏 生が︑はこのようなものをこしらえて 三739園 ﹁あ︑そうだ︑光だ︒﹂はじめてみんな
三746

三348園

いへんにぎやかでいそがしそうです︒

三739園

三363園

だをつけるようにして︑ねています 三776園

へいくのもいやでございます︒﹂と

三鵬9
やひめのいうようには︑だれもするこ
いって︑まっすぐにまどぎわへでまし
があそべるように︑光をあげにいく 三鵬3園 それほどきれいなのなら︑こてんに
ほどきれいなのなら︑こてんによび

三378園

早馬9圏︺

います︒むちゅうであそんでいました

三㎜3園
三793

三392 かえり道 海のような空で︑ひばりがな 三795 せんでした︒にわかにパラパラパラ︑

三388 しましよう︒きれいなきょうしつにしま

いました︒﹁だめだよ︒雨にぼくのい 三柳5 ︑光の中にきれいなおひめさまがすわ
三395 た︒ぼくがまん中で︑右のかたにはい 三7910園
れがかぐやひめだな︒ひょうばんより
いどをいっぱいにしてもらうんだか 三㎜6園
三407 のはが︑やわらかで︑光っていて︑お 三7910囹
三樹10 のすがたがきゅうにみえなくなりまし
三408 いて︑おかいこさんでなくてもたべたい 三801囹 にしてもらうんだから︒﹂と︑デビッ
三欄5圏
ただのにんげんではあるまい︒﹂と
三805囹 にめちゃめちゃにされちゃった︒﹂と

三416 麦のほとすれすれにあるきました︒た
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っそうかなしそうにみえました︒十五

かんがえこむようになりました︒あき

三佃1 から︑月のきれいなばんになると︑か
三欄5

三柵3

三㎜1囹
ふたりがどんなにおかなしみになる
三舞3園 月の世界のものでございます︒この
いへんかわいそうにお思いになりまし
三皿1 で︑人でいっぱいになりました︒おば

三棚5

にもちかいそうでございます︒﹂と

三論9 ︒ところが︑ふしぎなことに︑手足の力
三価9 にのって︑しずかに天．へのぼってい
三幡9園

三柵9 の山﹂というようになりました︒

はできないように︑文もあいてなし

四331団

しは︑﹁しんせつにすること︒﹂とい

はなれちゃだめじゃないか︒﹂﹁︿略﹀

かえても︑ばらばらになってしまうこ

四494 うかなにかのようにおちていきました

四351 まだ︑なんのことだかわかりません︒﹁ 四511ときには︑ばらばらになって︑はなれて
四368 いって︑つぎのような話をしました︒﹁︿ 四512なれてとべば安全なのですが︑いまは︑
四514 ︒だれも︑ばらばらになって︑にげよう
四371園
さんおいしそうにじゅくしていまし
四403囹これから︑りっぱなことばにいろいろ 四522 とぶのは︑よういなことではありませ
四522 は︑よういなことではありません︒ど
四415 んとそろえたようになってとんだり︑
四417
てつりばりのようになったりしました 四523 とすべりおちそうになり︑おんぶして
四524るがんもおちそうになります︒﹁︿略﹀︒
四418 をひっかけるようになりました︒ゴム
四525園ります︒﹁きけんなところを早くは
四421 ました︒ゴムのようにのびることもあ
四526 んは︑列をきれいにつくるどころでは
四424 りました︒どのように列のかたちをか
四526 いにつくるどころではありません︒ち
四527 いのもうふのようになって︑かっちゃ
四427囹

四425

の︑よしのきれいにしげったところで

四543

四536囹

みずうみのきれいな水をくむと︑これ

略﹀︒﹂﹁もうすぐだ︒﹂みずうみのほう

とびました︒きけんなところは︑どうや
四5210
た︒﹁さあ︑出発だ︒﹂とうばんのがん

四4210票差み︑じぶんがってに早くとんでいっ

四439
四441園

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でし

きず口をていねいにあらってやりまし

うだいじょうぶだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いしくたべるようになりました︒﹁︿略

四571囹﹀︒﹂﹁このとおりだ︒﹂かっちゃんが︑

四566園

四556

からつて︑いったじゃないか︒﹂﹁︿略﹀

四565

四545
ら︑そうしたんじゃないか︒﹂﹁︿略﹀

一ばんおしまいだったもの︒おしまい
四453園

︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁でもじゃないよ︒おしま

四4410園
四455園

四456園

バケツがおもそうだ︒バケツの中に月 四455園 まいは氣がらくでいいからつて︑い

﹁みんな︑しずかに一よしきりがな

四72 ︒人々のたいせつなもちものをまもつ
四73 ︒もっとたいせつなからだをまもって
四77 がおこらないように︑また︑わるいび
四78 がはやらないように︑氣をつけてくれ
四85 こは︑水のきれいないけです︒まわり
四128 おい町からだいじなものがここにと
四152園

四169
四194園

四4510園︑きけんせんばんだよ︒あとからなに 四5810園 ん︒﹁どうしたんだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂二
四623 いきました︒しずかなやぶのところで︑
四464園︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そうだな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いこと考えたんだ︒﹂こういつて︑か

でつかまりそうになったとき︑また

︑そんな氣もちだつたけれど︑きょう 四639

四586囹

そばにくるような氣がします︒お花

四641園

でもね︑つらいんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四224團

四645

四457園

四195園には書けるものではありません︒﹂先 四457園 略﹀︒﹂﹁氣がらくにはらくさ︒でもね︑ 四577 かっちゃんのすきなおだんごを作りま

四255團

四467囹

ようはちがうんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

聖202 きめて︑つぎのような文を書きました︒

四257團 空をとんでいるだろうと︑ときどき

四468園

の雲が︑おだやかにたなびいていまし

だがじゅうぶんではないから︑あと

やんが︑わびるようにちょこんとあたま

四6410園

四655

いました︒﹁どうだい︑かっちゃん︒﹂﹁

は︑きまりわるそうににこにこわらいま

四265團 きれいね︒まつ白なおさらの上では︑

びたいというんだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一ばん

やんがそういうなら︑十五ばんめに

いな︒十五ばんめだ︒そこらが

四4610園

四471園

四473園

よんでも︑おなじになることばを考

列は︑そのきれいな雲の中に︑みえな

﹂︒﹁︿略﹀︒﹂﹁たしかにかした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四283團

︑氣もちがいいだろうな︒﹂きよしさ

四271国
きみのだいすきなきゅうりをあげよ
四281国 ︑光ってきれいだな︒ぼくをのせて

四479

四693

四288 思うことは︑なんだろう︒山にいって︑

四4810

びっくりさせるのだろうと思って︑べ

四474園 ぶことにしょうじゃないか︒﹂みんな 四657
がて︑まつばのようなかたちになりまし． 四668
四309團

みまいをしようではありませんか︒

四315 いって︑つぎのような文を書きました︒
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四鵬3園

なに︑りゅうぐうだって︒﹂かめ﹁さよう

四獅7園 んとうにきれいなところでございま

花のようにきれいな心︒に1 四四5圓 て︒﹂かめ﹁さようでございます︒りゅ

主735 けて︑あそべるようにこしらえることに

四745 ん︒は
四745 花のようにきれいな心︒に
きれいなところでございます︒﹂うら

星のきれいな夜空︒へ

四描8囹

ゆうぐうのこ門でございます︒﹂うら

な︒波もしずかだ︒﹂かめ﹁ごらんなさ

しま﹁いいお天氣で氣もちがいいな︒

四二4園

四鵬7囹

四二8園

ほ

返事

四747

りんごのような赤いほお︒ぬ1 四二6囹 ﹂かめ﹁もうじきでございます︒﹂うら
よみ書き

り

四762 だはいつもきれいに︒よ

四753

めはのばさぬように︒ね一ねずみと
四聖6圓

そまつにするな学用品︒つ

しものあ

てんてん

四767 いた︒そ
四769
つをなめないように︒て

こがりゅうぐうでございます︒さあ︑

らしま﹁赤やき色できれいだね︒ああ︑

四787
み

四797 左とちがえぬように︒し
ス︒星のきれいなこのよるを︑
四柵8園

四研7園 やき色できれいだね︒ああ︑だんだん
四佃3 そのほかいろいろな魚ところ りゅう
四佃5 うまん中にきれいなこしかけが二つ

四814圃

らと雪の音︒

むい︒雪が降るのだろうか︒風がふい

四838 をかぶり︑まつ白なあごひげをつけた
四875

四898

がうらしまさんでいらっしゃいます

四二9園
四五3囹
諌言4園
四望6園
四㎜8園
四㎜4園
四梱1園

りょうし﹁きものだな︒こんなきれい

うし﹁あれはなんだろう︒﹂りょうしは︑

︒こんなきれいなきものは︑みたこ

たくしのきものでございます︒どう

ご用のないものでございます︒どう

︒どうなさるのでございますか︒﹂り

﹁天人のはごろもなら︑なおさらお返

軍船6 天人は︑ かなしそうなかおをして︑空を
四鵬3 れをきて︑しずかにまいます︒天人﹁月
五101囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁きれいな海だこと︑お船もみ
五101園
﹀︒﹂﹁きれいな海だこと︑お船もみえま
五102囹
ちゃん︑まっくらになった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五105園
︑あそこにきれいなさくら︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五107園
っしょうけんめいに走らせているからさ
五121園
略﹀︒﹂﹁シグナルだよ︒あれをみて︑汽

五122囹
とおったりするのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
五135囹
︒﹂﹁だいじょうぶだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五141園
てから︑おりるんだよ︒﹂シュ︑シュー︑
五155けれども︑このままでは旅はできません︒
五164園
かばんにはいるんだよ︒﹂といって︑私
五173園
いところへいくんだけど︑あて名の字が
五174園
て名の字がそまつなので︑わかりにくく
五176囹
はこんな小さな字だから︑なお心配です

四㎜3園

雪だというと︑あさ二 四梱9 かけます︒いろいろな魚がでてきてな
四二2園 がうらしまさんでございます︒﹂おと

四901 おじいさん︒どんなにつもっていても︑

﹁では︑にぎやかなおどりをして︑ご

五1711て
園いるが︑うそ字だから︑とんでもない

るでゆめのようだ︒﹂かめ﹁りゅうぐう

四備9園

かもじゅうぶんでございます︒長い

私たちは︑じょうぶなふくろにいれられて
五1810

五181園
くしているところだよ︒﹂そのうちに︑

四川7園

四餌5園

﹁まあ︑よろしいではございませんか︒

てきて︑にぎやかなおんがくにあわせ

ばらしいところだな︒﹂おとひめ﹁では

四麗3

元氣でわかいうらしまは

いしいごちそうでございます︒﹂うら

思いだして︑きゅうに家へかえりたく
四備7園

四佃4

四川9園

四川8園うはいつもこうなのですよ︒﹂うらし

四価1園

ちのぼり︑

おとひめ﹁さようでございますか︒な

四921降った雪はまつ白だ︒しかし︑降って
四922 くる雪は︑まつ黒だ︒まつ黒くはない
四923 しても︑白いものではない︒雪が降り
四933 降る︑降る︒さかんに降る︒右にも左に
四944 らすすがとぶように︑黒い︑こまかい
四953
る︒よくもあんなに雪のたねがある
四953
たねがあるものだ︒降っている雪を

四9710園がつかまえたのだもの︒﹂うらしま﹁で

れ︑ どうしたのだ︒﹂子ども三﹁おもし
四975園
四979園ない︒かわいそうだから︑はなしてお

早熟5圃

四価7園

︑ほそい糸のようなものはなんでしょ

五224 ︑おもちゃ︑まつ白にこなのふいたほしが
五226れしさは︑それだけではありません︒いち

五2010
ました︒私は︑ぶじに︑としおさんの心を

五205 ︒なしの花のきれいにさいている家に︑は

五1811
た︒こんなにだいじにしてくれますから︑

られました︒こんなにだいじにしてくれま
五1811

四9810六﹁でもかわいそうだな︒﹂子ども一﹁この

四984園 ﹂うらしま﹁そうだ︑わたしにこのか

四梱7

︑人々は不自由な思いをしました︒

いただいたかめでございます︒﹂うら

四旧4園

うはいいお天下だ︒なんとまあ︑い

﹂ かめは︑ていねいにおじぎをして︑海

四枷3園

四棚6

四佃6囹

四切4園

つの枝に︑きれいなものが︑かかって

あ︑いいけしきだろう︒﹂けしきにみ

とおりじょうぶになりました︒あな

四鵬−o園

四捌7

四榴9囹 うすっかり守屋になったの︒﹂かめ﹁
四悩7園 よばないよ︒元氣になってよかったね
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五247囹 を立たせ︑不自由な人や︑女や︑子ども
五466

五462圃

五458團

︑うまく鳴けないのだろう︒帰りに︑また

︒春になったばかりだから︑うまく鳴けな

︿略﹀︒﹂というようにきこえた︒たちどま

きらと︑

まは︑もうこんなに大きくなった︒﹂﹁︿
五6310園

五634囹おかあさんのせいではありませんよ︒﹂
五636囹がおの花もおなじだよ︒﹂といって︑お
五638囹たのが︑はうようになり︑立つようにな
五639囹になり︑立つようになり︑あるくように
五639園なり︑あるくようになって︑いまは︑も

五296園 小さくてかるそうな物です︒そこで︑ぼ

五293園 ﹀︒﹂﹁それはこうなんです︒店をでてす

五286囹

五527

五482

五479

した︒いそがしそうに人々が通ります︒﹁︿

たみつけた︑きれいな花を︒いつ通っても

知らないが︑きれいな花がさいていたり︒

いにち︑たっしゃで生きていけるのは︑
五6410園

五645園おまえひとりの力でもなければ︑おとう
五647園やおかあさんの力でもない︒﹂﹁ ﹂﹁︿

や

五255園 こをしているようだったのに︑それから
五469

小道︑たのしい小道だ︒ひとりで通るとき

世界の空のかず

五256園 て︑友だちのようになかよくなってきま
五469

五316園 には︑きみのようないい子どものことが

五669さんに︑このふしぎな話をしました︒﹁︿略
五676園てしまっているんだもの︒﹂といいまし

しずかな空で光ろうよ︒

五273園 うがなかったものだから︑それであの人
五473

星だ︒光った星だ︒

五279 をおりてから︑元氣にあるいて帰りました

五323 っています︒まつ黒なけむりをもうもうと

五538囹だい色の大きな星だこと︒﹂それは︑南
五554囹つけた星は︑どれだったかしら︒﹂と思
五568園中にまるいきれいなたまがみえる︒その

なんか︑もういやになったから︑お金持
五703囹

んが帰ると︑りっぱな家がたっていました
五6910

﹀︒﹂﹁どうしたのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五356 でています︒さかんに︑きかいで石炭をく

うしのつばみたいなものもみえる︒きれ
五5610園

えさん︑あれが星なの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五578園

五573囹てないで︑しずかにごらん︒﹂私は︑こ

やくしようはいやになったから︑お金持
五7010園

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁へんなもんだな︒おもちゃ
五5710囹

﹀︒﹂﹁へんなもんだな︒おもちゃみたい
五5710園
︒おもちゃみたいだ︒﹂また︑みんなが
五5710園

五742 ︒そばには︑りっぱなけらいもついていま
なたもごまんぞくでございましょう︒﹂
五745園
たしは女王もいやになった︒こんどは︑
五752園

五7311は女王になっているではありませんか︒そ

のおくさんもいやになった︑女王になり
五724囹
︒女王さまのようなあるきかたも︑口の
五727園
五731ました︒海はまつ黒になってあれていまし
のおくさんはいやだ︑女王になりたいと
五736園

は︑だれのおかげだろう︒さあ︑考えて
五6410囹

五361 た石炭が︑山のようにつまれています︒こ

もみえる︒きれいだこと︒﹂﹁︿略﹀︒﹂は
五5610園

五343 ようなど︑たいせつな品物を作っています

五372 しきです︒このような木が︑たおれて土に

五4111国
た︒みんなだいじにして︑こくばんのと

五389国いろいろとわかるだろう︒﹂ ︵二︶ ﹁ほ
五397国ます︒このきれいなけしきを︑みなさん
五402團だします︒きゅうにあたりが美しくなる
五404国します︒私のすきな花は︑こぶしの花で
五406團さく年は︑ほう年だといいます︒いま︑
五414国
上を︑うれしそうにあるいていました︒

五585囹ほんとうにきれいだな︒なんだか︑青い
にういているようだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
五586圏
夜の星ってきれいなものね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五587園

五806した︒ゆかをきれいにふきました︒かべい

五621囹 ﹂﹁けさ︑こんなに大きな花を︑三つも

りだいをすべるように︑らくらくと流れて
五7911

五799ぼうしが︑魚のようにおよいでいます︒﹂﹁

五6211園︑おかあさんの力ではありませんよ︒﹂﹁

五628囹 ました︒﹁きれいなきゅうりね︒おかあ

五7510
ました︒海はまつ黒になって︑波が高く︑

五793ました︒つぎのような文が︑はりだされま

あさんがまいたのだけれど︑こんなによ
五6210園

︑もう女王はいやだといっています︒海
五765園

だけれど︑こんなによくできたのは︑お
五6210園

五812た︒ガラスもきれいになって︑そとのけし
︑きょうはこんなに休んだのでしょう︒
五821囹
のをたべないようにすること︑夜は︑は
五823囹

五609園いたから︑こんなにさいたのですね︒﹂﹁

五423国ろとした︑きれいなところだと思います
五423国︑きれいなところだと思います︒ほんと
五438国した︒ぼくのすきな花は︑あさがおです
五439国それから︑まっかなカーネーションです
五444圏 どもらは︑ はとだ︒平和のはとだ︒
五444圃とだ︒平和のはとだ︒ 世界の友よ︑手
五452圃もらは︑ つぼみだ︒きれいな花だ︒
五452圃つぼみだ︒きれいな花だ︒ 世界のその
五452圃みだ︒きれいな花だ︒ 世界のそのにさ

手をやったりしたじゃありませんか︒﹂﹁
五632囹

五594星を︑紙にていねいにかいておこうと思い
︑︒しレ
︑
五602囹んとうに︑きれいにさきましたね
五603囹ゆうしているようにみえますね︒﹂﹁︿葺

五454圏 におう︑ きれいな花のその一つ︒ み
五458間子どもらは︑星だ︒光った星だ︒世

だ一だ
830

五865 ＞︒﹂と︑うたのようにふしをつけてよびな

五852園 ︑そこらをきれいにそうじしておこう︒

五847 ︑海の作文を書くんだといって︑よろこん

五㎜11

五欄4圓

ておくと︑いろいろな鳥がやってきます︒

いっしょうけんめいにまねをします︒鳥か

五㎜3園
︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

五999園

てやりたかったんだけれど︒﹂さんちゃ

これからぼくの子だよ︒いつまでもかわ

六76 た︒男の子と女の子である︒ふたりはそこ

六72圓さけない身のうえであろう︒﹂ふいにバ

六611園
分だけがこのように小さくて︑なんの役
六611囹
の役にもたちそうにない︒ああ︑なんと

五884園

五価5

無価2

定価1

こむように︑さかんに鳴きました︒旅のひ

﹂と︑せきこむように︑さかんに鳴きまし

のまねができるようになりました︒いつの

わは︑感心したように︑いつまでもその声

﹂と︑本をよむようなひとりごとをいいま

ばん喜んだのはねじであった︒時計屋さん
六1011

六97 と︑それがまた心配になってきた︒親子は

六91囹れ一つしかないのだ︒あれがないと︑町
六95囹では︑自分のようなものでも︑役にたつ

た︒﹁もう︑元氣になったようですね︒

五8611園 わいいにんぎょうだ︒黒いかみのけがふ
五欄1

五目7

五891囹 ︑うたをうたうのだよ︒ 高い山からた

五鵬5

六811園
ねじがない︒だれだ︑しごと台の上をか

五8710園 ている︒いいおびだ︒わしもほしいな︒

五879囹 ぎょうは︑きれいな赤いおびをしめてい

五906囹

五描5

五919園

五葬2囹

五塀10

五塀2囹

︒﹁小鳥でも感心なものだ︑新しいこと

だちのさんちゃんだよ︒ちっともこわい

ひわは︑大よろこびで︑詳略﹀︒﹂をはじめ

﹁ほら︑羽がだめだから︒こうしていつ

六1411︒木の葉は船のようになって︑ありのそば

六137口が水にとどきそうになったとき︑足がつ
六146いっしょうけんめいにさけびつづけました

六1210園
役にたっているのだ︒﹂と︑心からまん

六112さみあげて︑だいじにもとのふたガラスの
六116いままで死んだようになっていたかいちゆ
六117ちまち︑ゆかいそうにカチカチと音をたて
六119することができたのだと思うと︑うれしく

もおじぎをするのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹀︒﹂﹁なに︑へんじゃない︒黒いころも

五9010園 ただいて︑こんなにいいおぼうさんにな

五909囹︺ギャアとないたのだよ︒それからな︑お

五921囹 コツンとうったのだよ︒そこで︑ゆかい

鳥でも感心なものだ︑新しいことをどん

五944 がなく︑死んだようになっておちていたの

五938圓

これ︑なんのひなだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六47

六46

六45

六44

︑ここは時計屋の店であることがわかった

︑目にはいるばかりで︑なにがなにやら︑

みたこともないような物が︑ごたごたと耳

わしたが︑いろいろな音や︑みたこともな

六1810︑さもまんぞくそうにしき台をおりてきて

六157ので︑ありは︑ぶじに岸にあがることがで
六164かりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑弓
六173が矢をつがえているではありませんか︒﹁︿
﹁あぶないところだった︒﹂といって︑
六174園

︿略﹀︒﹄というのだよ︒それで︑手おけ

ひわも︑大よろこびで︑声をあわせてうた

五925園 つぶがついているだろう︒それぞれ︑た
五㎜6園

五三6

五926園︑たけのこごはんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五鵬6園

五9011園 うさんになったのだよ︒﹂こういつてか

五9210園︑たけのこごはんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五946園

ちっとも動かないじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒

︒﹁ああ︑きれいなお月さま︒﹂りょう

五949圏

わしいのはおき時計で︑カッタリカッタリ

ぎの
りす﹁こんな
六192園んとうにいい氣持だ︒﹂たきいりこ
六193囹りぎりす﹁こんなによくあうと︑たいこ
六195圓よ︒じつにゆかいだ︒﹂酎脳猷肋⑩﹁みどり
六197園にみち︑きよらかな風は︑われわれの音

だなには︑いろいろな時計がたくさんなら
カッタリとおうようなのははしら時計であ

さなふたガラスの中で︑そばには小さなし
六510

うなのははしら時計である︒ねじは︑これ

六58

五958園 とりでとべるようになるまで︑かってや

六61

六51一

六1910園 ﹁たいへんきれいなもんくをいいました

六49

五9510 した︒ひなはすずめではありませんでした

はなんの役にたつのだろう︑これはどんな

﹀︒﹂﹁かわいそうだもの︑ひろっていっ

五9511 せんでした︒ひばりでもありませんでした

六63

ところにおかれるのだろうなどと考えてい

五9410園

五968園 さん︑ひわは自由にとべるようになりま

六64

五956 は︑みちがえるように特製がでて︑だんだ

五968園 自由にとべるようになりましたね︒かご

六211

︒
みんな︑樂しそうにそれをたべます︒

六2111囹りす﹁大きな荷物だな︒﹂掃い却物す﹁ありさ

六202園
夏の日を恕しもうではないか︒﹂うたを
六206園︑ひと休みしようではありませんか︒﹂
︑ なさけない自分であろう︒あのいろい
六66園
六67園う︒あのいろいろな道具︑たくさんの時
六69囹大きくてえらそうである︒ひとかどの役

六229園
うちへ帰るところなんです︒﹂バイオリ

五9610囹 だすこし早いようだ︒自分でえさをとつ

五997 ひわは︑もとのように元正になって︑かご

六610園も不足はなさそうである︒ただ自分だけ

五981 分のなかまの鳴き声だと思いました︒そう
五997 ︑もとのように元氣になって︑かごの中を
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六237囹

六236園

六235囹

六231囹

六2210園

ひいて︑﹁いい音だろう︒きれいな音だ

﹁どうだい︒いいじゃないか︒﹂バイオ

たたいて︑﹁どうだい︒いいじゃないか

﹂齢躰却物す﹁いいだろう︒いまあそばな

に迷津会をやろうじゃないか︒﹂あり一︑

ろう︒きれいな音だろう︒﹂猷卿紅潮すたい

六238園音だろう︒きれいな音だろう︒﹂たいこ
六238園

六242園 はたらくやくそくだって︒まあいいや︑

六243園 あそぼうというんだね︒樂しむために生
六249囹うのあり さ ん た ち だ な ︒ ﹂ 塑 財 齢

貸の﹁こん

六244囹 めに生きているんじゃないか︒﹂あり三﹁
六2410囹 ないで︑氣のどくなありさんたちだよ︒
くなありさんたちだよ︒﹂副い猷肋⑩﹁小さ

三﹁毎日あせだくだったね︒﹂あり一﹁そ

六2710囹

二﹁たしかにそうだ︒﹂このとき︑戸の

︒﹂あり二﹁たしかにそうだ︒﹂このとき︑

びはあじわえないだろう︒﹂あり二﹁たし

ではじめての大風だ︒雲のおじさん︑わ
声がでないのである︒雲﹁だいじょ

六505圏︑

ああ︑おおらかな書の空︒

くらけれ

月と

六513 うも︑みんなきれいに光っていました︒ふ

五

ああ︑おごそか

六515 に︑あたりがぎゅうにくらくなって︑かげ

ああ︑おごそかな夜の空︒

いこともきえそうな︑

んてらんぼうな風なんだろう︒おじさん

六509圃

六508圃

らんぼうな風なんだろう︒おじさん︑大

六529

る

れたり︑並みたいなものさ︒ほう︑また

六539園

六5210園

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁へんだなあ︒お月さまをみ

ます︒﹁お月さまじゃないわ︒雲が走っ

ぎでとんでいくようにもみえます︒﹁︿略﹀

︑子どものかかしだね︒かわいそうに︒

六5311園︒いったいどっちなんだろう︒﹂ふみお
六543

ら︑ふみおはふしぎでたまりませんでした

ずっと遠いたんぼだけど︑ぼく︑もう帰

六557 雲一つなく︑きれいにはれわたっていまし

六552囹雲が走っているんだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

六5311囹 つたいどっちなんだろう︒﹂ふみおは︑

かし﹁そりゃそうだけど一﹂親つばめ

六569 ︑やっとつぎのようなものができあがりま

六605圃

五

−七

アルヨウナ

五

アサノソラ

アアサワや

六577 ︒みんなが喜ぶようなことを書きます︒み

六606圃

六666 くのです︒そのようにして︑どこまでもお

六648

だれがねむくするのだろう︒︵いしの︶
かしが帰っているだろう︒﹂子がらす二﹁

六667 んでいくか︑心しみではありませんか︒お

六684 五つばかり︑きれいに写生しました︒それ

六668 ませんから︑かってにつぎを考えてくださ

にもわからないんだって一ぼくが目を
へとんでいったんだよ︒﹂子がらす二﹁な

六695 たものです︒そんなに大きくはありません

空のうた

書いても

んな目じゃ︑だめだわ︒﹂と︑はるえは

﹁でも︑こんな口じゃ︑だめだわ︒﹂と︑

六708園どんなお話をするだろう︒﹂そこへ︑中

六696 に︑むだのないようにへんしゅうするのは

六696 にくぎって︑きれいに︑むだのないように

六695 が︑これをじょうずにくぎって︑きれいに
あのまつ白な波の音︒

あのまっさおな海の色︒

六716囹

いことがあるような︑

る︑

さわやか

六716圏
えごともできそうな︑

ああ︑

ああ︑さわやかな朝の空︒

ああ︑

おおらか

すんだ青

子がらす二﹁なんだろうな︑それ︒﹂子
︑ 大きなきれいな一ページ︑ 生きた

には︑おびみたいなものが向こうの山の

がつれて帰ったんだろうね︒﹂子がらす

六646 のだろう︒どうしてだろう︒だれがねむく

六644 ると︑ねむくなるのだろう︒どうしてだろ

六615 した︒また︑ふしぎでなりませんでした︒

アアサワヤカナー七
ひきあげるついでだから︑えんりょしな

とりの声︒さわやかな朝の空︒白い雲︒42

それをつつむようにして日がくれる︒美

町の上を列車のようにとぶつばめのむれ︒

みをおんぶするんだ︒﹂かかし﹁みなさん

ら︑つむじ風のように︑列をつくったつば

な田などの︑きれいな︑樂しかった思い出

︑もう帰れないんだ︒﹂なみだをぼろぼ

から︑雨だれのようななみだがこぼれおち

っ︒﹂19おれるようにあたまを地につける

だね︒かわいそうに︒根の方へおりてい

﹁なんてらんぼうな風なんだろう︒おじ

「Z
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よ、

軋

六2411囹

ね︒ふぶきはいやだから︒﹂あり一﹁さ︑

六259 ︒﹂みんなにぎやかに音樂をはじめます︒
六265園

あり二﹁ほんとうだ︒でも︑夏のころは

六2610園 あいだに︑こんなにたきぎをあつめてお
六271園
六273園

六271園 あつくてたいへんだった︒﹂あり三﹁毎日

六2711園
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六277園 られるというわけだ︒﹂あり三﹁はたらか

六2711囹

﹁きりぎりすさんじゃないか︒﹂きりぎ

六287囹 ば︑なんとかなるだろう︒﹂きりぎりす
六294園

ぎりす一﹁すこしでもいいから︑わけて

す一︑著ていねいにおじぎをしながら︑

六299園

り二﹁かわいそうだね︒﹂あり三﹁花のみ

、

六295
六302囹

六315 風︒いねが波のようにゆれる︒2かかし
六322 しのまゆがまっすぐにのびる︒目だまの﹁
六337 ﹁おや︑かかしくんじゃないか︒﹂かかし﹁

六328 の切れたたこのように︑空にすいこまれて
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六717 ﹂と︑はるえは本々になっていいました︒
六728がってたおれるわけだし︑目だってつぶつ
六729 ってつぶってしまうだろうし︑あんなに早
六729うだろうし︑あんなに亜聖のいい顔つきも
﹁︿略﹀︒﹂おと

︒﹂﹁ぼく︑どっちだかわからなくなつち

考えこんでいるんだね︒﹂おとうさんに

六7210
きもしてい な い は ず だ
六721！囹
六7310園

六743囹 を考えたらわかるじゃありませんか︒﹂

六752園 さんから︑﹁どうだ︑ゆうべの命のこと
六758囹 えが生きているんだから︑わかりそうな
六759囹 から︑わかりそうなものだがな︒﹂学校

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁なんだい︑ごろうくんは︒

︒ごろうは︑﹁手だよ︒﹂といいながら︑

六759囹 わかりそうなものだがな︒﹂学校へいく
六7611囹

六765園

だるまは生きものではないからね︒﹂﹁︿

︑みんな生きものだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹁︿略V︒﹂﹁たしかに︑動いたり大きくな

六775園

六774園

六7611園 うくんは︒きゅうにそんなことをきいた

六777囹

六7710 ︒うしもうまもそうだ︒風や︑自動車や︑
六7711 いから︑命がないんだと︑ごろうは考えつ
六785囹 かしい大きな問題だね︒﹂とおっしゃい

六784園命をもっているのだよ︒とにかく︑命の

した︒﹁息ばかりではありませんよ︒ほ

六7811 することも自分の力ではないことをきいて
六792囹
六791一

へん近いもののように思われました︒

八

六797園 う︒息と同じように︑あなたがねむって

ね︒﹂編ぼ地の﹁そうだ︒それがどうした︒

六804囹︼す︒﹂編 こ で 駒 の ﹁ な ん だ ︒ ﹂ 物 論 肋 の ﹁ に い さ ん

六808囹
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六818園

ら一日でも︑いやだ︒﹂編論酌の﹁一どつり

＿L

六821囹

＿L

＿L

六8110囹﹁たった一日だけでいいのです︒﹂ほで

そんなこと︑いやだよ︒﹂編論酌の﹁たった

六812園 と﹁どういうことだ︒﹂編論駒の﹁きょう一
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かさねたりべつべつにしたりして︑つくえ

六㎜1 ︑小さく︑さかさまにみえた︒そのさかさ

六997

六鵬2えた︒そのさかさまにみえるけしきを︑大

︒﹂編こで駒の﹁そんなにつりがしたいのか︒

うまくつれるものではないよ︒でも︑つ

にあるようにみえるではないか︒それは︑

ついそこにあるようにみえるではないか︒

六柵6 がねのたまいっぱいにひろがって︑ついそ
六㎜7

︑向こうの家の屋根であった︒﹁︿略﹀︒﹂こ

六鵬8
六鵬10

︒屋根だ︒しょうじだ︒おや︑だれかが︑

六皿8 つと下をみる︒屋根だ︒しょうじだ︒おや

六皿7 はっきりした︒電柱だ︒はりがねが六本あ

女﹁まあ︑りっぱなかたが︑水にうつつ

六皿8

さんをひっぱるようにして︑つれてきた︒

門川8 いて︑動かないようにした︒これで︑一本

す︒﹂海の神﹁なんだね︒﹂女﹁門の木の上

六鵬11園

六鵬7

どがある︒きれいな水だな︒﹂そこへ女

木の上に︑りっぱなかたがいらっしゃい

たが︒﹂女﹁さようでございます︒﹂海の

六脳7 まえから︑かぜぎみである︒しかし︑ねつ

六梱3園︒森の木のきれいなこと︒﹂ぼくとおか

﹁リイサン﹂のようだ︒さっきも︑﹁︿略﹀

六梱8 ので︑ねているわけではない︒ただ︑はな
六二1

六悩9 がつまっているだけだが︑そのために発音

の神﹁あ︑さようでございましたか︒な

です︒兄のだいじなつりばりなので︑私

いったことがあるのではない︒しかし︑﹁︿

たか︒なにかご用でございましょうか︒

かにも弟のいいそうなことばつきである︒

︿略﹀︒﹂といったのである︒ぼくも︑もち
六髄2

六価8

六櫛3

だいじなつりばりなので︑私も困ってし
へよび集めるように︒﹂女﹁はい︒﹂女の

六鵬4 いそうなことばつきである︒その︑弟がま

六描2 ことばを︑そのようにいったことがあるの
い︒いや︑たしかにあるはずだ︒だれか

六鵬5 つたから感心したのである︒そこで︑ぼく

六鵬9 のだいすきな飛行機である︒ぼくは︑ここ

六鵬8 きた︒弟のだいすきな飛行機である︒ぼく

たい﹁なにかご用でございましょうか︒

しんでいるところでございます︒﹂海の

ある︒ぼくは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂

六七11 ら︑すこしふしぜんだなと思った︒みんな

︒弟が︑﹁飛行機なら︑ちゃんと︑ピコ

たしかにつりばりだ︒﹂海の神は︑ほお

六研7 も発音できないわけではない︒発音できる

六研2囹

ことに氣がついたのである︒ぼくは︑夜︑

国忌1 ることばとがあるのだろう︑と考えてみた

六研9

みこと﹁あ︑これだ︒これです︒﹂海の

でて

だいじなだいじなつりばりが
だいじなだいじなつりばりが︑

どる︒

神﹁このつりばりではございませんか︒

二子9

れですっかりらくになりました︒﹂女の
︒海の神﹁たしかにつりばりだ︒﹂海の

たしかにあるはずだ︒だれか知っている

ごてんへいくようにと教えてくださいま

あなたは︑どなたでいらっしゃいますか

︒でも︑さかさまじゃないの︒﹂﹁︿略﹀︒

木の上に︑りっぱなかたが︒﹂女﹁さよう

ある︒きれいな水だな︒﹂そこへ女の人

﹁ははあ︑この木だな︒のぼってみよう

まもなく︑きれいなごてんにつくでしょ

こと﹁どうしたのだ︒﹂禰論駒の﹁つりばり
︒﹂編貰肋の﹁だいじなつりばりをなくして

うしてつれないのだろう︒朝から﹈びき
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ても発音できるような音は︑はなから声が

なから声のでるような音にちがいない︒そ

ができなくなるような音は︑もともとはな

六柵1
六柵4
六帯5
六帯6
六帯8
六帯9
六㎜1

六備11 いっしょうけんめいに作ったら︑できない

六柵1 にほしそうな口ぶりなので︑﹁︿略﹀︒﹂とい

六欄2

六価7 さんとは︑風のように走りだしました︒さ

六悩11

はなから声のでる音なのだろうか︒弟は︑

から声のでる音なのだろうか︒弟は︑﹁は

はなからでる音なのだろう︒そう思って︑

らははなからでる音なのだろう︒そう思っ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁なんだと︑ひとをばかにし

かりました︒﹁なんだ︑このぶどうのつる

きたら︑もう安心だね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひ

六縦1 かぶに︑つぎのようなことが︑赤いクレヨ
六柵5囹

馬首5

六鵬3園

できないことはないだろうと思いました︒

工作のあまりのひごでまにあわせました︒

おなかがぺこぺこなところだ︒おいしい

などです︒紙は半紙でいいし︑骨は工作の

六鵬11園

な﹂といっているんだなと思うと︑きゅう

六二11囹

六柵10囹

︑くるみだいすきなんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六伽10園

︑うまくわれないだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

みをわっているんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六襯10 バーの花が︑まつ白にさいていました︒お

六襯9 した︒やっとしずかな廣い野原にでました

六箇7園

六川6園

としていたところだ︒よこどりすると︑

とをつけてきたのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

六義4園 さぎをみつけたのだ︒あの谷をわたると

こそかみなりのような声がひびきました︒

ぺこぺこなところだ︒おいしい肉がたべ

六鵬8 と︑われがねのような声をたてました︒う

が四角から︑ま四角に切る切りかたは︑い
︑まん中に︑ま四角に切ったときにつけた
︒よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なり

六柵11園

じめに半紙をま四角に切りました︒なが四

た︒材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそ

︒ちっともいいことではないと︑うさぎさ

ら声がでているような氣がする︒そこでぼ

六m4

六側5園 やんとみつけたのだ︒そこから︑あとを

はなから声がでる音であることはたしかと

なと思うと︑きゅうにおかしくなった︒こ

るみだいすきなんだ︒﹂ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

七47 をさまして︑しずかにしんこきゅうをした

六柵4園

ていってあげるんだ︒﹂ぼくは︑うれし

かしくなった︒これなら︑弟のまねなんか

六悩3園

六二3囹

﹂といっているようだ︒弟は︑こんなふう

いかえればいいわけだ︒ためしに︑﹁なん

くるみがだいすきだそうだから︑あげよ

七57園 つばりあの男の子だった︒きょうは︑ぼ

七78囹 帰る子ども︒一どでいいから︑風になり

七511

七58囹な︒赤い運動ぼうだ︒﹂かばんをカチャ

︑ここは︑しずかなところですよ︒安心

六悩4園

がだいすきだそうだから︑あげようか︒

六柵1 ぎさんは︑だいすきなクローバーをたべま
六桝4園

六㎜9囹追いかけてくるんだよ︒﹂﹁1﹂﹁︿略﹀

六三8囹

かにしていたいんだよ︒﹂たぬきさんが︑

り︑じっとしずかにしていたいんだよ︒

ぎが︑つまらなそうに︑夕やけの空をなが

る︒しおがひくように︑子どもたちが︑さ

七69園 子がある︒一年生だ︒手をつないで校門

七85

のクレヨン画と同じだ︒﹁︿略﹀︒﹂おぼろ月

かけられているんだ︒きつねがおこって

六悩7ぎって︑おいしそうにたべました︒﹁︿略﹀

メモの二ぎょうだけで︑あとは︑おしまい

六甲3囹

きさんがかわいそうになりました︒うさぎ

どに花がさいたようだ︒あちこちのまどが

はなから声のでる音ではないことがわかっ

六欄3囹

六号6

んてひとがいいんだろう︒ぼくはきつね

七92

七89

が︑﹁へんなたこだな︒こんなものがあ

みんなが︑﹁へんなたこだな︒こんなも

六柵8囹

六欄7園

六溜6園

六個9園

て話はない︒どうだ︑こうしては︒﹂し

﹀︒﹂﹁ただ遊ぶんじゃ︑おもしろくない

さん︑ただ遊ぶんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹁なにかかげようじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒

略﹀︒﹂﹁かけっこだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂かけつ

七96囹 ように︑いろいろな話がある︒春には春

七96園 アンナイトのように︑いろいろな話があ

七95囹 たら︑いくつあるだろう︒アラビアンナ

七94園 こにどうしているだろう︒もう︑四十五

一

六個2園

んかいやしないんだ︒このトンネルがほ

くあがる︒ふしぎだなあ︒﹂といって感

六柵10園

たこ

やろうと考えたからである︒

六個3園

ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑﹁︿五

らひきあげてきた子で︑來年小学校へあが

十

だきました︒ま四角で︑骨が二本目かつい

セソでも︑かんたんにはわからないが︑

たうえで作ったものであることがわかって

七79囹 ひとまわりするのだ︒ろうかをすうっと

声がぬけているようだ︒ねんのために︑は
︑これらもはなの音であることがわかった

音がぬけているだけである︒そこで︑あら

いっている音ばかりではないか︒ただ一つ

のいいかたそっくりになった︒それでぼく

〉。

声がでない音のはずである︒ぼくは︑いま

ら息がもれないようにして︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑

六佃8 でしたが︑いろいろにくふうして︑うまく
六拠8
vぼくは︑だいじに本ばこの上にのせて
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七121 ﹂となると︑人の手ではありません︒これ

七117 あります︒じょうずなできばえをみたとき

七115 とばにも︑いろいろなつかいかたがありま

七106囹 もりのようなものだ︒﹂しゅくちょく室

七106園︑渡しもりのようなものだ︒﹂しゅくち

七274園分でしらべるようにと︑おっしゃっただ

七271囹

七2610囹

七263園

七248園︑新しいごちそうだ︒﹂兄は︑ニセンチ

七247

七246囹

兄﹁かれないようにさ︒﹂はるお感心し

七125 だしている手のことではありません︒あさ

る︒﹂兄﹁ほんとうだ︒おかあさん︒黄色

あおむしが︑へんな色にかわっている︒

え︑はっぱと同じになるのは︑鳥などに

るお感心したように︑﹁︿略﹀︒﹂兄﹁さあ︑

七126 つるがまきつくように立ててある︑竹や十
七294園

七278

のチューブのようにふわふわした︑黒っ

さなぎをふしぎそうにみながら︑﹁︿略﹀︒﹂

七招6

のをきているようなものだと思った︒ぼ

たべられないためだと︑おかあさんが教

﹂﹁︿略﹀︒﹂このようなときの﹁手﹂は︑ど

七138 よくにたつかいかたで︑﹁まいの手﹂とい

七298囹

七1310 もの手が︑さまざまなはたらきをするよう 七297圓

七2911園

七2910囹

はるお﹁ほんとうだね︑にいちゃん︒﹂

むしは︑もう黄色なさなぎにかわってい

てやるのが樂しみだ︒きのう︑学校から

七1310 はたらきをするように︑﹁手﹂ということ
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そんなに︑手をやかせるな︒

七315囹

ているようなものだと思った︒ぼくは︑

七144

＞︒﹂﹁手にとるようによくわかる︒﹂同じ

︑手にあまるしごとだな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂同じ

七298園

七145

あ︑まあ︒﹂しずかな音樂がはじまる︒母

七1311 ことばも︑さまざまなはたらきをしてくれ

七146

七318

七152

七327囹

七325

七3111囹ぼったら︑きれいなしるがでそうね︒﹂

七319囹りをとかしたような︑美しい羽ですこと

七147 ︿略﹀︒﹂同じことばで︑ちがったつかいか
るのは︑﹁手﹂だけではありません︒﹁︿十

七153 ことばを︑いろいろにつかったばあいを︑

七3210園︒﹂はるお﹁ふしぎだな︒あんなあおむし

七147

七158 名まえに︑このような︑いろいろなつかい

ひげだね︒﹂はるお﹁あかん

七346

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁だめだよ︒とてもはいれな

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂むりにわりこもうとする争

いって︑どうぞぶじにつきますようにと︑

ぶろうをかばうように両手をつっぱりまし
七365

いる︒かわいそうだ︒﹂頭の上で声がし

ぶじにつきますようにと︑心の中でいのっ

七362園

七367囹

七371

七371

がらくになったような氣がしました︒私は

なり︑からだがらくになったような氣がし

七536

すすむにも︑よういではありません︒その

デシンボールのように送られていくうちに

ちぢめて︑心配そうに私の方をみていまし

うとう︑うれしそうに︑声をたててわらい

うを︑おもしろそうに︑みおくっていまし

れたみつばちのようになって︑汽車でねむ

なかった︒かるやかなしらべは︑朝の光の

べは︑朝の光のように子持よく︑車中のす
︒ごくありふれた曲であったが︑旅をして

︒﹁たいへん失礼だと思いますが︑これ

ると︑しらがの老人である︒﹁︿略﹀︒﹂車中

一曲ひきまし

つもりでひいたのでもありません︒ただ

たちのこころざしであります︒お受けと

のいちばんとくいな曲を︑

かと思うと︑ しずかにひきはじめた︒名高

線の ﹁はないずみ﹂であった︒駅の名も美

名高いオペラの序曲である︒私は︑ 汽車の

なか ︑いきつくものではありません︒文章

書きたしても︑ それでいいというところま

いっしょうけんめいにやった︒はじめに︑

章は︑心の鏡のようなものです︒心がはっ

んだ︒ぼくは氣が氣ではない︒みかたのお

うれしさでいっぱいになった︒ ドッジボ

つた︒うれしいような︑すまないような卜

じまった◎むちゅうでやっていると︑﹁︿略

うな︑すまないような氣持がした︒第二回

いちばん強い学校だ︒たかやま先生が︑

は︑さいこの決勝戦だ︒あいては︑町の︑

大きくて強そうだ︒﹁︿略V︒﹂はじまつ
は︑

七3610 略﹀︒﹂と︑心配そうにいいました︒すると 七534園︑こんどがだいじだ︒みんな元勲でやる
七3611 りがすこしゆるやかになり︑からだがらく 七534園じだ︒みんな元氣でやるんだ︒﹂と︑は
七534園んな元仁でやるんだ︒﹂と︑はげまして

七365

乱355

﹁︿略﹀︒﹂﹁そんなにおしたって︑だめで

ほんとう

るのね︒﹂なごやかな音詩がつづく︒はる

七158 のような︑いろいろなつかいかたがあるの

七345園

︒﹂﹁腹のすわった人だな︒﹂これは︑﹁腹﹂

七159 るのは︑おもしろいではありませんか︒

七π3園 ちょがよくでるのだったね︒さあ︑出発
七183園か︒﹂先生﹁そんなに実をとつちゃいけな
七185囹から︑油をとるんだからね︒てんぷらは
七187園 ︑これであげるんだ︒﹂女の子；あら︑
七191園川に落ちないように︒﹂男の子三﹁このま
七204園です︒﹂先生﹁そうだ︒よく知っているね
七209園れで知っているんだね︒﹂女の子三﹁あっ
七215園びとり︑ばらばらにわかれて︑そっとね
七221園たよ︒﹂兄﹁しずかにして︑みていてこら
七224 よ︒﹂ささやくように︑はるお﹁にいちゃ
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ぶたつになるすいかだ︒七にげたらく

もがわらっていたんだよ︒みんな︑集まれ

ぼさのいけがきの上である︒ぼたんでもさ

るのか︒あ︑ほたるだ︒だあれもいない︒

して︑子どものように︑からだまであらっ

まかたも︑同じように︒ぬまの上を︑にわ

りだ︒なんの木の花だろう︒にわか雨は︑

いような︑月明かりだ︒なんの木の花だう

いような︑近いような︑月明かりだ︒なん

深いから︑遠いような︑近いような︑月明

にせていくやりかたであります︒まえのや

く︒もみじがまっかで︑山のいもをほって

ふきぬける︒しずかに波がよせている︒み

ちでも鳴く︒こんなに︑からすがいるのか

に︑一つもなくなるだろう︒またしても︑

考え歩きまわるような︑大きなあり︒スリ

つばきの花がまっかにさいています︒根も

りますから︑よけいなことばは︑ちりほど

い宝石のようなものでありますから︑よけ

けのない宝石のようなものでありますから

った︒ぼくたちの勝である︒みんな︑また

あぶなくころびそうになった︒﹁︿略﹀︒﹂は

4635339876222872288865

﹂甲﹁そうで

です︒﹂乙﹁かた目なんですよ︒﹂旅人は︑

七787囹 え︑でも︑そんなにくわしくこぞんじで

七786園 のらくだをみたのではありません︒﹂甲﹁

七784園 たしかに︑たしかにそうです︒﹂乙﹁どこ

七784園 よう︒﹂甲﹁たしかに︑たしかにそうです

七771 人は︑思いだすようなふうをして︑旅人﹁

七7611園

七768園 らくだは︑かた目ではありませんか︒﹂

七764囹 ていらっしゃるのではありませんか︒﹂

七7511囹 しておいでのようだが

七751囹 ﹁どこへいったのだろうね︒﹂乙﹁ちょっ
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八44 した︒西洋の子どもだろうなどと︑早がっ

七977 じんのやわらかそうな葉を︑たべていまし

八45 いけませんよ︒いぬでもねこでもありませ

﹁いいえ︑みたのでも︑きいたのでもあ

八45 んよ︒いぬでもねこでもありません︒鳥−

くわしくこぞんじではありませんか︒﹂

のでも︑きいたのでもありません︒﹂ふ

︑らくだがかた目であることを知ってい

﹄と︑たずねるのでございます︒﹂乙﹁そ

くだをにがしたのではないか︒﹄と︑た

い︑どういうことなのか︑くわしく話し

八61 とい黒山の人だかりだったのです︒私も︑

八58

八57

それがまたとくべつで︑そばにすえた小さ

もしれません︒なぜなら︑ほおじろだけし

八54 っているので︑なんだろうとのぞいてみる

八49 うちにかわれるようになったかといえば⁝

八710園

八69

びついて︑じょうずにえさをとったり︑﹁︿

八64 てもらって︑だいじに持って帰りました︒

からにげてきたのではないかと︑思った

八81園 ︑﹁どこの生まれだい︒﹂と︑きいてみ

﹁らくだがびっこであることも知ってい

のらくだがかた目だということは︑どう

八87 ︑鳴きかたのちがいではなく︑ききかたの

かたへもとまるようになったばかりか︑頭

ちいち︑もっともなことばかり︒﹂甲﹁も

八87 ︑ききかたのちがいだろうと思う人もあり

つぶもつっつくようになりました︒それど

うです︒それが麦だということが︑なぜ

八88 ようが︑そればかりでなく︑ほおじろ自身

八66

旅人﹁それはほかでもありません︒道に

八68

なたがぬすんだのではない︒もう帰って

八89 國々のなまりのようなことばをもっている

るかね︒もしあるなら︑ここで︑はっき

旅人は︑うれしそうに立ちあがる︒裁判官

八810 です︒なんとりこうな︑土地にかんけいの

八89 とばをもっているのだそうです︒なんとり

こが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ足

降りの日は︑きらいなのでしょう︒

八811 よけいにピオがすきになりました︒ピオの

八811 知ってから︑よけいにピオがすきになりま

八810 かんけいのふかい鳥だろうと︑それを知っ

︑﹁ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒﹂

をやったときのように︑喜んでたべました

こくるいをやるようにして︑ぬれた草はや

に︑わらが巣のようにふくらんでいて︑そ

ぎのせなかをさかさになでると︑毛がふわ

八910

︑こわいもの知らずで︑なにか氣にいらな

︑とてもむてっぽうなきかんぼうでした︒

八99 くびょうもののようにも思えましょうが︑

八95

うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑

八94 ほど︑すきな︑安心なところはないという

八94 も茶のまほど︑すきな︑安心なところはな

の中に︑わたのようなふわふわした毛が︑

八112

八102

9

ました︒1びきは白で︑あとのは黒っぽい

ろはないというようにIl庭さきにいると

中の毛の中で︑元〆に動いています︒1ぴ

﹂と︑女の子ばかりでなく︑茶のまにいた
のこらず︑じょうぶにそだてたいと思いま

八115

かないで︑いたそうにしていました︒

た草はやらないように注意しています︒

茶う

は︑ふみつけるだけで︑ちっともたべませ

まで︑知っているじゃありませんか︒﹂

らくだは︑かた目でございます︒﹂甲﹁ら

の両手をとる︒むりにつれていく︒

二の
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天40やかな音色会のようになりました︒

のをなくしたばかりでなく︑私は︑ピオの

八255

八253

でかざった︑きれいな四頭びきの馬車が二

もひっそりとしずかになります︒せみの二

れないほどにぎやかに鳴きたてたせみも︑

八468 り︑からだもりっぱで︑なんの不自由もな

八468 ︑からだがじょうぶだとちえがたりなかっ

八467 はありません︒金持だと思うとからだがよ

八466 やすとみつかるものではありません︒金持

八466 が︑ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみ

もらってくるように︒﹂と︑おいいつけ

まちのためにあわれに死なせたというなさ

八263

すめたちが︑正しげに歌ったり︑花つみを

八473 たいと考えて︑幸福な人をさがしにでかけ

八463園

をあけて︑ていねいに生みつけておいてく

八273

︑なにかさがすようになさいました︒それ

八477 ︒ところが︑そまつな一けんの小屋があり

やが

ので︑寒い冬もぶじにこすことができまし

八276

けているのは感心なことだ︒むすめのた

はくちょうがしずかにういていました︒川

八481囹

ノ∩∠−

る︑白いうじのようなようちゅうが︑はい
八2811園

八283

るのは感心なことだ︒むすめのために︑

た︒すると︑あわれにも︑くちばしから血

あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木
八2811囹

うとめいわくしごくなことですが︑せみの

で知るのか︑手ごろな︑皮のうすい︑しる

八333

八308

八291囹

りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の

︒購うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ

八486園

八483園

しもとめていた人だ︒﹂と喜んで︑つか

にわしは幸福ものだ︒﹂王子は手をうっ

も教えてくれたことではありません︒人間

たがさいご︑よういにそれからはなれませ

八349

八349

八334

八334

せん︒五日目二十日目もありません︒五ヶ

は︑二十分や三十分ではありません︒五日

をはなっているようにみえるのです︒この

とした銀の川のような光をはなっているよ

八504

八503 ずしいこじきのようななりをしました︒だ

八498 幸福﹂が︑いろいろな家へたずねていきま

八482囹中にわしょり幸福なものはあるまい︒ほ

ぶさにすがったようなもので︑とりついた

たのさきをじょうずにつかってちぢをのむ

八3410

んかたく︑じょうぶになります︒土の中は

よわしいうじのようなかたちをしています

八374

心356

八3411

て︑なにひとつ不足なことはありませんで

ほどまえに発した光だというわけになりま

いほど︑遠いきょりであります︒さて︑空

ん︒五ヶ月や八ヶ月でもありません︒﹁光

八516囹

八515園

声で追いたてるように鳴きました︒﹁幸福﹂

ちじゃおことわりだ︒﹂と︑そこの家の

は︑﹃びんぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略

八512 ずしいこじきのようなものが家のまえにい

八509 幸福﹂が︑いろいろな家をたずねていきま

八504 ずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした

八522

うちじゃたくさんだ︒﹂と︑そこの家の

八519

八528圏

ずしいこじきのようなものがきて︑にわと

がおそくて︑よういに大きくなりません︒

八531

八522 つたとみえて︑いやなものでも家のまえに
︑まだじゅうぶんではない︒﹂と︑お答

八539囹

たとおりのこがねならば︑わしもつむの
八388囹

うですか︒たしかにそうですが︒﹂﹁︿略

八3810園

の朝から︑たしかにそのようになるでし

八541 ずしいこじきのようなものが︑おもてに立

ば︑わしもつむのだが︒﹂とおっしゃい

かたとで︑いまが夏だということや︑よい

八394囹

たしかにそのようになるでしょう︒﹂み

八378囹

みの子は︑だいたんに︑まっすぐなあなを

八398園

︒王さまは︑大喜びでねどこからとびおき

八548 てくれました︒黄色なたくあんまで︑その

八378囹

いたんに︑まっすぐなあなを地表に向けて

八398圏

八551 いて︑さも樂しそうに書ねをしていました

ちは︑れいのふしぎなかしこさで︑もう大

わばっていて不自由だし︑目もよくはみえ

八3910

がねよりもたいせつであったからです︒﹁︿

八564 砂地の上にまっすぐな足あとをつけてみよ

は︑﹃びんぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略

は︑﹃びんぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略

さっそく︑ぶさいくなかっこうをして︑そ

︑ひめが生き返るなら︑わしはもうこが

八568 えのよりはまっすぐだが︑波うちぎわのか

のまえに立ったように顔をしかめて︑﹁︿略

ぐっとそり返るようにして︑頭をうしろに

八425

﹁ほんとうに幸福な人をみつけて︑その

八525囹

くそのままのしせいで動きません︒やがて

八426囹

のほんとうに幸福なものをさがしてきて

した︒﹁まだ満足ではないというのです

ぶらぜみは︑きゅうに元氣になって︑そろ

八462圏

八458園
ってきて︑にぎやかな音樂会のようになり

みは︑きゅうに元年になって︑そろそろと

す︒なんという意志なことでしょう︒せみ

ら︑自分は﹁幸福﹂だといわずに︑﹁びん

で︑これでじょうずに生きていくのです︒

をのむのと同じように︑しぜんにそなわっ

のために︑りっぱなむこをさがしてやろ

すがったようなもので︑とりついたがさい

っすりねるばかりだ︒ありがたい︑あり

だちが︑いいかげんにすすんでいっても︑

10774174887496297543111010953110763！17

八571 る︒こんどは三どめだ︒しっかり目あてを
八654園

ひどく大きなひなだ︒ほかのものは︑一

いへんみにくいものであった︒親あひるは
くる日はいいお天養で︑太陽は︑ごぼうの

八652
八658

ばきれいな子なのだ︒﹃︿略﹀︒﹄わたしに

八576 と︑みちがえるように︑まっすぐな︑しつ
八576 るように︑まっすぐな︑しっかりした足あ

八671園

などはいえないのだよ︒﹂それで︑あひ

八807 ︒そこへ︑さわやかな空氣と日の光が流れ

八805園

八808 ひるの子は︑きゅうにおよぎたくなったの

八579囹 勉強もそのとおりだ︒﹂とおっしゃった︒ 八666園︑しちめんちょうではない︒﹂と︑親あ
八812園なことを考えるのだよ︒のどを鳴らすか
八585 と︑おもちゃのように小さな汽車が︑けむ
八
6
7
1
囹
こ
れ
は
わ
た
し
の
子
だ
︒
よ
く
み
れ
ば
き
れ
い
八816園 ︑氣がくるったのだよ︒ねこにきいてこ
八588園 あ︑もう一曲がりだ︒みんなその元氣で 八671囹 よくみればきれいな子なのだ︒﹃︿略﹀︒﹄
八819園あの人ほどりこうな人はありはしないか
八595 きなけしきがみえるだろう︒山の上には︑
八671園 みればきれいな子なのだ︒﹃︿略V︒﹄わた 八823園とは思っていないだろうね︒うぬぼれて
八824園よ︒人がしんせつにしてあげるときは︑

八596 空がすきとおるようにすんでいる︒飛行機

八825園ですよ︒あたたかなへやにはいってさ︑
八827園かまいりをしたんだもの︒それなのに︑
八828園
あいするのがいやなのさ︒ほんとうです

八597 きなけしきがみえるだろうと思った︒その

八8210園
るのですよ︒いやなことをいうようだが

んというかつこうだろう︒﹂というと︑

みつきたくなるんだよ︒﹂年よりのあひ

八8210園
なことをいうようだが︑それは︑いい友

にふまれないように︑それからねこに氣

は︑みんないい子だ︒あれだけはしくじ

八8211囹
んなそうしたものだよ︒まあ︑たまごを

八6711園

のものと同じようにおよぐし︑いや︑ほ

八674園

八689囹

八687園

口をいわれるばかりでなく︑にわとりから

八694園

八604 からすむぎはみどりであった︒野原にはか

八603 なかは︑いいお天氣であった︒麦ばたけは

︑先生は︑﹁そうだ︒高いところにのぼ

八609 ごをかえしているのであった︒けれども︑

八703

八5910園

八612 ぎまわるほうがすきであったからである︒

︒﹁︿略﹀︒﹂このときである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ないので︑ いろいろな動物たちからのけも

八831囹だして勉強するのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
やってきた︒あわれなあひるの子は︑立つ

受けた船のほのようにからだをふくらませ

八613 がすきであったからである︒とうとう︑一

八707

︑わるくなるばかりであった︒おしまいに

いって︑顔をまっかにしてやってきた︒あ
八712

いわれた︒親あひるですら︑﹁︿略﹀︒﹂とい

八704

﹁世界は廣いものだなあ︒﹂と︑ひなた

八715

だしてまもないものであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

八706

八6110囹

た︒﹁これが世界だと思っているのかい

おろした︒﹁どうだね︑どんなふうだね

八7310

あいだがら雲のようにたちのぼった︒かり

うちがはじまったのである︒かりうどは︑

にいったよ︒どうだ︑われわれといっし
八743

いってきた︒あわれなあひるの子はきもを
らく︑じっとしずかにしていた︒そのあい

れを自分の子のようにかわいがった︒朝に

しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき
いしたもうけものだよ︒これからはあひ

たべられる︒おすでなければいいが︑ま
﹁じゃあ︑お願いだから口をださないで

かった︒そればかりでなく︑ねこやにわと
八7910園

八794

八791園

八7810園

八783

八763

八7510

八748

八746

八736園

八733

八833園 ﹁どうぞ︑かってにおいでよ︒﹂そこで︑

八621園

八622園 で廣がっているのだよ︒さあ︑みんなぞ
八624園 ︒﹁いや︑みんなではない︒いちばん大
八628園

八625恥いつまでかかるのだろう︒わたしは︑も
八628園 だね︑どんなふうだね︒﹂と︑たずねて

八636園んちょうのたまごだよ︒わたしも︑一ど
八6310園 ︑水をこわがるのだから︑どんなにして
八6311園 のだから︑どんなにしても思いきっては

八641園 きってはいるようにしてやることができ
八643囹 たりして教えたのだが︑だめだった︒ど
八643園 えたのだが︑だめだった︒どれ︑たまご
八644園 ん︒ははあ︑そうだ︑そんなものはほっ
八647園 までだいていたのだし︑あと四五日はす
八648園 れでは︑こかつてに︒﹂年よりのあひる

八652 ひどく大きなからだで︑たいへんみにくい
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こで話すにはあまりにもかわいそうである

冬のあいだ︑どんなに苦しんだか︑ここで

ってしまわないように︑いつも足をつかっ

ってしまわないように︑水の中をおよぎま

鳥のもっているような美しさをもったらな

らやましく思ったのではない︒どうして︑

の美しい︑しあわせなはくちょうをわすれ

もおどろくほどへんな大きな声をだした︒

それをみて︑ふしぎな氣持になった︒あひ
︑水の上を車のようにくるくるまわり︑そ

はくちょうはみごとな羽を廣げ︑この寒い

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる
︒それははくちょうであった︒はくちょう

から︑大きなりっぱな鳥の一むれがやって

が美しくしずむときであった︒ 草むらから

498653321106
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837
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838

の子は︑そのみごとな鳥を知っていた︒そ

た︒どうしてこんなになったのかわからな
︑ほんとうにきれいで︑春の喜びがみちあ

っていた︒美しい春であった︒すると︑と

まりにもかわいそうである︒太陽がてりは

211
5
8
11
そこから喜ばしそうにさけんだ︒﹁︿略﹀︒﹂

八996 ︑水がきれないように氣をつけましょう︒

八991 でした︒よいお天分で︑風もなくあつい日

八985 根をはって育つように︑小石をひろい︑土

八978 朝風にゆられるようになりました︒黄みど

八966 たところには︑べつにしるしをつけておき

八965 て︑むらのないようにまきました︒ひたさ

八957 そい︑白いめのようなものがでました︒こ

八957 うから︑はりのようにほそい︑白いめのよ

八944 林1こう﹂というのだそうです︒やく錨ω

八9310囹にくいあひるの子であったとき︑こんな

八939

八937 たたかく︑おだやかにてらした︒すると︑

口936 ある︒にわとこの木でさえ︑新しいはくち

八935 身のうえになったのである︒にわとこの木

八932 た︒ほんとうに幸福であったが︑すこしも

八928囹︑いちばんきれいだ︒﹂というと︑年を

八921囹 もたちも︑﹁そうだ︒新しいのがきた︑

八915 と幸福をさとったのである︒大きなはくち

八914 身をとりまくりっぽなものの中に︑しみじ

八911 はくちょうのたまごであってみれば︑あひ

八9011 かった︒はくちょうであった︒生まれがは

八9010 ともないあひるの子ではなかった︒はくち

八909 それは︑ぶかっこうなみっともないあひる

口903 ﹁一﹂かわいそうにあひるの子は︑ころ

八898園されたほうがましだ︒﹂そういって︑水

八894園 く近づいていくのだから︑ころされるか

八894囹 いこう︒私のようなみっともないものが

八 ノ、 ノ、 ノ、 ノ、
88 88 88 88 8了
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でてきました︒これで︑もうだいじょうぶ
でみると︑毛のようなものがたくさんはえ
9

いままでぺしゃんこだったさきが︑ふくれ

すこしのあいだだけだと思いました︒
と︑うんかのたまごだということでした︒

う病氣にかかったのだとおっしゃいました
りました︒じょうぶに作ったいねかけに︑

日がよくあたるようにきちんとかけました
じきました︒きれいなお米がでてきました
もみすりをするものではないと思いました
らわすのと同じように︑音の組みあわせも
ますと︑夜のしずかなけしきを思いだしま

あわせも︑いろいろな氣持をあらわします
りあげると同じように︑ことばの組みあわ
て︑これにいろいろなことばをつけてみま
ち﹂など︑いろいろなことばを組みあわせ
ことばの組みあわせだと︑すぐ心にものを
によって︑いろいろな心持をあらわすこと

ると︑ごちゃごちゃになって︑まとまりが
し︑また︑さまざまな情景を写しだすこと
いてみると︑たしかに水の音である︒はじ
と︑たしかに水の音である︒はじめに︑川
とたちさわぐところである︒つぎには︑雨
は︑雨の降るところであった︒それから︑

音をきいているようであった︒つぎに︑風
であらわすというのだからおもしろい︒よ

りしきっているような氣がした︒ただ一つ

がたが︑さかさまに湖の中にうつって︑
九3211国

で︑まえより元〆で︑からだもしっかり
九323国

く物をふいている風である︒風の音よりも
をあらわしたひびきである︒たいこを︑ひ
づけてうち鳴らすのであるが︑いかにも雪

九331囲いれた油絵のように美しくかがやいてみ
九336国ともっといろいろな魚がいたそうです︒
九347團といごぼうのようで︑たこの足のように

さっとふいてくる風であり︑竹やぶを流れ

る人の心は︑どんなにうれしいことでしょ

ますと︑やはりそうであることがわかりま

になって︑いろいろな方法でこのことをし

へんありがたいことだといわずにはいられ

國の人々が︑どんなに高い教養をもってい

國の人々が︑あわれなこの小鳥たちにしめ

一次世界大職のあとで︑まだそのいたでが

の汽車に︑とくべつにあたたかくした貨車

それから毎日のように︑アルプスをこえて

へん寒いあらしの日で︑朝から晩まで︑こ

きました︒さいわいなことに︑そのとき︑

ぶのに六台の自動車ではまにあわず︑さら

した︒﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂

の廣告は︑たいへんなはんきょうをまきお

おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

月の中ごろ︑きゅうに十二月の氣候と同じ

のつばめが︑きゅうに落ちてきたことがあ

も︑けっしてふしぎではありません︒しか

のつばめも同じように︑ヨーロッパの北の

つけてはなしたものだということがわかり

談でもしているようにみえます︒まもなく

をもっていないからであろう︒もし︑きく

景をあらわすばかりでなく︑心持まであら

はけっしてするものではないが︑やはりた

ていた人が︑にわかに目をさます場面を演

もなるのは︑ふしぎである︒しばいで︑ゆ

954107644268511142161658531118
やぶを流れてくる風であり︑町の通りを︑

いていると︑たしかに風の音になる︒とう
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だ一だ

って︑﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で

九587園

九586

︑顔じゅう口のようにして︑にたにたわら

九515園

コドッテコと︑へんな樂隊をやっていまし

は︑またもとのようにふえをふきつづけま

︑ぼくのうちの方だ︒けれども︑まあ︑

﹁おかしいな︒西なら︑ぼくのうちの方

九599

九599

九596囹

九595

九595

はきゅうにていねいなおじぎをしました︒

︑ぎょしゃはきゅうにていねいなおじぎを

は︑きゅうにまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

すと︑男は︑きゅうにまじめになって︑﹁︿

九592園︑わしが書いたのだよ︒﹂いちろうは︑

九5811

り力がなく︑あわれにきこえましたので︑

︑小学校の四年生だろう︒﹂その声が︑

ると︑男はまたいやな顔をしました︒﹁︿略

答えました︒﹁東なら︑ぼくのいく方だ

九508

した︒﹁やまねこなら︑さっき馬車で︑

から水がふえのように鳴ってとびだし︑す

九499園

九347團 ︑たこの足のように一かぶから七本も八

九5010

九3410国 ふえる力の強い草なので︑どんな小さな 九501囹
九3610国 が︑こぼれたように雑草の中にありまし
九514園

九369国恥がわに︑まっかな︑かわいらしい妬い 九501囹 ら︑ぼくのいく方だねえ︒おかしいな︒
九374團 にいくのが︑すきではありませんでした
九515園

九588

九378團 まざさやいろいろな名も知らない雑草が

九517

のたき﹂は︑まつ白な岩のがけの中ほどに

九381団 降ったあとのようにぬれています︒かれ
九382團 ています︒かれ枝ならば︑だれの山の木
九519

ねりました︒﹁南なら︑あっちの山の中

こは︑﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で

九601

九5911

九5911

なじんばおりのような物を着て︑みどり色

︑やまねこが︑黄色なじんばおりのような

こさまのぎょしゃだよ︒﹂といいました︒

九394團 す︒下からどんなに大きな声で話しかけ

九387團︑ひっかけるようにして︑下から力をい

九527囹

九398團︒一ど︑すぎの木で︑根もとからかれて 九523囹
九4211国 くたちはむちゅうになっていもをひろい

九529

九527園︑あっちの山の中だ︒おかしいな︒まあ

り色の目をまんまるにして立っていました

九441国記 の葉を﹁きれいだ︑きれいだ︒﹂とい

九431国 の木の多いところで︑どこの家にも︑二

九446国木の上に︑まっかにじゅくした実がすず

九443国 まで子どものように︑かきの葉を一まい

九441国圖 れいだ︑きれいだ︒﹂といってひろい

九543

九536囹

九5210

かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青

谷川の南の︑まつ黒なかやの木の森の方へ

した︒﹁やまねこなら︑けさまだくらい

九6110
数といったら︑三百でもきかないほどでし

九619ンをはいたどんぐりで︑その数といったら

みんないそがしそうに︑ドッテコドッテコ 九609園
といからめんどうなあらそいがおこって
コドッテコと︑へんな樂隊をつづけていま 九615チしおのはねるような音をききました︒び

九4410団 たが︑いそぐ用事だったので︑先生にだ 九546

九4610團 さん︒蔑しく元氣で勉強してください︒

九469国かいに遊んでいるだろうと思います︒先

九469国 なさんが︑ゆかいに遊んでいるだろうと

九457團 ごとを︑しんけんにやろうと思っていま

九455團 注意を向けるようにといわれました︒ぼ

九453国 リック少年のように︑子どものころから

九5610囹

九563

九563

九552

九549

九548

は︑しゃもじのようなかたちだったのです

︑まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの

九5411

九5410

もじのようなかたちだったのです︒いちろ

ろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼとぼ

道はたいへんきゅうな坂になりました︒．い

九641こがすこし心配そうに︑それでもむりにい
九641うに︑それでもむりにいばっていいますと

九6311囹
おりをしたらどうだ︒﹂やまねこがすこ

九621園
たな︒ありのようにやってくる︒おい︑
九624園
あたりがいいようだから︑そこんとこの
九636︑すこしずつしずかになりました︒みると

九475團 げんよろしいそうで︑けっこうです︒あ

九6410囹
いちばんえらいんだよ︒わたしがいちば

v﹁大きなことだよ︒大きなのがいち
九573

九6411囹いちばんえらいんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九6410囹

九478 ねこ舞﹂ 字はへたで︑すみもがさがさし

九576園は︑ずいぶんへただったろう︒﹂と︑男

は︑いちろうさんだな︒﹂いちろうはぎ

九6310囹
うきようで三日めだぞ︒いいかげんにな
しいこがね色の草地で︑草は風にザワザワ 九6310囹
だぞ︒いいかげんになかなおりをしたら

登りますと︑にわかにぽっと明かるくなつ

九476團 あした︑めんどうな裁判をしますから︑
九486 顔や︑そのめんどうだという裁判のようす

は︑ちょっとしずかになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

九585園

年生だってあんなには書けないでしょう

すると︑そのきたいな男は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九492 できたばかりのように︑きれいにもりあが

九498

九492 あがって︑まっさおな空の下にならんでい

九492 りのように︑きれいにもりあがって︑まつ

九577 向いて︑かなしそうにいいました︒いちろ 九652囹んがおっしゃったじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒
九578 いちろうは氣のどくになって︑﹁︿略﹀︒﹂と
九653囹︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁だめだい︑そんなこと︒せ
九5711 のあたりまでまっかになり︑着物のえりを 九653囹と︒せいの高いのだよ︒せいの高いこと
九654囹︒せいの高いことなんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

〉。

九654園

いの高いことなんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂もう

九655園 あいしてきめるんだよ︒﹂もうみんなガ

九655園 しあいの強いものだよ︒おしあいしてき
九656 いって︑なにがなんだか︑まるではちの巣
九657 の巣をつついたようで︑わけがわからなく
九662園 うきようで三日めだぞ︒いいかげんにな
九663囹 おりをしたらどうだ︒﹂すると︑また︑

九662園 だぞ︒いいかげんになかなおりをしたら
九668園 うよ︒大きなことだよ︒﹂ガヤガヤ︑ガ
九669 ︑また︑なにがなんだかわからなくなりま
九674囹 うきようで三日めだぞ︒いいかげんにな
九674園 だぞ︒いいかげんになかなおりをしたら
九675囹 おりをしたらどうだ︒﹂﹁いえいえ︑だめ

九684囹 で︑いちばんばかで︑めちゃくちゃで︑
九685園 で︑めちゃくちゃで︑まるでなってない
九688 なるほどというようにうなずいて︑それか
九692囹 よろしい︒しずかにしろ︒申しわたしだ
九692園 しろ︒申しわたしだ︒この中で︑いちば
九693園 で︑いちばんばかで︑めちゃくちゃで︑
九693園 で︑めちゃくちゃで︑てんでなってなく
九694囹 頭のつぶれたようなやつが︑いちばんえ
九694園 いちばんえらいのだ︒﹂どんぐりどもは︑

九699 ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

九711だなにかいいたそうに︑しばらくひげをひ
九7110 ︑いかにもざんねんだというふうに︑しば

九725まねこは︑さけの頭でなくてまあよかった
九726というふうに︑口早にぎょしゃにいいまし
九741ぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれました
九763て︑待っているようにとおっしゃったので
九773囹も大むかしのことだが︑貝などをおもに
九778が︑おくれないように歩いていきました︒
九778ていきました︒平らな畑やたんぼの向こう

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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は︑波のおだやかな海のいりえだったの

九884 きわけられたところである︒たかぎには友

九882園

ひとりでたんねんにほっておいでになり

︒又略﹀︒﹂﹁だめだな︑ここは︒﹂﹁︿略

﹁それがよさそうだね︒それではまず︑

からないと︑だめだと思ってやめてしま

略﹀︒﹂﹁ありそうなところって︑どんな

略﹀︒﹂﹁ありそうなところをほってみま

中にいたいろいろな貝のからです︒むか

ッキのたけいっぱいにはいります︒﹁︿略V

九919囹

九918園

九918園

九903囹

九896囹

九896囹

九894園

九894園

九888園

︒しかし︑自分の物ではないので︑それを

九8810圏

九889園

あげるが︑自分の物ではないので︑なおあ

の︒﹂二﹁もういいじゃないか︑そんな話

あいをはじめるんだもの︒﹂二﹁もういい

るうちに︑きゅうにつかみあいをはじめ

いよ︒学校の帰りじゃないか

さあ︑いいかげんにして帰ろうよ︒ね︑

たりが︒﹂五﹁へんだよ︒ふたりとも−

たんだい︒あんなになかのいいふたりが

せよ︒どうしたんだい︒あんなになかの

だ︒﹂やまだ﹁いやだい︒﹂と︑たかぎを

︑これでひきわけだ︒﹂やまだ﹁いやだい

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁だめだよ︑きみ︒﹂111け

やかな海のいりえだったのです︒そう︑

ただのわり石のような物などがたまってい

九934

︒さがしていたすみである︒受けとりにく

﹂二﹁

九947園

︑﹁これ︑きみのだろう︒﹂やまだ︑は

だ︑たしかにそうだ︒先生のところにあ

なにをなくしたんだ︒﹂たかぎ︑ちょっ

受けとりにくい氣持でいるが︑やがて思い
九954

九9411
九955囹

九9410
だろう︒黒みたいだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私は

やまだ﹁じょうぎだろう︒﹂たかぎ﹁なん

おや︑これはなんだろう︒夢みたいだね

︿略﹀︒﹂と︑しずかにおっしゃいました︒

九959園

九958園

ぎの顔をみないようにして︑﹁︿略﹀︒﹂たか

ののかけらみたいなものがあるじゃない
を流し︑顔をまっかにしてほっています︒

かぎ﹁あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑やま

﹀︒﹂やまだ﹁なんだ︒﹂と立ちどまる︒

やないか︒よけいなおせっかいさ︒﹂や

九967囹

九964

九963囹

くだいて作った物で︑つるつるみがかれ

やまだ﹁落したんじゃない︒きみがむし

みが落したボタンだろう︒﹂やまだ﹁落し

九959園

だのわり石のようにみえる物もあります

九9610囹

九969園

顔をみると︑きゅうにまたつんとなって︑
ん土器という種類で︑こんなただのせと

がむしりとったんじゃないか︒﹂と︑ボ

ぎ﹁でも︑あいこだ︒﹂やまだ﹁なにがあ

かぎぶっきらぼうに︑﹁︿略﹀︒﹂ふたりだ

けらがと思うような物ですが︑これはた

九982

九9711囹 ﹀︒﹂たかぎ﹁なんだ︒﹂やまだ﹁首︑いた

九987囹

九9610囹

あってしらべ︑へんだと思う物は︑みなか

︑これはたいせつな物だから︑どんな小

三十分は︑ひじょうにみじかく思われまし

れはたいせつな物だから︑どんな小さな

だんだんいろいろなことを知ってくると

﹁なんだっていいじゃないか︒よけいな
たいなものがあるじゃないか︒﹂先生が

ろにあるのと同じだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

した︒土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステ

だんだんしんけんになってほりました︒

九939

﹁ぼくだっていやだ︒﹂と︑つかまれて

﹁そうだ︑たしかにそうだ︒先生のとこ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁そうだ︑たしかにそうだ︒
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だ﹁なにがあいこだ︒﹂たかぎ﹁じょうぎ

をみつけてやったじゃないか︒﹂たかぎ﹁

﹁だから︑あいこだ︒﹂やまだ﹁でも︑き

つかいたのはだれだ︒﹂と︑首をさする︒

あいこになるように︑もう一つなぐって

﹁だから︑あいこだろう︒﹂やまだ﹁そり

ぎ﹁もうたくさんだ︒﹂たかぎ︑頭をか

に︑﹁でも︑いやだな︑けんかしたあと

う︒たかぎしずかに︑﹁︿略﹀︒﹂やまだ﹁

んかをはじめたんだろう︒﹂やまだ﹁つま

まん話をするもんだから一﹂たかぎ﹁

けまいと思ったんだ︒じまん話をはじめ

がいちばんりっぱだと思うもんだね︒な

っぱだと思うもんだね︒なんだか︑いま

ぎ﹁だいじょうぶだよ︒さあ︑いこう︒

れの一本すぎのそばであった︒ぼくたちは

くきこえる︒きゅうな坂にかかると︑まえ

いっしょうけんめいに登っていった︒まつ

へとびこんだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

と︑なるほどりっぱなスキー場で︑ジャン

﹁あれがスキー場だ︒もうひと息︒﹂と︑

どりっぱなスキー場で︑ジャンプ台もみえ

にもすべりよさそうなけいしゃが︑長くつ

九川3園 ンプをなさるそうだ︒﹂と︑だれかがさ
がすべられるところである︒たちまち先生

ているのがまつ川だ︒私たちの村の用水

寸心−〇

九楢6 て︑それでもう終りであった︒茶人は︑そ
九搦8 樂しんだということである︒ 十二 一ぴ
九伽2 ふくし︑雨は降るしで︑あみもはることは
九伽4 とき︑あみがにわかにゆれました︒くもは
九柵3 星はだんだんきれいに光ってきました︒あ
九欄6 風が思いだしたようにふいてくるので︑あ
九梱1 ︒それは︑みつばちであることが︑くもに
九梱6 らないで︑まっすぐにとんできました︒ブ
九慨3 ︑つなにまかれそうになりました︒ぐずぐ
九慨5 ︑みつばちはだいじな針をだして︑くもを
九榴4 目をつぶってしずかにしていると︑また︑
九榴6園 ︒﹁あ︑こうもりだな︒﹂思わずそちら
六親7 もりは︑ひょうきんなかっこうをして︑こ
九悩3 いがします︒まつ白なばらが︑たくさんさ
九悩7 かしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑
九悩9二 ︒うまいごちそうだ︒﹂くもは︑長い手
九柵6園 きません︒﹁なんだい︑なんの用かね︒
山柵8園 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なんだって︑お月さん
た︒すばらしい早さだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生のか

先生がとばれるばんである︒先生は︑はち

なんという勇ましさであろう︒みんなは思

村までくだりの坂道だ︒林をぬって長いき
︑ほんとうにゆかいであった︒ 十 ちよ

にいった︒﹁どうだ︒この水を飲んでこ

を求めて 十のころであった︒私は父につ
︑いくどもうまそうに飲んでから︑私にい

これは︑名高い泉なんだよ︒﹂水は黒き

は︑名高い泉なんだよ︒﹂水は大きなご

かった︒あまいような︑すずしいような︑

たかと思われるようにつめたかった︒ちょ

の晴れ晴れするような味だった︒﹁︿略﹀︒﹂

うな︑すずしいような︑氣の晴れ晴れする

山縦11 といわれて︑きゅうになつかしくなりまし

山下3米 1﹂﹁わたし一どでいいから︑お月さん

れ晴れするような味だった︒﹁︿略﹀︒﹂泉を

のうまさがだいいちである︒なんとかして
まわって︑うまそうな水や名高いいど水を
つたこともないような︑ふしぎな味が感じ

ないような︑ふしぎな味が感じられた︒層
流にいい泉があるのではないかと氣がつい
︑遠い上流にあるのだとさとった︒けれど
れども︑流れは急流だし︑雨の日も風の日
︑この茶人ほど熱心ではないから︑やめて
し茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑み
りと感じられるようになった︒﹁︿略﹀︒﹂茶

九襯5園 まえのおかあさんじゃないかね︒﹂おか
九襯9園 んとみじかいゆめだろう︒﹂と︑くもは︑
寸劇6 ても︑なんとしずかなくらしをしているの
九襯7 くらしをしているのだろう︒なんとおだや

か︒くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげ

ると︑わらっているではありませんか︒く

花がとんでいくように︒くもは︑とんでい

ちょは︑うれしそうに羽をととのえました
︒それから︑まつ白な羽をひろげたかと皿

九㎜2 ︑ゆめでもみるように思いだされてきまし
九㎜5囹 いと思っているんだけど︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

道で︑父は次のような話をしてくれた︒む

かりの月が︑しずかに光っていました︒﹁︿

からひいてあるのだ︒﹂泉をあふれでた

111

ぎれもないうまい水であった︒そこで︑谷

柵1舶1釦
4 2 1

1010

なは喜んで︑きゅうに元氣をだした︒いよ

111

もうそれはただの水であった︒﹁︿略﹀︒﹂茶

九九 九九九

141141

から追いたてるようにいわれた︒百五十質

そうをしているようだ︒ふもとへきて︑急

ながら︑小鳥のようにおりてくる︒とちゆ
てくるもの︑まじめな顔でやってくるもの
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108

109

109

109

109

110

るものなどさまざまである︒みんなが急停
られる︒そのみごとなすべりぶりにみとれ
プ台では︑じょうずな人たちが︑かわるが
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842

がきこえてくるようだ︒どこからきこえる

と︑なにか︑かすかな盗塁がきこえてくる

らしをしていることだろう︒あみをはり︑

くらしをしているのだろう︒それにくらべ

う︒なんとおだやかなくらしをしているの

丁189きから︑たきのように落ちる雨水︒その下
十192る︒だんだんまどおになる︒﹁ことばの愛﹂
十197 ︒もうあ学校の教室である︒ひとりの生徒

強したら︑どんなにしあわせでしょう︒
十1711園

十142は︑手ぬぐいのようなものをかぶった女の
十152 ンスだって︑きれいなところもあり︑きた
十155うさんがしょうじきにその答をしましたら
十161 ︑思いうかべるようにいいました︒フラン
十163ました︒かしこそうな目つきの少年でした
十177園えたちに話すようなことばが︑思うぞん

＋1312そのいなか町がすきになったのも︑
一つは

＋1310いらしい子どもたちではありませんか︒あ

十3311

十3310 めたりしたのは︑母であった︒佐吉の考え

十336 ︑佐吉のもえるような研究熱は︑どうする

十329園て︑おかしなやつだ︒男のくせに︒﹂豊

十323

十319 す︒自分をえらそうにみせかけたり︑人を

十318 いところを︑すなおに学んでいきたいと思

と思ったのは︑そうではなくて︑つばめが

いる︒風が︑かすかに耳もとをすぎる︒耳

もは︑すっかりらくな氣持になりました︒

しいものを︑すなおに感じとる心を︑われ

十3112 でもいいというような︑無責任な︑ひきょ

十321 いうような︑無責任な︑ひきょうな考えを

十321 無責任な︑ひきょうな考えをもちたくはあ

十322 けがえのないひとりであることを︑ほこる

ことを︑ほこるようになりたいものです︒
とよ

えは大工のせがれだ︒ほかのことを考え

十332 らべつづけていたのである︒村じゅうの者
十334園

十3312 は︑みんなたいせつなものであるから︑ぬ

︒佐吉の考えはこうである︒人間の衣食住

こんなにさまざまな色になります︒﹂10
＋2010聖

顔をのぞきこむようにしました︒こんなに

にしました︒こんなにうるさくついてこら

る︒﹁こんなことでいいのか︒日本のゆ

のは︑なかったからである︒﹁︿略﹀︒﹂佐吉

十367 ちは︑ぬのをみごとに織っていく︑ふしぎ

十361 れも︑まんまと失敗であった︒世間からは

十3512 んに考えぬき︑これならという﹈台の機械

十359 た︒だが︑思うように動くものは︑なかな

十357囹

十356

十353 かれは︑そのりっぱな機械をみて︑感心す

十353 は︑生きもののように動いていた︒かれは

十3412 ない空想になりがちであった︒たまたま︑

十3410 ん織られていくからである︒佐吉の考えは

十346 だをぬっていく横糸であった︒横糸はおさ

十344 ならない︑というのである︒佐吉が︑はじ

十342 りかたをしていたのでは︑やがて︑困ると

十341 れない︒いまのようなぬのの織りかたをし

んなたいせつなものであるから︑ぬのを織

日の生活を︑ゆたかに︑苦しくすることが

十347 右へといききするのであるが︑これを人の

どうしでも︑こんなに親しみをもっことが

十3312

ぜい︑めずらしそうについてきて困りまし

血229をしている︒きれいにたがやされた畑︒田
十245 ︒その流れのかすかな音︒石炭の坑道︒工
十264男の子が︑むちゅうになってかけてくる︒
十266ふたりのうれしそうな顔︒日の光をいっぱ
十267 ︒日の光をいっぱいに受けた︑はればれと
十278 ︑形などを︑こまかにしらべたいのです︒

十348 械の力で動かすようにしたがった︒機械で

いくそばを︑足ばやにかけぬけていって︑

たくりは︑むじゃきな心からでた︑子ども

＋2710
たなどを︑たんねんにみようと思います︒

した︒みあげるように高いプラタナスの枝

い葉が︑毎日のように落ちました︒三人の
︑子どものすきそうなおかしを︑一ふくろ

やったのがはじまりで︑その少女たちは︑

んのそばへくるようになりました︒ひろい

うさんにくれるようになりました︒プラタ

ばへきて︑さまざまなことを話しかけたり

わたしは︑そんなにこわいものではあり
十131園
んなにこわいものではありませんよ︒﹂
十131園

十283 ︒こんな動植物だけではなく︑雪のようす
十289わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑美し
十294か︑なぜ︑このようなあみかたをしなけれ
十304思います︒このように︑なんでも︑そのも
十305をしらべていくような心がけを︑もちたい
十309めに︑いつもすなおな子どもになりたいの
十311わくをかけないようにしたいと考えます︒
十312が明かるくなるように︑できないものでし
十314しい速馬になるようにできないものでしょ
十316る口をいわないようにしたいし︑自分のも

葉が黄色くなるころで︑いなかの子どもに

しいものを︑すなおに感じとる心を︑もち

十3111 とりとして︑りっぱにそのつとめをはたし

もちつづけたいものである︒心がけひとつ

てみると︑こんなにさまざまな色になり
＋2010園

生︒﹁あ︑きれいなにじ︒﹂8村の林の
＋1912囹

ことをしてきたものだろう︒くもは︑そっ

われわれは︑どんなにでも毎日の生活を︑

ある︒心がけひとつである︒心がけひとつ
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＋1212ち
園と同じ年ぐらいな子どもを︑わたしは
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﹀︒﹂﹁えらいものだ︒﹂といってほめた

十367 織っていく︑ふしぎな機械に目をみはりな
十3610囹

十435 一つ一つ︑ていねいにしらべていった︒す
十436ると︑かれはきゅうにとびあがった︒﹁︿略

十376 る自動織機のはじめである︒日本の新しい

十375 つづけられ︑みごとに︑自動織機ができあ

十372 内につかわれるようになったが︑かれは︑

十371 十四才のときのことである︒あくる年から

＋4510
眞珠は︑まがいものであるといった︒しか

十451かにかがやいているではないか︒大きなゆ
十455うリアや南洋の島々であるが︑日本産のも

も眞珠が︑きよらかにかがやいているでは
＋4412

十448はなった︒さいわいに︑赤しおもよせてこ

十4311の眞珠が取れたわけである︒﹁︿略﹀︒﹂かれ

十3612 あやつって︑りっぱにぬのを織ってみせた 十438眞珠が︑光っているではないか︒幸吉は︑
めい
十3612 せたのは︑佐吉の母であった︒それは︑明 十439 こそ氣ちがいのようになって︑雪囲をどん

十378 役わりをはたすことであろう︒ 眞珠

＋4512あることが︑明らかにされた︒そののち︑

眞珠とまったく同じであることが︑明らか
十4511

﹁

十381園 とはできないものだろうか︒﹂一つぶの
十384 ︑海のそこからまれにひろいあげられる︑

ことがわかったからである︒﹁︿略﹀︒﹂それ

十5011は︑くしゃみのようなことをして︑﹁フッ﹂

は︑ダイヤモンドであり︑いま一つは︑
十468囹
十471園光明を太陽とするならば︑作製に失敗し
十481四十分もかかったのではないかと思いまし
十482 いというためばかりでなく︑道ばたにある
十486 ︑妹の氣のすむようにして︑つれていきま
十509 ︑せなかをかくようなかっこうをしました

十384 あげられる︑ふしぎな宝石とされてきたが

十389

知られた御木本幸吉であった︒﹁︿略﹀︒﹂幸

十385 ︑けっして︑ふしぎでもなんでもないもの

十392

十3910 ︑ひとつになるものではなかった︒だいい

十537重いから手に持つのだと︑ませたことをい

＋5110いので︑たべるように︑﹁オハナシシテ﹂

十515まばたきをしたきりで︑そのパンをたべよ

きもとこうきち

十408 り︑そのゆめのような考えをわらった︒ま

み

十387 貝の中に︑砂のような小さなものがいりこ

十386 もなんでもないものであった︒眞珠母貝の

十386 て︑ふしぎでもなんでもないものであった

十398 けば︑成功するわけであったが︑理論と実

十409 りの者から︑どんなにあざけられ︑からか

＋5410こでまた︑いろいろなものをながめるので

たのは︑つまのうめであった︒うめは︑﹁︿ ＋5312が三つほど︑きれいにさいていました︒妹

十414 かわるほどになるのである︒この赤しおの

十4010

十415 てもみなかったことである︒かれは︑新し

十428 どおりに取れるようになったので︑ひとま

十423囹 つけた︒あと半分だ︒﹂幸吉とうめは︑

十422園 なれば成功するのだ︒半分までこぎつけ

十421 て発生した半円眞珠であることが︑わかつ

十418 とさえののしるようになった︒うめは︑い

十552 の心の写眞になるのではないかと︑ふと︑
十556くなりました︒むりに書くと︑自分がほん
十563く成長していくように︑私も︑ここで︑い
十575さきました︒きれいにさきました︒白と︑
十578した︒いまはきれいだけれど︑コスモスは
十601まんまるくてぎれいだ︒おかあさんに︑﹁︿
十621 ︑どうして︑あんなに早くのびるのでしょ
十622音がしたから︑なんだろうと思って︑二階
十429 かく︑世にだすようになった︒この光明を
十4211 吉の心からの助力者であったうめが︑この

＋6412ですが︑狂言はそうではありません︒つぎ

十632舞ったり︑さまざまなしぐさをしたりする
十646味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒能

十651は︑狂言の中の有名なものです︒狂言には
十655よわい人間のしそうなことを︑なんでもや
よくるすをするのだぞ︒﹂といいつけ︑
十664園
といわれるくらいだ︒ふたりとも用心し
十668園
ばへもよらぬことだ︒わかったか︒﹂﹁︿
十669園

＋6612いどくで︑死ぬようなことになってはつま

なあんだ︑さとうだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おくび
＋7012園

十672 ︑顔も向けないようにしていました︒でも
十674にさわりもしないのだから︑自分たちも︑
できてはたいへんだから︑次郎かじゃ︑
十676園
十681それをあいずのようにして︑ぬき足さし足
十693すみに︑だいじそうにしまってあった︑一
︑ どくの﹃ぶす﹄だよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又略
十696園
十698囹て死んでいるはずじゃないか︒それが︑
十698園れが︑死なないのだから︑﹃ぶす﹄では
十698囹だから︑﹃ぶす﹄ではない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
十703かえって︑うまそうなあまいにおいがして
十705園つ︑たべてみようじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒
十707囹みたいていのどくではないから︑かえっ
十708園えって︑うまそうにみえるのだよ︒﹂﹁︿
十708園まそうにみえるのだよ︒﹂又略﹀︒﹂ひき

十716

つぼが︑からっぽになってしまいました
︑

十712びょう者が︑きゅうにいきおいづき︑せん
十714囹は上等の黒ざとうだ︒﹂ふたりは︑かわ

とこのまのりっぱなかけものをひきさき
︑

十7111は︑氣が強いばかりでなく︑わるちえがあ

＋7110
次郎かじゃは︑心配になりました︒太郎か
十722

っそうしかられるじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒
十724園
十727園︑だんながだいじにしているあの湯飲み

ちがむずかしいだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

うがむずかしいだろう︒しかし︑りっ

しかし︑りっぱなコックスは︑いっか
︑いっかりっぱな船長になるだろうよ

じゃあ︑りっぱな整調は︑りっぱな運

ぱな船長になるだろうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

1

十7212 郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑
十732園 りともどうしたのだ︒﹂だんなは︑あっ

十737囹 に︑あのたいせつなかけものを︑あのと
十742 いたくせに︑きゅうに︑にっこりわらい顔

十一42 川口はいいところだ︒近くには小高い丘

をする人になるだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

整調は︑りっぱな運轄をする人になる

たち強い男の子だ︒﹂﹁︿略V︒﹂又略﹀︒

それはぼくたちだ︒三ばん︑四ばんを

20

1

身代をもとのようにしたいものだと︑ほ

ようにしたいものだと︑ほねをおってい

また︑父親のすきなものを買うために︑

つでした︒どんなに病氣がちでも︑父親

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどで

どんなに筆下がちでも︑父親の生きてい

︑金次郎︑これでわたしも︑じゅうぶ

でみると︑りっぱな人になるためには︑

その体格もりっぱになっていきました︒

ったら︑くたくたになってたおれるとこ

わかれないようにしましょうね︒﹂と
︒ふつうの子どもだったら︑くたくたに

園園

十一51 練習していることだ︒川口の子どもたち
十一54 めては︑いろいろな話をしあつて罪しむ

四ばんをこぐんだ︒力まかせに︑長い

うになっているのである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

をこぐ人もいるだろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

v﹁船ばかりではなく︑あの町でも

って︑同じことだと思う︒いいコック

整調が︑りっぱに日本じゅうの足なみ
︑大学のボートだ︒このあいだのレー

20

7

︑

っしょうけんめいに働きました︒そのう

のうちは︑こんなにもびんぼうでした︒

としも作はよいだろう︒

の︑ 息はま白に舞いのぼる︒ よべ

た︒そんなわずかな金がないということ

す︒中には︑正月だというので︑そのう

ると︑例年のことで︑だいかぐらがまわ

いるのではないだろうか︒﹂村の人た

うかしているのではないだろうか︒﹂

医】囹

くもきみに賛成だ︒ぼくは︑父ににた

いの高いりっぱなからだになるだろう

なからだになるだろう︒その体格で︑

スピードで走るだろう︒みるみるうち

りにいるばかりで︑べつに用もないよ

で勝ったボートだよ︒頼んで乗せても
じめた︒まっさおな海は︑太陽の下でわ

遠くとんでいく日だ︒あげはのちょうが

20

8
1210

に用もないようだが︑ボートの向きを
スが大声でいうだろう︒﹃︿略﹀︒﹄それ

もなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑われ
の心をあらうようにきこえる︒おりから
てきた旅人のような氣持のする日だ︒丘
うな氣持のする日だ︒丘の上の草にすわ
てもののほおじろだ︒あれは︑元氣もの
元期もののこがらだ︒あれは︑この村の

21

4
2了

8

ほし

こしぐらいのことだからといって︑ごま

分が呼ばれたような氣がしました︒弟は
︑ささげ持つようにしながら︑席に着き

ふきのとう

光はまともにえんにさす︒

うやまわれるようになりました︒ 四

した︒そればかりではありません︒いろ

、．、圏顧】圏．一

れがう れ し い ん だ よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

かたがじょうずになって︑みんながさ

いちばんりっぱなものだと思う︒﹂﹁︿

生きものみたいに進んでいく︒これこ

いちばんだいじで︑むずかしいのは︑

んり っ ぱ な も の だ と 思 う ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁

のは︑コックスだろう︒さっきから︑

23

4
28

2

いちごがでさかりだった︒おとうさん︑

︑小さなゆりいすで︑その下に︑いつも

くの二年生のときだった︒津軽海峡の海
︒みんなちぢうしで︑ぼくによくなれて

、．、

がりやの小すずめだ︒小鳥たちはみんな
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9
30

4

3

も舞い︑まっさおな海もわらい︑たんぽ
︑いちばん清らかな︑すみきったたま︑
︒働くことがすきで︑一代でりっぱな身

23
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30
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7

みのいうとおりだ︒ぼくらですいせん
︑ぼくらのいやなことなど︑きみはな
︑だいじょうぶだと思うんだ︒﹂﹁︿略

のまにかびんぼうになって︑その日のく

で︑一代でりっぱな身代をこしらえまし
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2

かっているだけではなしに︑いつもそ

はど こ へ い く 船 だ ろ う ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

らしにも困るようになりました︒しかし

25

11
42

5
48

6

うさんと同じように︑ちぢうしをかって

、．

うぶだと思うんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

v﹁大きな船だね︒きっと遠くへい
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十一56 で︑まだむちゅうになっているのである
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に︑負けないように働きます︒日本のこ

かあさんのおすきなライラックを植えま

十一629囹

十一628園

いわなかったのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

き︑なぜすなおに﹃はい﹄といわなか

はいいにくいのだ︒それから︑また︑

十一637

あさ黒い︑おも長な顔で︑考えぶかそう

十一6212白いにくいことばではないか︒﹂九

十一6210囹

った︒あふれそうな乗客にまじって︑ど

しりでもするように車の音をたてて︑あ

で︑考えぶかそうな目をしていました︒

黒い︑おも長な顔で︑考えぶかそうな目

十一638

十一637

けた︒﹁そんなにぶらさがっちゃ︑電

人とがもみくちゃになった︒しゃしょう

ところが︑にわかに病氣にかかって入院

﹁五日置どまえだと思います︒﹂看護

そんなに年よりではないのですが︑外

した︒﹁そんなに年よりではないので

へっれていくようにといいました︒﹁︿略

族の者にかんたんな手紙を書いて︑帰っ

十一642

十一663園

十一6512園

十一6512囹

十一652

十一644

けんだ︒大きな声だが︑雨や風の音のた

う台までいっぱいになってしまった︒そ

います︒そんなにおさないでください

きゅうになごやかな忠直になった︒この

人たちも︑きゅうになごやかな心持にな

中に︑つぎのようなひょう語がかかげら

と思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

十一666園向こうのベッドだ︒﹂といいました︒﹁

十一665

とうむしのように︑

みずすましのよ

みなうまいことばだ︒けれども︑私は︑

た︑子どものようにうなっている者もあ

くりでもしたように︑大きくみ開いた目

には︑死人のようにみえる者もあれば︑

︑少年は心配そうにききました︒看護人

しょうか︒どうなんでしょうか︒﹂と︑

十一668園

十一669
十一681

十一682
十一683

か一これが父親であろうとは︑とても

年のいたわるような声のひびきをきくと

うとでもするように︑すこしくちびるを

あいだうかぶようにみえました︒そうし

と︑感謝するような色が︑そのひとみに

護人をさがすようにみえました︒医者は

かよくなったように思うといいました︒
︑きわめてかすかなほおえみがうかんだ

んだのをみたような氣がしました︒そこ
︑いくらかわかるであろうと思うと︑い

愛

しつかりするようにと病人をはげましま

んだかうれしそうにその話す声に

たむけているようにみえたからです︒そ

っしょうけんめいになっていました︒ 一

たわるくなったりで︑少年は看病にいっ

︑心を休めるような希望と︑胸をこおら

に︑病人はにわかにわるくなりました︒

をこおらせるような失望とのあいだで︑

たいどうしたのだ︒おまえはべつの人

もいくども︑むりにくちびるを動かそう

でもしているように︑いくどもいくども

れば飲まないようになりました︒また︑

を︑少年の手からでなければ飲まないよ

えて︑うれしそうな色を顔にうかべなが

わかりかけるようにみえたことです︒病

は︑まったくだめだといわんばかりに頭

一．．一．一．．

ずすましのように︑ 一つ一つはねる

すらといえるようになった︒太郎は得意

つた︒太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹄ということばだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

やさしいことばではありませんか︒﹂﹁

十一6911

3

﹁やさしいようだが︑なかなかいいに

ないで︑苦しそうに息を続けていました

、．

、、、．

、
80

4

ふははち切れそうになっていました︒た
十一714

にきてくださるだろう︒﹂と︑少年は

3
5
83

6

十一702

ら帰るときのことであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一717園

4

こともあるものだ︒﹂少年は二こと三

退院するところだ︒さあ︑いこう︒ま

っかりじょうぶになったよ︒それで︑

いがおこったのだろう︒わたしは︑こ

はここにいたのだね︒どうしてこんな

いから︑どんなにがっかりしていたか

れていかれたのだな︒わたしはまた︑

園園囹園園園囹園一

了了
了了
了了

6
83

いにくいことばだよ︒﹂あくる日︑太

のは︑田のあぜ道で︑とちゅうに︑かな

なんとかわかるだろう︒﹂少年は︑か

かけでもしたようにみえました︒少年の

が︑わかったようなようすはしませんで

よくしたいものだ︒力をおとさずにい

なかからきたのでございます︒﹂と︑

かがんだ︑まじめな顔をした老人でした

﹂と︑少年は口早にききました︒﹁︿略﹀

に︑母親がどんなにか力をおとしたこと

十一719園

十一722

とめられていたのである︒が︑いま︑友

ぬれねずみのようになって家に帰った︒

十一727

十一7310
十一743園

の橋を渡ったのではないかね︒﹂とた

えはどうしたのだ︒まえからあぶない
わると︑よわ虫だといってわらうので

十一767
十一772

十一7511囹

るほど︑よわ虫だ︒人のいうことに﹃
︒おまえのようなよわ虫には︑ひょっ
と命を失うようなあぶないときでも︑
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ら帰ったばかりで︑ちょうどあなたが

学僧ー91囹

はあんまりへたなので︑耳ざわりでい

十ニー812園

十ニー812園

いへんじょうずになりました︒このあ

しずつじょうずになっていくようです

もあるし︑へたなのもある︒毎晩鳴い

ると︑じょうずなのもあるし︑へたな

かものをいいたげにしました︒また︑や
十一一197園

十一︻196囹

その実をそんなに美しくなさるには︑

やがっておいでだろうと思いました1

﹁やっぱり容易じゃないのですね︒﹂﹁

十二202園とができるようになりました︒﹂﹁︿略

十二211園

雄さんがりっぱな絵かきになるころは

しょうけんめいにけいこしなくちゃだ

十二2010園また︑あのような絵のぐがあればいい

つもえんりょがちにしていますが︑母を

で︑兄は氣のどくだといって︑いつもえ

っても︑いいすぎではありません︒やし

24

23

だけにわかるへんなことばをいっていま
︑民ちゃんは平氣でそこらをはいまわっ

早く︑いえるようにしてやりたいもので

して早く歩くようにしてやりたいもので

いえば一年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

らきといったようなあるふしぎなものを

のを思いだすような︑めばえてこようと

なたにでかけるのだと知って︑おどりあ

じながら︑ゆかいに思いました︒私は︑

人形が同じ名まえであることをわからせ

はいっているものであることを︑はっき

﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がその中に

るの人まねのように指を動かすだけでし
︑二つとも同じ名であることを私にわか

意さに大はしゃぎで︑二階から母のとこ

とうとうじょうずにつづれましたとき︑

たので︑それが母だとばかり思いこんで

三ヶ月まえのことでありました︒この日
︒私は︑どのようなおどろきとふしぎが

きてくださった日であります︒それは一

いいぬをかうようになりましたが︑民ち

たいへんな進歩じゃないの︒﹂わたし

よう︒たいへんな進歩じゃないの︒﹂

四足と歩けるようになりました︒ある日

やんはうれしそうにいって︑その包みを

ているというように︑すこしもゆだんが

いそがしいものだから︑ついしつけが

もなくなるようにしてみせます︒﹂﹁︿

さん︑たいへんな進歩ですよ︒いまに

しに知らせるようになりました︒﹁︿略﹀

用をたさせるようにしました︒はじめは

24

︑これが鳴るんだなと思ってやってい

︑自分のむすこだと思いこんでいるよ
十ニー92園

ので︑耳ざわりでいやがっておいでだ

十ニー87園

はほっとしたようにみえました︒で︑チ
十ニー95圓

︒ほら︑あんなにぼくをみています︒

しっかりするようにとはげましたりしま
十ニー95園

分たちのなかまだなと思ってよくきい

ら︑ときどきむりにくちびるを動かして

吸はいよいよ困難になりました︒夕がた

いよりんじゅうだ︒﹂と︑医者はいい

ご苦心がおありだったでしょうね︒﹂﹁

十二204園

こしもないようにしたいのです︒けれ

十ニー97圓

帰ってしあわせにおくらし︒ほんとう

十二206園

にぎりしめたような氣がしました︒﹁︿略

ほんとうに感心な子だ︒神さまがきみ

十二207園ども︑思うようにいきません︒﹂ズ略

つかなかったりだったのに︑このごろ

とうに感心な子だ︒神さまがきみをま

十二201園

もってくださるだろう︒さようなら︒

十二209園ざくろはこんなに美しいんだろうって

からだをまっすぐに立てました︒看護婦

れほどの手がらだろうか︒﹂といって

十二209園

て︑それをしずかにさしだしました︒干

にさいていだ黄色なやまぶきの一枝をお

十二213園

んなに美しいんだろうって︒﹂﹁︿略﹀︒

うさもないことでございましょう︒﹂

たが︑なんのことだかその意味がわかり
はた

いをたくしたものでありました︒

十二216園さんつけるようになりたいものです︒

十二215園︑美しいりっぱな実をたくさんつける

匿い理想をめざし
いこをすることだ︒﹂文雄はこう考え

そうだ︑けいこだ︒

のだろう︒そうだ︑けいこだ︒高い理

うずになったのだろう︒そうだ︑けい

して︑じょうずになったのだろう︒そ

の心を動かすのだって︑あのピアノの

いままでたんねんに織り続けていたぬの

十二224園
十二225囹
十二225囹
十二226囹

十二233
十一一233

十二233

ました︒せまい家なので︑兄は氣のどく

十二224園

十二2111園

︑こおろぎの巣なんだな︒そのままに

をもっているものだと考えました︒そこ

おろぎの巣なんだな︒そのままにして

っかまえたいものだと思って︑しきりに

これは︑絵のすきだったおじさんからゆ
いい色の絵の

ってもらったもので︑子どもにはりっぱ
つめた︒﹁だめだ︒すこしも立体感が
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から吸しは

かに

をいいたてに

そうよくおなりではありませんか︒は
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ようなあるふしぎなものを感じました︒

な冷たいものの名であることを知りまし

て動いているように感じはじめました︒

すべてをみるようになったからです︒へ

ときの私ほど幸福な子どもを発見するこ

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

ケラーは︑めくらで︑そのうえつんぼで

に︑こんなりっぱな文章が書けるという

とすばらしいことではありませんか︒ケ

十一一465囹

十二468園

十一一466園
十二4610園

はあまりさかんでなかったが︑アジア
パでも︑りっぱな影絵しばいができて

のはとくに有名だね︒牛皮を切りぬい
にしてみせるのだが︑人間ばかりでな
が︑人間ばかりでなく︑動物などもで

ばいをするわけだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

十一一4611園
十二4612園

十一一477園

つと便利なわけだけれど︑絵には絵の

うがずっと便利なわけだけれど︑絵に

生まれてくるのだ︒たとえば︑わざわ

る望みもあるのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十二472園しかたがどんなにちがっていても︑心

十二481囹

十一一4711園

十二481圓

十二484囹

十一一483園

のは正しいものだよ︒こうえんでも教

のうえ︑手がるでおもしろいし︑自分

に︑人間みたいに不平やわがままをい

いことでも本望でやれる︒空をとんだ

ろで人形しばいだが︑これは人間にで

りがひとりのようになって︑勉強をはじ

十二486園

十二482園

をとりかわすようになりました︒ケラー

十一一487園

きるとも︒簡軍な人形の作りかたを教

って︑そのまつ愚なさびしい心を明かる
︑学校にいくようになりました︒もちろ

世界

十二4810園

ん人が動かすんだがね︒日本には︑文

おどりだしそうにみえるね︒﹂﹁︿略﹀︒

ど一﹂﹁そうだね︒おどりだしそう

うな氣がするんだけど一﹂﹁︿略﹀︒﹂

十二558

十二553

十二542

十一一541

十二532

きつづられて有名になったものもあるが

十二556こまれているからである︒傳説には︑正

十二554

えられているだけで︑そういう人たちの

があるためばかりではない︒子どものと

い感じのするものである︒なつかしい山

かたむかないように︑話すときは人形の

﹁ふしぎだなあ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ね

は︑大学をりっぱな成績で卒業し︑はか

︑動きだしそうな氣がするんだけど一

いって︑りっぱな人形しばいがある︒

十二559

うみがあるばかりでなく︑とうといこと

人形が

いっ て い る よ う に 動 く よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁

十一一563

く︑とうといことである︒下説を廣く全
には︑世界に共通なものさえある︒次に

3

人形を動かすんだ︒からだ全体と右手

十二563

と︑よくにたようなのが︑あちらこちら

頭がみえないようにする︒

わけしているんだが︑まゆ毛も︑目も

十二564

のすそからさかさにいれて︑首を着物に

がてんぐのようにとびだすこともある

十一一565

ｪ﹀︒﹂﹁そうだ︒もちろん人が動か

いさんの大すきなじょうるりさ︒あれ

れないが︑ふしぎなことに︑神山のほう

十二571 ときのくわのあとで︑そのとき落ちた土
ゆじま
海の中にある湯島であるという︒ 九十
十二575

十二572

しばいを．するんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

界にいったような樂しい氣がするよ︒

は手でつかうのだが︑そのほか︑指で
︑よくみたものだよ︒あのころは影絵

5了

しい大きな石だんで︑とても人間わざで
︑とても人間わざではない︒昔︑神山の

毛よりもやわらかだ︒その細いやわらか

こりだということである︒ 七 みえな

もかりにいくようになった︒その中にわ

その細いやわらかなものが︑地をうがち
︒おおつなのようなたくましい根が︑深

十和田湖のおこりだということである︒

りの田植えも無事にすんで︑長者の望み

傾いて︑くれそうになってきた︒このと

をながめて︑得意になっていた︒ところ

長者の家の田植えだというので︑里のお

一代二代はいい人で︑よくさかえたが︑

田畑を荒らすようなことはなくなった︒
︒これが湖山の池である︒昔︑この里に

っしょうけんめいであるから︑みるみる

せてやるというのであった︒おには︑こ

きずきあげることで︑もしそれができな
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ました︒このようにして芭蕉につかえな

教えてもらえるので︑これがなによりう

うしの子どもたちで︑どれも身なりはき

﹁やあ︑あられだ︑あられだ︒﹂子ど

も身なりはきれいではないのですが︑芭

られだ︑あられだ︒﹂子どもたちは︑

した︒﹁こんなに降るのによくきたな

うずめられたようなしずかさでした︒そ

き

やはりこんな晩だ︒まあ︑火をたきつ

りは子どものようにわらいました︒

たちは︑じょうずにえい語をつかって頼

まえからたいへんな見物人でした︒時間

みて︑うれしそうに︑えい語で︑﹁︿略﹀

まりかわいい少年だったので︑よくみて

十二792圓ました︒﹁そうだったのかい︒きみた
十二802園トルイス生まれだよ︒﹂こう︑私がた
たたみかけるようにたずねたとき︑少年

て︑胸がいっぱいになりました︒それか

選手は世界的名手でありますが︑私もど

た︒火のでるようなはげしい試合が続き

せん︒ やわらかなボール 五月︑六月

みるからにりっぱな体格は︑小さな清水

手のおよぶところではありません︒それ

ちは︑われるようなはく手をふたりに送

た生きもののようになって︑はねとびま

手はとぶ鳥のようにかけまわりました︒

ほうつかいのようになって︑大きなチル

って︑電光のようなボールをうちだしま

ままおされるものではありません︒もう

まにもころびそうになりました︒相手を
︑送ってやったのであります︒チルデン
りみだしたしせいではありましたが︑や

したが︑やわらかなボールだったので︑

やわらかなボールだったので︑無事に受

いれて持っていくだろう︒手紙を書こう

く︑あらしのようなはく手をおしみませ

いました︒わずかな点のちがいで︑清水

だったので︑無事に受け返すことができ

いれて持っていくだろう︒ふろ場の中で

くんで持っていくだろう︒ことばは︑そ

ことになるばかりでなく︑そのことばが

によくかなうようにしなくてはならない

略﹀︒﹂という簡軍なことばでも︑相手の

よって︑いろいろにその意味がかわる︒

ばならない︒そうでないと︑相手の人に

すによくあうように︑氣をつけて話さな
たもかわってくるであろう︒食事のたび

らない︒ごく簡軍な﹁ありがとう﹂とい
があらわれるはずである︒そうでなかっ
はずである︒そうでなかったら︑ただ口
ことにもなるからである︒どんなたっと

分の生活を軽はくにし︑相手の人をいや
て︑おうむのようにとなえていたのでは
にとなえていたのでは︑そのことばは︑

の中に︑さまざまな氣持をこめているに

ないからねんぶつである︒話すことばは
しかったさまざまなことが︑こまかに︑

なことが︑こまかに︑この文の中にたた
あきこ

︒秋子も同じように︑﹁︿略﹀︒﹂と書いた

た︒太郎と同じ文であるが︑その中にた
太郎や秋子と同じではなかろう︒それは
生活や経験が同じでないためである︒み
が同じでないためである︒みんなが﹁遠
︑やはりこのためである︒しかし︑たた

れにでも同じようにわかり︑同じように

わかり︑同じように通じる力をもってい
︑ひとりがってんでなく︑読み手によく

によくわかるようにくふうすることがた

v

このようにまとまると︑だれで

ることがたいせつである︒文を書くとき

vこんな短い文であるが︑読み手によ

れは文字のおかげである︒ところがこれ
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のことがさまざまに思いだされるでしょ

男や女のいろいろなすがたをあらわして

とも鎌倉時代の作で︑ほりものとして代

の心が傳わることで︑日本はこのような

ら︑こんなりっぱな本ができました︒日

ように︑いろいろな表情をあらわします

ものとして代表的なものです︒ 能面
︑生きもののように︑いろいろな表情を

をほったのは運慶だといわれています︒

うんけい

動物絵巻の一場面であります︒平安時代

うさぎはけんめいにこらえましたが︑た

大和絵でやわらかにかきあらわされてい

安時代の町の風景で︑大和絵でやわらか

あん

がついているからだといわれていますが

らはどれほど便利になったか︑考えるこ

ーズパズルのようにならんだ文字があっ

ちがいます︒四角なあながあいていたり

えに作られたものであります︒夢殿の観

の美しい︑りっぱなほとけさまは︑いま

蒸着がよくわかるではありませんか︒は

のすやきの土人形で︑高さは一メートル

うもごくかんたんで︑形もたいへんよく

見してからのことであります︒ 石器と

ました︒このように︑古い時代のことが

〉。
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︑日本はこのような心をとりいれて︑ど
え ど
ていますが︑そうではありません︒江戸

の人のかいたもので︑浮世絵といいます

の浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑そ

汽

このとおりりっぱなものとなって生まれ

る人との共同作品なのです︒三人がひと

しとげられるものではありません︒

んとかわいい汽車ではありませんか︒こ

はま

れは︑汽車第一号で︑明治五年九月十二
議事

浜間を走ったものであります︒汽車にか

ん小さくなるような氣がします︒

まって︑いろいろなことを相談します︒

ました︒このような歩みをたどってきた

相談します︒平和な國日本を作るために

をこらしてしずかにしている︑子どもた

にとびかい︑歌うだろう︒すみれ︑たん

たちのむれのように︒その︑まだ目にも

えぬかすみのようにたなびいている︑の

ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

いている︑のどかな午前︒どこともしれ

ことを︑知るようなものである︒知識が
︑知るようなものである︒知識が開けず

うき星が出たからだといったり︑あるい
︑ある人は︑幸福なくらしをし︑ある人

は︑たいへん不幸になっている︒漢字で

は他のことの原因であると︑信ずるので

れない︒このように︑道理にあわないこ

あると︑信ずるのである︒原因・結果の

結果の関係の簡軍なものは︑普通の知識
︑学者がいろいろに考えて︑原因と結果

いこと︑まっすぐなことや曲がったこと

よらず︑いたずらに理由のないことを信
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去ってしまうようになれば︑日本の國は
まだまだ進むことであろう︒

ます︒地面は平らなもので︑日や月が︑

地面は平らなもので︑日や月が︑東から
まわっているように思われます︒こうい
す︒こういううぶな考えかたがもとにな
かたつかないようなことが︑目について
きたのです︒熱心な学者が︑だんだんそ

い︑地球が動くのだということを︑明ら

うことを︑明らかにしました︒地は動く

ても︑それは一種ではありません︒自寸

分の説はあやまりであったということに

︑小さな︑しずかな國であります︒美し

さな︑しずかな國であります︒美しいお

は︑鉱山があるのでもなく︑いい港があ
し九
ゅ州
う
︑いい港があるのでもなくき
︑ゅ
わうが

つとも大きな問題でありました︒戦いは

センの生まれた國であります︒世界の樂

げて︑さかえるのであります︒このとき

敗れても︑精神的に敗れない囚縛こそ︑

戦い︑これを豊かな土地にしょうとする

いっぺんの空想家ではありません︒かれ
︒かれは︑科学者であり︑理想を実現す

物のできない土地であります︒これをこ
︑ダルガスのゆめであります︒このゆめ

で︑その第二は木でありました︒ユ！ト
︑切りとるばかりで手入れをおこたった

ん︒その第一は水で︑その第二は木であ

エー産のもみの木でありました︒これな

ありました︒これなら︑ユートランドの

︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続けました︒

のあれ地にも育つだろうと思って︑実際

ロッパ産の農作物で︑できないものはな

林が見られるようになりました︒ダルガ

て︑発見されたのであります︒このおか

たされなかったのであります︒デンマル

の植林は︑みごとに実現されました︒そ

デンマルクの希望であるこの植林は︑み

うか︑ということでありました︒これを
︒ダルガスの希望であり︑デンマルクの
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文句や︑詩の一節であるが︑みな︑りっ
が︑みな︑りっぱな文字で書かれてある
しいかざりのような漸々で︑れんをなが
きくなって︑文字であることがわかり︑
いわれのないことではない︒正月には︑

とびらに︑まっかな紙の春れんがはりつ
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びつけてとばすのであるが︑とぶと︑風
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るのも︑このころである︒やなぎのわた
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てくださらないじゃないですか︒え︑

はい︒たいへんだったでしょうね⁝⁝
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のは︑小路のことである︒どこの家も︑
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へえ：・⁝そんなにしんせつだったの︒

︒見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝
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ランプが︑きゅうに暗くなりました︒

すぐ帰って來るんだから︑きみも來たま

をかきのけるだけだ︒でも︑水がすむま
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じさんは︑絵かきではありませんが︑絵

せんが︑絵がすきで︑それに︑わかいこ

ますと﹁
︑それなら︑ もうすこし大き

らんになっているだろうと︑思ったから
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外韻語であったとお話しにな
ボ チ ャも︑

＋四2412にはいってきたので︑ たとえば︑ラジオ

十四232園この國のことばだったのだろう︒﹂と
十四233園ことばだったのだろう︒﹂とおっしゃ
十四237園ばは︑英語だけではなく︑ほかの國か
十四241園はカンボジア語だといわれている︒そ
十四242園は︑みんな英語だ︒﹂先生のお話を聞
十四244 ︑どうしてこんなにたくさんのことばが
十四244とばが︑いろいろな國からはいってきて
十四245日本語になったのだろうかと︑ふしぎに
十四246ろうかと︑ふしぎになってきた︒それで
十四247園うして︑そんなにたくさんの外國のこ
十四253話から︑ さまざまなことが心にうかんで
十四255あたりまえのことだが︑ なかなかおもし
十四257しく生まれるものであることが︑ 考えら
十四259話が︑ つくれそうな氣がしてきた︒それ
十四2511は︑ 品物からだけではなく︑外國の学問

ても︑自分の身近なものしか見ないで︑

がほんとうのことだとしても︑自分の身

たのは︑ざんねんなことだと思います︒
︑ざんねんなことだと思います︒小さな

氣持までちっぽけなものになってしまつ

本だけが特別の國ででもあるかのように

でもあるかのように考えて︑世界全体を

そういうちっぽけな考えでは︑とても世

本にとってだいじなかたがたです︒あな

がえるほどりっぱな國になっていくので

たに星を見るようにすすめましたが︑中

がたとは︑あまりにかけはなれているた
︒航海術がさかんになったのです︒宗教

いってもいいすぎではありません︒みな

と︑なかなかそうではありません︒あの

くさんの星のむれなのです︒それでは︑

はてしのないものではありません︒博士
かかるほどの廣さなのです︒この廣大な
のです︒この廣大なうちゅうにくらべて
ら見たら︑たしかに︑人聞は︑バクテリ
を計算したりするではありませんか︒こ
けないくらい偉大で︑すばらしいものだ
︑すばらしいものだということができる
んというおごそかなすがたでしょう︒じ
ひきこまれるような氣がします︒まこと
ました︒さまざまな術を発達させました
は︑まずしい学生であったとき︑物理の
けません︒ひくつになってはいけません
ないことは︑なんであるかということも
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わやかな夜明けだろう︒﹂二の人はる

して︑﹁光︑光だ︒﹂四の人﹁光だ︒﹂

四の人﹁きれいな︑きれいな雲ではな

﹀︒﹂四の人﹁光だ︒﹂三の人﹁希望の光

れいな︑きれいな雲ではないか︒﹂二

もて︑ほがらかな調子で︒日々の苦労

な︑きれいな雲ではないか︒﹂二の人﹁

こようと︑平氣じゃないか︒どんなさ

の人﹁おおらかな朝︒﹂みんな﹁おごそ

て︑それが元手にしてくれる︒他人の

んな﹁おごそかな朝︒﹂一の入﹁日本の

︑なんでこんなにほがらかでいられる

こようと︑平岡じゃないか︒どんな暗

んなにほがらかでいられるのか︑それ

なにをしているのだろう︒かれは︑氣が
︒かれは︑氣が氣ではありませんでした

う話してやるのだ︒くちびるに歌をも

わたしたちの朝だ︒﹂三の人﹁新しい世
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た︒それは女の声で︑しかも︑調子もみ

がけなく︑きれいな歌が流れてきました

れてしまったように︑死のしずけさがあ

をおとさないように︑寒さに氣を失って

かぶっても︑平氣で歌を続けていました

んでいきたいものだと思いました︒かれ

せ助からないものなら︑こういう美しい

い声がだせるものだと思いました︒そう

るだけがせいぜいなのに︑こんな暗い夜

いうほがらかな人だろう︒自分なんか︑

んというほがらかな人だろう︒自分なん

よみがえったような平貝になりました︒
︑自分と同じように︑船からなげだされ

もちがわないような歌いかたです︒マッ

7

十四266れ傳わったことばであろう︒ また︑音樂
＋四2610わってきたことばであろう︒ また︑図画

十四271に傳わってきたのだということが想像さ
十四273がはいってきたのだろうかと思った︒そ
十四276園からきたことばだ︒それが︑あまり古
十四278園の日本語のように思われてきたのだ︒
十四278園思われてきたのだ︒﹂とおっしゃった︒
十四286園そうよくわかるだろう︒﹂私は︑なに
十四287しみをもったような聖母になって︑家に
十四293 てあるもののように聞えるかもしれませ
十四294してそういうものではありません︒だれ
十四295 こからでも︑自由に見られるものなので

の足音︑しずかな夜明け︒﹂四の人﹁暗
＋四3810二

やくしゃするようなことがあったら︑ど

十四398園なんとさわやかな夜明けだろう︒﹂二

十四295由に見られるものなのです︒それは︑空
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＋四2910とはしなかったのだろうという人もあり
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のつるは︑しずかにいいました︒﹁︿略﹀
﹁私は︑こんなに長いばかりで︑花さ

光のために︑特別にあたためられると︑

うずのようなもので︑もっと大じかけな
︑もっと大じかけなものがあります︒そ

おこるうずのようなもので︑もっと大じ

になり︑たいへんな早さで回卜するのを

どたつまきのようなものになって︑地面

れとよくにたうずで︑もっと大きなのが

湯げなどのばあいだと︑もう︑茶わんの

までは︑まっすぐにあがりますが︑それ

んとうは︑わかるだろうと思います︒つ

計る寒暖計があるなら︑いろいろ自分で

どんどんとさかんにたちのぼります︒反

きまわらないときだと︑ことによくわか

廣がっているように見えるそうです︒茶
︒しめきったへやで︑人の動きまわらな

つた︑ちりのようなものばかりがのこつ

まかいちりのようなものです︒空晶中に

こってくっつくので︑ もし︑そういうし

るのと︑にたようなものです︒この色に
︑まったくとう明なガス体の蒸氣が︑し

中に︑にじのような︑赤や青の色がつい

やきりと同じようなものです︒この茶わ

むらがっているので︑ちょうど雲やきり

究することのすきな人には︑なかなかお
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す︒ただそれだけでは︑なんのおもしろ

十四491をはなさないように︑こうして元氣をつ
十四599 すると︑
いたずらなはちがいいました︒
十四501よいで行ったように︑やがて︑一そうの
＋四5910園
なたが︑どんなに美しくさいたって︑
十四507
の
話
で
︑
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き
ら
か
に
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た
の
で
す
が
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お
十四602園んなぼくのものだといってもいいので
＋四5010ひびいてくるように感じられるではあり
十四605園かい︑身がってなことはいいませんよ
＋四5010ように感じられるではありませんか︒
十四611囹まいてくれたのだった︒もし︑あの人
十四517園 ら︑おもしろいだろうと思います︒﹂
十四615園ものとも︑簡軍にはいえませんね︒公
十四5210囹 キロもあるような大きなかぼちゃでも 十四616囹
ませんね︒公平にいって︑みんなのも
十四5211園 れは︑花の一部であるめしべの根もと

十四531囹私たち花のものだということはうたが
十四534囹 いへんじょうずに自分のことを主張な
︑全部私のものだと思います︒﹂﹁︿略

十四542園 がたが︑かってに花をさかせたからで
十四543囹

十四549囹 みなさんのように︑明かるい地の上で

十四5411園は︑暗いところで︑土もかたいし︑石
十四553園 のは︑たいへんなほねおりです︒だか
十四559

十四555園やは︑私のものだと思います︒﹂﹁︿略
十四5511囹

十四5511園なに長いばかりで︑花さんや︑葉さん

十四561園︑根さんのような︑特別なはたらきは
十四565囹 ったら︑りっぱなかぼちゃの実にはな

十四561園 のような︑特別なはたらきは︑なに一
十四567園 ところがおすきなようですが︑そこへ
十四571囹 がかれないようにしてあげたのです︒

十四5611園︑手を︒こんなに大きなきずができて
十四572囹 ︑全部私のものだと思います︒﹂つる

十四575 水︑土︑はちたちだということがわかり

十四577園ずいぶんかってなことをいっていまし
十四5712園 と光とをゆたかに送ってやったからで

十四582粘るのは︑葉さんではなくて︑私ですよ
十四586園 ちばんたいせつなものは︑私たち水で
十四594園 ︑いちばんじみなものです︒しかし︑
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ういう︑いろいろなかわったことがおこ
︑いまいったようなばあいばかりでなく

よばれているもので︑三間は海から陸へ
︒これと同じようなことが︑山腹と谷と

くなると︑きけんになるのです︒これと
︒これと同じような二流のじゅんかんが

とのさかいのようなところですと︑畑の

こるかというようなことにも関係してき

のときだけの問題ではなく︑たとえば︑

ぎなもようがなんであるかということは

ます︒このふしぎなもようがなんである

そこだけがとう明に見えます︒このふし

うどさけめのようにたて横にやぶれて︑

いた︑きりのようなものがひと皮かぶさ

をおり曲げるためなのです︒つぎには︑

さきにいったようなもようが見えるので

その光が同じようにならず︑むらになつ

うとが︑いろいろに入りみだれてできて

ところどころ特別につめたいむらができ

かたがどこも同じではないので︑ところ

流れと︑同じようなものになるわけです

い︑そういうふうなじゅんかんがおこり

とよく︑あざやかに見えます︒夕ごはん
︑熱がにげるためだと思っていいのです

なって︑ゆるやかに動いているのに氣が

則なもようのようになって︑ゆるやかに

暗い線が︑不規則なもようのようになつ

そこには︑みょうなゆらゆらした光った

いによくにたものであるという一つの例

く関係のないようなことがらが︑原理の

ちょっと見ただけでは︑まったく関係の

うなばあいばかりでなく︑だいぶようす

642158410109984986111164105211125442110

だ一だ
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＋四7910
うら﹂という簡粗なことを︑知っている

十四769風︵モンスーン︶で︑われわれが冬期に
十四776ました︒この簡軍なことわざは︑木を割
十四783なって︑まっすぐに割ることができなか
十四786もとまで︑きれいにまっすぐに割ること
十四787きれいにまっすぐに割ることができまし
十四792たたいて︑みごとに割っていました︒木
十四794 こむと︑まっすぐに割れて︑けっしてそ
十四798囹ずむほうがもとだよ︒﹂と教えてくれ
九九と︑にたようなものだと思いました
＋四7912
＋四7912 ︑にたようなものだと思いました︒いっ

十四803ごにと傳えたことではないかと思います
十四804祖先が発見したのではなく︑よその民族
十四807うとう一つの眞理だと思われたので︑そ
十四807理だと思われたので︑そのことをほかの
十四808うちに︑あのような︑短くて調子のいい
十四832 ﹁雪國﹂というのであり︑もう一つは﹁
十四833は﹁雪﹂というのであった︒﹁雪國﹂は︑
十四835 ︑映画にしたものである︒雪が降りだし
十四838それをうれしそうに見ている雪起の子ど
十四838どもなど︑時間的に︑じゅんじょをおつ
十四839りあつかったものである︒﹁雪﹂という

ものだ︒このように︑二つの映画は︑ど

うまくいったものだ︒このように︑二つ

とすれば︑たしかに空からの手紙にちが

によって︑はるかに高い天空のようすが

十四9211いた︒かわいそうに︑その子は︑おなか

十四923 ︒おおみそかの晩だというのに︑その子

十四921わからないくらいだった︒寒さがしみこ

足だか︑ひとの足だか︑わからないくら
＋四9112

にえんのあるものであるが︑私はあとの

のも︑ごくささいな感情をひろいあげて
︑同じ心の現われであろう︒﹁智歯﹂の

＋四9310
けでも︑満足したであろう︒女の子は︑

十四931 ︒その子のきれいなかみの毛は︑両かた
十四932は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわり
十四932花かんむりのようにくまどつた︒けれど
十四935うそろとかなしげに通って行きながら︑
十四936考えたことはそれであった︒女の子は︑
十四938見た︒おいしそうなにおいをかいだ︒﹁︿
十四938園﹁あれはやき鳥だろうか︒﹂ひもじい

ることができそうである︒ふぶきのやん

は︑たやすいことではあるまいが︑ばん

きなどもその一つである︒風にあおられ

もすことができたならば︑どんなによか
＋四9412

十四949た︒けれどもだめであった︒両手もまた

十四947を一そのあわれな︑小さな︑赤く︑青

十四942 てみたかったことだろう︒女の子は︑二

十四941女の子は︑どんなにか︑それで火をとも

しにはできるものではない︒野原の中で
︑それをたんねんに写生するのも︑ 一ぴ

かれた︒ふんだんに降ってくる雪の中か
︑それをいろいろな角度からながめてみ

が発見されるように思われる︒たとえば

がめると︑一直線ではなく︑くねくねと

十四952 いううれしいことだろう︒明かるい︑赤

＋四9412
たならば︑どんなによかろうか︒女のド

そらく︑まっすぐに歩こうと思ったので
歩こうと思ったのであろうが︑いつのま
︒どうしてこんなに曲がるのか︒風にふ

十四956きなほのおのように思われた︒これは︑

十四965たく︑いん塗そうにすわっていた︒女の

風にふかれたからであろうか︒足がつめ

十四968なんというふしぎなことだろう︒そのド

立ちどまったためであろうか︒それとも

ろく編集できないだろうか︒同じ題の作

十四969 いうふしぎなことだろう︒その火の光の

十四961喜びむかえるようにおどりあがった︒女
文章は︑どのようにも書きあらわされる

十四956は︑ま法のマッチだろうかとさえ思つた
十四958 った︒そればかりではない︒それがもえ

される︒どのような文章でも︑読む人の

＋四9612
雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかび

向がちがったものであろうか︒雪國でい

と暗い︑寒い夜だろう︒﹂と︑小さな
十四904園

十四974とき︑まあ︑どうだろう︒そのやいた鳥

さきの雪どけごろである︒半年も雪にと

十四841て映画にしたものである︒ただ一ひらの
十四841 ︒ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見る
十四842 ︑まことにきれいな形をしていること︑

十四908 つは︑母親のものだったので︑この子に

＋四9612できた︒雪のようにまつ白なぬのをかけ

十四969かべがきぬのようにうすくなって︑その

十四847あいに︑どのようなけっしょうになるか
十四849度など︑さまざまな條件によって︑雪の

十四917ごにはもってこいだと思ったのであろう

＋四9712いかにも大きな木で︑それが美しくかざ

十四977ずっとよってくるではないか︒ああ︑そ

マッチ

十四8411 ︑よくわかるようにしくんだものであっ

十四917 こいだと思ったのであろう︒そこで︑そ

十

十四8411うにしくんだものであった︒空から降つ

＋四9112かった︒自分の足だか︑ひとの足だか︑

よって書かれた文である︒

十四851どこで︑どのようにしてできたか︑どん

景色を写したものではなく︑雪の一ひら
＋四8310
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十四853ができるというのである︒﹁︿略﹀︒﹂こん
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ッチは︑はなやかにもえあがった︒まっ

っしょうけんめいにたのんだ︒マッチは

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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ずらしく︑ゆかいな樂しいものでした︒

がめると︑まつ白に雪をいただく山々が
︑ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の

すべり出るまつ白なひつじのむれ︑朝風

ートルもあるような羽をひろげた大きな

がふき起ったような音がしました︒なん

はなれて行きそうにしていました︒その

追いでもするように︑とかく家庭教師の

を︑おもしろそうに見ていました︒女の

は︑いつものように散歩に出ました︒ふ

下に︑わらうようにそびえているのでし

の立っているようなけわしい山が︑むら

その上に︑まつ白な服をつけた少女の立

雲のわきたつように︑すべり出るまつ干

︑ひとりは女の子で四つになるかわいい

十五91図圃 水はしずかに吊るると見ればもの

26

十四9811 ︑大空の星のようにかがやくのを見た︒
十四9811のを見た︒たしかにそれは星であった︒
十四9811たしかにそれは星であった︒﹁︿略﹀︒﹂女

＋四9812は
囹いったいなんだろうか︒﹂女の子は

＋四㎜−〇

十四991女の子はねむそうにつぶやいた︒じっと
十四994園
ところへ行くのだ︒﹂と︑女の子は思
十四995ひとりのしんせつな人であったおばあさ
十四995りのしんせつな人であったおばあさんが
十四997 へのぼっていくのだと︑話してきかせた
十四㎜2 は︑いつものように︑やさしく︑しんせ
十四㎜2 さしく︑しんせつなようすをしていた︒
十四㎜3 はもっと樂しそうなようすをしていた︒
十四㎜11
＋四㎜12 と思われるくらいであった︒おばあさん

上へひれふすように︑思わずたおれてし
ばたばたしているではありませんか︒さ
つしようけんめいにわしのせにしがみつ

か︒さあたいへんだ︒どうしたらいいか
をしめつけるようにしています︒だれで
來ていますと︑急に目の前へ︑大きなわ
でした︒さいわいにその勇ましい少年は

へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

下へ落ちないように︑その上帯をかたく
羽ばたきも苦しげに︑しだいしだいに︑

の方へ落ちるように舞いおりて行きまし
でもとまろうものなら︑それこそたいへ
り落されないものでもない︒一こくも早
もいいから︑安全な場所へおりなければ
さがしているような氣持で︑少年は︑と

行機乗りが︑安全な着陸地を上からさが

﹁だいじょうぶだ︑安心しておいで︑

点かなにかのようにしか見えなくなって

ずん︑落ちるように︑下へ下へとおりて

囹

荷をふり落すように︑ある岩角のすこし

ひつくり返すようにするいきおいで︑ば

くる英ゆうのように︑このたけだけしい

下羽が︑綿のように一面にちりました︒

風をまき起すようにして︑少年の周囲を

を後にかばうようにして︑すこしあとず

どそこに︑手ごろなとがった岩のかけら

それからは︑必死にとびかかる忌わしと

白い羽が雪のようにとびちりました︒そ

いままでむちゅうになって少年目がけて

空中をころぶように︑くるくる舞いをし

グフラウのまつ白な山までも︑朝日の円

くのためにも必要な方法である︒それで

よって︑いろいろな考えを表わした︒ま

めにも必要な方法である︒それで大昔に

なり︑今日のようになったといわれてい
︑いまいったように︑はじめ︑事物の形

つしてできたものであるが︑それに線を

とかいう字の起りである︒木は︑もとも

から発達したものであるが︑形のないも

もした︒このように︑日本では一つの漢

カイ﹂というようにもとの中國の発音に

千七百年ほどまえであるが︑日本では︑

とかいう字はそれである︒また︑それま

4

十四研1 あさんが︑こんなにせいが高く︑りっぱ
十四梱2 いが高く︑りっぱで︑美しく︑そうして
十四棚3 うして︑しんせつに見えたことは︑いま
十四棚4 までなかったことであった︒おばあさん
十四梱9 つた︒うれしそうに︑証しそうに︑上の

十四齪6

十四簡9 そうに︑射しそうに︑上の方へ︑地面か
十四撹1 ばへ行くかのようにのぼって行った︒小
十四撹4圓 ︑﹁かわいそうな子だ︒あの子は寒さ
十四撹4園 かわいそうな子だ︒あの子は寒さでこ
十四撹4園 こごえ死んだのだ︒﹂といった︒けれ
十四湿5 ︒けれども︑そうではなかった︒人々は
の晩に見たふしぎなまぼろしを知らない

十四醜6 うしを知らないのだ︒人々は︑その子が
︑その子がどんなに幸福に︑神さまの樂
十四湿7

十四撹7 子がどんなに幸福に︑神さまの樂園の中
十四湿8
るかを知 ら な い の だ ︒

十五了2図圃 うしはしずかにおのおのの大きな耳
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を表わすのに便利なかたかなや︑ひらが

4

はかたかなのように漢字の一部分をとつ

﹂などと書くようになった︒ひらがなは

とって作ったもので︑たとえば︑﹁江﹂

なを作りだすようになった︒かたかなは

4
5
6
7
8

6

4
1

6
2
3
4
5
6
7
12
3
4
8
エ2
3
8
9
12
5

1

1110

3
1212
3
4
8

1110

855

だ一だ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
39 39 39 39 39 38 37 37 37 37 3了 36 36 36 34 34 34 33 32 32 31 31 30 30 30 30 29 28 28 2了 27 27

十五469園

十五467園

まのかかるもので︒﹂プリンタリーは︑

ねだんのあまりに安いのにおどろいた

﹁はい︑さようでございます︒﹂﹁︿略

焼物であったからである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十五556 うしてつぎのように語った︒﹁まあ︑そ

十五554

十五553

十五551

ド博士は︑職孚中で費用が思うようにつ

版してもらうことで︑恩師ジョルダン博

は︑まんぞくそうに赤絵のはちをながめ

十五557囹

十五557園

十五557園

むだになるようなわけだが︑それはそ

おたずねもむだになるようなわけだが

ようなありさまで︑せっかくのおたず

まあ︑そのようなありさまで︑せっか

十五465

十五398 一部分をとったのではなく︑たとえば︑
十五399 ﹁仁﹂というように︑漢字の全体をくず
十五472園

十五473

ばかりまえのことである︒佐賀はん主は

十五558囹

で費用が思うようにつかえないことにつ

十五39！1 とうに大きな発明で︑このかなのおかげ

十五477

他にもれないように︑保護されていた︒

十五558園

が

十五484

そのしごとも簡軍にできあがるものでは

︑むずかしいことであった︒今右衛門は

十五4810

十五487

十五5510園

をしていたものだ︒そのころ日本をた

さ

ら作りだしたものである︒かなは︑日本
＋五3910

十五401やすくしかも自由にうつすことができる
十五402 ことができるようになった︒あの有名な
げんじものがたり まくらのそうし
十五402なった︒あの有名な源氏物語や枕草子
十五403 って書かれた作品である︒しかし︑いま
十五405に漢字をてきとうにまぜるのが︑文章の

なるようなわけだが︑それはそれとし
ろくめい
ることがさかんなときで︑鹿鳴館とい
ろくめい
がさかんなときで︑鹿鳴館というクラ

にできあがるものではなく︑白く焼ける

十五5511圓

十五4810

しかし︑このような美術品を買い求める

＋五4010かわれている文字である︒ローマ字は︑

十五496

もっているようだが︑その一つに日本

い関係があるのだが︑きょうは︑はる

力山がく会会員であった私がはじめて
十五563園

これはまた意外だ︒じつにめずらしい

十五562園

﹁よし︑どんなにお金に困っても︑ど

十五572園

十五568囹

こんで來たものだ︒それなら嚢の写眞

十五5512囹

十五508囹

っても︑どんなに苦しんでも︑この赤

十五598園

を買い求めるようなものは︑ほとんどい

十五411まえにいったように︑その大もとをたず
十五412文字から出たものである︒このエジプト
十五415 って︑現在のような形になった︒ローマ
十五416れるのもそのためである︒ローマ字は︑
十五417 ︑全部で二十六字である︒この二十六字
十五508園

けられていろいろな焼物を集めた︒また

十五599園

してあったりっぽな自動車に︑ためらう

十五5911園

十五497

なくてすむばかりでなく︑発音のこまか
十五4111

十五5012

していたあの有名な﹁ちょうるいずふ﹂

社をわが子のように︑だいじに胸にだい

つた︒ただわずかに外二人がこれに目を

＋五4112く︑発音のこまかなところまで書き表わ

十五541

というしあわせ者であろう︒博士は︑し

十五601

十五499

十五421字は世界的の文字であるから︑日本語が
十五422に親しまれるようになるであろう︒ 日
十五422まれるようになるであろう︒ 日本語の
十五427 のどこに︑こんなに三種類も四種類もの
十五429く︑もっとも簡軍に書き表わす方法がな
十五429す方法がないものであろうか︒私たちは
︑﹁美しい赤色だな︒あの︑ニューヨ
十五437園
いま
えもんやき
れは今右衛門僥じゃありませんか︒古
十五442園
十五445 vと︑じょうずな日本語で話しかけた
めい
十五451かけて︑辛しそうに語りだした︒話は明
十五457たどっていくようになった︒ハギンスの

十五543

︒博士は︑しずかに歩みよる私が手にし

十五603

十五523

十五516

あったころのことである︒そのころ留学

二大職がたけなわであったころのことで

ふでになったものである︒主人は︑新し

十五583囹

十五581囹

十五5711園

十五5710圏

十五574園

リシア語の先生で︑かれは私の日本語

はおやすいご用だ︒そのかわり日本語

ころ︑もう熱心なクリスチャンになつ

なかなかの人物だったよ︒そのころ︑

十五584園

十五584園

をなした新島裏だよ︒﹂自分から話し

先生というわけだが︑かれこそ︑のち

した︒ものずきな私は︑それはおもし
十五523

士をたずねるようにとおっしゃった︒と

たちへのていねいなしょうかい状をくだ
ワシントンと無事に旅を進めて︑カーネ

十五586

ていられるようすだった︒

にいじまゆずる

十五533

暑い眞夏の日の朝であった︒目ざすりっ

十五591園新島のおじさんなら︑私はよく知って

でしごとはやめだ︒さあ︑うちへ行こ

が︑ことばみじかにその関係を物語る私

新島先生

十五534

強い声に︑しずかに室内にはいった私の

しや

十五595

た︒目ざすりっぱな博物館に自動車を七
亡しん士のすがたであった︒学生時代か

十五539
十五5312

十五535

十五5211

十五529

山の高さも不明であった︒そこで︑山

＋五4510 ︑そのころのことであった︒ある日︑ブ

十五544

館をたずねたおもな用事は︑世界の学者

いすをすすめるのであった︒私がこの博

た私がはじめてだろう︒そのときは︑

十五463らしいものばかりであった︒ある小さな

十五5411

十五5410

だすことにしたのである︒﹁︿略﹀︒﹂これ 十五562園

十五465こともないみごとな焼物であったからで

十五4912

十五465ないみごとな焼物であったからである︒

V。
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十五832園

十五824

十五823

十五8012

のの肉や︑ふしぎなくだものを︑水がめ

きた大様間のようなものがあらわれます

どそのころは眞夏であったので︑博士の

十五8311囹

十五835園

十五833園人たちは︑だれだろう︒﹂光﹁あれがこ

て︑うれしそうにしているふとった人

ルチル﹁あんなにうまいものをたくさ

しく思われるようになることをいのりま

＋五7012囹
は見えないようにおなりになったので

十五832園

たふたり︑しずかに食事をしたが︑平和

十五8312圏

恕すべて兄弟姉妹である︒それで︑世界

のだから︑人種的な区別など︑あるべき

愛する子どもなのだから︑人種的な区別

その愛する子どもなのだから︑人種的な

たせたいのが念願である︒神の目から見

というだけのことで︑それによって兄が

十五851園

十五849園

十五848囹

十五844囹

十五842園

ぶんうれしそうな︑幸福そうな顔をし

しをわすれたのじゃないかな︒あのと

なあ︒うまそうだなあ︒私よりよっぽ

かにもうまそうだなあ︒うまそうだな

それに︑あんなに肉がある︒ちょうつ

﹁なんてきれいなおかしでしょう︒﹂

十五841囹︺はわるくないんだよ︒﹂ミチル﹁なんて

うな︑幸福そうな顔をしているなあ︒

しをわすれたのじゃないかね︒﹂チル

つちを見たようだ︒﹂とうとう﹁いち

十五855園
十五856囹

十五856囹
いてくださったのだ︒私は︑停車場まで

十五859囹

にきょうのゆかいな会見のてんまつを傳
は満面ににこやかなわらいをたたえなが

十五862囹

いと︑かんじんな用むきをわすれてし

よぼうというのだろう︒それを受けて

そのいい人たちだからね︒きっと︑お

えて︑たいぎそうに︑子どもたちの方へ

十五863囹

十五8512囹

十五8511

人間にとって眞実であるものは︑他人に

で︑なしのようなおなかをしています

地所持の幸福﹄で︑なしのようなおな

十五874園︑この中のおもなものをこしょうかい

だよ︒ていねいに︑しかしきっぱりと
十五876園

十五869園

十五869園ばならないものだよ︒ていねいに︑し
をしたり︑みょうな身ぶりをしてはなら

十五876園

っていきますように︒そう思いながら︑

こしてきたばかりでなく︑実際は︑たが

十五8711園

十五8711園

十五877園

ふたりはふたこで︑ふたりとも︑足は

をたべる幸福﹄で︑ふたりはふたこで

とおり︑りっぱな︑ふくれあがった顔

十五877園よえいの幸福﹄で︑このとおり︑りっ

なさんに︑はるかなあいさつを送り︑あ

あいができるようになったのは︑われわ
︑われわれが最初であります︒それ以前

の上で︑いろいろな國の人々の間に︑工

っても眞実だからである︒人の心をひく

人にとっても眞実だからである︒人の心

つた日本語の一つだといわれた︒ 五
︑みかたができるだろう︒ひとりの人間

く略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

からわいてくるのだ一と︑テーブルを

るいものばかりだけれど︑人はわるく

の人たちは下等でもあり︑たいていは

る﹃幸福﹄どもだよ︒どうもあんまり

いことはみな同じであって︑そこになん

その性質がどんなにちがっていようとも

1195321109876109647121110101096321187

十五603のように︑だいじに胸にだいてはぐくみ
めいじ
十五605 ︑明治二十年置夏であった︒当時︑母校
みつ
十五608はかなりひんぱんであった︒ふつう﹁満
たりを︑声高らかに読みあげられた︒ち

十五718さんは︑昔のように私をひざにのせた︒
十五727なかった︒しずかに頭をさげた︒ビッツ
十五735園れ︑このとおりだ︒﹂といって︑日記

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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＋五6010のいたずらざかりであった︒ことに︑長

十五611わがままいっぱいにふるまっていた︒新
十五616おじさんがどんなにえらいかたであるか
十五616んなにえらいかたであるかを知らなかっ
十五624園と行くのがいやなのか︒なに︑そうじ
十五624囹か︒なに︑そうじやない︒ではどうし
十五625囹ではどうしたのだ︒なにが氣にさわっ
＋五6212囹
はほこりだらけだから︑行くのはいや
＋五6212園︑行くのはいやだといっているのです
十五6311園
う︑これでどうだ︒おじさんのように
十五6311囹
おじさんのようにきれいになった．ろう
十五6311園のようにきれいになったろう︒さあ︑
十五642 すぐ︑
小鳥のようにとびだした︒﹁︿略﹀

十五643園かわいいぼうやだな︒﹂おじさんとお
＋五6410＞︒と
﹂︑にこやかにわらいながら私によ

十五661 の次には︑りっぱなむしゃ人形にそえて

十五659 車のついたみごとなおもちゃを私に送っ
十五673 の日曜学校の生徒であった私は︑そのク
十五678 い新島のおばさんだった︒そのなつかし
十五679 らは︑たまのようななみだが流れ出た︒

十五681 たたけというように︑しゅもくがそえて
﹂といい

﹂とよびかけそうであった︒﹁︿略﹀︒﹂お

うんで声さわやかに﹁︿略﹀︒﹂とよびか

十五6810園 どんなにか喜ぶだろうに

十五6810園 いたら︑どんなにか喜ぶだろうに
十五694
十五694

十五698 がかざられてあるではないか︒ああ︑新
十五6910 ってくださったのだ︒手紙のたびごとに

十五6911 れたのもそのはずだ︒いまその認証の主
十五701 の声は聞えないのだ︒暗い心になって︑

80
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十五881園いという幸福﹄で︑みんな魚のように
十五881園みんな魚のようにつんぼだし︑﹃なん
十五881園のようにつんぼだし︑﹃なんにもわか
十五883囹こうもりのように目が見えない︒この
十五884園るという幸福﹄でね︑ふたりとも手は
十五885囹手はパンのしんだし︑目はもものジャ
十五887囹﹃はちきれそうなわらい﹄で︑口は耳
十五887囹そうなわらい﹄で︑口は耳までさけて

十五9512園

十五961園

たくさんいるのだろう︒﹂光﹁もっとも

くさんいたものだよ︒それを︑﹃ふと

十五962囹目にあわせたのだよ︒﹂チルチル﹁でも

十五齪10囹

十五醜8園

を愛する幸福﹄で︑ねずみ色の着物を

い空氣の幸福﹄で︑ほとんどすきとお

﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の
︑﹃森の幸福﹄で︑みどりの着物を着

十五醜11囹すこし悲しそうにしているのは︑だれ

十五965園︑幸福はあるのだから︒けれども︑ふ 十五醜12園
十五966囹 つけられないのだよ︒﹂チルチル﹁小さ 十五鵬1園

十五971園

十五969囹

十五968園

から出て來たのだろう︒だれなのだろ

かわいらしいのだ︒どこから出て來た

こっちを通るのだから︒ほかの者にま

光﹁むだなことだよ︒私たちに用のあ

十五鵬10園

十五榴9囹

十五鵬8園

十五鵬6園

十五鵬6園

十五鵬4園

日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅうの王さ

あんなにきれいなの︒﹂幸福﹁ええ︑え

いつでもあんなにきれいなの︒﹂幸福﹁

︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら光る青い

十五鵬3軒置ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモンド色の

十五972園

のだろう︒だれなのだろう︒﹂光﹁あれ

十五968適うよ︒﹂光﹁むだなことだよ︒私たちに

十五972囹

ろう︒だれなのだろう︒﹂光﹁あれは﹃

︑﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつ

の神さまのような︑金ぴかの着物を着

てよりもりっぱで︑おともに﹃星の出

十五972囹

十五鵬12園

たをしているのだろう︒なんてかわい

十五塒11圓

十五塒6

十五餌7園

十五掴6園

の大きな喜び﹄で︑不正がしかえしさ

いのは︑﹃正義であることの大きな喜

十五価1 て氣ちがいのようにはねまわります︒チ

十五悩10

るのは︑﹃善人であることの大きな喜

ぼくこぞうのようなのが︑聞きとれない

でいっとう快活なのです︒それから︑

ち︑﹃むじゃ氣な考えの幸福﹄です︒

ために︑きれいなむらさき色のマント

十五889 ︒﹂﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をか
十五892囹こしひねくれ者で︑子どもさんたちに
十五906囹い出した︒だれだか︑いっかそんな話
十五908園はうまくない鳥だそうじやないですか

十五973囹子どもの幸福﹄だよ︒﹂チルチル﹁話を

十五979園

服を着ているのだろう︒このへんでは

十五鵬12園

の大きな喜び﹄で︑いちばん幸福なの

兄弟ぶんのようなものですからね︒そ

十五9711囹︑みんなお金持なの︒﹂光﹁なんの︑こ

十五鵬3園

︑いちばん幸福なのですが︑いちばん

十五餌1園

十五981園︑ずっと多いのだよ︒﹂チルチル﹁どこ

十五9710囹

う時間がないのだからね︒あの子たち

のに見えるものだからね︒﹂チルチル

十五鵬3囹

やることがすきなのですから︒そうい

十五 5囹

十五989園

わかっているのだからねえ︒それにあ

十五塒4園

そのもののように︑みじめなものにな

話はできないのだよ︒﹂チルチルはね

にをしているんだ︒﹂パンロにいっぱ
十五9211囹

十五9810園

時間がおしいのだよ︒なにしろ︑子ど

十五鵬7囹

ように︑みじめなものになってしまう

いの︒﹂光﹁まだだよ︒あれは︑歌を歌

十五932囹チルチル﹁なんだって︒なまいきなこ
十五932囹って︒なまいきなことをいうな︒なに
十五939圏を待っているのだ︒おことわりはでき

十五991園は︑ごく短いのだからね︒﹂また︑も

十五985園

とりまいて︑陽氣なおどりをします︒幸

十五9812園

い︶きみはだれなの︒﹂幸福﹁きみ︑ぼ

十五鵬8囹

十五976囹

十五9311︑
囹いやでも幸福にしてしまおうじゃな

十五998園

ル﹁おや︑そうなの︒ぼく︑わかった

十五髄9囹

十五975園

十五9311に
園してしまおうじゃないか︒﹂ふとつ

十五梱3園

でつまっているじゃないの︒ぼくたち

十五908園くない鳥だそうじやないですか︒とに
十五916園目がまわるようだ︒﹂チルチル﹁それが

十五941 ︑﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこ
しなさい︒いまだよ︒﹂チルチルは︑﹁
十五943囹
十五944 ﹁光﹂のいうように︑ダイヤモンドをま
十五944す︒舞台は清らかな︑ごうごうしい︑ば
つともないざまだろう︒みんなどこへ
十五947園

十五棚12園

わかい女はだれだね︒﹂こんな話をし
＋五9112園

十五949園 ︑なんてきれいなところだろう︒どこ
十五949囹きれいなところだろう︒どこへ來たの

十五湿4園

十五柳5園あっていたものだから︑すっかりくさ

十五欄7園

にも聞えないんだなあ︒まず第一に︑

十五佃3園 にいる人︑だれなの︒﹂幸福﹁あれは︑

しい︑天使のようなすがたをした者が︑

十五獅3園︑いったいなんだい︒﹂幸福﹁なにさ︑

﹁このらんぼうなやつ︑いったいなん

ところにいるのだよ︒ちがったように
十五9411園

十五皿6囹ぼくは︑きれいではないが︑いちばん
ちばんたいせつなものです︒こんどあ

十五価2囹

十五9411園︒ちがったように思うのは目のせいで

十五皿7囹

十五994

十五951囹ことができるのだよ︒ダイヤモンドの

たことがないんだってさ︒︵ほかの﹁

十五952囹福の精を見るのだよ︒﹂﹁ばらの目ざめ
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＋五佃11園 よを向いたままでいるの︒﹂幸福﹁いま

十五鵬8囹 をかぶったままで︑ちっとも出て來な
十五価9囹

十五橋9園
おかあさんなのだからね︒おまえたち

しいおかあさんなのだからね︒おまえ

十五幡9囹

十五柵8園

十五備5囹

してくれるそうだね︒でも︑なんで︑

いへんしんせつにしてくれるそうだね

﹁あの人︑だれなの︒﹂チルチル﹁光さ

十五価10園覚えて︑だいじにすることをわすれて

十五鵬1園 でいちばん純潔なものでしょう︒﹂幸
十五㎜5園 ︑ずっときれいだもの︒﹂母の愛﹁そり
十五㎜7園 ることはないのだからね︒そのうえ︑
十五m11園に︑このきれいな着物は︑まあ︑なん

六㎜4

ターヘルアナトミ

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

ターヘルアナトミア ︹題名︺ 一

十二麗4 オランダのターヘルアナトミアという人

ア

たい﹁これは︑まださしあげたことのな

﹇鯛﹈︹話手︺4 たい

体のことを匿いりで説明した本を︑
たい

い︑おいしいごちそうでございます︒﹂

四佃6
六964

なんで︑あんなに顔をかくしているの

六966 たい﹁このあいだから︑つりばりをのどに

十五冊9園

あなたは﹃光﹄なんですね︒私たちは

﹇体﹈←ガスたい

＋五㎜12園 らえたの︒きぬなの︑銀なの︑それと

十五柵6園

のわかる喜び﹄でございます︒私たち

たい

いでよ︑いい子だから︒﹂

七

最後の

た︒うれしいような︑樂しいような︑悲

とロつ

十五槻4

うな︑悲しいような門並をだいて︑この

うな︑樂しいような︑悲しいような氣持

さ

十五槻4

十五槻4

たい﹁なにかご用でございましょうか︒﹂

十五柵8園

ることの喜び﹄でございます︒私たち

たちがこわがるだろうって︑心配して

十五柵11囹

は︑それは幸福なんですけれど︑やは

﹇隊﹈δがっしょうたい

﹇対﹈←じゅういちたいじゅう

を︑知らないのだろう︒︵ほかの﹁︿略

十五柵11園

たい

たい

あの大きなたいをつってみたいのです︒

十五帯3囹

十五帽12囹

のを見る喜び﹄でございます︒私たち

たいだけは︑病氣でねておりますので︑

十五備12囹

＋五相12園 がそんなお金持だとは知らなかった︒

十五佃4園私たちは︑幸福なのですけれど︑干た

十五佃3囹

なないているのだな︒でも︑どうして

つでもしんせつにいたします︒﹂﹁物の

六824囹

＋五柵12囹 ︑それとも眞珠なの︒﹂母の愛﹁いいえ

十五麗6園 にも見えないのだからね︒母親はだれ
十五麗8囹 ときにはお金持なのですよ︒もう︑び
十五襯8園 もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ

十五㎜4圏

よ︒みんな元氣で︑この学校を愛して

六941園

＋五m12園 ︒きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠な

十五皿11囹 ばん美しい喜びなんですよ︒それに︑

十五柵9園

い︑せつない氣持であった︒受持の佐藤

十五備9園 いるときのように︑しごとをしないの
十五餌1園 つだってこんなに白くなって︑光がさ
十五桝3囹 ルチル﹁ふしぎだな︑おかあさん︒声

十五倣11

しくしなかったのだろうと︑ざんねんに

ろばたたいいももち

﹇鯛﹈︵名︶9 たい

それでは︑たいをちょっとここへよんで

たいののどから︑つりばりをとっておや

いたい︑いたいとないていた︑たいも

このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

かつおなどをたべました︒

十二984

喜び︑おめでたい︒

六984圏圓

り︒

六9610園

六963 女の人は︑たいをつれてでてくる︒

きてくれないか︒

六9511園

ここへはまいっておりません︒

ほかいろいろな魚

四鵬2でる人うらしまたろうたいえびその

ニー71

たい

た︒﹂

六972 たい﹁あ︑これですっかりらくになりまし

かけまして︑

＋五皿12園 たちが悲しそうな顔をしているときで

十五伽8園

の最後のことばだ︒﹂とおっしゃった︒

めていた﹃正義であることの喜び﹄で

十五柵3囹 ル﹁ああ︑そうだ︒ほんとうだ︒おか
十五備3園 うだ︒ほんとうだ︒おかあさんの目の
十五備4園 おかあさんの目だ︒でも︑ずっときれ

十五槻2囹

十五梱10

十五桝3囹 声までそっくりだよ︒でも︑うちにい
︑ひまがないのだよ︒さあ︑これで︑

十五旧1

ろうと︑ざんねんに思いました︒先生が

十五㎜12圏

十五m5囹 ︑ずっときれいだなあ︒それから︑こ
十五m6園 おかあさんの手だ︒小さな指わをはめ
十五m9園 が流れだすようだよ︒ここでは︑うち

十五M6園

十五旧2

︑はじめてのことなので︑ほんとうにう

十五榊6園 ︑私に会ったのだから︑あしたまた︑
十五榊8園 いても︑わかるだろうね︒﹂チルチル﹁

十五旧9 みんないい同級生であった︒﹁︿略﹀︒﹂1
＋五M10囹ん︑ここにいるなら︑ぼくもここにい
十五備2園 ︑どういうように私を見なければなら だ 2 ダ
六柵11 ﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑
十五柵3園 りとさとるためだからね︒わかったか
まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒
十五柵8園 同じおかあさんで︑いつだつて︑いち

たい一たい
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︵助動︶

齪

たい

︽タ・タイ・タカッ・タク・ト

ウ︾﹇▽いいたげ・なってみたいもの

たい

一343園 ただおさんは︑なにになってみたいと

三川4園

どうかして︑あんなに

きれいな人が

およめにもらいたいものだ︒
三価1園 いつまでもおじいさんとおばあさんの

いつまでもおそばにいて︑こうこうを

﹁くみの臨みんな﹂にきいてもらいた
﹁みんな﹂に知らせたいといって︑つぎ

じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに

ませんでした︒

四462園

ならびたいというの︒

三ばん星は︑ねえさんがみつけたいわ︒

一どいってみたいと思います︒

せしたいと思います︒
五424國

はるおは︑まだみていたいようでしたが︑

五5310園

ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみん

やっと目をはなして︑

五583

五5810囹

ひゃくしょうなんか︑もういやになった

なみてしまいたいな︒

から︑お金持のおくさんになりたいって︒

五704園

五725囹 金のさかなに︑︿略﹀︑女王になりたいつ

おばあさんは︑もう金持のおくさんはい

てたのんでおくれ︒

五736園

やだ︑女王になりたいといっています︒

海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな

たをけらいにしたいといっています︒

五766園

六575

一どつりがしたいのです︒

これには︑みんなにお知らせしたいことを

六406園もう一どあの村に帰りたいなあ︒

六910 ﹁︿略﹀︒﹂とさけびたくてたまらない︒

五㎜⁝4園 山へはなしてやりたかったんだけれど︒

おっしゃいました︒

五831 そのお友だちが︑記念に写眞を写したいと

さあ︑きょうは︑どのへんにならびた 五767園 あなたをけらいにしたいといっています︒

うらしまは︑父や母のことを思いだし

いというんだね︒

四469囹

四稲4

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

いつまでもそのままにしておいてい
どこかでありがとうといいたいと思った

ただきとうございます︒

四宙3園
五273囹

書きます︒

まえからも︑やりたいと思っていました 六822囹

けれど︑いうところがなかったものだから︑

五312圏

五398團

このきれいなけしきを︑みなさんにおみ

六㎜3園 ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

が︑なかなかできなかったのです︒
六823園 そんなにつりがしたいのか︒
これからも︑いつもやりたいと思います︒ 六824園 あの大きなたいをつってみたいのです︒

五3010囹

してやりたい︒

のような文を書きました︒
五754囹 こんどは︑海のぬしになりたい︒
四373囹 わたくしは︑たべたくてしょうがあり 五756園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

四314

いといって︑文を書きました︒

四302

なんだろう︒

に︑ふねではたらきたいと思います︒
五
7011囹 おばあさんは︑︿略﹀︑お金持のおくさん
四287 いま︑わたくしがしたいと思うことは︑
になりたいというのです︒

四2310團大きくなったら︑にいさんといっしょ

したいと思いましたのに︑

三冊8園

びたい︒

おもいますか︒
おそばにいたいと思います︒
﹁345園 なぜ︑かぜになりたいとおもいますか︒ 三富3園 それほどきれいなのなら︑こてんによ

きまわってみたいのです︒

一348園 かぜになって︑どこでもどんどんふ
一355園 きれいなはなになって︑おへやをか
ざりたいからです ︒

﹁361園うみになって︑せかいじゅうのおふね
をうかべたいからです︒

一367園 たかい木にとまって︑うたをうたい
たいからです︒

一533園 ひとつひろっていっておかあさんの
おみやげにしたいな︒

一一214囹 しまいまでみていたいとおもいまし
たが︑

いって︑

三116 おしゃかさまは︑どうかしてはんたかを
りっぱな人にしてやりたいと︑
三304園 じぶんのかきたいところへ
そこでかいていらっしゃい︒

三348囹早く大きくなって︑あんなきれいな
花をかきたいとおもいました︒

りくへ

三408くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑
おかいこさんでなくてもたべたいようです︒
三432 卜うさぎが︑ 島から むこうの

ぼくは海をわたってきたかったのだ︒

いってみたいと思いました︒
一一一455囹

三657園 だって︑もりへでたいんだもの︒
三659園 たきへでたいんだもの︒

三鵬7園 光るようにうつくしいかぐやひめに︑
ひと目でもあいたいものだ︒

861
たい一たい

んだよ︒

くりとねむりたかったのさ︒

六梱5囹 このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ
七78園 一どでいいから︑風になりたい︒
ぞんじます︒

七439囹 このかんしゃの氣持を︑あらわしたいと
七848園 裁判官どの︑それを︑しらべていただき
とうございます︒

べたいのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべまし

七918 私が麦をやったら︑白いうさぎは︑早くた
た︒

七964 1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいと
思います︒

七9710 うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ
たくないのでしょうか︒

八472 王子も︑なんとかして父の病氣をなおした
いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

八494囹王さまに︑さしあげたいことはやまやま
ですが︑

みたいだけみさせてやった︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは

かみつきたくなるんだよ︒

八686園 あんまり大きすぎてみっともないから︑

て休みたいと思った︒

八729 あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ

思ったが︑

八7210 また︑ぬまの水をのませてもらいたいとも
八808 あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった
ので︑にわとりに思わずその話をした︒

ています︒

じゅくした実がすずなりになっているの
ぼくはみなさんにあってお話がしたいと

をみると︑いまにものぼってとりたくなります︒

九447團
九4410国

ちょっと裁判に困りましたので︑あなた

思いましたが︑

九6011園

やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑

のお考えをうかがいたいと思いましたのです︒
九711

私たちは︑もう︑ほってみたくてうずうず
﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

していました︒

九802
九佃8園

べつてよろしい︒﹂といわれた︒

なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが
くもさん︑あのお月さんのところへいっ

しだしたいものと思った︒

九梱6

九四11園

てみたいと思いませんか︒

わたし一どでいいから︑お月さんのとこ
﹁そうか︑おかあさんをさがしにいきた

ろへいきたいと思います︒

九梛3園
九旧4園

なんだか︑わたしも︑おかあさんをみた

いのか︑ちょうちょさん︒﹂

九儒7囹

その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

くなったよ︒

十63

もちつづけたいものである︒

十121園旅の記念として︑本のあいだへでもはさ
こうしておまえたちに話すようなことば

んでおきたいのです︒

十178園

﹁早く︑あの野原で︑遊びたいな︒﹂

が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒
十2112園

十276

自分の身のまわりにあるものを︑よくしら

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

八832囹私は︑廣い世界へでたいと思っているの 十274 ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂
です︒

九343団 せめて︑員だけでもおみせしたいと思っ

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

庭の木に小鳥がくれば︑︿略﹀︑羽の色や︑

形などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278

思います︒

十281 巣のはりかたなどを︑しらべておきたいと

十285 動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の

どうしてそのものがこうなったかというこ

世界なども︑しらべていきたいと思います︒

なぜ︑このようなあみかたをしなければな

とを︑考えてしらべたいと思っています︒

十292
十295

和音を耳にしたときは︑組みあわされた一

らなかったのか︑よく考えてみたいと思います︒

なんでも︑そのもとのことをしらべていく

音一音のことも︑心にうかべてみたいのです︒

十299

十305

ぼくは︑みんなといっしょにはたらきたい

ような心がけを︑もちたいと思います︒

家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄

と思います︒

十307
十309

父や母のために︑いつもすなおな子どもに

や姉の手助けとなりたいと思います︒

なりたいのです︒

十3010

くをかけないようにしたいと考えます︒

十311 そうして︑うちじゅうの人たちに︑あいわ

けあっていきたいと思います︒

十315学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

し︑

十316 かげで人のわる口をいわないようにしたい

ありのままのすがたで︑つきあっていきた

きたいと思います︒

十318 友だちのいいところを︑すなおに学んでい
十3110

無責任な︑ひきょうな考えをもちたくはあ

いのです︒

十321

たい一たい
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りません︒

十323 この学校では︑かけがえのないひとりであ
ることを︑ほこるようになりたいものです︒
たいと考えます︒

十326 自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち
十348 これを人の手によらず︑機械の力で動かす
ようにしたがった︒

だったり︑

十523 ﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね
十673 でも︑こわいものはかえってみたくなりま
す︒

十﹁59園力まかせに︑長いオールをぐいぐいと
こいでみたいな︒

十一65園 ぼくはトップがこぎたいな︒
やってみたいな︒

十一712園 コックスのまえにすわって︑整調を

ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒

十一810囹 ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな

その氣持を︑だれかに話してみたくてた

そうでなければ︑死んでいたい︒

もっともっと美しくなりたいと思って

十ニー710園

十三523

﹁日本へいきたくない︒﹂

﹁ダルガス︑おまえがくれるといった

見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ
おみやげより︑早くきみの顔が見たい

子どもたちのことを思って︑安らかに

このまこころを書いてお送りして︑せ

西洋からきたことばをできるだけたくさ

見てもらいたいなどというと︑

あなたがたに見てもらいたいものがある
十四293

どうせ助からないものなら︑こういう美

た︒

十五捌6

た︒

十五梱5

女の子は︑どんなにか︑それで火をとも

今右衡門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

ある日のこと︑せい書をギリシア語で

自分の子女にはすべて同じ教育をほどこ

ぼく︑あの子たちとおどりたいなあ︒

おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくも

ぼく︑うちへ帰りたくないや︒

あれもいいたい︑これもいいたいと思っ

あれもいいたい︑これもいいたいと思っ

ここにいたいや︒

十五掴10園

十五餌9園

十五986園

いたいものですね︒

十五931囹ぎょうぎのいいことばをつかってもら

し︑︿略﹀︑社会に巣だたせたいのが念願である︒

十五749

読みたいといいだした︒

十五5712囹

かして残したいと考え︑

十五488

してみたかったことだろう︒

十四942

しい歌に送られて︑死んでいきたいものだ

十四484

のです︒

十四292

ん調べてみたいと思った︒

十四2711

めてものおなぐさめにしたいと思っています︒

十四162團

生きていてくださるのだと︑思いたいのです︒

十四912團

まらなくなりました︒

十三546
すんだことをかえりみて︑來年はもつ

いるのですが
十一一1910園

わたしはこんなところがすこしもない

ともっとよくしたいと考えることができます︒

十二206囹
ようにしたいのです︒

十二216園大きな木になって︑美しいりっぱな実
民ちゃんをなんとかして早く歩くように

をたくさんつけるようになりたいものです︒

十二249
してやりたいものです︒

わたしも早くそれを覚えたいと思います︒

早く︑いえるようにしてやりたいもので

十一一252

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

す︒

十二2411

十一一406

なにかにつけて不自由であろうから︑い

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑
十一﹇708

子どもたちのかけていく方に︑自分も

ろいろお手傳いをしてあげたい︒

十二7312
十二797園

いっしょにかけだしたいと思いました︒

ようにしたいものだと︑ほねをおっていました︒

十一201 からだをじょうぶにして︑身代をもとの

﹁いきたくありません︒﹂

すすきの野原を心にえがき︑自分もそん

十二798園

よ︒

十三429園

れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三421園

だきたいのです⁝⁝はい︒

十三406園

十三396園あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒
しんじ
はい︑眞ちゃん⁝⁝福二を呼んでいた

材木を︑さあ早くもらいたい︒﹂

十三229囹

なところにいって遊んでみたいと思う︒

十二9410

十一2610 金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑
いっしんに勉強がしたくなりました︒
十﹇2810 その油を自分でとりたいと思い︑
十一7511囹︺どうかよくしたいものだ︒
いえませんでした︒

十一7512 少年は︑もっとなにかききたかったが︑

十二71園 雨具をかりたいのですが︒
会いたくなったので︑

十二84 ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑
十ニー42 文雄は︑それがかきたかった︒

十ニー63 そんなところをはっきりつかまえたいも
のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒
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たいかく
だい

だい ﹇代﹈ 5いちだい・さんだいめ・なんだい・に
だい

だい ﹇台﹈︵名︶1 台■いちだい・しきだい・し
ごとだい・しゃしょうだい・ジャンプだい・すべり
だい・にだい・みはらしだい・ろくだい

だい

題

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六55 ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの
﹇題﹈︵名︶3

たいいく

十四877

一面の銀世界となった謂い野原を︑第一
先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

の人が歩いて行く︒

十五235

だいいち︑じめじめした足もとがきみが
だいいち︑寒山は︑その核をそとにはきだ

六671

かたずをのんで試合をみているうちに︑

つづき話︵第一かい︶

第一かいめ

早くも︑第一回は七−五で清水選手が勝ち︑

十二843

﹇第一回目﹈︵名︶1

﹇第一線﹈︵名︶1

第一線

六662 この第一号に︑つづき話の第一かいめを書

だいいっかいめ
きます︒

日の第一線が燈台の高きに

わたしは︑いま退院するところだ︒

大うちゅうから見たら︑︿略﹀人間は︑

﹇大英百科事典﹈︵名︶1

名高い大英百科辞典の東洋美術について

の説明は︑プリンタリーのふでになったもので

十五515

大英百科辞典

だいえいひゃっかじてん

バクテリアにもおとるほどの小さなものでしょう︒

十四352

だいいち︑らくだがかた目であることを だいうちゅう ﹇大宇宙﹈︵名︶1 大うちゅう

十一8311囹

だいいち︑おまえが生きているんだから︑ ル︾

たいいん・する ﹇退院﹈︵サ変︶1 退院する ︽iス

十五97図魍

まず第一にいわなければならないのは︑ だいいっせん

まず第一に︑ぼく自身をしょうかいし

てあたりをかけまわる︒

十五皿5園
ます︒

十五価11囹

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

十3911

わるく︑そのうえ︑

九375團

知っていました︒

七815園

わかりそうなものだがな︒

六757囹

三302 ﹁学校﹂というだいで︑作文をするこ だいいち ﹇第一﹈︵副︶4 だいいち

だい

とになりました︒

六668 お話の題はべつにきめませんから︑かって
につぎを考えてください︒

十四897 同じ題の作文でも︑︿略﹀人によって︑
﹇体育﹈︵名︶1

文章は︑どのようにも書きあらわされる︒
たいいく

四117 さんすう︑りか︑おんがく︑ずがこうさく︑

第一号

︵名︶

たいかい

どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

なんといっても︑二十二か三のわかさ

与ドッジボールたいかい

で︑せんぱいをしのいで大家になり︑

十三614園

をして︑じょうずになったのだろう︒

十二223園

この第一号に︑つづき話の第一かいめを書 たいか ﹇大家﹈︵名︶2 大家

﹇第一号﹈︵名︶1

して︑受けつけなかった︒

六662

だいいちごう

たいいくなどのべんきょうをします︒
しんぶんだいいちごう・きしゃだいいちごう・にっ

﹇第一次世界大戦﹈

オーストリアは第一次世界大士のあとで︑

第一次世界大戦

たころのことである︒

こうして第一日はすぎました︒

﹁こくご

第一かい

第一回

一﹂の第一課﹁みんないい
﹇第一回﹈︵名︶2

その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

金次郎は︑すこしもつかれたようすもな

身長は一・八七メートル︑みるからに

りっぱな体格は︑小さな清水選手のおよぶところ

十二829

した︒

く︑かえって︑その体格もりっぱになっていきま

十一2511

ルをこいだら︑

十一511囹

十五523話は︑第一次世界大戦がたけなわであっ たいかく ﹇体格﹈︵名︶3 体格

まだそのいたでがなおっていないころでした︒

九234

2

だいいちじせかいたいせん

きます︒

だいいち ﹇第一﹈︵名︶10 だいいち 第一←かべ
ぼんりゅうがくせいだいいちごう

九梱5 茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも
よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒
十4410 幸吉は︑望みをかけた第一の母貝を開いて
みた︒

十三201 その第一は水で︑その第二は木でありま
した︒

十一769

十三241 第一︑ユートランドの氣候が︑そのよい だいいちにち ﹇第一日﹈︵名︶1 第一日
感化を受けました︒

十五榴8

十四376 人間がだいいちにしなければならないこ だいいっか ﹇第一課﹈︵名︶1 第一課
とは︑なんであるかということも︑

こ﹂︒

だいいっかい

十四6210 第一に︑湯の表面からは︑白い湯げが
たっています︒

だいがく一たいさく

864

ではありません︒

十一2512 それは﹁大学﹂といって︑かん文で書い

だいがく ︹題名︺1 大学
たむずかしい本でした︒

だいがく ﹇大学﹈︵名︶4 大学δアマストだいが
﹁いいえ︑大学の四年生ですよ︒﹂

く・スタンフォードだいがく
九5810園

十一410 なによりおもしろいのは︑大学のボート

たいくつまぎれ
大計画

ユートランドのあれ地と職い︑これを豊

﹇大計画﹈︵名︶1

ただ︑たいくつまぎれにひいたのです︒

﹇退屈紛﹈︵名︶1

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒
七454園

たいくつまぎれ
だいけいかく

十三196
﹇太鼓﹈︵名︶12

たいこ呂おおだいこ・で

かな土地にしょうとする大計画をたてました︒
たいこ
んでんだいこ

やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人

も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒

十四8711

獣卿紅ゆす﹁こんなによくあうと︑たいこの

たいこのきりぎりす ﹇太鼓﹈︹話手︺3 猷卯翫物す

六193

獣恥紅吻す﹁おやおや︑ありさんがきたよ︒﹂

うちがいもあるよ︒

六239 翫狛紅了すたいこをドンドンとたたいて︑

六2110

ズ略﹀︒﹂

ハーモニカをふいているもの︑オルガンを だいこん ﹇大根﹈︵名︶10 だいこん﹇▽さとうだい

ひいているもの︑たいこをたたいているもの︑

六184

こん

がいつもここで練習していることだ︒

七223囹

すずめが︑だいこんの葉をみているよ︒

うえたんです︒

七205園私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本

﹁チャッ︑チャッ︒﹂とないた︒

十一116園 あ︑大学のボートだ︒

たいこのたたきかたによって︑いろいろな

ゆめからさめるときには︑音などはけっし

こんなときにも︑たいこをつかう︒

第五

てね︒

七242

はい︑だいこんの董→⁝どうして︑葉を

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ

砂の中に立てるの︒

七244囹
七295園

ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの

んのはっぽと同じ色にかわっていた︒

はっぽを︑とりかえてやるのが樂しみだ︒

七299圏

ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑

うつしてやりましょうね︒

七331園

色ただよえば勇ましく︑す

短か得しらむを待ちかねて︑だいこん

の花にあかつきの

十︻335圃

き・くわ持って野にいそぐ︒

たいさく

だいこんぱたけです︒

﹇大作﹈︵名︶1 大作

七203圏

夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち だいこんばたけ ﹇大根畑﹈︵名︶1 だいこんばたけ

たいこをたたいて︑家から家へやってき

はるおは︑だいこんの葉をとってくる︒

水の音をたいこであらわすことなどは︑ 七2310園 はるお︑だいこんの葉を一まいとってき
風といえば︑︿略Vであらわしているが︑

たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち
ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ

九144
十一276

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒

九142

ようすにもなるのは︑ふしぎである︒

て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降る

九129

鳴らすのであるが︑

九126

それをたいこであらわすというのだから

九1111

ちょっと考えられないが︑

九109

心持をあらわすことができるし︑

九103

六239豊能すたいこをドンドンとたたいて︑

もあるよ︒

四865 だいこんをぬいていると︑みそさざいが︑

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒

十二423 そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を 六193囹 こんなによくあうと︑たいこのうちがい
だいがくしゃたち ﹇大学者達﹈︵名︶1 大学者たち

十五528 博士は︑別れに際して︑各地の大学者た
ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑
だいがくせい ﹇大学生﹈︵名︶1 大学生

十一55 ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて
もらったうれしさで︑まだむちゅうになっている

たいぎ

十一275 お正月がくると︑例年のことで︑だいか

だいかぐら ﹇太神楽﹈︵名︶1 だいかぐら

﹇大儀﹈︵形状︶1

ぐらがまわってきました︒
たいぎ

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑︿略﹀︑た

いぎそうに︑子どもたちの方へやって來ました︒

十五8511

く

だいく ﹇大工﹈︵名︶4 だいく 大工n▽ふなだい

ねをつくることになりました

ます︒

十一366圃

﹇第五﹈︵名︶1

こちと︑こよい聾しいぼんおどり︒
だいご

三2610 そこで︑混ぜいのだいくをあつめて︑ふ
十331 佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはたら
いていたが︑

十334園 おまえは大工のせがれだ︒
十338 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

865
だいさん一だいすき

﹇第三﹈︵名︶2

第三

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒

十五515 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑
だいさん

十4411 第二︑第三と母貝を開いていくと︑
十四8710 やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人
も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒
だいさんかいめ ﹇第三回目﹈︵名︶1 第三回め
十二8411 第三回めはチルデン選手の勝︑続いて第
四回めもチルデン選手の勝となりました︒

六665 第三号をつくる人は︑またそのつぎを書く

だいさんごう ﹇第三号﹈︵名︶1 第三号

のです︒

だいさんばんめ ﹇第三番目﹈︵名︶1 第三番め
チをすった︒

﹇第四﹈︵名︶1

第四

十四9710 女の子は︑もう一本の︑第三番めのマッ
だいし

十四8711 やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人
﹇大事﹈︵形 状 ︶ 2 0

だいじ

も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒
だいじ

三995園 みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ
いじにしまっておきなさい︒

三門2 そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ

とおいとおい町からだいじなものが

んとふたりでだいじにそだてました︒

四128
ここにとどきます︒
る心配はありませ ん ︒

て︒

六9210囹

兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

だいじなだいじなつりばりが︑でてき

てしまいました︒

六981圏國
て神さまお喜び︒

これは︑たいしたもうけものだよ︒

よそ目には︑星と人間とは︑たいして関

大小

そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑

﹇大小﹈︵名︶4

係がなさそうですが︑

十四329

八1511

だいしょう

どらにも︑大小さまざまあって︑

からみあい︑かさなりあってはえています︒

十三303

ふみ石の上にそろえてある大小二つのく

十三3512 ふえには大小があるから︑

つをちらと見た私は︑

十五622

四566園

﹁だいじょうぶかい︒﹂

﹁もうだいじょうぶだよ︒﹂

これで︑もうだいじょうぶでしょう︒

﹁だいじょうぶかい︑あぶなくはないか

だいじょうぶだよ︒

だいすき

帯すき

きみのだいすきなきゅうりをあげよ

﹇大好﹈︵形状︶9

六悩2囹ぼく︑くるみだいすきなんだ︒

六鵬8弟のだいすきな飛行機である︒

う︒

四269団

だいすき

がいますくってあげるから︒

十五271園だいじょうぶだ︑安心しておいで︑私

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

十一93園ぼくらは︑きみについていきさえすれ

い︒﹂と︑ふるえ声でいいながら︑

十6810園

九佃1囹

八㎜3

いてみました︒

五135園 ﹁だいじょうぶだよ︒﹂
五302囹だいじょうぶです︒
六351園だいじょうぶかい︒
七358園だいじょうぶです︒
七373園 ﹁さぶろうさん︑だいじょうぶ︒﹂ とき

四㎜−o囹 もう︑だいじょうぶ︒

四5610園

その一わを買い︑小さなボールばこにいれ だいじょうぶ ﹇大丈夫﹈︵形状︶13 だいじょうぶ

さあ︑こんどがだいじだ︒

ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

六981圃圖だいじなだいじなつりばりが︑
六三8
ました︒

八63

七534囹

みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

てもらって︑だいじに持って帰りました︒

九型5

おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし

らって︑ちくりとつきさしました︒

まってあった︑一つのまるいつぼをみつけ︑

十692

おまえは︑だんながだいじにしているあ
の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十726園

だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑
あなたがたは︑これからの日本にとって

むずかしいのは︑コックスだろう︒

十一85園
十四317

同志社をわが子のように︑だいじに胸に

どうししや

だいじなかたがたです︒

十五603

おまえたちは︑おかあさんをよく覚え

だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑
十五価10園

大事業

て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

苦しいときにうちかっことのできる國民

﹇大事業﹈︵名︶1

て︑さかえるのであります︒

だけが︑國の建てなおしという大事業をなしとげ

十三189

五1811 こんなにだいじにしてくれますから︑おち だいじぎょう
五4111團 みんなだいじにして︑こくばんのところ
にならべてありま す σ

八789園

六112 時計屋さんは︑︿略﹀ねじをはさみあげて︑ たいした ﹇大﹈︵連体︶1 たいした
だいじにもとのふたガラスの中へいれた︒

六8511園 だいじなつりばりをなくしてしまうなん たいして ﹇大﹈︵副︶1 たいして

たいする一だいだいいろ

866

から︑あげようか ︒

六悩4園 りすさんは︑くるみがだいすきだそうだ

いすきなクローバーをたべました︒

六襯11 おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ
七232園 子すずめ︑あおむしをたべるの︒﹂兄﹁だ
いすきさ︒﹂

十二455園 ほら︑分家のおじいさんの心すきな
じょうるりさ︒

芭蕉は︑子どもが起すきでした︒

﹇ 対 ﹈ ︵サ変︶6

対する

︽ーシ・ースル︾

十三545 その絵がだいすきになりました︒

十一一724

たい・する

十656 めうえのいばったものに対してもおそれず︑
十一一424 これは︑ケラーのサリバン先生に対する
信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑
一つになったおかげです︒

十四910團 さけることのできなかったことに対し
て︑しっかりしたかくごをおきめになり︑

人間の衣食住というものは︑みんなたいせ

ような物ですが︑これはたいせつな物だから︑

十3312
つなものであるから︑

十737園たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ
ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

ひとりがってんでなく︑読み手によくわ

自分のつとめをはたしていくために︑知

かるようにくふうすることがたいせつである︒

十二937

十三86

あなたの声もたいそうよくおなりでは

で︑たいそうにぎやかです︒

十ニー710園

しんしゅう

曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう

ありませんか︒

十二703

美術の中心のフロレンスで︑研究して

じょうずでしたが︑

いるうちに︑たいそう上達したのさ︒

十三5612園

うかわいがられたのですから︒

十五592囹私は小さいとき︑その新島嚢にたいそ

1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら

きそく正しく運行しているということです︒

八棚7

3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

いにふえました︒

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

八鵬4

ぎのとおりです︒

九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

十二472園

十ニー511 だいたいの形をしっかりとっかんで︑

たいそう

たいそう

十四714

それは︑國語辞典をひいてみると︑だ

だいたい︑そういうふうなじゅんかんが

いたいわかる︒

十四282囹

がある︒

とを︑なにか美しいものであらわそうとする氣持

だいたい人間には︑︿略﹀︑心にあるこ

﹇大先生﹈︵名︶1

大先生

八363 しかも︑この大きなうちゅうは︑だいたい

せなかを向けないように︑顔の表情がよ だいたい ﹇大体﹈︵副︶8 だいたい

識をますことは︑たいせつなことがらである︒

十三4511

く見えるようにすることも︑たいせつなことです︒

それは私にとって︑このうえもないた
生きものに︑いちばんたいせつなもの

いせつなことばです︒

十四83団
十四586囹

ぼくは︑きれいではないが︑いちばん

は︑私たち水です︒

十五醜7囹

たいせつなものです︒

だいせんせい

﹇体操﹈︵名︶1

﹇大層﹈︵副︶8

﹇代代﹈︵名︶﹇▽せんそだいだい

おこります︒
だいだい

十五62團

だいだいは実をたれ時計はカチカチと

ひなはたいそう小さくて︑元号がなく︑死 だいだい ﹇榿﹈︵名︶1 だいだい
んだようになっておちていたのです︒

五944

こりました︒

三459わにざめはそれをきくと︑ たいそうお

たいそう

す︒

七5510
五年生が︑運動場で︑たいそうをしていま

たいそう

た私は︑なんというしあわせ者であろう︒

十五542

いまその大先生にお会いすることができ

十四141国 おとうさんに対しては︑︿略﹀純眞な たいせん 呂だいいちじせかいたいせん
思い出がのこっています︒

たいせつ

十五梱7 読んでいるうちに先生がたに対する感謝

十五514 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑

﹇大切﹈︵ 形 状 ︶ 1 3

の念があふれてきた︒
たいせつ

人々のたいせつなもちものをまもって
もっとたいせつなからだをまもってく

くれます︒

四72
四73
れます︒

つな品物を作っています︒

五342 ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ

八185 それでたいそうほねがおれて︑このうえな だいだいいろ ﹇榿色﹈︵名︶2 だいだい色
八425 王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの
三832園 ぼくはだいだい色にするからね︒
くふべんですが︑
こがねよりもたいせつであったからです︒
九8510囹 こんなただのせともののかけらがと思う 九339寒村の子どもがきょうそうでとりにいくの 五538園 だいだい色の大きな星だこと︒

867
だいたん一たいへん

だいたん

﹇大胆﹈︵形状︶1

を地表に向けてほっていき︑

だいたん

大でき

大都会

いので︑二三日は困ることもありません︒

た︒

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

﹇第二﹈︵名︶3

なった︒

七529

ある︒

第二

その第一は水で︑その第二は木でありま

第二回め

目に︑げんかんに出て︑

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

﹇大病﹈︵名︶1 大病

十二40一

たいびょう

き︑大病にかかって︑みるはたらき︑きくはたら

きを失いました︒

みなさんがたの代衷が︑全國か

﹇代表﹈︵名︶1 代表

十二M4 議事堂

だいひょう

らここに集まって︑いろいろなことを相談します︒

して代表的なものです︒

十二鵬7 ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと

その人の足あとをしるべに︑第二の人が だいひょうてき ﹇代表的﹈︵形状︶1 代表的
﹇第二回目﹈︵名︶3

第一回は七−五で清水選手が勝ち︑第二
﹇第二号﹈︵名︶2

第二号

第八号室

第一一号がどんなふうになるか︑麗しみです︒

﹇第八号室﹈︵名︶1

慶慮三年九月二十一日︑マサチュセッ
大半

タイピスト
タイピストになにごとかをいいながらう

十四692

らい雨のできかたは︑︿略﹀︑だいぶよう

のこった土地の大部分をしめるユートラ

﹇大部分﹈︵名︶3 大部分

すのちがったのもあります︒
だいぶぶん

ンドのあれ地と豪い︑

十三195

さっき︑葉さんは養分のことをおっ

しゃいましたが︑それは︑大部分︑根の私が︑土

十四548園

この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた

の中から吸いとって︑送ってあげたものです︒

十四589囹

﹇大分﹈︵副︶1 だいぶん

いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒
だいぶん

る︒

たいへいよう

太平洋

これが︑もうひとまわり大じかけになつ

あっけにとられているタイピストをしり たいへん ﹇大変﹈︵形状︶15 たいへん

ると︑それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

て︑たとえば︑アジア大陸と太平洋との間におこ

十四768

﹇太平洋﹈︹地名︺1

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・ 十一757囹 だいぶんわるいけれど︑まだ望みがあ

﹇大半﹈︵名︶1

タイピスト

十五5912

たせているしらがの塗しん士のすがたであった︒

十五531一

︵名︶2

︿略﹀など︑世界の大半につかわれている文字で

十五4010

たいはん

ツ州アマスト大学に入学︑北側の第八号室に入る︒

十五588図

けいおう

だいはちこうしつ

六698

きを書いてください︒

六663第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ

だいにごう

回めもやはり清水選手の勝となりました︒

十一一844

四895圏圖 こんやはだいぶつもるでしょう︒
第二悼めは︑にし村の学校とやることに 七1210 ﹁だいぶ手があがった︒﹂

七496第一一回めには︑にし村の学校としあいをし だいぶ ﹇大分﹈︵副︶3 だいぶ

だいにかいめ

歩いて行く︒

十四879

した︒

十三201

十4411第一一︑第三と母員を開いていくと︑

だいに

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

十396

八208 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな たいない ﹇体内﹈︵名︶1 体内
たいてい ﹇大抵﹈︵副︶6 たいてい■なみたいて
い

たが︑

三価4 たいていの人は︑あきらめてしまいまし
十四275園 漢語は︑たいてい大陸からきたことば
だ︒

てい西洋からきたことばと思っていい︒

十四283園 かたかなで書いてあることばは︑たい
十四475 たいていの人は︑しょうとつのときにあ
わてふためいて︑そのためにかえって波にのまれ
てしまったのに︑

十五387 それで︑たいていの漢字には︑この音と
訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒
十五8311囹 あの人たちは下等でもあり︑たいてい
﹇大敵﹈︵名︶1

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑
たいてき

八187 そのかわり︑親たちの大できのすずめもね
﹇大都会﹈︵名︶1

こもやってこないから︑安全です︒
だいとかい

もたちには︑

台所

十五201一 ニューヨークの大都会で育てられた子ど
だいどころ ﹇台所﹈︵名︶4 だいどころ

うきをもってきてはきました︒

三721 そこで︑バーバラは︑だいどころからほ
五346 おかあさんが︑だいどころで︑ごはんのし
たくをしていらっしゃいます︒
むすびを一つにぎってきて︑

八545 なさけのある人とみえて︑台所の方からお
十二749 台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

たいへん一たいへん

868

二236園 先生︑たいへんです︒

三223 たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑
ぐんぐんとのびていきました︒
六271園夏のころはあつくてたいへんだった︒
八215 目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑

すずめにみつけられたらたいへんです︒
九1911 その廣告は︑たいへんなはんきょうをまき
おこしました︒

みかどがこのことをおききになって︑

たいへんにぎやかでいそがしそうです︒

三田4
たいへんかわいそうにお思いになりました︒

いやいや︑たいへんだのしい思いを
しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ

させていただきました︒

四四1園
五218

みなさん︑たいへんさしでがましいこと
たいへん失礼だと思いますが︑これは︑
ことにまえ足は︑︿略﹀︑たいへんかたく︑

それは︑ひどく大きなからだで︑たいへん

九216

その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か

また︑飛行機という文明の利器が︑このし

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒
九2310

ごとにっかわれたということを︑たいへんありが

ぎょしゃもたいへんあわてて︑

道はたいへんきゅうな坂になりました︒

たいことだといわずにはいられません︒
九627

九547

たいへんわるいのでしょうか︒

待っているそのあいだが︑少年にはたい

十王ー77囹

近ごろはたいへんじょうずになりまし

たいへんいい色になりましたね︒

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑た

発育がたいへんおくれていて︑かわいそ

私は︑﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん

もし︑そのわけにかなわないことをすれ

それは︑もようもごくかんたんで︑形も

たいへんよくまとまっています︒

十二㎜10

ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

十二8810

苦しんだあとでした︒

これをきいて︑王さまはたいへんお喜びに 十二351

となかなか早いものです︒

それをみた天帝は︑たいへんおおこりに 十二274 たいへんおそいようですが︑いざりだす

うです︒

せみの子たちは︑たいへん生長がおそくて︑ 十二246

いへん感心していましたよ︒

十一一194園

た︒

十ニー92囹

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒

十二45 コロンブスがアメリカを発見して帰った

へん長く思われました︒

十一738

十一668園

ましたが︑たいへん情ぶかい人でした︒

その子どもに︑りえもんという人があり

エジソンはたいへん喜んで︑こういつた︒

たいへんうまかった︒

ひさしぶりにおじいさんにおあいして︑ 九悩6 ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

こんで帰っていった子どもがありました︒

八652

つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ

みにくいものであった︒

鳥です︒

九184

十一195

たいへんきれいなもんくをいいましたね︒ 十463

︿略﹀︑たいへんかわいがられました︒

五224
六1910囹

九鵬8 あみにつきあたってはたいへんと︑くもが
思ったとたんに︑
六7911

つりばりをのどにかけまして︑たいへん

五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん

八321

よういに大きくなりません︒

八195

じょうぶになります︒

八182

車中の人たちのこころざしであります︒

七448園

ですが︑わたしにちょっと話をさせてください︒

七431囹

のことばを︑たいへんありがたく思いました︒

六柵8

苦しんでいるところでございます︒

六966園

へん近いもののように思われました︒

そうして︑自分とあさがおの花とが︑たい

十676囹風がどっきを運んできてはたいへんだか
ら︑次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおいで︑
ねえさん︑たいへんな進歩ですよ︒

風を向こうへやってくれ︒
十二251！園

十二776 スタンドには︑はじまるまえからたいへ

十二299囹 たいへんな進歩じゃないの︒

んな見物人でした︒

も

十三393園 たいへんだったでしょうね⁝⁝四十日

送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒

十四552囹 水と養分とを吸いとって︑夜も書も
十四678 たつまきのようなものになって︑︿略﹀
高い柱の形になり︑たいへんな早さで回託するの
を見ることがあるでしょう︒

なって︑

十五239 さあたいへんだ︒

十五263 けれど︑もしこのわしが︑その舞いおり

八4511

たいへん

なりました︒

るとちゅうで︑高い木の上へでもとまろうものな

﹇大変﹈︵ 副 ︶ 5 1

ら︑それこそたいへんです︒
たいへん

二231圏 すのおそうじをするので︑はとをだ
いていたら︑たいへんあついとおもいました︒
三362囹トン︑トン︑ゴシゴシゴシ︑ススススス︑

十三109 ある人は︑幸福なくらしをし︑ある人は︑ 十三610

やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

13

ダイヤモンド

だいやもん

あれはふしぎなだいやもんどですよ︒

あれは︑みんなだいやもんどですよ︒

︵名︶

一537園

しんせつないい人がひろうと︑だい
ぽけっとからうずらのたまごほどある

だいやもんど︒

﹁光﹂のいうように︑ダイヤモンドをま

ダイヤモンドをまわしなさい︒

ダイヤモンド色

﹇太陽﹈︵名︶25

たいよう

太陽←ここ

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒

大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

雲にかくれていたたいようがかおをだした

この早さで計算しますと︑太陽から発した

あくる日はいいお天氣で︑太陽は︑ごぼう

太陽がてりはじめ︑ひばりが歌いだしたと

太陽はあたたかく︑おだやかにてらした︒

十三1310

養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

まっさおな海は︑太陽の下でわらってい

一つの太陽の下で︑みんながめいめいの

一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

火星や金星・木星などのような星は︑太

地球もまるい形をしたもので︑火星など

陽のまわりを︿略﹀まわっていることがわかり︑

十三138

中ほどまでもどってきた︒

十二6011

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

十一147

歌を歌っている︒

十一145

る︒

十一129

の光明を太陽とするならば︑

十4612園

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒

十209薄白つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけ

八937

き︑

八881

あった︒

︑8
31
0 ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで
ノ

の上をてらしていた︒

八658

かりかかることになります︒

光が︑地球にとどくまでには︑やく八分二十秒ば

八346

ので︑日光が店いっぱいにさしこんできた︒

六102

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

五375

ろにたいようをもて

たいよう

それでは︑みんな︑あまの川でだいや

しろちゃんはふくろからだいやもんどを
あまの川のだいやもんど︑おかあさん

一656園

一つは︑ダイヤモンドであり︑いま一つ

十五943園
わします︒

十五951園

の着物を着ていますし︑

大洋を西へ西へと航海して陸地にで

﹇大洋﹈︵名︶1

十一一410囹

たいよう

大洋

﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモンド色

︵名︶一

精を見るのだよ︒

ダイヤモンドの光にたえられる幸福の

十五944

てはいけないよ︒

十五838園だからまだ︑ダイヤモンドを︑まわし

は︑眞珠でした︒

十468囹

のおみやげにいただいたの︒

一653園

とりだして︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

一615

もんどをひろってきたのですね︒

一6010園

だいやもんどをひとつとりだして︑

一561

やもんどですが︑

一538園

一531園

ど

ダイヤモンド

たいへん不幸になっている︒
ろうのたいまつをたいて︑おしよせて來る︒
十三5512 絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思タイムス 畢ジャパンタイムズ
いましたが︑
十三569園 ラファエルは︑︿略﹀︑早くから絵のけ
いこをして︑たいへんじょうずであった︒

十三578園そのマリアは︑たいへん美しくて︑い
かにもおかあさんらしいと思うのです︒
ね︑おじさん︒

十三596園 その絵は︑たいへん感じがちがいます
十三5910園 この絵は︑たいへん大きなりっぱな絵
だよ︒

おとしておしまいになったら︑あなたのルイは︑

十四96團 おかあさん︑いま︑おかあさんが力を
たいへんかなしい思いをしなければなりません︒

十四514囹 ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい
へんゆかいです︒

ことを主張なさいましたね︒

十四534園 花さんは︑たいへんじょうずに自分の
十四645 ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た
いへんこまかいちりのようなものです︒

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい

十四752 地面の空氣が︑日光のためにあたためら

簡盟・なことを︑知っているのといないの

へんあぶないものです︒
十四7911

では︑たいへんちがいます︒

十五449園 たいへん焼物がおすきのようですが︑

たいまつ

十五佃3園

十五902園ぼくたちは︑たいへん急いでいるので ダイヤモンドいろ
す︒

﹇松明﹈︵名︶1

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五佃8園 あの人は︑おまえたちふたりをかわい
たいまつ

869
たいまつ一たいよう

たいようけい一だえんけい
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と同じように︑太陽のまわりをまわっている

十一666園

﹁じゃあ︑第四号室のいちばん向こう たうえうた ﹇田植歌﹈︵名︶1 田植え歌

一心にはたらいた︒

十二604 おとめの数をまして︑田植え歌勇ましく︑

平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く たえず ﹇絶﹈︵副︶3 たえず
十一796 希望と︑胸をこおらせるような失望との

なったところがみえます︒

九778

のベッドだ︒﹂といいました︒
十三146 そういう星一これをわく星といいます
たいら ﹇平﹈︵形状︶2 平ら
が一の空にえがく道は︑だえん形であって︑太

二一といって︑自輔をしながら︑︿略﹀︑

陽はいつもその焦点にいるものだ︑
十三154

だ︒

だいりせき

﹇大理石﹈︵名︶2

だいりせき

大理石

だん︑その人の顔ににせていく

八984

五426團

團

くもり

24度

こちらでは︑田うえがはじまりました︒

6月15日

た・える

﹇耐﹈︵下一︶4 たえる ︽ーエ︾

もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

幸吉をかばい︑苦しみにたえて︑なん年かをすご

十4110 うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑
した︒

十一423圃

さすがの大わしも︑十五六の少年に上か

の上にぽたぽた落す︒

十五2511

精を見るのだよ︒

田植えのこらおされるので︑その重さにたえられなくなって︑
十五951園 ダイヤモンドの光にたえられる幸福の
いよいよきょうは田植えでしたので︑みん

ろになったので︑しろかきをしました︒

八989

﹁キリキリ︑リリリリ﹂がひびく︒

あいだで︑たえずはらはらしていました︒
十三1210 地面は平らなもので︑日や月が︑東から
一年に一回︑太陽のまわりをまわります︒
十四1011團 それほど︑たえずおかあさんのことを
西へまわっているように思われます︒
十三564囹 これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
思っているのです︒
たいりく ﹇大陸﹈︵名︶2 大陸﹇▽アジアたいりく
り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒
十四273 それから︑ふと︑古くから日本といちば 十四299 日本は景色のよい國で︑花がたえずさい
十四3212 地球や金星などのわく星が︑太陽を中心
ていたために︑
ん関係のふかかった大陸からは︑どんなことばが
として回轄していることを知っています︒
たえま ﹇絶間﹈︵名︶1 たえま
はいってきたのだろうかと思った︒
十四3410 この廣大なうちゅうにくらべては︑太陽
十四276囹 漢語は︑たいてい大陸からきたことば 十三335 だから︑車の動いている間︑たえまなく︑
もごく小さなものです︒

雪がふろうが︒

十四423圃 心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

ろうが︑心に太陽をもて︒

十四427圏天には雲︑地にはあらそいがたえなか 七681 だいりせきや木材をけずっていって︑だん
十四447囲 心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん 十五822 園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で

この歌を知っていた

できた大迫間のようなものがあらわれます︒
だってふっとんでしまう︒
﹁心に太陽をもて︑くちびるに歌をも たうえ ﹇田植﹈︵名︶7 田うえ 田植え

このおじ ょ う さ ん は ︑

十四493圃
て︒﹂
かどうか知りませ ん ︒

どうなると思います︒

十四579園 もし︑私︑つまり太陽がなかったら︑

た・える ﹇絶﹈︵下一︶3 たえる ︽ーエ︾
なうれしそうでした︒
たいようけい ﹇太陽系﹈︵名︶2 太陽系
九襯5 右岸や左岸では︑︿略﹀︑中ほどでは︑いい
十四333 この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん 八撹4 田植えをした日から︑ちょうど60日めです︒
味はたえなかった︒
十一345圃 さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内
でいます︒

長者の望みはとげられた︒

十三146

そういう星1これをわく星といいます

十四426圃天には雲︑地にはあらそいがたえなか
そろって田植えする︒
十四334 この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の
ろうが︑心に太陽をもて︒
十二599 ある年の夏︑きょうは長者の家の田植え
大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒
十四435翻 日々の苦労に︑よし心配がたえなくと
だというので︑里のおとめたちは︑赤いたすきも
だいよんかいめ ﹇第四回目﹈︵名︶1 第四回め
も︑くちびるに歌をもて︒
十二8411 第三回めはチルデン選手の勝︑続いて第 かいがいしく︑朝から集まってきた︒
十二6012 それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑だえんけい ﹇楕円形﹈︵名︶2 だえん形

四回めもチルデン選手の勝となりました︒

だいよんこうしつ ﹇第四号室﹈︵名︶1 第四号室
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たおす一たかい

が

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

たおす

︽ーシ︾長きりたお

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年に一回︑

十三153 また︑公轄といって︑自轄をしながら︑

﹇倒﹈︵五 ︶ 1

太陽のまわりをまわります︒
たお・す

す・なぎたおす
風にあおられた雪のむれが︑︿略﹀︑人を

﹇ 倒 ﹈ ︵ 下 二︶1

たおる

︽ーレ︾

たおし︑こごえ死にさせてしまうことすらある︒

十四8610

たお・る

たおれかかる

︽一

九備3図圃着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん
﹇倒掛﹈︵五︶2

とたおれそのままなくも
たおれかか・る
リ︾

して︑あおむけにたおれかかりました︒

十五293 鳥は︑︿略﹀︑つかんでいた女の子をはな

たおれる

︽ーレ・ーレ

十五3211 少年はほっとして︑思わず後へたおれか
﹇倒﹈︵下 ↓ ︶ 1 2

かりましたが︑
たお・れる

五372 このような木が︑たおれて土にうずまり︑

ル︾

長いあいだかかって石炭になったのです︒
し︑

六728 死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

六鵬6 しかさんがおこって走ると︑こんどはたお
八7610 小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ

十一826

少年は︑父親のうでの中にたおれました

うさぎはけんめいにこらえましたが︑た

たおれてはおき︑おきては戦いました︒

なんどもコートでたおれました︒

が︑胸がせまって息もつけませんでした︒
十二818
十二818

十二鵬7

みんな草の上へひれふすように︑思わず

おれそうです︒

たおれてしまいました︒

十五233

八673園

わたしについておいで︑大きな世界の鳥

だが︵接︶7だが
小屋へつれていってあげるからね︒だが︑わたし

設計図をひいては組みたて︑組みたてては

のそぼにくっついてね︒

十359

動かしてみた︒だが︑思うように動くものは︑な
だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑

かなか生まれなかった︒

十一85園

むずかしいのは︑コックスだろう︒

まだ青々とした木の葉の中から大きくの
ぞいているのもいい︒だが︑根もとのところに三

十ニー44

つ四つかたまってしだれているところもいい︒
のがあるよ︒

十二765囹句か︑まだできない︒だが︑みせるも
十五8411園うまそうだなあ︒私よりよっぽど裂き
い︒﹂さとう﹁だが︑おまえさんたちは︑あのさと

というのは︑その鳥をあまり上等とは

うがしをわすれたのじゃないかな︒

十五9011園

るかわからなかった ︒
思わないからです︒だが︑まあいいでしょう︒
八861 とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ たか・い ﹇高﹈︵形︶94 たかい 高い ︽ーイ・ーク・

ーケレ︾εかんだかい・けだかい・こだかい・なだ

一366園たかい木にとまって︑うたをうたい

かい

こめられたまま︑身動きもせずたおれてしまった︒
十736囹 ドサリととこのまにたおれたはずみに︑

たいからです︒

十一259 ふつうの子どもだったら︑くたくたに
なってたおれるところを︑

二394園おとうさん︑ここは︑ずいぶん高いね︒

二481 うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし

ありはすみれの花にのぼり︑コ局い︑

あげたりにおいをかいだりします︒
三523圏園

﹁高い︑高い︒﹂といいました︒

高い︒﹂といいました︒

三523圏圓

三525圏圖うぐいすはうめの木にとまり︑﹁高

﹁高い︑高い︒﹂といいました︒

い︑高い︒﹂といいました︒

三525圏園

三527團園りすはしらかばの木にはねて︑﹁高

い︑古同い︒﹂といいました︒

いなかの

コ局い︑高い︒﹂といいました︒

ぺんぺんぐさは︑

三527圏園

やねの

三531圏國

コ乞い︑高い︒﹂といいました︒

﹁高い︑高い︒﹂といいました︒

三531圏

こどもは石の上に立ち︑﹁高い︑高
三533圏圓

おてんとうさまは空にてり︑﹁高い︑

﹁高い︑高い︒﹂といいました︒

い︒﹂といいました︒

三533圃園

三535圏圓

かぐやひめのひょうばんが︑だんだん高

コ洗い︑高い︒﹂といいました︒

高い︒﹂といいました︒

三野1

三535圏囹

はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い

くなったのを︑みかどがおききになって︑
四4710

山の上を高くとびこえて︑たににさし

山のそばにきました︒

かかったとき︑

四485

きけんなところは︑どうやらとおりすぎ

ましたが︑目のまえに︑高い︑高い山がそび

四531

四531

やっと高い山のみねをこえました︒

高い︑高い山がそびえていました︒

えていました︒

四534

たかい
たかい
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四764 た1高い山︑ひくいたに
四779 や1山より高いものはなに︒
四941 雪がかおにかかるのもわすれて︑高い
高い空のまん中をみあげる︒

四941 高い高い空のまん中をみあげる︒
五544圓 それより︑ほら︑もっともっと高いとこ
ろに︑四ばん星1⊥亦い星︒
五鴨10 海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴー
とうなっています︒

五794 チョロチョロ︑ひくく鳴ったり高く鳴った
りしています︒

五795 おなじところで︑いつまでも高く鳴ってい
ます︒

五892圃國 高い山からたにそこみれば︑うりやな
すびの花ざかり︒

五梱6 早く︑おそく︑高く︑ひくく︑いっしょう
けんめいにまねをします︒

五棚9 鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど

あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし

キューと︑高く鳴きました︒

八212
て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

八844

もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

高く高くのぼっていった︒

高く高くのぼっていった︒

高いところにのぼるほど︑大きな世界が

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

天
ノ8
50
1みはらし台に立ってみると︑目のまえに高
八5910囹

八844

みえる︒

九149

なん十メートルもある高いすぎやまつの

この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九237
ているかを
九3711国

はえているところは︑書でもうすぐらく︑

枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい

九384團高くて手のとどかないかれ枝は︑
九392團

る高い木をみつけると︑

九653囹

せいの高いのだよ︒

平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く

せいの高いことなんだよ︒

九779

九653囹

岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

高い木が大きく枝をはって︑

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

うお寺の高いとうもみえました︒

十1010

もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風

もう︑先生のせいくらい高くなりました︒

にいさんのせいより高くなりました︒

十617
十619

にゆれていました︒

十625

ぱなからだになるだろう︒

十一510園ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ

こわれていて︑

十一1510 教室の高いところの窓ガラスが︑ 一まい

山にはまったけが︑かおりも高くはえ

音高くみつばちがとぶ︒

十一3110圖えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

てくる︒

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

総代の名が︑ひときわ高く呼ばれました︒

十一3810囲
十一447
十一7310

高い理想をめざして︑いっしょうけん

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑

どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

小路は︑おのずから高い土べい続きに

なっている︒

十三269

ているので︑

十三268

卑しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三512

けやきのこずえの方を︒

十三42 ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い

えているが︑根はちっともみえない︒

十二645

めいけいこをすることだ︒

十二225囹

まじめな顔をした老人でした︒
九403団圓そんな高いところ︑あぶないから︑早
ばたの高いところにかけますが︑
十ニー43 高いところがらたれさがったのもいい︒
六368 20高くふきあげられて︑空にきえていく くおりておいで︒

かかし
七56 白いちょうが︑︿略﹀︑思いきり高くとんで︑
屋根をこえて︑うすべに色の空にきえた︒

自分は︑こうもりのために︑高いところか

私は父につれられて︑近くの高い山に登っ

十104

十47

らたたき落されたが︑

九紹11

た︒

九夏2

なったところがみえます︒
七155 ﹁はなが高い︒﹂
七3910 さぶろうは︑︿略V︑三人め︑四人めと︑高 九二9 両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な
んという勇ましさであろう︒

いところをメデシンボールのように送られていく

うちに︑にこにご顔になり︑

七402 乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう
を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒
七715 そのずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑
さえずっている︒
七931 首のところを持って︑かごの中へいれたら︑
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たがい一たかぎ

九893

はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒﹂た

まだやるのか︒﹂たかぎ﹁やるとも︒﹂

しばらくして持っているすみに氣

九963

九959

たかぎ

たかぎ﹁あっ︑それだ︒﹂

たかぎ﹁なんだっていいじゃないか︒

くる︒﹁これきみが落したボタンだろう︒﹂

舞台のすみからボタンをひろって

九968

がっき︑︿略﹀︑﹁これ︑きみのだろう︒﹂

たかぎ

﹂

たかぎ﹁いいとも︑だれがきみなんかと遊

かぎ﹁ぼくだってやるよ︒

九899
九9010

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは

すこしせの高いのが︑廣間の中にかけこんで來て︑

ぶもんか

十五価6
をした者が︑

九943

せの高い︑美しい︑天使のようなすがた

十五992

できた大無間のようなものがあらわれます︒

十三594 せいの高いマリアがキリストをだいて 十五822 園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で
立っていると︑

十四566囹 花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる
ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四573 つるがこういったとき︑高い声でわらい
ながら︑どやどやとはいってきたものがあります︒

幸吉とうめは︑たがいにはげましあった︒

これをノルウェー産のもみの間に植えて
つくえのまん中にチョークで線をひき︑

高い高い

九987

九985

たかぎ﹁じょうぎひろってやったじゃない

たかぎ﹁でも︑あいこだ︒﹂

たかぎ﹁おい︑ボタンついたか︒﹂

たかぎ﹁だから︑あいこだ︒﹂

たかぎ﹁ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒﹂

たかぎ﹁だから︑あいこだろう︒﹂

九棚2

九㎜4

たかぎ﹁きみ︑もうよそうよ︒﹂

たかぎしずかに︑﹁︿略﹀︒﹂

たかぎ﹁もうたくさんだ︒﹂

かんにんするかい︒﹂たかぎ﹁いや︑ぼくが

ぼくもわるかったよ︒﹂たかぎ﹁いったい︑

九梱9 ぼくがあんまりじまん話をするもんだから

なんでけんかをはじめたんだろう︒﹂

九棚6

いけなかったのさ︒﹂

九梱4

九㎜9

つきみをなぐった︒﹂

九997 たかぎ﹁でも︑ぼくは二つなぐられて︑三

九995

と︑首をさする︒

九993

九9811

か︒﹂

九989

たかぎ﹁なんだ︒﹂やまだ﹁首︑いたいの

たかぎ﹁首をひっかいたからさ︒﹂

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑たが

高い高い

高い高い⁝⁝⁝四十九
︹題名︺1

高い高い
高いびき

たかが

か︒﹂

九971

他の青々のことはわからず︑︿略﹀︑たが

九9711

八

三521
たかいびき

﹁︿略﹀︒﹂と︑うさぎは︑高いびきをかい

﹇高﹈︵副︶1

たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない
でください︒

八1310

たかが

て︑さも卜しそうに書ねをしていました︒

八551

﹇高峯﹈︵名︶1

たかいたかい

三491八高い高い

三32

︹課名︺2

いににくみあったり︑おそれあったりして

十五806

いに向かいあい︑勉学にいそしむことにしたが︑

十五579園

みると︑両論のもみは︑たがいにならんで生長し︑

十三219

十424

十四652 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま たがい ﹇互﹈︵名︶4 たがい皿vおたがい
わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑

十四678 たつまきのようなものになって︑地面か
らなんメートルもある︑高い柱の形になり︑
ています︒

十四765 すこし高いところでは︑反対の風がふい
十四856 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

え続けていて︑それが︑高く︑高く︑しだいにの

じ

たかいたかい

十四9810 やっぱり︑そのたくさんのろうそくはも
ぼって︑大空の星のようにかがやくのを見た︒
十四9810 高く︑高く︑しだいにのぼって︑

十四棚2 おばあさんが︑こんなにせいが高く︑
りっぱで︑美しく︑

十四梱10 地面から高くはなれて︑もう︑寒さも︑
ひもじさも︑なみだもない國へ︑

の一つに︑

十五192 アルプスの山々のうち︑もっとも高い山
十五195 その中で︑一だんと高くそびえているの
ふ

が︑このユングフラウの山です︒

おおたどうかん

ある日︑太田道潅は︑たかがりにでかけ
たかぎ
たかぎ﹁ぼくだっていやだ︒﹂と︑つかまれ

︹話手︺28

ている手をふりはなそうとする︒

九8810

たかぎ

ました︒

十二63

十五196 これは︑富士山よりはすこし高く︑．四千 たかがり ﹇鷹狩﹈︵名︶1 たかがり
百七十メートルばかりの高さがありますが︑
十五2012 このヨーロッパの高い山の中の生活は︑
見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑

十五262 もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ
うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

たかぎ一たがやす

874

友だちにまで心配させて

﹂たかぎ﹁あ ︑ そ う そ う ︒

九齪3

しょにあやまろう︑あした一

﹂たかぎ﹁いっ

九観6 けんかの話をするのかい︒﹂たかぎ﹁しても
たかぎ﹁じ ゃ あ ︑ い こ う ︒ ﹂

いいさ︒﹂

九皿8

﹂たかぎ﹁なかなおりしたら︑よ

たかぎ

たかぎ﹁だいじょうぶだよ︒

くなった︒﹂

九皿10 首は
九佃1
︹人名︺21

九875 人 たかぎ・やまだ そのほか友だち大ぜ

たかぎ
い

たかぎ︑それをのぞきこむ︒

して︑﹁︿略﹀︒﹂

九974

たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん

九979

首︑いたいのか︒﹂たかぎぶつきらぼうに︑

やまだちょっとたかぎをみて︑﹁︿略﹀︒﹂

やり立っている︒

九976

九982

たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑そっ

﹁いたかない︒﹂

九983

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

とやまだに近づく︒

九鵬5
たかぎもわらう︒

たかぎくんは︑え日記を書くといいました︒

いこうよ︒

﹇高低﹈︵名︶1

じ

うずの高さも︑四キロとか八キロとかい

までは︑まっすぐにあがりますが︑

十四688

ふ

これは︑富士山よりはすこし高く︑四千

うのですから︑

十五197

そのときは︑まだ三角測量が行われて

百七十メートルばかりの高さがありますが︑

その際算出した高さは︑実測の結果と

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

十五563園
十五566園

﹇高﹈︵形︶1

高し

︽ーキ︾

わずか十フィートしかちがわなかった︒
たか・し

十五97重圏日の第一線が燈台の高きに

長者は︑高どのの上からこのありさまを

﹇高殿﹈︵名︶3 高どの

十二609

ところが︑そのあくる朝ながめると︑高

高どのに立っていた長者は︑

たかはし

﹇高橋﹈︹人名︺1 高橋さん

たかまる高まる︽ーッ・

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

﹇高﹈︵五︶3

樂しみはいよいよくわわり︑喜びはさら

佐吉の考えは︑しだいに高まっていったが︑

そこで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑

けむりの出るところがらいくらかの高さ たがや・す ﹇耕﹈︵五︶3 たがやす︽iサ・ーシ︾

年々高まってきました︒

十三222

ない空想になりがちであった︒

小学校をでただけのかれには︑手のとどきそうも

十3411

にたかまる︒

六258囹

ール︾

たかま・る

私にも書かせてください︒

十五耀7

たかはしさん

十五盟6 1⊥局橋

たかはし

どのは消えてしまってあとかたもなく︑
たかはし
﹇高橋﹈︹人名︺1 高橋

十二612

ながめて︑得意になっていた︒

十二605

やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁︿略﹀︒﹂ たかどの

九㎜7
九谷11

ぎくん︑

たかきひくき

高きひくき

九887圏よせよ︑たかぎくん︒
九904園たかぎくん︑帰ろうよ︒
九919園もういいじゃないか︑そんな話llIたか

五843

九884 たかぎとやまだが左右にひきわけられたと たかぎくん ︹人名︺4 たかぎくん
ころである︒

九884 たかぎには友だちの一︑二︑三︑
九889 いやだい︒﹂と︑たかぎをにらみつける︒
たかぎの服のほこりをはらいながら︑

九913 一︑二も︑たかぎの落した物を集める︒
九915 三
﹁︿略﹀︒﹂

こぬれの高きひくき見ゆ

九9111 たかぎくん︑いこうよ︒﹂友だち︑たかぎ 十五131図圃あさき夜の月影清み森をなすすぎの
をかこみながらさる︒

風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ
いい音樂をきいても︑それがわからないの

赤色のすやきの土人形で︑高さは一メー
十四6512

トルほどあり︑

十一一梱7

に近い木にのぼったことがありました︒

九398図根もとからかれている高さ十五メートル

ないからであろう︒

は︑その高さを受けいれるだけの心持をもってい

九147

からごみをふきとばさせます︒

八佃3

九937 しばらくすると︑たかぎもさがし物のよう たかさ ﹇高﹈︵名︶9 高さ
すででてくる︒

みている︒

九948 やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手もとを
九951 やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑
だまったままそれをとりあげる︒

九954 やまだ わざとたかぎの顔をみないように
して︑﹁︿略﹀︒﹂

九956 たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑返
事をしないでさがし物をつづける︒

九961 やまだ たかぎのまえにじょうぎをつきだ

875

七467 たがやしている父と子︑

たかやま

高山

八987 種まきのときとちがって︑こんどは深くた
がやしました︒

たから

たかやま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣づけて

たかやま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はげまして

﹇宝﹈︵名︶4

たから

にこにこしていた︒

おまえさんは口かずが多すぎる︒だから︑

かの木の根にいきあたります︒

八828囹

やまだ﹁ぼくだって︑すみをみつけて

おまえさんとおつきあいするのがいやなのさ︒

九9811園

やまだ﹁そりゃあ一﹂たかぎ﹁だから︑

やったじゃないか︒﹂たかぎ﹁だから︑あいこだ︒﹂

九995囹

いましがた︑みつばちにさされて︑苦し

あいこだろう︒﹂

九柵4園

んだことも知っています︒だから︑わたしをたべ

そういうときに︑金次郎が生まれてきた

てもいいと思っているんだけど︒

十一203

のです︒だから︑金次郎は︑子どものときから︑
家の手つだいをしてよく働きました︒

花の一部であるめしべの根もとが︑大

ものが世の中にできてくると︑ことばも︑

きくふくれただけのものです︒だから︑それは︑

十四5212園

だから︑このかぼちゃは︑全部私のも

私たち花のものだということはうたがいありませ
ん︒

のだと思います︒

十四543園

水と養分とを吸いとって︑夜も書も

送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒だ

十四553園

から︑︿略﹀かぼちゃは︑私のものだと思います︒

それをなおして︑あなたがたがかれな

いようにしてあげたのです︒だから︑私は︑その

十四571園

かぼちゃは︑全部私のものだと思います︒

ちしてあげなかったら︑実は一つもつかなかった

十二474至心にあることを︑なにか美しいもので 十四601園 ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ
あらわそうとする氣持がある︒だから︑人間がい

のですよ︒だから︑あのかぼちゃは︑

らい雨のできかたは︑︿略﹀︑だいぶよう

るところには︑かならず詩もあれば︑絵もある︒

きしみながら︑かん古同いひびきをたてる︒ 十四692

すのちがったのもあります︒だから︑どれもこれ

十三334

もみんな︑茶わんの湯にくらべるのはむりですが︑

そこで︑その女の子は︑まったくはだし

青い鳥だって︑︿略﹀まよいこんでい

﹇高﹈︵形状︶1

高らか

﹇宝倉﹈︵名︶1 宝ぐら

かぞえておいでになると︑

八381 ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物を

たからぐら

を︑声高らかに読みあげられた︒

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくったあたり

十五737 ﹁︿略V︒﹂といって︑日記をくりひろげ︑

たからか

を︑まわしてはいけないよ︒

ないともかぎらない︒だからまだ︑ダイヤモンド

十五838園

とといったらなかった︒

になってしまった︒だから︑その足のつめたいこ

十四9110

だから︑車の動いている間︑たえまなく︑﹁キリ
ごちそうなんてたくさん︒だから︑ほ

キリ︑リリリリ﹂がひびく︒

十三386園

絵がすきで︑それに︑わかいころ︑世界

んとうにつれて行ってくださいよ⁝⁝
をまわって來た人です︒だから︑この絵も︑本物

十三549

をごらんになっているだろうと︑思ったからです︒

心の正しい人々の苦しみを︑自分もとも
に苦しんだのです︒だから︑フィリップの作品の

十四51

はできませんQ國の たからにいたします︒
いちばんとうとい宝なのです︒

中には︑︿略﹀眞実の力が︑こもっているのです︒

十四73国子どもたちはじゅうぶん愛していてく

だから

三778囹 それから︑あさな
にって︑お日さまが

れる︑だから︑自分はたしかにひとりぼっちでは

︵接︶22

あなたたちのところへ かえってくるのです︒

あたりまえのことだが︑なかなかおもし
ろいと思った︒だから︑これからのちも︑新しい

十四256

ないのだと︑お考えになってください︒
虫たちが︑ いいかげんにすすんでいっても︑なに

八162あたりの木の根ものびています︒だから︑

だから︑だれにもひると よるがあるのです︒

だから

とっては︑

十四155團おかあさんのおやさしさこそ︑私に

四捌2囹天人のはごろもなら︑なおさらお返し

ようと思います︒

四欄2囹もってかえって︑ うちのたからにし

よう︒

四㎜7園もってかえって︑ うちのたからにし

宝

生も組の友だちも︑みんな︑

七549 式をすませてもどってくると︑たかやま先

くださった︒

七533

くださった︒

七508

たかやませんせい ︹人名︺3 たかやま先生

くんが︑﹁︿略﹀︒﹂

十四195 田中さんが答えられないでいると︑高山

んが︑思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十四182 学校で︑そうじをしているとき︑高山く

くん

十229 きれいにたがやされた畑︒
たかやま
たかやまくん ﹇高山君﹈︹人名︺2 高山くん

たかやまくん一たからぐら

たからもの一だく

876

たからもの ﹇宝物﹈︵名︶1 宝物

︽

ッ︾

だきあいます︒

七925

︵下一︶

1

だきかかえる

うらしまは︑かめをだきおこして︑せな
﹇抱抱﹈

ほかのがんは︑右や左からかっちゃん
﹇薪﹈︵名︶5

たきぎ

をだきかかえました︒

おとなといっしょに畑にでたり︑山へた
たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から
たきぎをせおって山からおりるとき︑

﹇薪取﹈︵名︶1

たき木とり

のが︑すきではありませんでした︒
たきぎとり

いくたびに︑めずらしい小鳥がみつかるからです︒

九415團だんだんたき木とりになれたのと︑山へ

2 だきしめる ︽一

老婦人が︑ズ略﹀︒﹂とさけんで︑しっか

だきし・める ﹇抱締﹈ ︵下一︶
メ︾

と私をだきしめた︒

十五677

十五686 老婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびか

1 たきつける ︽一

こういつて︑王さまにだきつきました︒

︽ーキ︾

けながら︑おもわずとびこんだ私をだきしめた︒
八4110

ケ︾

たきつ・ける ﹇焚付﹈ ︵下一︶

たきのぼり

まあ︑火をたきつけておくれ︒

﹇滝登﹈︵名︶1

十二761園
たきのぼり

こいのたきのぼり︒

﹇焚火﹈︵名︶1 たき火

四785 こ
たきび

﹇焚﹈︵四五︶6

タク

たく ︽⁝イ・ ク・一

わきで︑たき火をしていました︒

十547 ﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道の

ケ︾

た・く

しょう︒

五329 この汽車は︑なにをたいて走っているので

アッポタイテル

きみ火をたけよきものみせん雪まろ

イコウ

やがて︑かれらもせいぞろいして︑かげ

十二7611図圃
げ

十三610

ろうのたいまつをたいて︑おしよせて悟る︒

はまの子ら火をたく青き月夜となり

かれぎくをたいている︒

十五93図圏

十三486

芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく

どれどれ︑ゆうごはんでもたこうかな︒

だ・く ﹇抱﹈︵五︶16

だく ︽ーイ・ーカ・ーキ︾

みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

十一．﹇712

五935園

九373團ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく た・く﹇炊﹈︵五︶2たく︽ーイ・コ︾

九367団

は十五六分ほど登るのですが︑

九361国

きぎをとりにいったりするので︑

九322團

ておいて︑よかったね︒

六2610毎夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ 十499囹

たきぎ

だきつ・く ﹇抱付﹈︵五︶1 だきつく

おかあさんは︑わたくしをひざのうえに
﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきなり

茶色のうさぎは︑おくへはいってでてこな

さぶろうをだきあげ︑

七392

だきあげてくれました︒

一6510

ゲ・ーゲル︾

八381 宝ぐらの中で︑宝物をかぞえておいでにな だきあ・げる ﹇抱上﹈ ︵下﹈︶ 5 だきあげる ︽

たかる

ると︑み知らぬ人がはいってきました︒

﹇ 集 ﹈ ︵ 五︶1

たかり εひとだかり
たか・る

たがる

︽タガッ︾

八256 せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ
︵助動︶1

てひいていきますが︑
たがる

十五柳8園あの女はさがしに行きたがって︑

そのかたの両うでの中に強くだきあげら

工員は男の子をだきあげる︒

いので︑小屋へ頭をいれて︑だきあげて︑

十265
れました︒

十二331

たき ﹇滝﹈︵名︶11 たき呂ナイヤガラのたき
﹁たきへでたいんだもの︒﹂

三6310 左へいけばたきへでます︒
三659囹︺

四m5

三695囹 はじめにもりへ いって︑それからた だきおこ・す ﹇抱起﹈︵五︶1 だきおこす ︽ーシ︾
きへでようね︒
だきかか・える

かをさすって︑

せかれて︑たきになり流れになって︑

九364国 岩と岩とのあいだを流れ落ちるしみずが︑

︽ーエ︾

︽ーイ︾

四504

九507 ﹁ふえふきのたき﹂でした︒

九508 ﹁ふえふきのたき﹂は︑まつ白な岩のがけ
の中ほどに︑小さなあながあいていて︑そこから
水がふえのように鳴ってとびだし︑

九5011 水がふえのように鳴ってとびだし︑すぐた
きになって︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒

九517 たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

九513 たきがピーピー答えました︒
けました︒

雨水︒

十188 わら屋根ののきから︑たきのように落ちる

暑さはどこへやら︒

だきあう

十一358囲 たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
だき δよこだき
︹抱合﹈ ︵ 五 ︶ 1

十五佃6 ﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあいだ

だきあ・う
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たくあん一たくさん

二231囹 すのおそうじをするので︑はとをだ
いていたら︑たいへんあついとおもいました︒

八554

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の

心のおくは知れるものです︒

はんたか︑おまえはたくさんのことを

おしゃかさまはたくさんのでしをつれ

あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑
﹃びんぼう﹄はうちじゃたくさんだ︒

たくさんの木がかんばしくにおい︑
たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ
ばめたちのとまるところがつくられました︒

たくさんのつばめがはじめて運ばれてきた
のは︑九月十七日でした︒

九215

たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ
コと︑へんな七夕をやっていました︒

九519

もうたくさんだ︒﹂たかぎ︑頭をかかえ
銀色に光った︑たくさんの機械は︑生きも

てにげるまねをする︒

九柵4囹
十352

ののように動いていた︒

たくさんの人の中には︑わらじの切れて
いる人もあります︒

十一222

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

さんの実がつきました︒

十一291
十二344

ごちそうなんてたくさん︒

私はその日︑たくさんのことばを覚えま

さんのことばをつづることを覚え︑

十二3810
した︒

十三386園

先生︑どうして︑そんなにたくさんの

このぎんが系というのは︑︿略﹀天の川

とちゅうから︑黄色くなって落ちてし

たくさんの小さなろうそくが︑みどりの

けれども︑やっぱり︑そのたくさんのろ

たくさん

まどのところに︑みおぼえのあるかお

﹇沢山﹈︵副︶62

ります︒

先生︑でんせんに︑つばめがたくさん

えてあります︒

四88 まわりには︑さくらの木がたくさんう

えています︒

三351園中にわに︑とうもろこしがたくさんは

んならんでいました︒

三337園

青色やちゃ色のくすりびんが︑たくさ

三331囹でいり口には︑げたばこがたくさんあ

とまっています︒

二247囹

が︑たくさんならんでいました︒

一5610

たくさん

うそくはもえ続けていて︑

十四989

枝の間からかがやいて︑

十四982

まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒

十四5312囹

の内がわにあるたくさんの星のむれなのです︒

十四339

外國のことぽが︑日本語になったのでしょう︒

十四247園

いろいろな國からはいってきて︑

そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ 十四244 どうしてこんなにたくさんのことばが︑

日かげになってこまっていたたくさん

それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑
おどりももうたくさんです︒

をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は

四悩1たった一つのでんとうですが︑この光

四桐2囹

まもってくださることになりました︒

三相5

の村々は︑

三295

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

三2810

て︑王さまのこてんにまいりました︒

三149

おぼえなくてもよろしい︒

三127囹

二512 さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ たくさん ﹇沢山﹈︵形状︶26 たくさん
けたり︑おどったりします︒

三重3 おばあさんは︑しめきったくらの中で︑
しっかりとかぐやひめをだいていました︒
からだは︑すうっとそとへでてしまいました︒

三佃4 おばあさんがだいていたかぐやひめの
五8811園 こうして右の手でだいてな︑左の手でか
かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七416 かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア
八646囹 でも︑もうすこしだいてみましょう︒

八646園 いままでだいていたのだし︑あと四五日
はすわることもできますから︒

十二2912 このごろふとってきて愛らしくなった民

六67囹

たらいていることでしょう︒

十三535 まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる

八528囹

ちゃんをだいてやろうとすると︑

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

八886

たくあん

九2011

十三594 せいの高いマリアがキリストをだいて
立っていると︑
どうししや

十五332 父親のうでにだかれた女の子は︑
だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑

十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に
十五柵2囹 ふたりとも︑おかあさんにだかれてお
くれ︒

母の愛光をだきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五槻4 うれしいような︑樂しいような︑悲しい

十五柵2

﹇沢庵﹈︵名︶2

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒
たくあん

てくれました︒

八548 黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ

たくさん一たくさん
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四371園 そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし
そうにじゅくしていました︒

四675 お正月までに︑ことばあそびのたねをた
くさんこしらえておきましょう︒

四732 たくさんおもしろいのができました︒
なおんがくにあわせておどりはじめます︒

四望2 魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか
五327 材木や︑石炭や︑お米を︑たくさんつんで
います︒

五337 えんとつがたくさん立っています︒
五406團 いま︑たくさんさいています︒
五417團 まいにち︑たくさんちぢをしぼります︒

五561 もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ
つまっていました ︒

五663園 お礼はたくさんさしあげます︒

五844 たなかさんは︑おしばをたくさん作るとい
いました︒

ろな時計がたくさんならんでいる︒

六58 まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい
六201一 テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ
ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒
六307 雪がたくさん降ってきます︒

る︒

六939 女の人は︑魚たちをたくさんつれてでてく
六桝2囹 たくさんとれたね︒
うちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七171囹先生︑きょうは風がありませんから︑ちょ
七939 野うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ
やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒
がたくさんぬけていました︒

七955 けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛

八47 いたるところの山野に︑いちばんたくさん

いる鳥といわれるほおじろです︒

もっとたくさんこがねを集めようと願って

葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたくさん

おいでになりました︒

八375
八㎜9
でてきました︒

ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう

あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに

なものがたくさんはえていました︒

八六8

九93
なって︑まとまりがっかず︑

この中には︑親つばめもいますが︑ことし
しかし︑その中には︑ことし生まれた子つ

生まれた子つばめが︑たくさんまじっています︒

九156
九187

ふながたくさんいます︒

ばめがたくさんいます︒

九333團

九391團枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい
る高い木をみつけると︑

九419団ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には
そのほか︑名のわからない美しい小鳥が

美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑

九423團

まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

たくさんいます︒

九平5

いちょうの木にのぼって︑いちょうの葉を

まつ白なばらが︑たくさんさいていだので

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

す︒

九悩3
十584

ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た

たくさん落してくださいました︒

十597

日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑︿略﹀

くさん取ってきた︒

十643

いい色の絵のぐがたくさんあった︒

おもしろいものが︑たくさんありますが︑
十ニー68

みるみるうちにつもりましたが︑曾良が

をたくさんつけるようになりたいものです︒

十二748

くりはあんがい少なかったこと︑そのか

くりがたくさん落ちていたこと︑

まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

水をたくさんくんでおいてくれたし︑

十二746

十二912

わりきのこがたくさんあったこと︑

十二923

十一﹇981 古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑︿略﹀

もとより世の中には︑科学的研究によっ

などをたくさんだべていたようです︒

やなぎのわたが︑どこからともなくたく

ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑

十三119
十三365

それに︑うちはやけなかったから︑本

さん舞ってくる︒

自由にふでをふるって︑りっぱな作品

美しいしょう像などを︑たくさんかい

だってたくさんある︒

十三418圓

十三572園
た︒

西洋からきたことばをできるだけたくさ

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十三615園
十四2711

空氣中には︑それが︑しぜんにたくさん

たくさん出てくるよ︒

ん調べてみたいと思った︒

十四284園

十四646

ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく

ういているのです︒

十四9312

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ

さんはいっていた︒

十五5910園

に見せなければならないものがたくさんある︒

十五832園うまいものをたくさんだべて︑うれし

なんてたくさんいるのだろう︒

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

十五9512園

十二215園大きな木になって︑美しいりっぱな実 十五961園もっともっと︑たくさんいたものだよ︒
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たくする一だけ

たくする

︽ーシ︾

十五964園 この世の中には︑人が思うよりもっと
﹇ 託 ﹈ ︵サ変︶−

たくさん︑幸福はあるのだから︒
たく・する

ひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑少女の

十二712 ﹁七重八重花はさけどもやまぶきのみの

︵名︶一

タクト

思いをたくしたものでありました︒
タクト

たくましい

︽ーイ︾

六186 まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに
﹇逞﹈ ︵ 形 ︶ 2

ふっています︒
たくまし・い

十二661 おおつなのようなたくましい根が︑深く

十249 たくましい音樂︒

﹇蓄﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

たくわえる

︽iエ︾

のびてみきをささえ︑廣くのびて枝をやしない︑
たくわ・える

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

五377 大むかしのたいようのねつが︑かたちをか
たけ ﹇丈﹈︵名︶1 たけ呂ありったけ

九792 土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの
たけいっぱいにはいります︒

じょうのくものすをはらいました︒

材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六柵4

あさがおのつるがまきつくように立ててあ

十185

二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が

竹の葉さきからしたたるしずく︒

る︑竹や木のことをいうのです︒

七127

十623

にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

私が︑木を割ったり︑竹を割ったりして︑

なにかこしらえようとしていると︑

十四773

﹁木もと竹うら﹂ということわざを教え

てくれました︒

十四774

竹を割るときには︑うらのほうから割る

がいいという教えでした︒

十四777

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

﹁木もと竹うら﹂という簡輩なことを︑

竹の先のほうから割ってみると︑

すると︑︿略﹀︑とちゅうから横の方へそれてし

十四7710
まって

十四784
十四7910
たけ

﹇岳﹈■うんぜんだけ

知っているのといないのでは︑

ら・ことしだけ︒ささだけ

たけ ﹇竹﹈︵名︶16 竹3おやだけ・きもとたけう

ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑は

だけ3それだけに

︵副助︶95

かっちゃんをささえながら︑

﹁︿略﹀︒﹂とこたえるだけでした︒

できるだけ
四597

しかし︑その中に三人だけ︑たいへんよろ
しかし︑きょうのうれしさは︑それだけで
はありません︒

五226

こんで帰っていった子どもがありました︒

五218

早くとびました︒

四528

んぶんだけみどりいろをしていました︒

一一134

だけ

一本あり

一一454園長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒
三欄4 おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を
とりにいきましたQ

三川1 ねもとのびかりと光る竹が
ました︒

れいなおひめさまがすわっていました︒

三棚2 その竹を切ってみますと︑小さな︑き
三醜4 それからと いうものは︑おじいさんの
とる竹の中には︑たびたびこがねがはいって
いました︒

五807 竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん 六610園 ただ自分だけがこのように小さくて︑な

かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび

んの役にもたちそうにない︒

てちぎれてしまう︒

六358

たとえ動いても︑それだけでは命があると

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7410

さいませんか︒

六813園きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ

たいだけは︑病氣でねておりますので︑

六8110園 たった一日だけでいいのです︒

ここへはまいっておりません︒

六941園

ために発音がすこしおかしい︒

六梱9 ただ︑はながつまっているだけだが︑その

である︒

六栴4 ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

﹁手﹂だけではありません︒

モの二ぎょうだけで︑

六槻8 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ
七147

のこしておきましたら︑

七206園

いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら

べるようにと︑おっしゃっただけです︒

七275園

に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒

七483 二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人

さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑

動いている︒

七611

朝早くいってみたら︑子うさぎは巣の中で

だけで︑ちっともたべません︒

七889 まえにたべのこした古い草は︑ふみつける
七984

なぜなら︑ほおじろだけしか費っていな

ねていて︑親うさぎだけが︑草をたべていました︒

かったのですから⁝⁝︒

八57

叉
20ただ︑腹の下のほうだけが皮にかくれてい
ノウ﹂−

だけ一だけ
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ます︒

八257 あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ
にかたくすがりついています︒

八326園 では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅう
とあうことをゆるしてやろう︒

八337 ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠
いきょりは︑おしはかることはできません︒
だけでした︒

︑
ノ8
40
1中には︑うすぐらいひが一つともっている

みたいだけみさせてやった︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは

八689園あれだけはしくじったね︒

ぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の

スキーの雪をすべる音だけが︑倉持よくき

九5311

九価9
こえる︒

十283

自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十326

小学校をでただけのかれには︑手のとどき

たいと考えます︒

十3411

そうもない空想になりがちであった︒

十二5311

人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔

傳説には︑︿略﹀︑昔からいい傳えられた

や頭がみえないようにする︒
十二557

ただ人々のあいだで語り傳えられている

というだけのもののほうが多い︒

十二559

そうでなかったら︑ただ□さきでいうだ

だけで︑︿略﹀消えていってしまうものもある︒

十二8910

苦しいときにうちかっことのできる國民

けのことになる︒

十三189

よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

だけが︑︿略﹀︑さかえるのであります︒

十三241

こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒

おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝︵と︑

十6812

十三438

﹁︿略﹀︒﹂といっただけでした︒

﹁︿略﹀︒﹂とだけ︑やっといいました︒

じゃあ︑ここに二円だけおいていくか
姉だけにわかるへんなことばをいってい
ただ︑さるの人まねのように指を動かす
からだ全体と右手を受け持つ人︑左手

古新聞を二まいとも八つに切って︑その

十四468

ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に

三郎くんのことばだけで︑すっかりよう

ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒

外國からはいってきたことばは︑英語

それから︑外腹のことばがはいってきた

西洋からきたことばをできるだけたくさ

なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別

かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

の國ででもあるかのように考えて︑

十四3012

ん調べてみたいと思った︒

十四2711

のは︑品物からだけではなく︑

十四2510

だけではなく︑

十四237囹

なりわかるが︑色がわからない︒

十三5711虚構は︑写字で見ただけでは︑明暗はか

十三507

すがわかるように︑くふうします︒

十三45．8

はなりません︒

人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて

十三451そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四

つかないだけです︒

十三447

うら手に行く⁝⁝声だけ続く︒

それだけはよしてくれ︒

十707囹

八6911圏 たまごの中にあんまり長くいたので︑あ 十﹁91園ただ︑わかっているだけではなしに︑
十一6612

いつもそのうえを考えていて︑
十一845

んなふうになっただけですよ︒

八鵬5 花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ

ころに︑

便利とか不便だけで物事を考えないと

十二451囹足だけの人と︑

るんだが︑

だけの人︑足だけの人と︑それぞれ手わけしてい

十二451囹

だけでした︒

十二342

ます︒

十二251

ら︑こづかいにしなさい︒

十一876園

八765 できるだけ早くぬま地をにげていった︒
だと思いました︒

九45この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤
い色だけでは感じられなかった明かるさが
九58 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑
その音には︑ある感じがこもっているものです︒
らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九76 ﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく

いないからであろう︒

九148 その高さを受けいれるだけの心持をもって
九149 もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

十二499

十一一4710園

九156 もう大きさだけは親つばめと同じですが︑

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九342国 せめて︑貝だけでもおみせしたいと思っ
ています︒

首のところだけのこして︑もんだ紙にの

うち一まいだけを正方形にする︒

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

九4410団 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 十二503
にかかってすぐ帰りました︒

881
たけぐし一たけのこ

かしれませんが︑

十四481 自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ
いなのに︑

十四527園根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ
りませんが︑それだけでは実はつきません︒
十四5212囹 それは︑花の一部であるめしべの根も
とが︑大きくふくれただけのものです︒

十四623 ただそれだけでは︑なんのおもしろみも
なく︑ふしぎもないようですが︑

てみよう︒

十五963囹あれだけ残っていればいいや︒
けですよ︒

十五㎜11囹 あなたの知っているのは︑ぼくたちだ

十五価4園 チルチルや︑おまえは︑いまだけ天國
に來ていると思っているけれど︑
竹ぐし

ほしがきにするために︑母がかわをむい

﹇竹串﹈︵名︶1

九4311国

たけぐし

︹人名︺2

たけこさん

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

﹇竹取翁﹈︹人名︺1

竹とりのお

を歩いていくんですから︑しぼんでしまいます︒﹂

﹁竹とりのおきな﹂というおじいさんが

たけとりのおきな

三㎜2

きな

話は︑第一次世界大風がたけなわであっ

﹇酪﹈︵形状︶1 たけなわ

すんでいました︒
たけなわ

たけのこ

たころのことである︒

十五523

たけのこ

︹題名︺1
十6011

たけのこ

﹁それ︑このたけのこをごらん︒﹂

みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ

て︑のびているたけのこがありました︒

五916

五914囹

きょうは︑︿略﹀︑すみこさんと︑くにおさ たけのこ ﹇竹子﹈︵名︶15 たけのこ

たけこさんのしたおはなし︒

んと︑たけこさんと︑この五人のばんです︒

二254

十四681 そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑ たけこさん
とくに多くなります︒

十四694 ちょっと見ただけでは︑まったく関係の
ないようなことがらが︑

二374

ざおのさきにかまをくくりつけて︑ひっかけるよ
母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに

うにして︑下から力をいれてひきおろします︒
九3811国

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

したので︑

五919囹

した︒

十611

それ︑たけのこにごはんつぶがついてい

それぞれ︑たけのこにごはんのつぶがl

いや︑たけのこにごはんつぶがついてい

私は︑たけのこのそばにいって︑せいくら

うちのお庭に︑たけのこが一本はえてきま

るのが︑たけのこごはんだよ︒

五929園

が︑たけのこごはんですよ︒

五927囹ごはんの中にたけのこのはいっているの

lこりやあ︑たけのこごはんだよ︒

五925囹

るだろう︒

五924園

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

それで︑手おけの水をかけてやると︑た

九385團高くて手のとどかないかれ枝は︑長い竹 五917園 このたけのこが︑えんの下にあたまをだ

十四7012 ふたでもしておけば︑ひやされるのは︑ たけざお ﹇竹竿﹈︵名︶2 竹ざお
︿略﹀茶わんにふれた部分だけになります︒

十四739 そこだけがとう明に見えます︒
十四7312 しかし︑それも︑前の温度のむらとなに
か関係があることだけはたしかでしょう︒
十四744 ただ︑茶わんのときだけの問題ではなく︑

少年は︑右手に短刀をふりかざし︑︿略﹀︑

このたけだけしい相手を待ちかまえていました︒
たけだ
たけださん ﹇竹田﹈︹人名︺1 竹田さん
たけだ
きょう︑マンシュウから來た竹田さん︑

あのかかしが帰っているだろう︒﹂子が

十612

もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

べをしたら︑はなのところまでありました︒

にいさんのせいより高くなりました︒

一方の手で花たばを取りながら︑一方 十615
の手で目をふきました︒﹁だけど︑ぼく︑遠い道

十一9112園

帰ったんだろうね︒﹂

らす二﹁うん一だけど︑いったいだれがつれて

六444囹

だけど︵接︶2だけど

おいででしょうか︒

十三405園

十五2911

イ︾

十四9310 ただひと目でも︑火の光とごちそうとをたけだけし・い ﹇猛猛﹈︵形︶1 たけだけしい ︽一
見るだけでも︑満足したであろう︒

十五3810 ﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

いいえ︑もうこれだけです︒

と考えてみただけでも︑このことがすぐ理解され
よう︒

十五4611園

十五483 これははん主からゆるされた十六人だけ
が︑有田に赤絵町を作って住み︑

十五746 一方が先に生まれ︑他方があとから生ま
れたというだけのことで︑

十五794 私には︑︿略﹀︑このあいさつを送るだけ
の特別の権利があると信じます︒

十五839囹 ほんの形だけでも︑触発の方をさがし

たけのこごはん一たす

882

竹やぶ

︽ーケ︾

︹課名︺2

たこ

なった︒

六㎜10

はなから声がでる音であることはたしかと

たしかに︑たしかにそうです︒

たこ⁝⁝⁝百十四

たしかに︑たしかにそうです︒

十

七784園

六37

七784園

たこ

たこ

あすの朝から︑たしかにそのようになる

たしかにそうですが︒

十

八398園

八394園

おじさんからたこをいただきました︒

ふけふけ風よ︑たこあがれ︒

﹇凧﹈︵名︶10

ふ

たこ

四783

糸の切れたたこのように︑空にすいこまれ

六餌2

ま四角で︑骨が二本目かついていないたこ

ていくかかし︒

六網3
です︒

﹁こんなたこ︑ほしいなあ︒﹂

ほんとうは︑たこを作るのははじめてです︒

うちへ帰って︑そのたこをみて︑作りかた

六価10園

馬柵2

六恥10

たこ

ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように

﹇蛸﹈︵名︶1

を考えてみました︒
たこ

九347國

3ひきだし

たしかに春の声がきこえる︒
たしかにそうだ︒

たしかに︑動いたり大きくなったりして
六954囹

たしかにつりばりだ︒

いや︑たしかにあるはずだ︒

いるものは︑みんな生きものだね︒
六974園

よくきいていると︑たしかに風の音になる︒

そうだ︑たしかにそうだ︒

フィリップの作品の中には︑たしかに︑

自分はたしかにひとりぼっちではない

大うちゅうから見たら︑たしかに︑人間

しかし︑それも︑前の温度のむらとなに

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

︵下一︶ 1

だしかける ︽一

たしかにそれは星であった︒

﹇出掛﹈

たす

︽iメ︾

︽⁝サ︾﹇▽いいたす・か

そうして︑これをいくどもくり返してた

﹇足﹈︵五︶1

きたす

た・す

しかめ︑

十三810

たしか・める ﹇確﹈︵下一︶1 たしかめる

んだ空の中にとけこんでいる︒

十48 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす

ケ︾

だしか・ける

十四9811

に空からの手紙にちがいない︒

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか

十四857

か関係があることだけはたしかでしょう︒

十四7312

は︑︿略﹀小さなものでしょう︒

十四352

のだと︑お考えになってください︒

十四73團

︿略﹀強い眞実の力が︑こもっているのです︒

十四5一

九8210囹

九121

である︒

九111 じっさいにきいてみると︑たしかに水の音

でしょう︒

六328

六M1

十6111 たげのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく たこ
なります︒

るのでしょう︒

十6111 たけのこは︑どうして︑あんなに早くのび

十一322圃 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの
こすくすくのびて ︑

たけのこや︑ちょうや︑はち︑

十三66 すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑
たけのこごはん ﹇竹子御飯﹈︵名︶3 たけのこごは
ん

五926圓 それぞれ︑たけのこにごはんのつぶがI 六M5園 へんなたこだな︒
六M7 だれのたこよりもよくあがりました︒
lこりやあ︑たけのこごはんだよ︒
が︑たけのこごはんですよ︒

五928園ごはんの中にたけのこのはいっているの 六価7 たこが青空で右や左にゆれると︑

るのが︑たけのこごはんだよ︒

五929園 いや︑たけのこにごはんつぶがついてい

﹇竹薮﹈︵名︶6

三89 たけひこ﹁南の友だち︒﹂

たけひご ︹話手︺1 たけひこ
たけやぶ

たこ糸

材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

﹇凧糸﹈︵名︶1

一かぶから七本も八本もでていて︑
たこいと

三才9 竹やぶをみまわしていますと︑ねもとの
ぴかりと光る竹が一本ありました︒

六宙5

だし

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

﹁竹や ぶ や け た ︒ ﹂

四692

しい川のきしを走ったりしました︒

五203 しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず

たける

﹁たしかにかした︒﹂

六2711園

四693

二692園

五464 おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば たしか ﹇確﹈︵形状︶20 たしか
を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

九122 とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい
てくる風であり︑竹やぶを流れてくる風であり︑

n關﹈︵下 一 ︶ 1

十238 窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒ 六774園
た・ける

とおばさんは京都へひきあげられたが︑

きよロつ と

十五657 秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん

883
だす一だす

﹇出﹈︵五︶66

だす

︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾

ていって︑用をたさせるようにしました︒

十二257 そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ
だ・す

と︑

五198

すると︑その人は︑トランクからこの本

ふくろの中からだされて︑ほっとしている

五314園
五411團

あんまり大きな声をだしたので︑あたりの

けさも︑まきばにだしてやりました︒

をだして︑︿略﹀︑ぼくにくれました︒

す・いたみだす・うごきだす・うたいだす・うちだ

五576

■あばれだす・あるきだす・いいだす・いざりだ
す・うつしだす・うりだす・えがきだす・えらびだ

かごからだして︑にがしてやりましょう

このたけのこが︑えんの下にあたまをだ

人がわらいました︒

五917囹

す・おきだす・おしだす・おだす・おちだす・おど
りだす・おもいだす・かがやきだす・かきだす・か
したので︑

小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには

五969囹
か︒

けだす・かたりだす・かんがえだす・きずきだす・

六43

きりだす︒こねだす・ころがりだす・さがしだす・
さきだす・さしだす・さわぎだす・すべりだす・せ

﹁口からたべて︑おなかからだすも

しごと台の上をみて︑だしておいたねじの
そのとき︑いままで雲にかくれていたたい
そうして︑一つのかいちゅう時計をだして
ありは大きな声をだしてさけびました︒

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす
六551

つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ

よしおが大きな声をだしました︒

六皿9

このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて
おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六659

しておこった︒

六641

ずなり︑タ明かり︒

六478圃

六141

それをいじっていたが︑

六113

ようがかおをだしたので︑

六103

ないのに氣がついた︒

六89

さまれて︑明かるいところへだされた︒

いだす︒つかみだす・つきだす・つくりだす・とび

だす・とりだす・ながれだす・なきだす・なげだ
す・にげだす・ぬけだす・のびだす・のぼりだす・
はいだす・はきだす・はこびだす・はじきだす・は
しりだす・はなしだす・はみだす・はりだす・ひか
りだす・ひきだす・ひっぱりだす・ふとりだす・ふ
みだす・ふりだす・ほうりだす・ほりだす・もちだ

一一176園

す・よびだす・わきだす・わたりだす・わらいだす
のはなあに︒﹂

一一488 いちろうは︑りんごをだして︑じろうの
﹁かっちゃん︑元氣をだせ︒﹂

手にわたします︒
四506囹

ました︒

四833 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑一まいのえをだし

四924 雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお
をだして空のほうをみあげて︑

六三6

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

をだしている︒

四拠8たった一つのでんとうですが︑この光

そこで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂と

四川4園 さあ︑元氣をだしておかえり︒

六川5

いってみた︒

をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は
たらいていることでしょう︒

はるお︑あまり大きな声をだすから︑に

﹁口をだすな︒﹂

はありません︒

七125 これは︑あさがおのだしている手のことで
七156

そんな大きな声をだしたりして︒

げちゃったよ︒

七227園
七3011園

庭のだいこんの葉に︑うつしてやりましょうね︒

七3211囹死ぬといけないから︑ここからだして︑

七355 私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があっ

をかばうように両手をつっぱりました︒

た︒

七4210

したが︑

七922 小屋からだすとき︑みんな喜んですぐでま

しました︒

七925 小屋へ頭をいれて︑だきあげて︑そとへだ

ばれました︒

七925 だすときに︑わらを足でけったりして︑あ

ぐまいもどってきます︒

八92 ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用

︿略﹀︑からだをふるわせてもう虫の息です︒

八117 あわれにも︑くちばしから血をだして︑
八534

ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴

心ぶかい声をだして鳴きました︒

せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした

じゃあ︑お願いだから口をださないでほ

らしたり︑火花をだすことさえできた︒

八7711

八7910囹
しいね︒

り︑火花をだしたりすることができるかい︒

八802園

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

八831囹たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

たすかる一たすける

884

八848 その首をはくちょうの方へさしのべ︑自分
でもおどろくほどへんな大きな声をだした︒

九691 しゅすの着物のえりを開いて︑黄色のじん
﹁ さ あ︑元氣をだして︒﹂

ばおりをちょっとだして︑
九価11囹

九研6 みんなは喜んで︑きゅうに元氣をだした︒

九瀧5 みつばちはだいじな針をだして︑くもをね
らって︑ちくりとつきさしました︒

十388 眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが
いりこみ︑それに︑貝のだす翼珠質がまきつき︑

十429 半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ
たので︑ひとまずこれを加工して︑かざり物とし
て︑ともかく︑世にだすようになった︒

けれども︑力をだしてしごとのことを

うとお思いになるにはおよびません︒

十四812国

少年は︑ときどき大きな声をだして人々

うまよ人間のかさから耳をだして

お考えになるのです︒

十五94圃
を呼んだり︑

十五2612

やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ

よわったなあ︒

十五626囹
したよ︑

十五641だされたくつを見て︑ にこにことわらっ
た私は︑

十五684音もなくドアがあいて︑半身をだした老
婦人が︑

あ︑ どうぞ︒

︽ーッ・ーラ︾

＋五8910 ︵ふたりの子どもに手をだしながら︶ さ
助かる

たすき

里のおとめたちは︑赤いたすきもかいが

たすきにならんで︑がんがかえる︒

﹇裡﹈︵名︶3

十四815図

おびに短し︑たすきに長し︒

いしく︑朝から集まってきた︒

十二5911

三545圃

たすき

かれるのが助かったことを考えてごらんなさい︒

一まいの絵をひき

十五775図神は︑みずから助くる者を助く︒
十五775図神は︑みずから噴くる者を寒く︒
助けδてだすけ

助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞

﹇助﹈︵名︶1

十四458

たすけ

えなくなりました︒

十315

学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

助け船

助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た

助け船は︑いったい︑なにをしているの

n助船﹈︵名︶3

けあっていきたいと思います︒

たすけぶね
だろう︒

十四456
十四4811

たすける 助ける ︽一

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

ちが力をおとさないように︑

んに助け船を求められた︒

十五627

﹇助﹈︵下一︶16

﹁かみさま︑どうぞなかまをたすけて

からだがじゅうぶんではないから︑あ

このあいだ︑たすけていただいたかめ

﹁助けて︑助けて︒﹂ありは大きな声を

﹁助けて︑助けて︒﹂ありは︑いっしょ

﹁助けて︑助けて︒﹂

﹁助けて︑助けて︒﹂

雲のおじさん︒

すぎの木のおばさん︑助けて︒﹂すぎ﹁あ

助けてくださいと︑お願いしたところで︑

九柵10園

九鵬9囹

それまで︑命を助けておいてください︒

くもさん︑今夜は助けてください︒

ゆるしてくれるみこみもありません︒

六櫓5

ら︑子どものかかしだね︒

六362囹

六339園助けて

六144囹

うけんめいにさけびつづけました︒

六144圏

六139園

だしてさけびました︒

六139園

でございます︒

四鵬6園

とのものがじゅんじゅんにたすけていこう︒

四652園

ください︒﹂と︑おいのりをしました︒

四617囹

かっちゃんをたすけなければなりません︒

四513 はなれてとべば安全なのですが︑いまは︑

ケ︾呂おたすけくださる

たす・ける

十四591園夏のさいちゅうに︑あの雨のおかげで︑

しい歌に送られて︑死んでいきたいものだ

十四483どうせ助からないものなら︑こういう美

ああ︑助かった︒
六159園

たすか・る ﹇助﹈︵五︶3

十5910 えんがわにつくえをだして︑その上にすす
きをかざった︒

十一8210 少年は︑まだ声をだすことができません
でした︒

十ニー52 そのくちた草をとりのけようとすると︑
大きなえんまこおろぎが一びき頭をだしていた︒
ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十ニー65 下がきがすむと︑パレットの上にチュー

ていると︑

十二269 ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし
十二452園 目も︑口も動くし︑ときには︑したを
だしたり鼻がてんぐのようにとびだすこともある︒
や頭がみえないようにする︒

十二5311 人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔たす・く ﹇助﹈︵下二︶2 助く ︽ーク・iクル︾

﹁ ︿ 略﹀︒﹂といって︑

十三553 先生からいただいた絵はがきをだして見
せますと︑
十三557

だしからだして︑見せてくださいました︒

十四89團 なにも︑勇奮をだしてわすれてしまお たすけあ・う ﹇助合﹈︵五︶1 助けあう ︽ーッ︾

885
たずね一たずねる

十331 佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはたら
いていたが︑

ちに助けられて︑みんな︑ぬれねずみのように

十一612 さいわい近くの田で働いていた村の着た
なって家に帰った︒

ナがおよいで行ったように︑やがて︑一そうの

十四502 おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

たずねあぐむ

︽一

ボートが︑やみをぬって助けにきてくれました︒
﹇尋倦﹈︵五︶1

たずね ←おたずね

ン︾

たずねあぐ・む

十五描1園人間が地上に住みついてからこのかた︑

﹇尋﹈︵ 下 一 ︶ 5 1

たずねる

︽ーネ・ーネ

いつもたずねあぐんでいた道が︑どうしてわかつ
たの︒

たず・ねる

ル・fネレ︾εおたずねする・おたずねる
﹃︿略﹀︒﹄と︑またたずねました︒

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

マイクルが

たずねますと︑

﹁︿略﹀︒﹂マイクルがたずねました︒

一一333囹

三725
三742

六2810園

六731

おや︑だれかたずねてきたらしい︒

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんにたずねられて︑

みなのものにたずねるが︑だれか︑この

﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話をもちだしたので︑

六946園

かたのつりばりをとっていったものはないか︒
むこうから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑たずねるので

﹁︿略﹀︒﹂天帝は︑その男にたずねました︒

ございます︒

七811園

八298

﹁幸福﹂が︑いろいろな家へたずねていき
だれでも幸福のほしくない人はありません

八498
ました︒

八4910

から︑どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
えてくれるにちがいありません︒

この﹁幸福﹂が︑いろいろな家をたずねて

たエジソンのもとをたずねて︑養殖福徳のつくり

﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたずねて

かたを︑こまごまと話した︒

十517

﹁︿略﹀︒﹂だんなは︑あっけにとられてた

いるのです︒

十733

このことをたずねたとき︑なぜすなお

﹁︿略﹀︒﹂とたずねた︒

ずねました︒
十一617

十一629囹

ナポリの大きな病院の門ばんのまえへ

に﹃はい﹄といわなかったのだね︒

病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒

十一637
十一7410

そのとき︑少年は︑勇氣をふるいおこし

︿略﹀︑二こと三こと看護婦にたずねました︒

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十一一66

十一863

すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はたずねました︒

てたずねました︒

十一753

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

いきますと︑いぬのかってある家がありました︒

八509

八524

﹁︿略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よりのあひ

それに︑たずねてくれるものも少ないし︑

八514

八611

十一一94

﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑母は︑﹁︿略﹀︒﹂

くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒
八629

十ニー07

十四193

ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね

﹁︿略﹀︒﹂とたずねた︒

じ

ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博

私がこの博物館をたずねたおもな用事は︑

ばんだい

富士山や磐梯山のいただきをきわめたのは︑

ふ

十五5512園そのころ日本をたずねた外人の中で︑

十五5411

士をたずねるようにとおっしゃった︒

十五5211

れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五41一

こう︑私がたたみかけるようにたずねた

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

といいました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒

十二7811

るがいった︒

八798

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがたずねます︒

三767

九534

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがおっしゃいました︒

三7610 こんどはマイクルがたずねました︒

十二804
﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑男は︑きゅう
にまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

九595

太郎がそばへきて︑外画ではどんなことば

十1411
﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒
たろう

十167

﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

を話すかとたずねるものですから︑

十171

そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいしてい

で︑おとうさんは答えました︒

十462

とき︑

いちろうは︑きみがわるかったのですが︑

﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

なるべくおちついてたずねました︒

九564

﹁︿略﹀︒﹂先生にこうたずねられて︑み

そのわけをたずねました︒

三㎜8 おじいさんとおばあさんはおどろいて︑
四344

んなは︑もう 一ど︑かずこさんの文をよみな

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とたずねました︒

おしました︒

五903

﹃︿略﹀︒﹄とたずねると︑

五734

五918園

きたずねてきます ︒

六282 このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ

だせる一ただ

886

十五568園 きょうは︑はるばるたずねてみえたあ
なたへのごちそうに︑︿略﹀︑私がはじめて会った
日本人について話をしてあげよう︒

だせる

ずねられたのもそのはずだ︒
﹇出﹈︵下 一 ︶ 2

︽ーセル︾﹇Vおも

十五6911 手紙のたびごとに︑どうしているかとた
だ・せる

いだせる・にげだせる

十三427園 手紙がだせるようになったら︑いっ
しょに︑そのマンシュウの子どもに︑お礼の手紙
を書こうね⁝⁝

十四482 こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ
﹇徒﹈︵名︶9

ただ

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒
ただ

一539囹 いじのわるいけんかずきの人がひろ
うと︑ただのいしころになってしまいます︒

ただ

一つのこのでんきゆ

ただひとことをしっかりとおぼえな

けれども︑ただ

三128囹
さい︒

四慨5囹
ただ

ただ自分だけがこのように小さくて︑な

一本のマッチでも︑

うがないと︑光ることができません︒
四槻8

六610囹

女の子はただじっとみつめていたが︑やが

んの役にもたちそうにない︒

六710

ただ︑はながつまっているだけだが︑その

てこの小さなねじをみつけて︑

六書8

ために発音がすこしおかしい︒

しかさん︑ただ遊ぶんだよ︒

ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

である︒

六境3
六鵬7園

六鵬8囹︺ただ遊ぶんじゃ︑おもしろくない︒

十一702

ただ︑ひたいと弓形をしたまゆとのほか

が︑ただ一つ︑少年をなぐさめることが

にはく略﹀父親らしいところはありませんでした︒

ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと

ただ︑さるの人まねのように指を動かす

ありました︒

十一7912

十二341

だけでした︒

いう満足を覚えたばかりでした︒

十二3511

文章に書きつづられて有名になったもの

もあるが︑ただ人々のあいだで語り傳えられてい

十二559

おじいさんやおばあさんからきいた話を

るだけで︑︿略V消えていってしまうものもある︒

思いだして︑書きのこしておくということは︑た

十二562

感謝の心持をこめていうときと︑ただと

だおもしろみがあるばかりでなく︑

おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑

十一一896

そうでなかったら︑ただ口さきでいうだ
ただ︑たいくつまぎれにひいたのです︒

十一一8910 ただ習慣としてことばをつかえば︑こと

けのことになる︒

十二8910

七454園

ただ︑腹の下のほうだけが皮にかくれてい

このゆめを実現するために︑ダルガスの

ところが︑このしばいは︑舞台に出て來

ただそれだけでは︑なんのおもしろみも

十四743

十四627

湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

ただ一ぽいのこの湯でも︑

なく︑ふしぎもないようですが︑

十四623

る人が︑ただひとりです︒

十三444

りのような氣持で︑れんをながめている︒

十三3412 小さな子どもは︑︿略﹀︑ただ美しいかざ

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三⑲12

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑

どんなたっといことばでも︑ただ口まね

ばの力がうしなわれていく︒

八229

十二902
ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
ただ︑あっちこっちほってみて︑なんに
ただ白っぽくみえる太陽の光線ですが︑

ただ︑わかっているだけではなしに︑
看護人は︑少年をながめて︑それには答
えないで︑ただ︑﹁︿略﹀︒﹂といっただけでした︒

十一6610

いつもそのうえを考えていて︑

十一91園

わけてみると︑こんなにさまざまな色になります︒

十209園

もみつからないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

九809囹

て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

九129

いきょりは︑おしはかることはできません︒

八337

ます︒

ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠

いもせずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

一619囹 でも︑わたくしがもったら︑ただのい 七3710 よこのわかい男の人が︑ただひとり︑わら
しころになってしまわないかしら︒
一一241囹 先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ
の水でしょうか︒

﹁これはただのにんげんではあるま

い︒﹂とお思いになって︑

三柵5園

九824 せきふらしい物︑土器らしい物︑ただのわ
り石のような物などがたまっています︒
わり石のようにみえる物もあります︒

九856園 つるつるみがかれていないから︑ただの

だのせともののかけらがと思うような物ですが︑

九859園 じょうもん土器という種類で︑こんなた
九悩8 念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
みると︑もうそれはただの水であった︒

十三597圏︺ただのおかあさんではなくて︑キリス
﹇唯﹈︵副︶4 0

トのおかあさんという感じが︑よく出ている
ただ

887
ただ一たたきおとす

さとのむらが︑どうなるかということは︑ただ︑
茶わんのときだけの問題ではなく︑
まことにきれいな形をしていること︑

十五623

大小二つのくつをちらと見た私は︑たち

まちふくれあがってだだをこねだした︒

たたえる

﹁ただいま︒﹂

おかあさん︑ただいま︒
﹁おかあさん︑ただいま︒﹂といって︑

﹇称﹈←ほめたたえる

学校から帰ると︑

十592園

七283園

五281園

十四841 ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑ ただいま ﹇ロハ今﹈︵感︶3 ただいま

十四939 ただひと目でも︑火の光とごちそうとを
見るだけでも︑満足したであろう︒
な人であったおばあさんが︑

十四995 この子にとって︑ただひとりのしんせつ

ただおさん

ながら︑

かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑

ただおさん

博士は満面ににこやかなわらいをたたえ
︹人名︺4

十五767

その顔にほほえみをたたえて︑

十三191

十五153図魍 ただみればこれかりそめのばらの花 たた・える ﹇湛﹈︵下一︶2 たたえる ︽ーエ︾
人々はただ︑﹁︿略﹀︒﹂とさけぶばかりで

おどろきて見ればその花動く
十五239
す︒

十五895園 わたしたちは︑ただもう︑おまえさん
がたを待っていたのです︒

だだ

十三186

たとえ戦いに敗れても︑精神的に敗れな

ダルガスは︑職いの間︑橋をかけたり︑

い國民こそ︑眞にすぐれた國民でしょう︒

十三193

傷いによって失われたシュレスウィヒと

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三258

まりあることになりました︒

十五316

それからは︑必死にとびかかる大わしと︑

十五2910 両方とも必死の遇いです︒

その中で︑女の子を後にかばいながら︑

この勇ましい少年との戦いです︒

十五321

少年は苦しい戦いを続けていました︒

十二869

心おきなく戦いぬいた両選手のために︑

たたかいぬ・く ︹戦抜﹈︵五︶1 戦いぬく ︽ーイ︾

も戦う︑そのうで︒

十一168

十三196

ユートランドのあれ地と職い︑これを豊

両選手はしのぎをけずって戦いました︒

﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と戦って

ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

戦っている人と鳥とはむちゅうです︒

たたき 5ひとたたき

十五326

の戦っている岩角近くまで來ました︒

十五325

いるようすを︑映画にしたものである︒

十四834

かな土地にしょうとする大計画をたてました︒

十二865

戦い︑とうとう五セットで勝つことができました︒

二少年のことを思っては︑ふるいたって

たおれてはおき︑おきては戦いました︒

十一一818 三時間もぶっとおしに戦いました︒

ことばあそびをしま

十二819

ニー65

ただおさんみちこさんまことさんよし

こさんはととまととんぼ
二202 よしこさんまことさんみちこさんただ
おさんまりりんご
︹人名︺1

ただおさんたちが︑

ただおさんたち
した︒

戦い

テニスコートには日本とメキシコの國旗

﹇戦﹈︵名︶9

一一163
たたかい

います︒

十三179

サ・ーシ︾

戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣 たたきおと・す ﹇叩落﹈ ︵五︶ 3 たたき落す ︽一
はしずみ︑その活動はおとろえました︒

十三185

年に︑ドイツオーストリアニ國との戦いに敗れ︑

学園といわれるこの國も︑千八百六十四

が美しくひるがえって︑きょうの戦いを物語って

十二775

ただおさんたち

十二8110

おもいますか︒

ただ ﹇唯﹈︵接︶6 ただ
一322 ただおさんのかいたことば︒
たたか・う﹇戦﹈︵五︶9職う︽ーイ・ーウ・ーッ︾
九5310 りすはもういませんでした︒ただ︑くるみ 一342園 ただおさんは︑なにになってみたいと
わたしをまもるためには︑どんな困難と
のいちばん上の枝がゆれ︑

ただ︑その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

十59 美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒
われわれは失っている︒

十三446 これでも︑しばいになっています︒ただ︑
あいてになる人が︑見物人の目につかないだけで
す︒

十四693 どれもこれもみんな︑茶わんの湯にくら
べるのはむりですが︑ただ︑︿略﹀という一つの
例に︑らい雨をあげてみたのです︒

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

十四795 ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ

﹇駄駄﹈︵名︶1

がこれに目をとめて買うことがあるという

のは︑ほとんどいなかった︒ただわずかに外目人

十五498 このような美術品を買い求めるようなも

だだ

たたきおとせる一ただしい

888

九396国上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき
落し︑

九星11 自分は︑こうもりのために︑高いところか
らたたき落された が ︑

十五繊1園 かべをたたき落し︑屋根をもちあげる
ほどの喜びをこしらえているのですよ︒

たたきおと・せる ﹇叩落﹈︵下一︶1 たたき落せる
︽ーセ︾

たたきかた

たたく

たたきつける

︽ーイ．ーカ．ーキ．

﹁︿略﹀︒﹂

ふたりでたのめば︑なんとかなるだろう︒﹂

きりぎりす一が︑戸をトントンとたたきます︒

六289

じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑

六桝1囹石でたたいて︑わっているのさ︒
七117

﹁ピオ︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざ

思わず手をたたきます︒

八610
の上にとび乗ったり︑

たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ

おさえるので︑

十四792

おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の

チョンチョンとたたいて︑みごとに割っていまし

て︑あとは︑十文字の小さな本ぎれをはさんで︑

た︒

十五648

かねがつるしてあって︑これでたたけと

せをたたきながら︑︿略﹀私によびかけた︒

﹁︿略﹀︒﹂とよんだつもりで︑私はかね

いうように︑しゅもくがそえてあった︒

十五681
十五683

り︑

ただし

ただし﹁山︒﹂みんな﹁山︑山︒﹂

︹話手︺2

ます︒

三45

ただし

﹇正﹈

︵形︶ 10 ただしい

ただし﹁山の山びこ︒﹂

ただしい

正しい ︽一

ことばは︑いつも︑あなたが

午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

いいコックスが日本を正しい方へつれ

いま︑わたしが知っているいいことと︑

正しいことは︑おかあさま︑あなたの目から教え

十一175

ていくのさ︒

十一111園

しいすべりかたを教えていただいた︒

九備4

りしてくれます︒

たのいいお友だちになったり︑先生になった

四3910囹

イ・ーク︾Oきそくただしい

ただし・い

三49

テーブルをたたいて立ちあがった老博士

十五75一

をカーンとたたいた︒

子どもたちは︑手をたたいておどりまわっ

十五⁝⁝12

くれた︒

九113

は︑

はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて

十五燗9 ﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ

八923

つぎに︑風の音をたたいた︒

みんなは思わず手をたたいた︒

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒
九麗1

あみにつきあたってはたいへんと︑くもが
思ったとたんに︑ばさりとこうもりの羽にたたか

九平9

れました︒

毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを

たいこをたたいて︑家から家へやってき

たたいてわらじを作ることにしました︒

十一221

十一276
ます︒

こういつて戸をたたきますと︑おくから

﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし

トントン︑トントンと入口をたたく者が

ひとりの少女がでてきましたので︑

十二69
十二756

あります︒

十三3012

鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたいた

九119

ゆめからさめるときには︑音などはけっし

た︒

九144

おかみさんは手をたたいておこった︒

八867

るくポンポンとたたきました︒

九405留木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき 八3010 そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか
︹食方﹈︵名︶1

落せませんでした︒
たたきかた

︵下一︶

2

九103 たいこのたたきかたによって︑いろいろな
﹇叩 付 ﹈

心持をあらわすことができるし︑
たたきつ・ける
︽ーケ・iケロ︾

十727園 おまえは︑だんながだいじにしているあ
の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十二358 とうとうかんしゃくをおこして︑新しい
﹇ 叩 ﹈ ︵ 五︶31

人形を手にとって︑ゆかにたたきつけました︒
たた・く
ケ︾

四麗8 おもしろい︑おもしろい︒﹂手をたたいて

ーク・

よろこびます︒

五534 えらいわね︒﹂といって︑手をたたいてや
りますと︑

た︒

五535 まさこも︑まるくふとった手をたたきまし

六185 シロフォンをたたいているもの︑

六184 たいこをたたいているもの︑
六235 紗肋訂い砂のシロフォンをひとたたきたたい
て︑﹁︿略﹀︒﹂

六239 猷卯猷物すたいこをドンドンとたたいて︑

889
ただしさん一たち

られました︒

十二556 傳説には︑正しい歴史にもとづいたもの
もあるが︑

十二698 どんなにはたらきがあっても︑それにあ
つみと廣さがなかったら︑正しくりっぱに世の中
をわたることができない︒

十一一価9 歩調がそろったときに︑はじめて︑日本
が正しい︑美しい國となることができましょう︒

十三88 深い︑正しい知識を得るには︑
自分もともに苦しんだのです︒

十四410 そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑

十五429 日本のことばをもっとも正しく︑もっと
も翌翌に書き表わす方法がないものであろうか︒
ニー08

ただしさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

ただしさん ︹人名︺2 ただしさん

ただしちゃん

ただしちゃんが︑そばから︑﹁︿略﹀︒﹂とい

︹人名︺10

わの中へもぐりこもうとしました︒

四218團 わたくしは︑ただしさんをねらって︑

六価2

ただしちゃん

いました︒

六甲4 ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた
子で︑雪年小学校へあがります︒

六価5 糸を持ったただしちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

六㎜9囹

六㎜5園

六伽4園

かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

ただしちゃん︑大喜びでしょう︒

これ︑ただしちゃんにあげるの︒

︽ーサ︾

んのところへ持っていってあげるんだ︒
ただす

その夜︑また父にきびしくただされて︑

﹇正﹈︵五︶1

十一618

ただ・す

たたずむ

︽ーミ・ーン︾

太郎は︑やっときょうのことを︑ありのままにう
﹇停﹈︵五︶2

ちあけた︒
たたず・む

この日の午後︑私はなんとなくものを待

つ手持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

十一一318

十一336圃だいこんの花にあかつきの

色ただよ

大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一685
﹇立﹈

n▽おおゆうだち・こだち・すだちする・

しいくすりのにおいがただよっていました︒

n▽あいこくしゃたち・あそびともだち・

なかだちする・はらだち・ゆうだち

たち

﹇達﹈

あなたたち・あねたち・あのこたち・ありさんた

たち

ち・ありたち・いもうとたち・うおたち・うさぎさ

んたち・うさぎたち・おうえんしゃたち・おおきな

よろこびたち・おかあさんたち・おじさんたち・お

とうとたち・おとこのこたち・おとめたち・おとも

だち・おまえさんたち︒おまえたち・おやたち・お

とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり

んなのこたち・おんなのひとたち・かぞくたち・か

十五531

にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑

たたみかける

ただよう

︽ーエ・ーッ︾

しかし︑たたみこまれているなかみはそ
﹇漂﹈︵五︶2

ものたち・よっちゃんたち・よろこびたち・りょう

たち・むすめたち・めくらたち・めしつかいたち・

たち・ボーイさんたち・ぼくたち・まごたち・むし

ち・ふじんたち・ふとったごうふくだち・ぼうさん

太郎と同じ文であるが︑その中にたたみ ち・ひなたち・ひみずつちはちたち・びょうにんた

はたち・はんちょうたち・ひつじかいたち・ひとた

ち・ねずみたち・のうふたち・はくちょうたち・は

でしたち・てんにんたち・どうぶったち・ともだ

たち・ちゃじんたち・つばめたち・ていまいたち・

いたち・そふたち・だいがくしゃたち・たろうさん

たち・せんせいたち・せんどうたち・そつぎょうせ

たち・しんじゅしようたち・すずめたち・せみのこ

しゃしょうさんたち・しょうじょたち・しょうねん

ちゃんたち・じぶんたち・じぶんたちいじょう・

こびとたち・ざいこうせいたち・さかなたち・さん

たち・こどもさんたち・こどもたち・ことりたち・

たち・けんぶつにんたち・ごういんだち・こうふく

わぐちのこどもたち・がんたち・きみたち︒けらい

たたみ

みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ

﹇畳﹈︵名︶3

五915

たたみ

そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの

て︑のびているたけのこがありました︒

五921園

1

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

まん中にあなをあけてやったら︑

十五116団圃

︵下一︶

︽！マ︾

こう︑私がたたみかけるようにたずねた

﹇畳掛﹈

ラス戸すきてたたみにうつりぬ
たたみか・ける
︽ーケル︾

十二803

たたみこむ

督しかったさまざまなことが︑こまかに︑

﹇畳込﹈︵五︶3

とき︑少年たちは︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑ただしちゃんがいいました︒ たたみこ・む

いってにこにこしました︒
六衡11

ただよ・う

れぞれちがっても︑

十一一9211

こまれていることは︑太郎とはちがっている︒

十二9112

この文の中にたたみこまれているにちがいない︒

十二918

﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑ただしちゃんは

喜んで︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろいろ考えましたが︑た

六備3

六型11

だしちゃんのわらい顔をかくことにしました︒
にぬりつぶしたら︑ただしちゃんの顔が︑生き生

六⁝⁝3 クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色
きとうきあがってきました︒

たち一たちならぶ

890

しんたち・れぐほんたち・わたくしたち・わたくし
たち
﹇性質﹈︵名︶1

﹇太刀﹈呂ひとたち
たち

たちじしん・わたしたち
たち
んとうにいいんです︒
たちあがる

立ちあ

このとき︑希望をいだいてたちあがった

足ほど歩きました︒

十三1811
一の人立ちあがって︑﹁夜が明ける︒﹂

ひとりの軍人がありました︒

十四387

は︑

十五75一

テーブルをたたいて立ちあがった老博士

ほど見つめていた博士は︑つと立ちあがって︑

八692園あれは美しくはありませんが︑たちはほ 十五597 その関係を物語る私の顔を︑あなのあく
﹇立上﹈︵五︶17

︽ーッ・ーリ・ール︾

たちあが・る
がる

︽

セ︾

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

十四869

おうじょうさせる

四572 かっちゃんが︑立ちあがってはばたきを たちおうじょうさ・せる ﹇立往生﹈︵下一︶1 立ち
したので︑みんなは大よろこびでした︒
五245園 そうしたら︑ひとりの人が立ちあがって︑
﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と いって︑みんなを立たせ︑

︽

ッ・

ラ・

一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人
たち切る

母は︑いままでたんねんに織り続けてい

﹇断切﹈︵五︶3

十二97囹

おまえが学問のちゅうとで家に帰って

たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒

十二811

ール︾

たちき・る

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒

十四487

七308 さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒﹂立ち たちおよぎ ﹇立泳﹈︵名︶1 立ちおよぎ
あがりながら︑なにげなく︑しいくびんをみる︒

七854 もう帰ってもよろしい︒﹂旅人は︑うれし
﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑親あひるは立ち

そうに立ちあがる︒
八623
あがった︒

十539 ふり向くと︑いぬは︑立ちあがって︑のそ
りのぞりと︑どこかへいくところでした︒

くるのは︑ちょうど︑織物をちゅうとでたち切る
暗いとばりが︑たち切られる︒

のと同じことです︒

﹁︿略﹀︒﹂といいながら立ちあがり︑

十四391圓

十722

の席で立ちあがります︒

十一443 それをみようと︑父兄の人たちは︑自分

メ︾

十一409圏

がしとしと降るに︑

はい色雲がたちこめて︑さとはしぐれ

十一7312 医者が︑まだとなりのベッドをはなれなたちこ・める ﹇立篭﹈ ︵下一︶ 1 たちこめる ︽一
いうちに︑少年は立ちあがりました︒
十ニー612 文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ
ろからじっとみつめた︒

十二266 民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑たちさ・る ﹇立去﹈︵五︶3 たちさる ︽ーリ・ール︾

あまり遠くへいかないうちに︒﹂甲乙ふた

なんどもお礼をいってたちさります︒

一一516きゅうに走ってたちさります︒
六307

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

十二284 民ちゃんはうれしそうにいって︑その包

七8511

り︑いそいでたちさる︒

みをとりあげると︑よちよちと立ちあがりました︒

十二292 立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二

たちさわ・ぐ ﹇立騒﹈︵五︶1 たちさわぐ ︽ーグ︾

九114 川波がザワザワとたちさわぐところである︒

いこうとし

たちどまる 立ちど

少年は︑するどいさけびをあげて︑その

たちすく・む ﹇立辣﹈︵五︶1 立ちすくむ ︽ーミ︾

場に立ちすくみました︒

十一8110

たちどま・る ﹇立止﹈︵五︶11

まる ︽ーッ・ーリ・ール︾

て︑きゅうにたちどまります︒

二483 それから︑となりのへやへ

王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか

五467 たちどまると︑鳴き声がやんだ︒
八4710

いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑

たむけました︒

びっくりしてたちどまってしまいました︒

九5510

なんだ︒﹂と立ちどまる︒

九927 こんどは負けたらしくたちどまって待って
いる︒

その大きなへやのはしまでいくと︑看護

十259 立ちどまって︑両手をひろげて深呼吸︒

九967

十一688

その人たちは︑しんさつをはじめて︑一

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

足がつめたくな一．て︑立ちどまったため

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

十﹇738
十四886

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩

ぎんざ

であろうか︒

︽ーブ・

もう然とたちなおって︑電光のような

︽ーッ︾

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

十五434

十二8410

たちなお・る ﹇立直﹈︵五︶1 たちなおる

ボールをうちだしました︒

たちなら・ぶ ﹇立並﹈︵五︶2 立ちならぶ

六37一 ビルディングが立ちならんでいる町︒

ーン︾

891
たちのぼる一たつ

たちのぼる

︽ーッ・

六381 立ちならぶビルディングのあいだがら︑と
﹇立上 ﹈ ︵ 五 ︶ 6

びあがってくる親子のつばめ︒

ーリ︾

たちのぼ・る

三型8 すると︑ふしのくすりをやいたけむり
が︑山の上からいつまでもいつまでもたちの
ぼっていました︒

四柵4圃白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ
かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ
ん︒

五339 どのえんとつからも︑けむりが︑むくむく
とたちのぼっています︒

八746 青いけむりが︑くらい木のあいだがら雲の

そちらからふいてくる風にあたっても︑

たちまち先生のからだは︑ちゅうにうかん

かたや︑頭や︑手にとまりました︒

九川7
だ︒

十667園

遅くればばらはたちまち火となれり

たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十五146美髪

立ち向かう

︽ーウ︾

大小二つのくつをちらと見た私は︑たち

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五622

﹇立向﹈︵五︶1

まちふくれあがってだだをこねだした︒
たちむか・う

﹃はちきれそうなわらい﹄で︑口は耳

三955

この

一まいの紙が︑いろいろなかたち

ひとはきはいて︑うちにあがっておい

きもちのわるいときでも︑はらのたつ

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒
ときでも︑

三鵬3
四916

ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ

でになると︑ひたいからゆげがたつ︒

の人をすわらせてあげました︒

五242園

五246園

みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑

五246園男の人は立ってください︒

えんとつがたくさん立っています︒

子どもたちをすわらせました︒

五337

十五888園

おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたって

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげて︑う

家がたっていました︒

五773 みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

いました︒

五6911

立つようになり︑あるくようになって︑

五639園ねてばかりいたのが︑はうようになり︑
︽ーラ︾5お

までさけているし︑だれもそれに立ち向かうもの
たちよる

もうすこしで貝つかに着くというところで︑

﹇立寄﹈︵五︶1

はないのですよ︒

たちよ・る

九785

たちよる

ようにたちのぼった︒

わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑どん

︽ータ・

六63 あれはなんの役にたつのだろう︑

らのいどばたに立ちました︒

五936

六69園ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役

ただ自分だけがこのように小さくて︑な

﹁それでは︑自分のようなものでも︑役
六129園

﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

自分もほんとうに役にたっているのだ︒

ここに立って︑お月さまを枝のあいだか

らみてごらん︒

六549囹

立っている︒

六317

にたつことがあるのかしら︒﹂と喜んだが︑

六95園

んの役にもたちそうにない︒

六611園

にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒

つ・まさにたつべし・めだつ・もえたつ・やくだ

よなかに目をあけると︑おとうさんが

たつ︑あるく︑はしる︒

つ・わきたつ

だっ・ならびたつ・なりたつ・ふるいたつ・まいた

つ・きわだつ・すだつ・つったつ・とびたつ・なみ

δいさみたつ︒おた

﹇立﹈︵四五︶99タツたつ立つ

先生は一けんの農家にたちよられました︒

十四653 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま
どんとさかんにたちのぼります︒

立ちはじめ

ーチ・ーッ・ーツ・ーテ・ート︾

十四675 湯げは︑︿略﹀︑つめたい風がふきこむた た・つ
﹇立始﹈︵名︶1

びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒
たちはじめ

たちまち

とができると︑だれかがいった

十二277 立ちはじめには︑物を持たせると立つこ
﹇忽﹈︵副︶8

一435

一305

たちまち

になっていたかいちゅう時計が︑たちまち︑ゆか

そばにたっていました︒

六117 りゅうずをまわすと︑いままで死んだよう
いそうにカチカチと音をたてはじめた︒

おかあさんのよこに︑三人が立ちます︒

へやのすみに︑かれ木が立っていま
ゆげがもうもうとたっています︒

した︒

三339園

八3911 まず︑いすにおすわりになりました︒いす 一一547
はたちまちこがねにかわりました︒

三367園

八866 あひるの子は︿略﹀︑牛乳なべの中へとび
こんだ︒たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

こどもは石の上に立ち︑﹁︿略﹀︒﹂と
いいました︒

三532圃
へやにはいってくる人があると︑たちまち︑その

九213 いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑

たつ一たつ

892

六656 はたらくときはよこになり︑休むときは立
つものはなあに︒

六8710園 そのこてんの門のそばにいどがあって︑
そのそばには︑大きな木が立っています︒
ている︒

六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ

みあげました︒

六榴5 しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を

八771
できず︑

風がひどいので︑あひるの子は立つことも
うらがれにおろされ立てる子どもかな

そこに︑やまねこが︑︿略﹀︑みどり色の目

九293図魍
九601

やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

をまんまるにして立っていました︒

九602

いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ

るな︑と思いながらみていると︑

九752

わたしがみなさんのお役にたたないで︑

役にたたないことはありませんでした︒

すみません︒

十﹁228園

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

十一333囲

十一384圃村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ

池にむすぶはうすごおり︑庭に立った

顔して︑その足どりもいそいそと︒

十一419圃

ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと

みんな元氣のいい返事をして立ちます︒

はしも柱︒

十一442

りをいれたますを持って立っていました︒
舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒

七142 ゆく手に︑まつの木が立っています︒
九881

﹁はがたたない︒﹂

七157

十︻475

のだ先生が先頭に立たれ︑

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

人々は︑︿略Vと思いながらやってみま

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十一一53

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十二47 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが

ふたりで立っていた︒

たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん

九価4

急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ

はげしい制動をかけられると︑もうもうと

ワンワンタッタ

ハナガサイテル
さきに立った太郎かじゃが︑思いきって︑

べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ

川上の方をながめると︑近くの町の工場

さあというときに︑ひとりで責任を
金次郎は︑︿略﹀︑働きつけているので︑

﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全
十二609

のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて

このとき︑高どのに立っていた長者は︑

しかし︑いつも勉強してみがきをかけて

いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

十二694

ない︒

右と左によじっておかないと︑なんの役にもたた

十二681

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

十二372

ばかりの動詞も知りました︒

十二345

とができると︑だれかがいった

立ちはじめには︑物を持たせると立つこ

孟子の顔をみると︑つと立って︑

したが︑もとより立とうはずがありません︒

ひとりの子どもが︑立って本を読んでいる︒

十二88 そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

十二59
十194

新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ

十二277

十一215

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

十一107囹

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十一47

うなあまいにおいがして︑

十702

からかみをひきあけました︒

十682

十497囹

なぐさめたりしたのは︑母であった︒

十339

いさん︒

十239

このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑

雪けむりが立つ︒

九m7

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九鵬3

やり立っている︒

九978

上に立って︑

七405 三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の
七415 目をさますと︑向こうの席にひとりの青年
が立っていた︒

八54 デパートのまえのうすくらがりに︑大ぜい

七906 うさぎがうしろ足で立ちました︒
人が立っているので︑

八5111 こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ
て立ちました︒

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔
を し か め て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八537 こんどは︑うさぎのかってある家のまえへ
いって立ちました ︒

八541 そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに立って

きのようなものが︑おもてに立っていました︒
八589
お歩きになった︒

天
ノ8
50
1みはらし台に立ってみると︑
八707 あわれなあひるの子は︑立っていたほうが
いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから
なかった︒

八7410 大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

893
たつ一だっこする

十二7310 芭蕉は︑にっこりわらって立っていまし
たが︑

と校庭に立っていると︑

十二956 だれも話し相手がないので︑しょんぼり

をおまもりします ︒

十二佃2 仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま
母うしのそばに立ってるんだが︑︿略﹀︑

意うしがしたでなめると︑よろけるんだよ︒

十三512

立っていると︑

十五719

町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

のおはか︑その前に立ったおばさんは︑

チルチル︑すこし横の方に立っているひ

その後に︑﹃もののわかる喜び﹄が

とりの﹁幸福﹂を指さして︑

十五8810

十五鵬11園
立っていますが︑

つま先で立って︑やっと見えるくらい
︽ーチ・ーッ・ーツ︾

のところにいる人︑だれなの︒

十五佃2園
たつ

すこしたって︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇経﹈︵五︶19

三121

なん年かたつうちに︑このくすのきは︑

一年たちました︒

四245團

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

半年もたちますね︒
五552

半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき
こえました︒

十一733

けれども︑物にはそれぞれ名まえのある

ことを知ったのは︑先生がおいでになってからい

十二347

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

私は︑いつまでたっても区別ができませ

く週間もたってからのことでした︒
十二354
んでした︒

十二40一

両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑

き︑大病にかかって︑

十三2110

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

十四1512国

それからいく年たっても︑せっくがくる

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十五664

たつお﹁わになろう︒﹂

たつお﹁みんなあつまれ︒﹂

たつお﹁おうい︒﹂
三710

三84

それから三日ほどたって︑おばあさんはお たつおさん ︹人名︺1 たつおさん

もうすっかりくらくなっていて︑

を書きました︒

四227たつおさんは︑﹁にいさん﹂にあてて文

いいえ︑これは︑おまえたちのほおず

﹇抱﹈︵名︶1 だっこ

りと︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

十五相4囹

だっこ

それから一週間もたったころ︑おばあさん
たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

それから︑いく日かたったある日の午後︒ だっこくき ﹇脱穀機﹈︵名︶1 だっこく機

どたっているかしら︒

七253園

は︑おじいさんをよんでいいました︒

五7411

じいさんにいいましたQ

五722

三78

ごとにその人形をかざって︑
大きな木になり
みつちゃんがいなくなってから︑もうたつお ︹話手︺3 たつお

いままでみたこともきいたこともないほど︑

三225

﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

二705

十三594 せいの高いマリアがキリストをだいて た・つ

ことを考えないではいられませんでした︒

十四66團 たって守旧︑一分間も︑おかあさんの

ぱに役にたちます︒

十四123團 それに︑ランプは︑かさなしでもりっ

界の中にはたっていけません︒

いちばんじ

十四315 そういうちっぽけな考えでは︑とても世
十四593 土が立ちました︒﹁ぼくは︑
みなものです︒

たっています︒

十四6210 第一に︑湯の表面からは︑白い湯げが

て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

十四672 土のしめっているところへ日光があたっ
十四7212 あの﹁かげろう﹂がたつのは︑︿略﹀氣
流のむらが︑光をおり曲げるためなのです︒

七267
ああ︑日本︑まさに立つべし︒

十五178図團 わが祖國︑やがて立つべし︒
十五182ロ覇凶圃

たつこさん

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑ 七653 あっちでもこっちでも︑だっこく機︒

すると︑みきこさんのいもうとのたつこ

︹人名︺1

さんが︑それにあわせておどりました︒

四8410

たつこさん

八203

一年の月日がたって︑いよいよその日にな

なん時間もたってから︑ようやくあたりを だっこ・する ﹇抱﹈︵サ変︶1 だっこする ︽ーシ︾
十603 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑
みまわし︑

八764

ると︑

八329

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

十五202 写声のいい︑小さなホテルがここかしこ
に立っています︒
うなけわしい山が︑

十五214 まつ白な服をつけた少女の立っているよ
十五536 館長室の前に立った私は︑

十五564園そこで︑山のいただきに立った私は︑

たっしゃ一だって

894

おもての通りへでていらっしゃった︒

たって︵接助︶9たって
帰るといったって︑あんな遠いところl

十三398圓

だれかと思ったんですよ︒だって︑お

そんな︑だって︑

いまどこの家でも二けんぶんも︑三げんぶんもの

うん︑氣のどく

ばさんたら︑お客さんなんておっしゃるんだもの

そんなにおしたって︑だめですよ︒

十三414囹

七345園

lでも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒

六405園

まいにち︑たっしゃで生きていけるのは︑だれの

五649園 おとうさんも︑おかあさんも︑こうして︑

たっしゃ ﹇達者﹈︵形状︶1 たっしゃ

おかげだろう︒

なんといったって︑頭のとがったものが︑

︵ほかの﹁幸福﹂ども︑どっとわらいく

あれは︑いつでも︑兄弟の﹃なにもも

チルチル﹁だって︑ぼく︑その兄弟にあったよ︒

ののわからない幸福﹄をさがしているのです︒﹂

十五柳2園

ずれる︒︶だって︑チルチルさん︒

十五柵10

んとうに︑ぼく知らない︒

チルチルすこし困って︑﹁だって︑ほ

人が︑寝とまりしているんだよ︒

九665園

つかなくたって︑いいよ︒

いちばんえらいんです︒

九986囹

﹃こんにちは︒﹄なんていったって︑だ
星を見たってなにになる︒

れもわかるものがありません︒

十174園

のですよ︒

十五鵬5囹

そんなきたないことばをつかうもの

︵接︶11だって

三657園

かわいそうだから︑はなしておやり︒﹂

だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと
一日でいって帰ってきたのですもの︒

だって︑おかあさん︒こやしをやったり︑
手をやったりしたじゃありませんか︒

五63！囹

ころまで︑

五271園

の︒﹂

子ども四﹁だって︑ぼくたちがっかまえたのだも

四9710園

くれっていったから︑そうしたんじゃないか︒

だって︑かっちゃんがおしまいにして

だって︑もりへでたいんだもの︒

するんだもの︒﹂

ではないよ︒﹂たろう﹁だって︑だれかがばかに

二422園

だって

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

まあ︑どうあなたがやってみたって︑

ちしてあげなかったら︑実は一つもつかなかった

いたって︑ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ

このきゅうりだって︑あさがおとおなじ

ほかのものは︑一わだってこんなすがた

四年生だってあんなには書けないでしょ

九899園

ぼくだってやるよ︒

ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ

なんだっていいじゃないか︒

十一1012囹船ばかりではなく︑あの町でも︑あの

りですから︒

きたないところもあり︑日本も︑やはりそのとお

十152 フランスだって︑きれいなところもあり︑

ないか︒

九9810磨

九959圏

九8810園 ぼくだっていやだ︒

う︒

九585園

をしていない︒

八654囹

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

六729 死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ

ですよ︒

五629圓

あちらだって︑きれいにいうさ︒

二426囹︺おまえがきれいなことばでいえば︑

十四5910溶着さん︑あなたが︑どんなに美しくさだって ︵係助︶34だって

十四322園

十五9911囹

なんといったって︑頭のとがっているの

ほんのたった一本のマッチで︑火を

がいちばんえらいのです︒

九644園

四㎜7たった一つのでんとうですが︑この光

たった ︵副︶8たった
をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は
たらいていることでしょう︒
九491 まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

六8110園 たった一日だけでいいのです︒
ばかりのように︑きれいにもりあがって︑
十﹁284 このとき︑金次郎はたった十六でした︒
こっちからあっちへいくとなると︑

十二271 たった九十センチぐらいのところでも︑

十二706 芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに
かにつけて不自由であろうから︑

マッチで

十四9411 その両手をあたためるために︑一本の
ともすことができたならば︑どんなによかろうか︒

︽ーシ︾

十五7310 廣い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ
立ったする

たり︑しずかに食事をしたが︑
﹇立﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

たっち

十二2812圏 さあ立ったして︒﹂立ちあがると︑民 四452園

たった・する

ちゃんは︑はじめて二足ほど歩きました︒
︽ーシ︾

たっち・する ﹇立﹈︵サ変︶3 タッチスル
する

でましょう︑町にでましょう︒

五53 さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に

て喜びました︒

十495園 ワンワンチャンタッチシター
十533囹 ﹁ワンワンチャンタッチシタ﹂といっ

895
たっとい一たてよこ

工場でも︑また︑日本の國全体だって︑同じこと
だと思う︒

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十ニー96園 あなただってその実をそんなに美しく

をして︑じょうずになったのだろう︒

十一一223園 どんな絵の大家だって︑一心にけいこ
この人形だって︑みんながねしずまつ

でも︑動く人形だってあ

たあとで︑動いているのかもしれないよ︒

十一一4310園

るよ︒

十一一443園 はははは

てくださらないじゃないですか︒

十三383園 おばさんだって︑このごろちっとも來

だってたくさんある︒

十三418囹 それに︑うちはやけなかったから︑本

してくれる︒

私は︑いつだつてこの着物を着ている

わりにいるのですよ︒

十五擢4園
のよ︒

十五皿7園母親はだれだって︑子どもをかわいが
おまえのせわをしているときは︑いつ

るときにはお金持なのですよ︒

十五掴1園

たっとい

︽ーイ︾

いつだつて︑いちばん美しいおかあさ

それは︑いつだつて︑同じおかあさん

どんな子だって︑おかさんはひとりぎ

だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

十五価7囹
りです︒

十五価8囹
で︑

十五価8園

﹇尊﹈︵形︶1

んなのだからね︒
たっと・い

どんなたっといことばでも︑ただ口まね

﹇尊﹈︵五︶1

たっとぶ

︽ーバ︾

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの
人々からたっとばれている作品です︒

十二撹11

たっと・ぶ

のことばは︑すこしの力も発きしないから

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑そ

十四4210圏 どんな暗い日だって︑それが明かるく 十二902

にしてくれる︒

十四439圏 どんなさびしい日だって︑それが元三

十四448圃 心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん
だってふっとんでしまう︒

たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑あふ
くわをかついで田をみまわれば︑日は
また照って水たっぷりと︑

十一362圏

れている︑あふれている︒

七692

十四5810囹 いまのお話の養分だって︑水にとけてたっぷり ︵副︶2 たっぷり
いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
十四5812園 空から降る雨︑あれだって水ですよ︒

十四596園 さっきから問題になっている養分だっ
て︑みんな私がわけてあげたのです︒

そうして︑大きなうずができ︑それが︑

たて

ちょうどだつまきのようなものになって︑

十四676

十四596園 水だって︑ためておいてあげたのです︒たつまき ﹇竜巻﹈︵名︶1 たつまき
十五836園 青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのな
かまにまよいこんでいないともかぎらない︒

5てだて
﹇盾﹈︵名︶2

日本に春がくると思うと︑もう矢もたても
たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248

たて

十五9712園 ここだって︑どこだって︑やはり︑おたて
ここだって︑どこだって︑

金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒
十五9712園

十五欄12園 ぼくたちは︑いつだつて︑あなたのま

十419

たて

うめは︑いつもこのわる口のたてとなって︑

幸吉をかばい︑

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

﹇縦﹈︵名︶2

六佃1

たて

たて糸

あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

ときにつけたすじがたてについています︒

八222

﹇縦糸﹈︵名︶1

われめができましたQ
たていと

﹇建直﹈︵名︶1 建てなおし

織るとき︑たて糸のあいだをぬっていく横糸で

十345 佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑ぬのを
あった︒

たてなおし

苦しいときにうちかっことのできる國民

だけが︑國の建てなおしという大事業をなしとげ

十三189

︵下一︶ 1 たてはじめる

て︑さかえるのであります︒

たてはじ・める ﹇立始﹈
︽ーメ︾

六117 死んだようになっていたかいちゅう時計が︑

骨は︑たて骨とよこ骨の二本です︒

﹇縦骨﹈︵名︶2 たて骨

︿略﹀カチカチと音をたてはじめた︒

六佃9

たてぼね

﹇立巡﹈︵五︶1立てめぐらす︽一

六佃11 まず︑たて骨からはじめました︒

シ︾

たてめぐら・す

どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

びよう

これは︑九百年ほどまえに作られた平

﹇建物﹈︵名︶1 建物

ているので︑

十三268
たてもの

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

﹇縦横﹈︵名︶1 たて横

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

どういん

十二脳3
たてよこ

のようなものがひと皮かぶさっており︑それが︑

十四739

たてる一たとえ

896

﹇立﹈︵下 一 ︶ 4 2

たてる

立てる

︽ーテ・

ちょうどさけめのようにたて横にやぶれて︑
た・てる

テル︾ 5あおりたてる・うちたてる・おいたて
る︒おたてる・くみたてる・さかだてる・さわぎた

七5111

いや︑あちらで︑あかしをたててもらお

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声をたてる︒

う︒

﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを

七796圓

八938

すると︑つばさがサラサラと音をたてた︒

立ててやりました︒

八1210

九㎜1

てる・なきたてる・はやしたてる・ふりたてる・も
りたてる・よびたてる
ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

水は大きなごろごろした石ころのあいだか

一253 たねまきする人︑いえをたてる人︑さ
かなをとる人︑きしゃをはしらせる人︒

ところが︑でんりゅう川の中流の水をくん

舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど

電車は︑歯ぎしりでもするように車の音

泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑

十三301

十三308

その中で︑いちばんさわがしくて︑大き

﹁キリキリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

な音をたててやって狩るのは︑さるまわしである︒
十三334

まるやきの鳥が︑ほかほかとあたたかい

かん高いひびきをたてる︒

十四972

やいた鳥は︑肉を切るナイフとホークと

いきをたてて︑テーブルの一方におかれてあった︒

十四975

それがコトコトと音をたてて下の方まで

をせなかに立てたまま︑テーブルからとびおりて︑
十五2111

一わのやまわしが︑サアッという羽音を

落ちていくのを︑

十五231

﹁あっ︒﹂という声をたてて︑みんな

たてて︑︿略﹀︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

十五232

そのたびごとに︑鳥はさけび声をたてて︑

︿略﹀︑思わずたおれてしまいました︒

十五318

わんぱくこぞうのようなのが︑聞きとれ

ないさけび声をたてて︑

十五掴11

十五781

たとい︑からだはこちらにいても︑こ

しかし︑たとい︑名まえはわからなくて

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

たとい世間の考えとちがっていても︑そ

も︑︿略﹀横の方へそれてしまって︑

すると︑たとい︑はじめにまん中になたをいれて

十四7710

びいてくるように感じられるではありませんか︒

も︑あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳にひ

十四508

ぐさめにしたいと思っています︒

のまこころを書いてお送りして︑せめてものおな

十四1512團

医者は︑病人の上に︿略﹀うつむいてい たとい ﹇仮令﹈︵副︶4 たとい
﹁みなさん︑こころみにこのたまごを
コロンブスは︑コツンとたまごのはしを
文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑
かれは︑その胸に商運回復の計画をたて︑

ユートランドのあれ地と戦い︑これを豊

の発表をためらってはならない︒

たとえ動いても︑それだけでは命があると

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7410

﹁チャカチャン︑チャカチャン﹂と︑か たとえ ﹇仮令﹈︵副︶7 たとえ
﹁ボーン﹂と︑かわいらしい音をたてる︒

るやかな︑はずむような音をたてる︒

十三297

かな土地にしょうとする大計画をたてました︒

十三197

その顔にほほえみをたたえて︑

十三191

がかを立てて写生をはじめた︒

十ニー33

ふみお

テーブルにうちつけて︑なんの苦もなく立てて

十二51一

テーブルの上に立ててごらんなさい︒﹂

十二55園

ましたが︑やがてからだをまっすぐに立てました︒

十一903

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一528

九伽8

ころでその水でお茶をたてる︒

九櫨3

で︑それで茶をたててみると︑

九梱11

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちであるQ

二687 もっとしずかに︒﹂みんな︑きき耳をた 堀江5 茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも
てる︒

三欄7 十五夜がちかくなったある夜︑かぐや
﹁あいたっ︒﹂と︑声をたてました︒

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒
四488

つるや︑ふうせんをさげました︒

四826 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった
四831 ほそいろうそくも立てました︒
五魏4 水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をたてました︒

音をたてて流れているのをきいて︑
六171

六夢6 それでぼくは︑思わず声をたててわらって
﹁︿略﹀︒﹂と︑われがねのような声をたて

しまった︒

六㎜8
ました︒

どうして︑葉を

七126 あさがおのつるがまきつくように立ててあ
﹁腹を た て る な ︒ ﹂

る︑竹や木のことをいうのです︒
七1410

七244囹 はい︑だいこんの葉

砂の中に立てるの︒﹂兄﹁かれないようにさ︒﹂

七3010 おやつ︑おかあさん︑おかあさん︒﹂叩き
な声をたてる︒
いました︒

七401 とうとう︑うれしそうに︑声をたててわら

897
たとえば一たなごころ

六783園 たとえ動かない木でも︑草でも︑命を
もっているのだよ︒

八183 土の中は︑たとえ一ニセンチ歩くにも︑ト
ンネルをほっていかなくてはなりません︒

オ﹂ということばがはいり︑

ただ︑茶わんのときだけの問題ではなく︑

陸からきたことばだ︒

十四275園たとえば︑︿略﹀漢語は︑たいてい大
十四745

ひえていくときには︑どんな流れがおこるかとい

たとえば︑湖や海の水が︑冬になって︑表面から

のでも︑あとで開いてみると︑もとのままになつ

十3912 たとえ︑はきだしもせず︑死にもしないも
うようなことにも関係してきます︒

たとえば︑森と畑とのさかいのようなと
もうひとまわり大じかけになって︑たと

十五367

そこでたとえば︑数という形のないもの

たとえば︑ふぶきなどもその一つである︒

ーキ︾

ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

おどる胸をおさえながらたどりついたげ

てっぺんにたどりつきました︒

六備9

十五6711

︽ーッ・ール︾

しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

﹇辿﹈︵五︶4 たどる

んかんには︑
たど・る

九槻11

このような歩みをたどってきた日本を︑

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

十二価3

これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十三111

日本の手工業も︑︿略﹀︑つぎつぎと近代

運命をたどるとは︑考えられない︒

十五457

﹇棚﹈︵名︶2

たな5ガラスとだな・ちゃだ

的工業の道をたどっていくようになった︒

な・とだな・ぶどうだな・まきえしょだな

たとえば︑﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて たな

かたかなは漢字の一部分をとって作った

たなか
たなかさん 田中さん

田

おしいれのたなのすみに︑だいじそうにし

しておこった︒

十692

田中

たなか

︹人名︺

そのうつくしさはたとえようもなく︑

3

まってあった︑一つのまるいつぼをみつけ︑
たなか
﹇田中﹈︹人名︺1 田中

十五窩7

たなか

たなかさん

ひらがなはく略﹀︑たとえば︑﹁い﹂は
﹁以﹂︑﹁は﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は﹁仁﹂というよう

五844

中さん

十五398

に︑漢字の全体をくずしたものから作りだしたも

三麗9

いました︒

十四187

たなか

すると︑窓ガラスをふいていた田中さん

が︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

たなごころ

ああ︑日本︑まさに立つべし︒きみ

﹇掌﹈︵名︶1

十五185図魍

たなごころ

くんが︑﹁︿略﹀︒﹂

半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ 十四195 田中さんが答えられないでいると︑高山

家のすみずみまで光りかがやくほどなので︑

えようがない︒

ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑たと

十四891

たなかさんは︑おしばをたくさん作るとい
のである︒

もので︑たとえば︑﹁江﹂から﹁エ﹂︑

十五396

ぐ理解されよう︒

たをちょっと考えてみただけでも︑このことがす

十五3810たとえば︑﹁上・下・生﹂などの読みか 六639 つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ

﹁明﹂が作られ︑

十五376

を表わすのに︑線を横に一本引いたり︑

十四868

えば︑アジア大陸と太平洋との間におこると︑

十四768

ころですと︑

十四754

ていた︒

なんだかうれしそうにその話す声に︿略﹀耳をか

十一785 たとえわからなかったとしても︑病人が
たむけているようにみえたからです︒

十三186 たとえ職いに敗れても︑精神的に敗れな
い國民こそ︑眞にすぐれた國民でしょう︒
十三3210 たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で
あろうと︑トンネルのようなホートンには︑それ
たとえば

が︑ふしぎなほどよくひびきわたる︒
﹇例﹈︵副 ︶ 1 8

八84 たとえば︑﹁いっぴつけいじょう﹂と歌っ

たとえば

たり︑﹁ツンツンつっころばし﹂とさえずつたり
かっても︑にげるどころか︑向かっていこうとさ

八911 たとえば︑近所のねこやのらねこが通りか
えするのです︒

みかたはどんなあみかたか︑

十293 たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあ

のほうがずっと便利なわけだけれど︑

十二4711園 たとえば︑︿略﹀絵をかくより︑写眞

についていうと︑

十三95 たとえば︑花のおしべとめしべとの関係 たとえよう ﹇讐様﹈︵名︶2 たとえよう

とかわるいとかいい．︑

十三103 たとえば︑移轄をするのに︑方角がよい

も︑クレヨン︑ズボンはフランス語︑

十四239園 たとえば︑ここにあげたことばの中で

十四2412 たとえば︑ラジオといっしょに︑﹁ラジ たどりつ・く ﹇辿着﹈︵五︶2 たどりつく ︽ーイ・

たなばた一たぬきさん

898

﹇七夕﹈︵名︶1

たなぼた

たちのそのやわらかきたなごころもて︒
たなばた

事象8 七月はたなばた︒
たなばたものがたり ﹇七夕物語﹈︵名︶1
ものがたり

たなびく

たなぼた

︽ーイ・一

八354 あのたなばたものがたりのはたおり星は︑
﹇棚引﹈︵四五︶6

二九・五光年ですから︑
たなび・く

二6510園 やあ︑かすみがたなびいている︒

ク・ーケ︾

二662囹 たなびいている︑きれいなかすみ︒

三610囹たなびくかすみ︒
いていました︒

四655 うすむらさきの雲が︑おだやかにたなび

て︑目に見えぬかすみのようにたなびいている︑

九柵3

これと同じようなことが︑山腹と谷との

近道をして谷をおりてくると︑

十四766

男の子は︑小石を見つけては深い谷の中

氷河が無言の流れをきざんでいる深い深

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

十五199
い谷の上を︑

十五2110

アルプスの深い谷の中を︑大わしは︑

へなげこんで︑

十五278

大わしは︑︿略﹀︑くるくる舞いをして︑

︿略﹀︑下へ下へとおりて行きました︒
十五3210

︵副助︶1

だに

下の方へ︑谷の中へ落ちて行きました︒

だに

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑

十二710図魍

た︒

たにそこ

はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一
﹇谷川﹈︵名︶7

谷川

谷川にそって︑山のふもとにでてきました︒

谷底

五892魍國高い山からたにそこみれば︑うりやな

谷ま

谷間

一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ

すびの花ざかり︒

なければならない︒

十五265

たにま

山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい

﹇谷間﹈︵名︶6

五49

たにま

小さいたにまに︑小さいながれ山から川の

たにまに︑小さいいずみ︑

五4！0

すると︑向こうの山の谷まにのこっている

あかんぼが生まれる︒

八593

山からおりるとき︑この谷まの流れには

雪が目についた︒

九367團

大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

いって︑頭から水をあびるのが厚しみでした︒
九晒10

一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と

つ林におおわれた道もない谷まになった︒

十五249

他人のためにもことばをもて︑なやみ︑

﹇他人﹈︵名︶3 他人

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒
たにん

なやみ︑苦しんでいる他人のためにも︒

苦しんでいる他人のためにも︒

十四441囲
十四442圏

六書11

﹇狸﹈︵名︶6 たぬきさん

それはたぬきさんでした︒

﹁どうしたの︑たぬきさん︒﹂

たぬきさんが︑ま顔になっていうので︑

それをみて︑たぬきさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

うになりました︒

六㎜6 うさぎさんたちは︑たぬきさんがかわいそ

六㎜4

六酒7圏

います︒

六窩4 たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわてて

六梱3

たぬきさん

他人にとっても貢実だからである︒

いちろうがすこしいきましたら︑谷川に 十五788 ひとりの人間にとって軍士であるものは︑

そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ
そこで︑谷川をさらにさかのぼると︑岩ま

たにそこ

はるかな谷川を聞いているその耳もとに︒
﹇谷底﹈︵名︶2

十三4710

からちょろちょろとわきでる泉があって︑

九搦5

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒

九搦3

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九542

そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

そった道は︑もうほそくなってきえてしまいまし

九541

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九494いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷

六襯8

たにがわ

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九価6

十三71 さかんな春のきざしは︑よもにあらわれ たにあい ﹇谷間﹈︵名︶1 谷あい

谷

十五125重圏ガラス戸の外は月あかし森の上に白
たに

雲長くたなびける見ゆ
﹇谷﹈︵名︶1 3

盲同い山︑ひくいたに

四485 山の上を高くとびこえて︑たににさし

たに

かかったとき︑

四764 た
ていきました︒

六674 お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を煙い

つこえました︒

六慨9 うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一
六欄4圏 あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ
たのだ︒

が︑そこは︑深い谷になっています︒

九362團 ぼくの家からは十五六分ほど登るのです

きになって︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒

九511 水がふえのように鳴ってとびだし︑すぐた

899
たね一たのしい

﹇種﹈︵名︶12

大声でわらいました︒
たね

たね

種■なたね

しみをますたねになるばかりでしたので︑

三備4 ふしのくすりと手紙は︑かえってかな
四675 お正月までに︑ことばあそびのたねをた

十一396國

いねはそだつし︑あぜまめのびて︑ふ

くすず風に夕はん樂し︒

十一351圏

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ たの・し ﹇楽﹈︵形︶1 樂し ︽ーシ︾
種もみ

らまめ・えんどうみなまいた︒

︽1・ーイ・ーカッ・ーク︾

ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは

あなたの花まつり︒

三107圃

三58囹たのしいたねまき︒

しい

ひたさない種もみをまいたところには︑べ たのし・い ﹇楽﹈︵形︶49 タノシイ たのしい 樂

﹇種籾﹈︵名︶4

八966

たねもみ

種もみから黄みどりのめがでました︒

つにしるしをつけておきました︒

八969

金だの︑眞珠だの︑宝石だのを︑

みなさんが大きくなってから︑それを

あんしんして︑たのしいあさごはんをた

きょうはたのしいクリスマス︒

ほっかいどうは︑いまがいちばんたのし

きゅうにあたりが美しくなると︑私は︑

五483

五473

いい氣持がして︑たのしくなった︒

いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒

いつも通るこの小道︑たのしい小道だ︒

ね︒

六2011

六499圃

ここで樂しくあそんでおいで︒

樂しいことがあるような︑ああ︑さわや

質しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

金だの︑男爵だの︑宝石だのを︑頭に 六408 森や︑小川や︑いな田などの︑きれいな︑

六2310園

いわれらきりぎりすの生活

六212園美しいぶどうに︑かがやくりんご︑絶し

みんな︑記しそうにそれをたべます︒

六1910囹︺こんな樂しいときは︑二どとありません

五491

なんだか︑ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五403團

いときです︒

五392国

させていただきました︒

四稲1囹 いやいや︑たいへんだのしい思いを

四813圏

べました︑

四636

みるのは︑ほんとうにたのしいものですよ︒

三998囹

ですから︑1つぶの種もみから︑やく15 三387 たのしい学校にしましよう︒
種もみひたし

きょうは︑種もみひたしをしました︒

﹇種籾浸﹈︵名︶2

八943

種もみひたしをしてから︑ちょうど10日め

でした︒

かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも

︵並助︶9

一461

だの

だの

八961

たねもみひたし

00つぶももみができたわけです︒

八丁7

きました︒

よくもあんなに雪のたねがあるもの 八973 ひたさない種もみからも︑やっとめがでて

くさんこしらえておきましょう︒
だ︒

四953
五4310国
そのたねをこんどお送りします︒

すね︒

五605園おまえが︑たねをまいたのでしたね︒
五608園たねをまいたから︑こんなにさいたので

のこしておきましたら︑

五612園そのたねからめがでなかったら
五629囹たねはおかあさんがまいたのだけれど︑
七206囹そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

﹁チロリン︒﹂だの︑﹁チイチイチン︒﹂だ

かたなだの︑てっぽうだの︑

のはみんなとりあげられてしまいました︒
一461

十一2811 その油を自分でとりたいと思い︑となり
のおばさんから一にぎりのあぶらなの種をかりて︑

八137

﹁チイチイチン︒﹂だのと鳴いているほお
レオナルド・ダ・ピンチだの︑ミケラ

ミケランジェロだのという

中心のフロレンスで︑研究しているうちに︑

ンジェロだのという天才の集まっていた︑美術の

十三5610園

じろ

八137

がたがありありとうかんできて︑

のと鳴いているほおじろの声をきくと︑ピオのす

かわらへいって︑あき地にまいておきました︒

十四617園 しかし︑いちばんいい種を︑來年もわ
すれずにまいてもらうことができさえずれば︑
十四829 まかぬ種ははえぬ︒
たねまき ﹇種蒔﹈︵名︶7 たねまき 種まき

一252 たねまきする人︑いえをたてる人︑さ
かなをとる人︑きしゃをはしらせる人︒
三57園たねまき︑たねまき︒

十五828

十三5611囹

十五828

いっぱいつけています︒

十五828

いっぱいつけています︒

金だの︑里並だの︑宝石だのを︑頭に

三58園たのしいたねまき︒

三57囹 たねまき︑たねまき︒
八986 種まきのときとちがって︑こんどは深くた
がやしました︒

まきをしている︒

十228 ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種

たのしいこみち一たのしむ

900

六582 ﹁樂しい学級は︑かべ新聞から︒﹂

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三512

十二969

十二917

なつかしいことや︑乱しいことや︑とき

署しかったさまざまなことが︑

かな朝の空︒

六604圃 タノシイコトガー七 アルヨウナ
五 アアサワヤカナi七 アサノソラ
五

五471

憎しさ

こんな樂しさも知らないで︑氣のどくな

ありさんたちだよ︒

六2410園

はたらかないものには︑この心しさ︑こ

の喜びはあじわえないだろう︒

六279園

七623 四年生の結しさよ︒

ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの

この湖へつりにいくのが︑いちばんの樂

芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に

きょうはとまるだろう⁝⁝うん︑干し

私は︑なにか大きな渇しみをもったよう

8 たのしむ 冠しむ ︽一

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

四587 ﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑かっちゃんはた

なの心をたのしませてくれます︒

三924

マ・ーミ・ーム・tモ・ーン︾

﹇楽﹈ ︵五︶

な重富になって︑家に帰ってきた︒

十四287

みにしているよ⁝⁝

十三4210園

こたえましたが︑雪をみるのが聾しみでした︒

十二719

まえの海で顔をあらうのを話しみにしていた︒

になりました︒
うんぜんだけ
十二5610 みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

九414團秋になって︑ぼくは山へいくのが樂しみ

いって︑頭から水をあびるのが尊しみでした︒

九368團山からおりるとき︑この谷まの流れには

しみです︒

九332国

はっぽを︑とりかえてやるのが樂しみだ︒

七2910園

六698 第二号がどんなふうになるか︑評しみです︒

みではありませんか︒

六667 どんなふうにお話がすすんでいくか︑卜し

にたかまる︒

六258囹樂しみはいよいよくわわり︑喜びはさら

たのしみ ﹇楽﹈︵名︶11 樂しみ
ここに住んでいる子どもたちにとっては︑

たのしい小道
そこには︑星のかんむりをつけたむすめた
﹇楽﹈︵名︶3

たのし・む

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

かけがえのない︑淫しい遊び場所であり︑

十三2710

新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑

には悲しいことなどもあるでしょう︒

七435園 きょうは︑樂しい旅行をしております︒

七436園樂しい音樂をきかせてくださる心持を︑
ほんとうにありがたく思います︒
るまわしながら︑樂しそうなようす︒

八3110 ふたりは︑毎日野原で樂しく遊びつづけま 十三3812
した︒

雪國でいちばん樂しいものは︑なんと

けれども︑前よりはもっと樂しそうなよ
うれしそうに︑持しそうに︑上の方へ︑

見るもの聞くものがことごとくめずらし
すすめられたいすにかけて︑樂しそうに
うれしいような︑樂しいような︑悲しい
暮しい六か年の思い出を残してくれたこ
の運動場︑この校舎︑あの農園︑

十五旧5

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

十五槻4

語りだした︒

十五451

く︑ゆかいな樂しいものでした︒

十五211

︿略V︑寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑

十四梱9

うすをしていた︒

十四㎜3

いっても︑春さきの雪どけごろである︒

十四889

十四395囹わたしたちの︑策しい朝がくる︒

きりぎりすが︑黒しい景色の中でわらう︒

八3211 ふたりは︑天の川で潔しくあうことができ 十三497 牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑
ました︒

八551 うさぎは︑高いびきをかいて︑さも蔵しそ
うに書ねをしていました︒

こすのは︑樂しく︑うれしいことでした︒

九426国苦労してかいこんした畑のいもをほりお
九4610国道しく元氣で勉強してください︒
とうをたべた︒

九襯11 お書になったので︑雪の上で樂しくおべん

の生活を︑ゆたかに︑樂しくすることができる︒

十66 心がけひとつで︑われわれは︑︿略﹀毎日

もにとっては︑もっとも著しい季節でした︒

十912 木の葉が黄色くなるころで︑いなかの子ど

ようにできないものでしょうか︒

十313 ぼくがいるので︑みんな著しい氣持になる
十︻368圏 夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち
こちと︑こよい饗しいぼんおどり︒
ていたことや︑

十一721 家族の者が︑その旅に樂しい希望をかけ たのしいこみち ︹題名︺1 たのしい小道

たのしさ

ちが︑卜しげに歌ったり︑花つみをしたりして

八272

十二459園 人間のしばいとちがって︑みていると たのしげ ﹇楽﹈︵形状︶1 樂しげ
別世界にいったような心しい氣がするよ︒
分で作って自分で動かすのは片しいものだよ︒

十二487園 そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自

901
たのむ一たび

のしんでいました︒

六201囹 おおいにうたい︑おおいにひいて︑この
夏の日を樂しもうではないか︒

六脳5 ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望

六244園 樂しむために生きているんじゃないか︒
遠鏡をのぞいて樂しんだ︒

九協8 泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑心か
ら齢しんだということである︒

は︑いろいろな話をしあつて即しむ︒

十一54 それにあきると︑そのボートをながめて
十三2712 冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣

たのむ

頼む

︽ーマ・ーミ・

場に︑子どもたちがたむろして︑日だまりを晒し
み︑

﹇ 頼 ﹈ ︵ 五 ︶24

ーム・ーメ・ーン︾

たの・む

﹃︿略﹀︒﹄と︑六人のめくらが︑ぞうつ

かいにたのみました︒

二345囹

﹁わたしがおんぶしましょう︒﹂﹁たの

けんめいにおじいさんにたのみました︒

三餌6 ﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんないっしょう

むよ︒﹂

四518園

五702囹金のさかなのところへいって︑たのんで
おくれ︒

てたのんでおくれ ︒

五725園金のさかなに︑︿略﹀︑女王になりたいつ

どうかたのみます︒

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

いと頼みました︒

十134

ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて

村の人たちが困って頼みにくると︑二上

頼んで乗せてもらおう︒

もらったうれしさで︑まだむちゅうになっている

十一55
十一117囹

十一196

﹁︿略﹀︒﹂とたのみました︒

よく︑物をわけてやったり︑
十二72

それからというものは︑いり用のときは

いつもここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒

十二6110

みたば

いひもでいわえて数えました︒

十586うちに帰って︑志まいずつたばにして︑赤

りました︒

女の子は︑手にマッチの小さなたばを一

十588 そうしたら︑たばが十あって︑五まいあま
十四9311

女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ

つ持っていた︒

ばのたばの中からひきだした︒

十四9910

な一時につけた︒

十四柵6 急いで︑たばの中にあったマッチをみん

それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ

タバコとともに︑﹁タバコ﹂ということ

﹁タバコ﹂ということばが︑傳えられた

おには約そくをまもって︑そののちはも

﹇田畑﹈︵名︶1 田畑

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

十二5812

たはた

十四251

ばが︑傳えられたということがわかった︒

十四25一

十四2312園 タバコ︑カルタはポルトガル語︑

ボチャも︑外型語であったとお話しになったので︑

十四2210

そうしてよく口いってみると︑頼んだ品
たばこ ﹇煙草﹈︵名︶4 タバコ
そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

物がちゃんとそろってならんでいた︒

十二6111
十一一624

してくれなくなったという︒

休けい場にもどってくると︑中國人らし

その少年たちは︑じょうずにえい語をつ

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

十一一779

十二781

かって頼みました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけん

﹇束﹈︵名︶5

たば皿Vいとたば・はなたば・

そののち︑みかどからたびたびお手紙

七351

そのたびに︑﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒

汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

九399團

のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず

しきが目のまえにひらけてくる︒

八582 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

七543

かわる︒

六335 風を受けるたびに雲のからだのかっこうが

びにごへんじをさしあげておりました︒

をくださいましたので︑かぐやひめも︑そのた

三鵬9

少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ たび ﹇度﹈︵名︶13 たびδいくたび

めいにたのんだ︒

十四㎜10

十五324

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒
プリンタリーが︑日本政府から頼まれて︑

︽ーク︾

鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって來たのも︑

十五458

頼もしい

まちがったとき︑思いきってやりなおし

そうして︑弟の心持を頼もしく思いまし

﹇頼﹈︵形︶2

そのころのことであった︒

たば

た︑その勇氣を頼もしく思いました︒

十一463

た︒

十一4510

ふたりでたのめば︑なんとかなるだろう︒ たのもし・い

五752圏金のさかなにたのんでおいで︒
六286園
六2911園

九天3 ちょっと待ってください︒﹂と頼みました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼みましたら︑

けにもいきません︒

九鵬4 こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ
十123

たび一たびびと

902

木にしがみついたりしました︒
九406團 なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大
きくゆれました︒
かるからです︒

九416團 山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ

けれども︑旅のひわは︑そのままとんで

の上へにげていきましたが︑

五鵬6
いってしまいました︒

ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

らくだの足あとがつづいていました︒

十一137

その雪が︑どこで︑どのようにしてでき

てきた旅人のような氣持のする日だ︒

たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑

ごくありふれた曲であったが︑旅をしてき 十四852

た私には︑しみじみときかれた︒

七4111
七434囹

それからと

いうものは︑おじいさんの

とる竹の中には︑たびたびこがねがはいって
いました︒

おじいさんは︑かぐやひめにこのことを

つたえてたびたびすすめましたが︑

三鵬8

三㎜8 そののち︑みかどからたびたびお手紙

おかあさん︑これからたびたび手紙を

をくださいましたので︑

旅人﹁もし︑もし︒﹂

﹇旅人﹈︹話手︺16 旅人

﹂

﹂

旅人﹁それから︑つけた荷がありました

旅人﹁いや︑わたしは︑そのらくだをみた

旅人﹁その荷は麦でしょう︒﹂

ね︒﹂甲乙﹁ありました︒﹂

七781

二三本ぬけてはいませんか︒﹂

七776 旅人﹁そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が

それから

七772 旅人﹁そうして︑左の足が一本短くて

んか︒﹂

七768 旅人﹁そのらくだは︑かた目ではありませ

ませんか︒

がして︑それをさがしていらっしゃるのではあり

七763 旅人﹁もしや︑あなたがたは︑らくだをに

さがしておいでのようだが

七7511 なんですか︒﹂旅人﹁あなたがたは︑なにか

七758

たびびと

あげることにしましよう︒

四十日の旅じゃっかれただろう：．．．．う 十四1510団

私は短い旅をしたあとで︑七時にパ

ボストン︑ニューヨーク︑ワシントンと

学の旅にのぼった︒

十五533

新しい旅の門出︑希望をもって︒

無事に旅を進めて︑

十五悩2

たびごと

病人のふとんをなおしたり︑︿略﹀︑うな

﹇度毎﹈︵名︶4

十一764

たびごと

るたびごとにかがんでみたり︑

食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂
そのたびごとに︑鳥はさけび声をたてて︑

﹁ごちそうさま﹂にしても︑

十二898
十五317

手紙のたびごとに︑どうしているかとた

七783

七8210﹇n国私がさばくを旅していますと︑砂の上に 七786

たび・する﹇旅﹈︵サ変︶3．旅する︽ーシ︾

ずねられたのもそのはずだ︒

十五6910

三麗5

わたしは︑終戦後︑いつも心さびしい旅 たびたび ﹇度度﹈︵副︶4 たびたび

九704囹 そのたびにお礼はいたします︒

をしていました︒
茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ

旅の記念として︑本のあいだへでもはさ
家族の者が︑その旅に樂しい希望をかけ

ん︑読んだ︒

十三4011園

ていたことや︑

十一721

んでおきたいのです︒

十121園

とを知って喜んだ︒

九桝10

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お
とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒
十四675 湯げは︑えんの下やかきねのすきまから︑
つめたい風がふきこむたびに︑横になびいては︑

十五佃8囹 おまえがにっこりするたびに︑わかく

なるのですよ1
十五相8囹 おまえたちがほおずりをするたびに︑
私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

たび﹇旅﹈︵名︶21たび旅δわたくしのたび

四413 三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北 十四65国

から︒

リーに着きました︒
へむかってたびをつづけていました︒
四568囹 ぼくたちのたびが︑あんまりおくれる 十五526 その出版の用事かたがた︑東部三州へ見

四槻4囹長い長いでんせんをつたわって︑こ
こまでたびをしてきたのです︒
五153 私も︑いまから旅にでかけます︒

五156 これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑お

五155 けれども︑このままでは旅はできません︒
なじことです︒

だんがちがいますが︑私は︑三十銭でどこへでも

五159 汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね
旅をすることができます︒
うたいました︒

五鵬5 旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて
旅のひわが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

五三8 旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木

五鵬7

903
たびびと一たべる

のではありません︒ ﹂

七789 旅人﹁いいえ︑みたのでも︑きいたのでも
ありません︒﹂

七795 さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいって
もらおう︒﹂旅人﹁そんな︒﹂

く草をたべはじめました︒

そのおかげでさ︑︿略﹀︑たべものもじゅ

﹇食﹈︵下一︶79

たべる ︽ーベ・ーベヨ・一

うぶんたべられるというわけだ︒

六276囹

ものも︑おいしくたべるようになりました︒

四565 きず口もだんだんよくなり︑︿略﹀たべ

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた たべもの ﹇食物﹈︵名︶2 たべもの

そうに立ちあがる︒

七856園

あんないなかはつまらないと︑わるくいう

がつたのも︑むりはない︒

十1311

ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

旅人もありますが︑

十一137

てきた旅人のような受持のする日だ︒

ベル︾

た・べる

あの有名な﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダ
たぶん

たぶん︑その少年は︑小学校のいちばん上
たぶん︑遠いところに家族があるので

たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

いうことでしたが︑

十五903園

﹃喜び﹂は︑たぶんここでいちばん純

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒
十五柵1園

潔なものでしょう︒

る︒

﹁口からたべて︑おなかからだすも

それから︑じろうは︑りんごをたべよう

四565 みんながはこんでくるたべものも︑お

ませんでした︒

四373園

わたくしは︑たべたくてしょうがあり

四143 にわとりが︑かぶのはっぱをたべてい

ました︒

三699 五人の子どもはゆうごはんをたべてい

おかいこさんでなくてもたべたいようです︒

三408くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑

とします︒

一一499

のはなあに︒﹂

一一176園

一一54園たべるあめです︒

一一52園たべるあめですか︒

すると︑きしゃはもうついていました︒

一565 おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

←レオナルドダビンチ

ダビンチ

しょう︒

十一869囹

の学年か︑︿略﹀ぐらいでしたでしょう︒

十147

﹇多分﹈︵副︶5

ブリュー・ジェi・ホランド博士︑

十五542

リュi・ジェi・ホランド博士

↓つお ダブリュージェーホランドはくし ︹人名︺ 一 ダブ

七8210 もしあるなら︑ここで︑はっきりいうがい
旅人﹁それは︑こうです︒

い︒﹂旅人﹁はい︑ 申 し あ げ ま す ︒

七835

きにあさくなっていましたので︒﹂

七838 旅人﹁それは︑かた方の足あとが︑

みきれないで︑のこっている葉がありました︒

七841 旅人﹁草をくいとったあとをみますと︑か

旅人

それについて︑なにか︒﹂旅人﹁それはほか たぶん

﹇旅人﹈︵名 ︶ 1 4

でもありません︒

七8411
たびびと

七747 人 甲と乙︑ほかに︑ひとりの旅人︒
七757 そこへ︑ひとりの旅人がやってくる︒
﹁そのらくだは︑かた目ではありませんか︒﹂

七767 旅人は︑おちついたことばつきで︑旅人 十四1111国たぶん︑とちゅうでこわれるだろうと
七771 旅人は︑思いだすようなふうをして︑旅人
﹁そうして︑左の足が一本短くて

七7711 どこでみましたか︒﹂旅人は︑それには答
えないで︑また思いだしながら︑

︽ーメ︾

たべのこす

こと︑

あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ

五822囹じゅくさないものをたべないようにする

たきゅうりをたべました︒

五627

べました︑

いしくたべるようになりました︒

たべのこしのめしつぶまけばうちつど

四636 あんしんして︑たのしいあさごはんをた

﹇食残﹈︵五︶1

まえにたべのこした古い草は︑ふみつける
だけで︑ちっともたべません︒

七889

たべのこ・す

うすずめの子らと日なたぼこする

九柵3図圏

︽ーシ︾

七792 あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれて たべのこし ﹇食残﹈︵名︶1 たべのこし
いや︑あちらで︑あかしをたててもらおう︒﹂

いったのにそういない︒﹂旅人はおどろく︒
七797

ふたりは︑旅人の両手をとる︒

七799 人旅人︒
七801 旅人と甲乙が︑ならんでいる︒
いいぶんがあるかね ︒

八3011

うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

七827 旅人をみて︑裁判官﹁なにか︑そちらにも︑ たべはじ・める ﹇食牛﹈ ︵下一︶ 1 たべはじめる

七854 もう帰ってもよろしい︒﹂旅人は︑うれし

たべる一たべる

904

五826 なま水をのまないことや︑ねるまえにたべ
ないことや︑

五953囹 すりえをこしらえて︑たべさせてみよう︒
させてやりました︒

五954 たまごのきみですりえをこしらえて︑たべ
六211 みんな︑樂しそうにそれをたべます︒
うぶんたべられるというわけだ︒

六277囹そのおかげでさ︑︿略﹀︑たべものもじゅ

こんなことを考えました︒

六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは

六三1 うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で
わってたべることにしました︒

六二4囹 このくるみを持っていって︑山のてっぺ
んでたべよう︒

おいしそうにたべました︒

六脳7 りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑
六柵1園 おいしい肉がたべられる︒

六二7園 おれが︑いまたべようとしていたところ
だ︒

六備1 おなかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だ
いすきなクローバーをたべました︒
七231囹 子すずめ︑あおむしをたべるの︒
だと︑おかあさんが教えてくださった︒

七296囹 それは︑すずめたちにたべられないため

ました︒

にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白

が︑けんかをしてたべました︒

七883
はこべとおおばこをやったら︑にんじんを
うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ

やったときのように︑喜んでたべました︒

七886
七888

まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

ばかりたべて︑

七891

私が麦をやったら︑白いうさぎは︑早くた

だけで︑ちっともたべません︒

七918

べたいのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべまし
た︒

お書になったので︑雪の上で樂しくおべん

のの骨や︑角などを︑ここへすてました︒

とうをたべた︒

九麗11

ので︑みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

九湿4 ぐずぐずしていると︑そのままたべられる

大きな口をあいてたべようとしたとき︑

らって︑ちくりとつきさしました︒

ちょうちょは︑又略﹀︒﹂と頼みました︒

九悩11

けにもいきません︒

九国4 こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ

いことをちゃんと知っています︒

九鵬2囹 あなたが︑この四五日︑なんにもたべな

もう︑おまえさんをたべやしないよ︒

いぬは︑ふり向かないので︑たべるように︑

﹁ごはんをたべてから︑すすきを取って

十596 ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た

おいで︒﹂とおっしゃった︒

十594囹

﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒

十519

をたべようとしません︒

十516 いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン

九柵6園

いるんだけど︒

七919白いうさぎは︑早くたべたいのか︑黒いう 九三4囹 だから︑わたしをたべてもいいと思って
草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑

さぎの上に乗って︑たべました︒
七974

草はたべませんでした︒

そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を︑
たべていました︒

七977

朝早くいってみたら︑子うさぎは巣の中で
ねていて︑親うさぎだけが︑草をたべていました︒

七984

母うさぎと7ひきの害うさぎは︑頭をそろ
えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

七997

八7811園 これからはあひるのたまごもたべられる︒ くさん取ってきた︒
忌びきもとってくると︑うちの家族七人 十705園 ひとつ︑たべてみようじゃないか︒

九3311国

十709圏凹 かまわない︑おれはたべてやる︒

看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか

そうして︑ページをはぎとって︑たべて

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒

十一791

道と思ったのです︒

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早

十7312園

が︑じゅうぶんだべることができます︒

七835順道のかたがわの草ばかりたべてあったか 九493 いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷
川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

七642 みんな︑おべんとうをたべている︒
らです︒

ます︒

しまったということです︒

十ニー24

九799園貝がらといっしょに︑︿略V︑たべたけも 十二6211 八郎はその魚をとってやいてたべた︒

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

九774園

むかしといっても大むかしのことだが︑

七868 草をやったら︑3びきとも︑せっせとたべ 九772園 いまでもこうやって︑人は貝をたべてい
ました︒

るか︑しらべてみることにしました︒

七871 うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ
七878 うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ

905
たほう一たまいれ

十二916 帰っておかあさんにゆでていただいたこ
と︑みんなでたべたこと

十二982 はいがい︑はまぐり︑かき︑しじみ︑あ
このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

かにしなどをたくさんだべていたようです︒
十一一986
かつおなどをたべました︒

十四514園 ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい

五568園まん中にまるいきれいなたまがみえる︒

ニー48 赤や青やむらさきのたまができました︒
六994

しろいたま︑あかいた

ま︑しろい たま︒

遠くはなした︒

六9910

たまいれ
一92圃四
しろいたま︑ あかいたま︑
一93圃
あかいたま︑ しろいたま︒
一94圃
一95間
あかいたま︑ あかいたま︑しろいた

六㎜6 どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

ねのたまと︑︿略﹀虫めがねがでてきた︒

いっか︑おじいさんにいただいた古いめが

ま︒

一96間
あかいたま︑あかいたま︑しろいた

大きさにまいて︑その一方のはしに︑めがねのた

六梱5

たまでかざった︑きれ

いな四頭びきの馬車が走ってきます︒

︵一︶

一方のはしに︑めがねのたまをはめた︒

ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

一97圏
あかいたま︑あかいたま︑しろいた

まをはめた︒

ひろがって︑

十五772 生きるためにたべよ︒

しろいたま︒
一102圃

ま︒

ま︒

十五772 たべるために生きるな︒

六川6

へんゆかいです︒

十五825 けだものの肉や︑ふしぎなくだものを︑

一105あ
圃かいたま︒

︿ 略 ﹀ ︑ た べ た り ︑飲んだり︑

八263 三天の川

ノ71 たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑
天︻﹂一

かやこしの電燈のたまみておりぬ

九294局面

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒
う︒

清らかな︑すみきったたま︑それはおかあさまの

十一165

そのなつかしい顔をあおいだ私の目から

たまみがかざれば光なし︒

天と地にかがやくものの中で︑いちばん

そ
一544
囹うして︑たまがひろえたら︑お月さ

愛です︒

十四821図

た
一547
囹まがひろえなかったら︑どうなりま

んの くにのなかまにいれてもらえます︒

一115園
こんどは︑あかいたまをかぞえましょ

一108囹
さきに︑しろいたまをかぞえましょう︒

う︒

一106斎
かごにはいった たまをかぞえましょ

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

十五832囹 うまいものをたくさんだべて︑うれし

十五8710園 ﹃腹のへらないときに物をたべる幸
福﹄で︑

十五907囹 なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ
うじゃないですか ︒

十五915囹 すこしの休みもなく︑飲む︑たべる︑
ねむる︑いやはや目がまわるようだ︒

すか︒

十五679

十五923 みんなとなかよくテーブルについて︑飲

そ園
うして︑つぎのとしのたまひろいで︑
一552

これは︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら光

は︑たまのようななみだが流れ出た︒

きれいなたまがひろえたら︑またお月さんの

十五鵬5園

ここにいるものは︑みんな︑たまをたま ﹇偶﹈5ときたま

あなたはそのたまをもっていますか︒ る青いたまの色をしています︒

いざ子ども走りあるかんたまあられ

﹇玉霰﹈︵名︶1 たまあられ

たまいれ⁝⁝⁝九

たまいれ

芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれがたから

たまは 十一一741毒焔

たまあられ

一556園

ひろったなかまですよ︒
おもちに

なっても︑

一613園

いれてもらえます︒

んだり︑たべたり︑はねまわったりしていました︒

他方

くにへ

十五934囹 物をたべているときは︑だれにもか
まっていられません︒

十五川1園 ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た
﹇他方﹈︵名︶1

べたり︑飲んだり︑目をさましたり︑
たほう

どなたが

やっぱりたまですよ︒﹂といって︑わたくしの

一623囹

のちがいは別として︑一方が先に生まれ︑他方が

十五745 兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力

四

︹生名︺2

降ってきました︒

たまいれ

わたくしの手にたまをおしつけました︒ 一25

たまはやっぱりたまですよ︒

手にたまをおしつけました︒
一624

一623園

あとから生まれたというだけのことで︑

たま ﹇玉﹈︵名︶33 たま5しゃぼんだま・じゅず
だま・なんきんだま・まがたま︒まるたま・めだま

たまう一たまてばこ
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一91 四 たまいれ
たまう 呂かけたまう・きたまう・くれたまう・はい

りたまう・みたまう・よしたまう
たまご ﹇卵﹈︵名︶32 たまご←コロンブスのたま
ご・なまたまご・ゆでたまご
だいやもんどをひとつとりだして︑

たまごの中にあんまり長くいたので︑あ

たまごがわれた︒

八699園
どちらもたまごからはいだしてまもないも

んなふうになっただけですよ︒

八732
のであった︒

を生んだ︒

八7811園

この生きた一ことが︑私のたましいを目
その人形などは︑︿略V︑まるでたまし

ボールはたましいのこもった生きものの

それは︑全手民のたましいでした︒

ようになって︑はねとびました︒

十三2511

デンマルク人のたましいは︑ダルガスの

星の落ちるときは︑なにかのたましいが

三つ子のたましい百まで︒

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり

十三2512
ました︒

十四8210

十四996

あなたの二つの目をたましいのどん底

神さまのところへのぼっていくのだと︑

におちつけて︑よくごらんなさい︒

十五柵4園

﹇騙﹈︵五︶5 だます ︽ーサ・ーシ︾

きみたちはうまくだまされたな︒

ほかのがんは︑また︑みんなをだまして

わたしも︑一どそれでだまされたことが

自分は︑こうもりのために︑高いところか

﹇偶偶﹈︵副︶2 たまたま

四病3園

とうきよう

たまたま︑そのころ︑東京にはくらん会

たまてばこ

では︑おみやげにたまてばこをさしあ

たまてばこ ﹇玉手箱﹈︵名︶5

が開かれた︒

十351

ちょにあうことができた︒

らたたき落されたが︑たまたま︑あの白いちょう

九幽1

たまたま

しそうなことを︑なんでもやります︒

まをやったり︑だまされたりなど︑よわい人間の

十654 いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ

がたで︑つきあっていきたいのです︒

十319 人をだましたりしないで︑ありのままのす

あってね︑そのひなには苦労したよ︒

八637囹

びっくりさせるのだろうと思って︑

四489

三453囹

だま・す

もおることができます︒

三952 きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど

だましぶね ﹇騙舟﹈︵名︶1 だましぶね

これからはあひるのたまごもたべられる︒

﹁5510 ぽけっとからうずらのたまごほどある 八781 にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご
四156 たまごを生んでいるのをみていた︒

﹁おまえさんは︑たまごを生むことがで
のどを鳴らすか︑たまごを生みなさい︒

生まれがはくちょうのたまごであってみれ
葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み
先生におききしますと︑うんかのたまごだ

みなさん︑こころみにこのたまごを
コロンブスは︑コツンとたまごのはしを
たましい

すると︑少年のたましいのそこから︑

﹇魂﹈︵名︶9

十二831一

いがはいっているように動くよ︒

十一一448園

ざめさせ︑

十二379

どっとことばがほとばしりでました︒

十一851

たましい

テーブルにうちつけて︑なんの苦もなく立てて

十二510

テーブルの上に立ててごらんなさい︒

十二55園

ということでした︒

八二1

つけられていました︒

八脳8

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

八911

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

八8211囹たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

八812園

きるかい︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒

八797園

しかし︑たまごは生まなかった︒

八794

させてやりました︒

五954 たまごのきみですりえをこしらえて︑たべ
たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

どたっているかしら︒

七252﹇n国

かっています︒

七256園 たまごから小さい虫になるのに︑七日か

みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八144 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生
八148 春がきても︑たまごはそのままでした︒
八149 暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ
てかえりました︒

たまごをおとりになりました︒
八413
八415これもこがねのたまごになりました︒
八609それは︑たまごをかえしているのであった︒
八614とうとう︑一つ一つたまごがわれた︒
八615 ﹁ピイヨ︑ピイヨ︒﹂と︑どのたまごから
も小さなひなの首がでた︒

八624園 いちばん大きなたまごがまだのこってい
る︒

八6210園 一つのたまごに長くかかるのですよ︒
八631園 われないというたまごはどれかね︒
八636園 きっとしちめんちょうのたまごだよ︒
八6410 それから二三日して︑とうとうその大きな

八643園 どれ︑たまごをみせてごらん︒
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たまひろい一たみ

げましょう︒

ことが

四描5 かめがたまてばこをもってきます︒
四柵6園 この たまてばこは︑ どんな
あっても︑おあけになってはいけませんよ︒

四六10 たまてばこを手にもって︑うらしま﹁こ
れをあけてはいけないというのですか︒﹂

四佃3圏 とほうにくれたうらしまは︑あけて

十一一鵬7

たまりかねた二ひきのうさぎが︑うしろ
そこで︑たまりかねた家の書生が︑これ

からく略﹀︑おうえんをはじめました︒

十五6511

きました︒

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど

雪につもられて︑だまっている︒

四864

五79 川はだまってはたらく︒

せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

︿略﹀︑だまってこっちをみていたのです︒

九557

落しました︒

くりの木は︑だまってまた実をパラパラと

九504

︽ーラ・ーリ︾

から車のついたものは送ってくださるなと︑く
たまる

白うさぎはいたくてたまりません︒

﹇堪﹈︵五︶5

じょうの手紙を京都へ送ったりした︒
たま・る

三463

よしおとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂

九6611囹 だまれ︑やかましい︒

六543

たまる

︽ーッ・ーリ・ール︾

いちろうはうれしくてたまりませんでした︒
﹇溜﹈︵五︶6

九983 ふたりだまる︒

九964 だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

だまったままそれをとりあげる︒

しいんとして︑だまってしまいました︒

といいあつているのをききながら︑ふみおはふし

みました︑たまてばこ︒

一ねんに

九696

たまひろい

ぎでたまりませんでした︒

﹇玉拾﹈︵名︶2

一543園 この お月さんの くにでは︑

たまひろい

たま・る

九479

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九951 やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑

︽ーイ・一

六梱11 ぼくは︑うれしくてたまりませんでした︒
一どたまひろいにこのかわらにきます︒
一551囹 そうして︑つぎのとしのたまひろいで︑ 九248 日本に春がくると思うと︑もう矢もたても

きれいなたまがひろえたら︑
たまらない

九価8 みんなだまって︑あえぎながら登っていっ

﹇堪﹈︵形︶7

つゆが木の葉にたまりました︒

だまる

︽ーッ・ーリ・一

くもは︑なんといって返事をしていいかわ

さっきから︑きみはだまっているけれ
十一617

ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって

しかし︑太郎はだまっていた︒

十五84図圏

まあ︑だまっておいでよ︑いい子だか

かわずだまりて人の足大きくすぐる

四海の民すべて兄弟姉妹である︒

﹇民﹈︵名︶1 民
十五7411

たみ

ら︒

十五佃12園

本を書いて︑地動説を強くとなえました︒

十三1510 ガリレオも︑︿略﹀︑だまっていられず︑

研究を続けていましたが︑

十三159

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒

十一86囹

からないので︑そのままだまっていました︒

九備10

けにもいきません︒

こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ

カッ・ーク︾

たまらな・い

みると︑先生のかごの中には︑いつのまに
か︑せきふらしい物︑土器らしい物︑ただのわり

九824

九備1

たまったつゆが︑しずくになって︑ポタリ

石のような物などがたまっています︒

町議2

20

小さな光ったわたが︑導べいのかたすみ

私の目にはなみだがいっぱいだまりまし

ポタリと落ちてきました︒

十一一387
た︒

十三366

︵四五︶

おふたりがどんなにおかなしみにな

﹇黙﹈

にたまる︒
だま・る

ル・ーレ︾

三柵2囹

わたくしは︑だまってうちへかえって

るかと思って︑いままでだまっていましたが︑

四381囹

九柵4

た︒

2

金がその中にたまった︒

三473 するといたみがいっそうひどくなって︑ 七442 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

︿略﹀と思うと︑うれしくてたまらなかっ

﹁︿略V︒﹂とさけびたくてたまらない︒

とてもたまらなくなりました︒
六910
六1110
た︒

いてたまらない︒

十二631 小魚はしおからかったので︑のどがかわ
十三546 その氣持を︑だれかに話してみたくてた
まらなくなりました︒

その重荷をふり落すように︑ある岩角のすこしあ

十五282 鳥は︿略﹀︑もうたまらなくなったのか︑

︵下一︶

たまりかねる

﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄です

き地のあるところを目がけておりて行きました︒
十五価5園
よ︒

﹇堪兼﹈

たまり ﹇溜﹈Oひだまり・みずたまり

︽ーネ︾

たまりか・ねる

たみおさん一ため
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四267 たみおさんは︑﹁きりぎりす﹂をあいてに

たみおさん ︹人名︺1 たみおさん
書きました︒

たみちゃん ﹇民﹈︹人名︺19 民ちゃん与わたしの

十二245 めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一

たみちゃん
年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天
にものぼるほどうれしかったのです︒

十二249 民ちゃんをなんとかして早く歩くように

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

足ほど歩きました︒

十二294
しらえて持たせているうちに︑民ちゃんは三足四
足と歩けるようになりました︒

いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

から地面におりて︑

十一一296園

このごろふとってきて愛らしくなった民

おとなりで︑このごろ白いいぬをかうよ

ちゃんをだいてやろうとすると︑

十一一2912

十二305

民ちゃんのことば数のふえるのには︑お

うになりましたが︑民ちゃんは︑そのことをいう
のでしょう︒

十二3011

どろいてしまいました︒

たった

一つのでんとうですが︑この光

大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

ために発音がすこしおかしい︒

六桝9 ただ︑はながつまっているだけだが︑その

ばが︑うまく発音できなくなっている︒

六衙5 弟ははながつまっているために︑あること

ような音は︑

六欄3 はながつまったために発音ができなくなる

そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

いおうとしたら︑じつに苦しい︒

六相8 ねんのために︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂と
七206囹

ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥など

のこしておきましたら︑

それは︑すずめたちにたべられないため

に︑すぐみつからないためですよ︒

七264園
七296園

私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

だと︑おかあさんが教えてくださった︒

きまをこしらえてくれていたのです︒

七3711

﹁どこ︒﹂というのは︑同じ日本の中でも︑

土地土地でほおじろの鳴きかたがちがうと︑本で

八84

信用してくれていたものを︑あやまちのた

よんだためです︒

八133

むすめのために︑りっぱなむごをさがし

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑

八291囹

みどりは目のためにいいから︑

てやろう︒

八618

八829園

写しむために生きているんじゃないか︒

なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ

九371團小さい妹のために︑くわの葉につつんで

ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九経10

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九209 協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

することを︑新聞に廣告しました︒

おまえさんのためを思っているのですよ︒

え︑石炭の中にたくわえられていて︑いまそれが︑

九199 寒氣のために苦しんでいるつばめのせわを
ねじは︑自分がここにはいったために︑こ
たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒

の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ

六118

私たちのために︑生き返ってはたらいている

五378

たらいていることでしょう︒

をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は

四悩1

︽ーシ︾

ダムにせかれていけになり︑水力電氣をお
たむろする

風あたりの少いホートンの早場に︑子ど

﹇屯﹈︵サ変︶1

もたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑

十三2712

たむろ・する

こし︑︿略﹀︑川はだんだん大きくなる︒

五63

民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて ダム ︵名︶一 ダム

民ちゃんは︑まだ︑うんこもしっこもい

してやりたいものです︒
十一一2410
えません︒

十一一2411

いますが︑ちょっときいてもわかりません︒

十二253 学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ
んの子もりをひき受けます︒

十二255 おしめカバーをさせたままほっておくと︑
民ちゃんは平氣でそこらをはいまわっています︒
ごれていないほうが氣持がいいので︑

十二258 はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ ため ﹇為﹈︵名︶囎 ため
十二263 民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑民ちゃんに持たせ

﹁民ちゃん︑これ持って学校へいきま

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑
十一一2710囹
しょうね︒﹂

十二2711
てみました︒

みをとりあげると︑よちよちと立ちあがりました︒

十二281 民ちゃんはうれしそうにいって︑その包

六244囚囚

た︒

十二289 たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑ 六127囹 ぐあいのわるかったのは︑そのためでし
ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二292 立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二
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持って帰ったこともありました︒

九4310團 ほしがきにするために︑母がかわをむい
て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

九459国学は︑大きくなって農業をするために︑
いま知りあいの家でみならいをしています︒
みると︑もうそれはただの水であった︒

九悩6 念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
九備11 自分は︑こうもりのために︑高いところか
らたたき落されたが︑

十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
なりたいのです︒

十312 ぼくがいるために︑うちの中が明かるくな
るように︑できないものでしょうか︒
十337 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑
佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十343 そのために︑いまのうちに︑早く織機を進
歩させておかなければならない︑というのである︒
十3912 核をさしいれたために死ぬものもあった︒
十4011園 世界のために︑きっと︑あなたの願いが
かないます︒

まった︒

十414 この赤しおのために︑三七はみな死んでし
十431 そのため︑母貝は︑ほとんど死んでしまつ
た︒

しらべていった︒

十434 研究のため︑死貝を一つ一つ︑ていねいに
十482 これは︑足がおそいというためばかりでな
く︑道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

﹁キタナイワンワンチャン﹂といったの

は︑そのためです︒

十505

わたしのためには︑いばらの道をもふみ

も戦う︑そのうで︒

十一172

父親のすきなものを買うために︑自分で

わけたその足︒

十一208

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒

りっぱな人になるためには︑学問をしな
大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

くてはならないと書いてありました︒

十一267
十一533

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

客の耳にきこえそうもない︒

十一6412

人々は︑なんのためにこんなことをいい

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

十二58

私の心の目をあらゆるものに向けて開い

だしたのかと思いながらやってみましたが︑
十一一3211

てくださるため︑いいえ︑それよりもなによりも︑

私を愛するためにきてくださった
私を愛するためにきてくださった

﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がその中に

十一一3212

十二353

はいっているものであることを︑はっきり教える
ために苦しまれたのですが︑

﹁︿略V︒﹂といのりながら︑一生をケ
なつかしい山や︑おもむきのある川など

ラーのためにささげました︒

十一一422
十一一554

があるためばかりではない︒

時間がせまったので︑私はユニホームを
二少年が︑遠い母國の選手のために︑勝

つけて︑練習のためにコートにでました︒

十二777
十二812

つことをいのってくれていることを知って︑
両選手のために︑見物人たちは︑しばら
く︑あらしのようなはく手をおしみませんでした︒

十一一869

それは︑めいめいの生活や経験が同じで
ないためである︒

十6311 そのために︑能は︑めんの藝術ともいわれ︑ 十二928

十一167 わたしをまもるためには︑どんな困難と

十二9210

同じ文題で書いても︑書かれたことがそ

れぞれちがってくるのも︑やはりこのためである︒

平和な國日本を作るために︑また︑文化

十一一9910 これは︑食物をいれるためのものですが︑

國家をきずくために︒

十二皿7

また︑文化國家をきずくために︒

十三86 自分のつとめをはたしていくために︑知

十二M8

そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

識をますことは︑たいせつなことがらである︒
十三1512

されて︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて

では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え

はならぬといわれました︒

このゆめを実現するために︑ダルガスの

をかえてしまったのかというと︑

十三165
十三1912

しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

しかし︑ダルガスの誠実は︑これがため

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三204
十三214

ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

にくじかれることなく︑

敗職のために意氣のおとろえた富民は︑

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三2410
十三261

この﹁子どもしばい﹂をするための注意

希望をとり返し︑

十三442

十四47 それは︑︿略﹀大きな愛の氣持︑そこか

らさしてくるとうとい光．のためなのです︒

ずしさのために︑すこしもゆがめられたりはしま

十四58 しかし︑フィリップのすなおな心は︑ま

かれが︑父を失った直後︑文学修業のた

せんでした︒

十四511

私たちは︑おとうさんのために︑心か

めにパリーに出て︑

十四79團

だめ一だめ
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らの思い出をまもることにしましようQ

十四97團 かなしみのために︑おからだをおいた
めになるなんて︑

なかさがあるとか

十四105團光をずっとやわらかくするために小さ
十四124国 かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや
わらかくするためなのです︒

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

十四134国 それは︑コップの上からコーヒーこし
十四2910 花がたえずさいていだために︑天上の花
を見ようとはしなかったのだろうと
でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

十四307 小さな島國に住んでいたために︑氣持ま

けはなれているために︑自分たちとはえんがない

十四324 天上の星とあなたがたとは︑あまりにか
と思っている人もあるでしょう︒

十四441圃 他人のためにもことばをもて︑なやみ︑
苦しんでいる他人のためにも︒

十四442囲 なやみ︑苦しんでいる他人のためにも︒

わてふためいて︑そのためにかえって波にのまれ

十四477 たいていの人は︑しょうとつのときにあ
てしまったのに︑

めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

そのために︑さきにいったようなもよう

その光が同じようにならず︑むらになって︑

十四729

そのときできる氣流のむらが︑光をおり

が見えるのです︒

十四734

地面の空氣が︑日光のためにあたためら

曲げるためなのです︒

十四7412

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

れてできるときのむらは︑

十四757

二台の荷馬車が來たので︑それをさける

足がつめたくなって︑立ちどまったため

けいあたためられるので︑

十四886
であろうか︒

十四9010

その両手をあたためるために︑︿略﹀一本

ために︑急いで道を横ぎったときに︑
十四9411

のマッチで︑火をともすことができたならば︑

十五113図書人の家にさえずるすずめガラス戸の
下の方にいる女の子を元氣づけるために

外に來て鳴け病む人のために

十五271

それをその場にいない人や︑遠くにいる

﹁︿略V︒﹂といわずにはいられませんでした︒

十五345

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

とは︑むずかしいことであった︒

十五4812

日本人のための英語教科書の編さんまで

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒

恩師ジョルダン博士は︑そのためのては

したりした︒

十五512
十五551

父は︑同志社を守り育てるために︑北海

ずを早くからすすめられていた︒

生きるためにたべよ︒

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五668
十五772

たべるために生きるな︒

人の心をひくために︑しかめっつらをし

十五772

自分のしなければならないつとめのた

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒

十五7810

十五868園

おふたりのために︑ちゃんと席がとつ

めには︑なにかしらぎせいにする心がなければ

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

てありますよ︒

十五8910囹
十五悩1園

おまえたちがこの上まであがって來た

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

のは︑︿略V︑それを︑はっきりとさとるためだか

十五価3園
らね︒

ローマ字といわれるのもそのためである︒ だめ ﹇駄目﹈︵形状︶27 だめ

送別の歌を歌ってくれた︒

十五伽5 在校生たちがみんなで︑私たちのために

プリンタリーが︑日本政府から頼まれて︑

これは︑記おくのためにも必要な方法で

人に知らせるためには︑文字に書くか︑

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私 十五347
十五416

ある︒

十五459

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒
わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑どん

います︒

三597園 ﹁だめよ︑だめよ︒﹂と︑ジュデーがい

三597園
﹁だめよ︑ だめよ︒﹂

四427園きみ︑列をはなれちゃだめじゃない

三79！0園だめだよ︒

三661囹 ﹁心があわなくてはだめ︑だめ︒﹂

このお庭僥のために︑細工人︑画工︑ 三661園 ﹁心があわなくてはだめ︑だめ︒﹂
いままで︑焼く人と赤絵屋がわかれてし
ごとをしていたため︑ひとりでこの焼物を作るこ

十五486

︿略﹀などが︑三十数人かかえられていた︒

十五4711

そのころのことであった︒

鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって來たのも︑

十四652 熱い湯ですと︑湯げの温度が古同くて︑ま
どんとさかんにたちのぼります︒

十四681 陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた
めに︑特別にあたためられると︑

十四7010 お湯がだんだんにひえるのは︑湯の表面
の茶わんのまわりから︑熱がにげるためだ

十四727 これに日光をあてると︑熱いところとつ

911
ためいき一たやすい

か︒

五柳2囹 ほら︑羽がだめだから︒
六716囹でも︑こんな口じゃ︑だめだわ︒
七345園そんなにおしたって︑だめですよ︒
七362囹だめだよ︒
教えたのだが︑だめだった︒
八643園
九644園いいえ︑だめです︒
九653園だめだい︑そんなこと︒
九665囹いえいえ︑だめです︒
九676園いえいえ︑だめです︒
あっちこっちほってみて︑なんにもみつ
九8010園

けんかをとめ

からないと︑ だめだと思ってやめてしまう︒

九819園だめだな︑ここは︒
九882囹 ﹁だめだよ︑きみ︒﹂
る声がつづく︒

十一7910 医者は︑まったくだめだといわんばかり
十一888園

まだだめです︒

だ めだ︒

﹁今夜はもうだめかもしれない︒﹂

に頭をふりました︒

十ニー79園

十一﹇172圓

十二212園 絵をかくことも︑いっしょうけんめい
だめねえ︒

にけいこしなくちゃだめでしょうね︒
十二2812囹

ようとしましたがだめでした︒

十二386 かけらをひろいあげ︑それをつぎあわせ
十三587園 じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたいに︑
旅行して汚なくちゃだめですね︒

十四949 けれどもだめであった︒
ためいき ﹇溜息﹈︵名︶5 ためいき ため息

めは︑空をながめてはためいきをつき︑じつ

三柵2 月のきれいなばんになると︑かぐやひ
とかんがえこむようになりました︒

八529

ためし

い︒

た・める

しばらくして持っているすみに氣

館長室の前に立った私は︑しばしため

げんかんに出て︑横づけにしてあった

きみたちの考えが︑たとい世間の考えと

水だって︑ためておいてあげたのです︒

おばさんは目になみだをためながら︑

︽ータ︾

でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい

たもつ

このきそく正しいちつじょは︑いったいど

﹇保﹈︵五︶1

うしてたもたれているのでしょう︒

八365

たも・つ

なみだをためているの︒

十五㎜10囹

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五688

十四597園

﹇溜﹈︵下一︶3 ためる ︽iメ︾

ちがっていても︑その発表をためらってはならな

十五782

りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこみ︑

十五601

らったのち︑︿略﹀ドアをコツコツとノックした︒

十五536

がっき︑ちょっとためらったのち︑﹁︿略﹀︒﹂

九945 たかぎ

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふかいため ためら・う ﹇躊躇﹈︵五︶4 ためらう ︽ーウ・ーッ︾

母親も︑子どもをよそへやってから︑夜

あひるの子は︑ため息をついた︒

息をつきました︒

八755
十一2311

少年は︑父親のちょっとしたため息にも︑

になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

十一792
﹇試﹈︵名︶4

︿略﹀︑ふるえながら氣をもんで︑

ためし

ためしに︑﹁なんだ﹂というかわりに︑﹁ダ

ンダ﹂といってみると︑いかにも弟のいいかた

六㎜4
そっくりになった︒

そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため

しにおいてもらった︒

八793

ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑
ためしに︑私は︑妹のいっていることばを︑

たいへんうまかった︒

九桝5
十488

︽ーシ︾

紙きれに書きとめてみたのです︒
ためす

みなさん︑ためしてみてください︒

﹇試﹈︵五︶8

六615

ため・す

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ たもと ﹇挟﹈︵名︶5 たもと

九搬9

三人の少女は︑その葉をひろい集めて︑橋

たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑

さかのぼるのもたやすくなかった︒

たやす・い︵形︶5たやすい︽ーイ・ーク︾

ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二288

のたもとの石がきのところへきては︑

十1012

の下で︑

十108 その橋のたもとにあるプラタナスのなみ木

よくいってこしかけました︒

十107 橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも

がうつくしい︒

四悩5圏右に左にひらひらと︑ゆれるたもと

八302

ようと考えて︑購うしのしっぽのあたりを一つき

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

おつきになりました︒

九梱9

ずっと上流へいってためしてみたり︑

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑
九榴4

わかいダルガスの意見を︑実際にためし

ためしてみると︑はたしてよく動いた︒

十三236

十366

湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ

てみると︑そのとおりになりました︒

十四655

私はすぐにこれをためしてみましたが︑

いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒
十四779

ほんとうにそのとおりでした︒

たより一たり

912

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔から九十九

十二575 どちらもけっしてたやすくは登れないが︑
だんの石だんができている︒

十四643 もし︑そういうしんがなかったら︑きり
は︑たやすくできないということが︑

十四8611 このものすごいありさまを映画化するこ
とは︑たやすいことではあるまいが︑

十五401 かなのおかげで︑日本のことばを︑たや
﹇頼﹈︵名︶3

たより

すくしかも自由にうつすことができる
たより
よいで行きました ︒

十四485 かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお

十四4912 さて︑おじょうさんの歌をたよりに︑
マッケンナがおよいで行ったように︑

﹇ 頼 ﹈ ︵ 五︶1

たよる

︽

ッ︾

も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒

十四8712 やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人
たよ・る

十244 ヘッドライトにたよって現場に近づく︒

四伽5圏

四望5魍

に︑

よったりかえったり︒

に︑

︑ないたり︑おこったり︑よろこんだり︑

四悩7圏

か

かもめすいす

波がよったりかえったり︒

こったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

四悩7圏 よったり︑かえったり︒

︑汽車が︑とまったりとおったりするの

いつのまにや

波がよったり︑かえったり︒か

を︑高くさしあげたりにおいをかいだ

こんだり︑かんがえたり︑いろいろにか

五121囹

五203 やぶの小道をとおったり︑すずしい川のき

五122囹 とまったりとおったりするのだ︒﹂﹁︿略

たりにおいをかいだりします︒それか

五204 しい川のきしを走ったりしました︒なしの

は︑りんごをだいたり︑ほおにつけた
つけたり︑おどったりします︒きゅう

たり︑ほおにつけたり︑おどったりし

五332

五332 ︑あがったりさがったりして︑荷物をつみ

クレーンが︑あがったりさがったりして︑

れひとり︑上をみたりまわりをみたり

みたりまわりをみたりするひまもあ

えを︑いったりきたりします︒ 一日じゅ

五477 ︑すみれがさいていたり︑名まえは知らな

五476 たんぽぽがさいていたり︑すみれがさいて

五4210團

五429團 目のまえを︑いったりきたりします︒ 一

︑かみきれをいれたりする小さな言

さをちぎっていれたり︑かみきれをい

うなかたちになったり︑ふくれたり︑立

なったり︑ふくれたり︑立ったりしま
︑ふくれたり︑立ったりします︒この一

ん︒こやしをやったり︑手をやったりし

五479 れいな花がさいていたり︒おや︑こんな花
五631園

五794 く鳴ったり高く鳴ったりしています︒﹂﹁︿

らのびあがってみたり︑へいのすきま

五796

つたり︑手をやったりしたじゃありませ

四401囹
お友だちになったり︑先生になった
四402園
り︑先生になったりしてくれます︒

五796 ︑あがったりさがったりして︑流れていき

れども︑花がついたり︑みがなったりし

四416ようになってとんだり︑まがってつり

五798 川の中の石が︑のびたりちぢんだりしてい

五631囹

四417 ばりのようになったりしました︒とき

五798 が︑のびたりちぢんだりしています︒﹂﹁︿

一ど

四578 くだものをあつめたり︑花をかざった

五9610園

まからのぞきこんだりしました︒

四578 たり︑花をかざったりしました︒すっ

いたり︑みがなったりしたのは︑おかあ

四951 ている︒ひろがったり︑あつまったり︑

五977 のまつの木にとまったり︑かえでの枝で三

五633囹

四951がつたり︑あつまったり︑ふわふわとな

五994 たちが水をふきかけたり︑くすりをつけて

五634囹

たら δそうしたら

四952 ふわふわとながれたりして︑だんだん
四957 ︑いっしょになったりわかれたり︑ま

五995 くすりをつけてやったりしますと︑やっと

なりの町と︑いったりきたりします︒

だらけ nVほこりだらけ

四957になったりわかれたり︑またいっしょ

六323

六323 の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒

︵三助︶説

たり

だり

しろちゃんのみみをみてききました︒

一579 わたくしは︑かたほうだらりとさがった

だらりと ︵副︶1 だらりと

たり

のかおが︑わらったり︑ないたり︑おこ

五978

字がのびたりちぢんだりする︒6﹁︿略﹀︒﹂

︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

自分でえさをとったり︑遠いところまで

ヤピシャと︑あがったりさがったりして︑

五794 チョロ︑ひくく鳴ったり高く鳴ったりして

ラツ

だらっだらっだらっ ︵感︶一 ダラッ︑ダラッ︑ダ

四958 たいつしょになったりはなれたりする

町と︑いったりきたりします︒ここか

三876 ダラッ︑ダラッ︑ダラッ︒

四958 になったりはなれたりする︒ 十 う

ておっしゃるんだもの⁝⁝

一282

たら ︵係助︶1 たら

32110655224433221654

一283 ︑わらったり︑ないたり︑おこったり︑よ

十三398囹﹈だって︑おばさんたら︑お客さんなん

四四三三三三三三三三三ニニニニニー一一
12 12 104 103 95 95 95 92 92 了9 79 51 51 51 48 48 28 28 28

913
たり一たり

六349 ながら︑大きくなったり︑小さくなったり
六3410 つたり︑小さくなったりする︒口をもぐも

六7611囹
そんなことをきいたりして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六354囹わいな︒﹂雲﹁ないだりあれたり︑海みた
六354園雲﹁ないだりあれたり︑海みたいなもの
六769囹︑ぼくたちは動いたり息をしたりするか
六769園は動いたり息をしたりするから︑生きて

︑

この二つをかさねたりべつべつにしたり

とのけしきをのぞいたりしていた︒ そのう

つくえの上をみたりそとのけしきをの

あって︑

て︑

ねたりべつべつにしたりして︑ つくえの上

二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ

くのばしたりちぢめたりすることができる

七138

︑﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒私どもの

﹁まいの手﹂といったり︑﹁︿略﹀︒﹂とかい

﹂かしの木は

七139

七81囹 て︑こしかけてみたり

七711囹 どうをのぞいてみたり︑みんなが勉強す

七710囹 ントンあがってみたり︑こうどうをのぞ

七710園 すうっと通ってみたり︑かいだんをトン

が︑ういたりしずんだりしながら︑光の中

白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

なったり︑下になったりしました︒そのあ

めました︒上になったり︑下になったりし

ろんだり︑足をもんだりしていました︒と

ふいたり︑ねころんだり︑足をもんだりし

たちは︑あせをふいたり︑ねころんだり︑

さで︑まりなげをしたり︑フットボールを
︑フットボールをしたりして遊びました︒

をのばしたりちぢめたり︑かげんしている

長くのばしたりちぢめたりするこ

99

一L

六774園 ﹁たしかに︑動いたり大きくなったりし
六774園いたり大きくなったりしているものは︑
ノ、

54335547 655228877

102

一L

99

99

102

99

102

ノ、
ノ、
ノ、

一L一
一L■
一轟一
一L鴨
一Lr

ノ、
ノ、
ノ、
ノ、
ノ、

一L＿
＿」＿

102

121

七七六六六六六六
55142142139139139121

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七

15151311111010101010101099888777776665555926230

どの花も︑み

な大きな声をだしたりして︒﹂はるお﹁に

八273ちが︑樂しげに歌ったり︑花つみをしたり
八273 ったり︑花つみをしたりして遊んでいまし
八467とからだがよわかったり︑からだがじょう
八468とちえがたりなかったり︑金もあり︑から

八4610︑友だちがいなかったりしました︒けらい

八642囹
︑﹃︿略﹀︒﹄とないたり︑﹃︿略V︒﹄といっ
八642園
︑﹃︿略﹀︒﹄といったりして教えたのだが
八703わとりからもぶたれたり︑つつつかれたり
そのめずらし

ょうずにえさをとったり︑﹁︿略﹀︒﹂とよん

八7710︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした

八704れたり︑つつつかれたりした︒しちめんち

くんだえさをとらせたり

ひざの上にとび乗ったり︑三ど三どの食事

︑﹁︿略﹀︒﹂としかったり︑それでもきかな

なければ︑指で追ったりしました︒すると

はしからころげ落ちたりしました︒朝の早
て︑﹁︿略＞Q﹂とほめたり︑なでてやったり
めたり︑なでてやったり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑き

略V︒﹂と︑きいてみたりするのです︒﹁︿v

それは︑鳴き

けいじょう﹂と歌ったり︑﹁ツンツンつつ

ろばし﹂とさえずつたり

せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした
八801園
八801り
園︑のどを鳴らしたり︑火花をだしたり
八802園
たり︑火花をだしたりすることができる
八817︒
園水の上をおよいだり︑もぐったりする

八835 ︒そうして︑およいだりもぐったりした︒

八817園よいだり︑もぐったりするのがいい氣持
八831囹か︑のどを鳴らしたり︑火花をだすこと

にか氣にいらなかったりおこったりすると

ったり頭をつっこんだりします︒といえば

八896囹

八896園

八872

にわとりにぶたれたり︑女の子につきの

まに追いかけられたり︑にわとりにぶた

八871 げまわって︑わらったりさけんだりした︒

八835 ︑およいだりもぐったりした︒けれども︑

らなかったりおこったりすると︑赤い口を

目さえあけたりとじたりして︑からだをふ

だして︑目さえあけたりとじたりして︑か

うかせたり感心させたりします︒ところが

みんなをおどろかせたり感心させたりしま

や足の指をつっついたりするのです︒ピオ

ちをおどしたりかんだりします︒そのかっ

九322團

九321国いっしょに畑にでたり︑山へたきぎをと

九73 したり︑文字でよんだりしますと︑夜のし

九73 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

八933 れたり︑あざけられたりしたときのことを

八933 むかし︑いじめられたり︑あざけられたり

八897園

八897園子につきのけられたり︑冬じゅうひもじ

九3910團ず木にしがみついたりしました︒下では

きぎをとりにいったりするので︑まえよ

ひもじい思いをしたりするよりは︑あの

はずれの野原を歩いたりいなかのしものふ
すべったりころがったりしておりていきま

に向かって︑すべったりころがったりして

︑わらったりさけんだりした︒おりよく戸
て︑私たちをおどしたりかんだりします︒

ざのあいだにもぐったり頭をつっこんだり

八7710
たり︑のどを鳴らしたり︑火花をだすこと

上でおしょうばんしたりしました︒客がき

せたり︑かたへ乗せたり︑てのひらで遊ば
︑てのひらで遊ばせたり︑口さきにふくん

は指さきへとまらせたり︑かたへ乗せたり

に︑わらを足でけったりして︑あばれまし

らの花をしらべてみたり

226871010643338865211116441110911101096311
囹

たり一たり

914

九483 うちじゅうを︑とんだりはねたりしました

十一53

十一52

十6511

︑おにごっこをしたりして遊んでいるが

で︑すもうをとったり︑おにごっこをし

十二2612

十二2310

れる︒空をとんだり︑すがたを消した

は︑したをだしたり鼻がてんぐのよう

おしつけてしまったりします︒けれども

いもや野菜を作ったりしていたので︑さ

十126 しかけたり︑わらったりしました︒けれど

十126 まなことを話しかけたり︑わらったりしま

十一255

十一255

十一216

十一2010

また︑なわをなったりわらじを作ったり

かったり木を切ったりして︑村の人に買

って︑しばをかったり木を切ったりして

かの人たちは休んだりむだ話をしている

十二736 返ったりころがったりします︒﹁︿略﹀︒﹂

十二736

十二713

木をひろいにいったりしました︒このよ

十一一712 り︑ごはんをたいたりしました︒また︑

十二712

落ちて︑はね返ったりころがったりしま

て︑お金をもうけたりもしました︒金次 十二514 のぐで︑顔をかいたり頭の毛をぬる︒

十二219園︺とをおっしゃったりすると︑なんとな

十319 えらそうにみせかけたり︑人をだましたり
十一258

たりわらじを作ったりしました︒ふつう

ひき返そうとしたりするときには︑き

たりつかなかったりだったのに︑この

九483 うを︑とんだりはねたりしました︒ねどこ

十一68囹

十二453園

︑すがたを消したり︒それに︑人間み

二つ三つ︑ついたりつかなかったりだ

九798囹 に︑いらなくなったりこわれたりした道
十一69﹇n国

十二483園

十二201囚巴

九798園 くなったりこわれたりした道具や︑たべ

︑物をわけてやったり︑お金をかしてや

十二483園

十二201園

九偽3もどりして飲んでみたり︑ずっと上流へい
十一197

畑をみんな流されたりしましたので︑い

お金をかしてやったりしました︒この人

︑おこづかいをやったりしなければならな

九七4 へいってためしてみたり︑深いところの水
十一1910

十一197

トの向きをかえたりひき返そうとした

十82 とびをして遊んでいたりしますと︑そのな

遊偽5 水をとって飲んでみたりしなくてはならな

十319 けたり︑人をだましたりしないで︑ありの
十一258

十484 けたり︑そこで遊んだりしたからでした︒

十483 て︑それに話しかけたり︑そこで遊んだり

十一524

十一524

十一299

十一298

んで︑みゃくをみたり︑ひたいにさわっ

たぼたと落ちてきたりした︒けれども︑

︑おしたりおされたりしなければならな

たからだで︑おしたりおされたりしな・け

ろをふやしていったりするうちに︑三年

る人にかしてやったり︑植えるところを

十二9911

十二9911

十二965

十二751

十二7310

十二739

水をくんだり運んだりするときにもつか

ちうん︑水をくんだり運んだりするとき

んの写眞がでていたり︑あなたがたの小

︑雨戸をゆさぶったり︑大川の波の音が

から水をくみあげたり︑ごはんをたいた

十339 ましたり︑なぐさめたりしたのは︑母であ

十339 て︑佐吉をはげましたり︑なぐさめたりし

十522 らを向かせようとしたり︑﹁モット﹂ここ

十﹁527

十653 たり︑いたずらをしたり︑また︑とんでも

十653 ねこかぶりをあばいたり︑いたずらをした

十636 り︑わかい男になったりするときには︑お

十635 たり︑むすめになったり︑わかい男になつ

十635 がおじいさんになったり︑むすめになった

十632 まざまなしぐさをしたりするものですが︑

十632 者が美しい舞を舞ったり︑さまざまなしぐ

十557 り︑感じたり︑考えたりしていることとは

十556 うに思ったり︑感じたり︑考えたりしてい

十一883

十一883

十一883

十一882

十一7810

十一766

十一764

十一764

十一763

十一763

十一748

ようにとはげましたりしました︒その日

やさしく話しかけたり︑しっかりするよ

たり︑手をさすったり︑やさしく話しか

︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり

に飲み物を飲ませたり︑ふとんをなおし

くまたわるくなったりで︑少年は看病に

ってそれを飲ませたりしました︒病人は

ごとにかがんでみたり︑そうして︑看護

たり︑はいを追ったり︑うなるたびごと

の手にさわってみたり︑はいを追ったり

のふとんをなおしたり︑ときどきその手

たいにさわってみたりして︑そうして︑

十三912

十三911

十三810

十三89 をつかって観察したり︑実験したりする

十三89 ︑考えたり︑調べたり︑また︑種々の器

十三88 を得るには︑考えたり︑調べたり︑また

十三84 ︑考えたり︑調べたりして︑しだいにま

十三84

十三84 ︑自分で本を読んだり︑考えたり︑調べ

十三83 ︑人から教えられたり︑自分で本を読ん

十一一鵬6

十一一鵬5

がみだれるといったり︑でんせん病がは

察したり︑実験したりする︒そうして︑

らんだ文字があったりして︑おもしろい

なあながあいていたり︑クロスワーズパ

ところにとびこんだりします︒芭蕉は︑

十523 たいと︑私にねだったり︑そのくせ︑でか

十一747

いで︑顔にあたったりふところにとびこ

十556 分がほんとうに思ったり︑感じたり︑考え

十524 かけようといいだしたりしていましたが︑

十654 でもないへまをやったり︑だまされたりな

十一884

出たからだといったり︑あるいは︑きつ

を読んだり︑考えたり︑調べたりして︑

十6510 かかり︑着物をきせたり︑おこづかいをや

十654 やったり︑だまされたりなど︑よわい人間

915
たりる
たり

十三105 かわるいとかきめたり︑生まれた年によ
十三145 いっしんに観察したり研究したりして︑

十三106 性質や運命をきめたりしている︒しかし
十三145 観察したり研究したりして︑そういう星
十三193 いの間︑橋をかけたり︑道路をつくった
十三193 り︑道路をつくったり︑みぞをほったり
十三194 たり︑みぞをほったりするときに︑よく
十三283 ︒そのへんを走ったり︑地面にこしをお
十三284 して︑あなをほったり︑土でおだんごの
十三284 なものをこしらえたり︑遠くの方からひ
十三286 に︑耳をかたむけたりしているのである
十三316 してやめてしまったり︑とんでもないべ

十三317べつのことを演じたりする︒それが︑見
十三318 は︑さるをつかったり︑せりふをいった
十三319 り︑せりふをいったり︑はやしをいれた
十三319 り︑はやしをいれたりしなければならな
十三348 家にもどって行ったりする︒ホートンに
十三456 を時間的に短くしたり長くしたりして︑

十三456 短くしたり長くしたりして︑電話の話ら
十三572囹 ︑へき画をかいたり︑美しいしょう像
十三5712園 ころが黒くなったりするので︑どうも

十四59 こしもゆがめられたりはしませんでした

十四104團︑ほのおがゆれたりしないとか︑光を
十四355 力の法則を発見したり︑うちゅうの大き
十四356 の大きさを計算したりするではありませ
十四563園 を日の光にあてたり︑空解をお吸いに

十四568園とちゅうで切れたりしたら︑それにつ
十四588囹 でもすぐ︑かれたり死んだりしてしま

十四588園︑かれたり死んだりしてしまいます︒
十四686 て︑ひょうが降ったり︑かみなりが鳴っ
私が︑木を割ったり︑竹を割ったりし

十四686 ︑かみなりが鳴ったりします︒これは︑

十四773
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ントンとふんでみたり︑しゃがんで土の

つたり︑竹を割ったりして︑なにかこし

十五975園れは︑歌を歌ったり︑おどりをおどっ
十五975囹おどりをおどったり︑わらったりする
十五976囹つたり︑わらったりするけれど︑まだ

十五9611
たり︑わらいこけたりしながら︑みどり

音でも聞こうとしたりする︒こんな場面

たべたり︑飲んだり︑目をさましたり

り︑目をさましたり︑息をしたりして

＋五聖12︒鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたい

十五撹1囹 たり︑歌を歌ったり︑かべをたたき落

したり︑息をしたりして︑くらしてい

という音をしめしたりした︒漢字が中國

たり︑したにおいたりして表わした︒﹁

︽タル︾

＋五悩12そがしく足でけったりして勝ちがいのよ

たり

＋五号12︑ひら手でたたいたり︑いそがしく足で

﹇断定﹈︵助動︶−

のものが黒くなったり︑黄色くなったり

たり

﹇完了﹈︵助動︶6

たり

︽タリ・タル・タレ︾

十25ご
2うごうたるトロッコのひびき︒

九帽1図圃青ざさをいれやりたればいけのふなは

たり

や青き葉のかげにきておる

十五64墨字家を出て手をひかれたるまつりかな

るばちならび赤き花さく

荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

森や︑山をながめたり︑また︑そうした

十五104果圃

十五123富貴ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

ゆららにあかく開き満ちたる

リキの屋根に月うつる見ゆ

などの間で︑たべたり︑飲んだり︑﹁キ
︑たべたり︑飲んだり︑﹁キャッキャッ﹂

十五143図魍大きなるべにばらのひと花思わぬを

十五157ロロ粛呈大きなるなにごともなきばらの花ふ

たりる

︽ーリ︾εかきた

だりやの花が︑さきがけてしぼみまし

だりや

とのはずみにくずれたりけり

︵名︶1

﹇足﹈︵上一︶9

一一236囹

ダリヤ

りる

た・りる

た︒

﹂のむれ︑ふざけたり︑わらいこけたり

たり︑はねまわったりしていました︒チ

ルについて︑飲んだり︑たべたり︑はね
︑飲んだり︑たべたり︑はねまわったり

たり︑ねむりこけたりしています︒みん

がったり︑よろけたり︑ねむりこけたり

つたり︑ぶつかったり︑よろけたり︑ね

いだり︑歌を歌ったり︑ぶつかったり︑

キャッ﹂とさわいだり︑歌を歌ったり︑

たり︑おそれあったりしてきました︒友

がいににくみあったり︑おそれあったり

しかめっつらをしたり︑みょうな身ぶり

手紙を京都へ送ったりした︒その次には

書の編さんまでしたりした︒ジャパンタ

たり︑辞書を作ったり︑日本人のための

日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり

たり︑黄色くなったりして︑失敗に失敗

線を横に一本引いたり︑二本引いたりし

っしょに︑たべたり︑飲んだり︑目を

＋五川12園 たちは︑わらったり︑歌を歌ったり︑

十五川1圓
十五棚1囹
十五棚2園
十五梱2囹

だして人々を呼んだり︑とくに下の方に

の線のうえにおいたり︑したにおいたり

いたり︑二本引いたりした︒また︑﹁う

のひらでなでてみたり︑耳を地べたに近

土のにおいをかいだり︑てのひらでなで

1143366666557671012111111101010881244333

たる一だれ
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二301園 一びきたりない︒
二314園 けれども︑やっぱり 一びきたりません︒

二317園 一びきたりない︒
二318圏 一びきたりない︒
﹁手がたりない︒﹂

八468 金持だと思うとからだがよわかったり︑か

七114

らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑

九727園 ニリットルにたりなかったら︑めっきの
どんぐりもまぜてこい︑早く︒

十四98国 かなしみのために︑おからだをおいた
めになるなんて︑︿略﹀考えのたりないことです︒

十四305 遠いもの︑大きなものに心をくばること
たる

がたりなかったのは︑
﹇樽﹈︵名︶1

ダルガスは︑このあれ地に育つ木がある

かないかく略﹀について研究を重ねました︒

十三209

﹇垂﹈δあまだれ・まえだれ

あげようか︒

たれ

九594園

﹁いったい︑あなたはたれですか︒﹂

しかし︑ダルガスの誠実は︑これがため たれ ﹇誰﹈︵代名︶1 たれ

にくじかれることなく︑

十三214

ダルガス親子の発見と努力によってもた

だるまさんのうたをつくって︑うたって

だれもだれもおなじかお︑だれもだれ
一276

だれもだれもおなじかお︑

だれもだれもちがつたかお︒

だれもだれもちがつたかお︒

Q園 だって︑だれかがばかにするんだもの︒

だれだあい︒
二411園

だれだあい︒
二4010園

一278

一刀8

もちがつたかお︒

一276

一178 だれがよむでしょう︒

一177 だれがかくでしょう︒

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希 だれ ﹇誰﹈︵代名︶m だあれ だれ

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三211一

みどりの野はできたが︑ユートランドの

あれ地から建築用材を求めるダルガスの熱望は︑

十三224

ダルガス︑おまえがくれるといった材木

実現されません︒

十三228

ダルガスの長男︑フレデリック・ダルガ

を︑さあ早くもらいたい︒

十三2210

わかいダルガスの意見を︑実際にためし

わかいダルガスは︑父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

スは︑︿略﹀︑植物の研究がすきでしたが︑
十三2212
いました︒

ダルガスの植林以前は︑ユートランドの

てみると︑そのとおりになりました︒

十三236
十三243

六722囹

上をみたりまわりをみたりするひ

けれども︑かぐやひめの

四881

いうようには︑

だれも︑ばらばらになって︑にげようと

あの白い雲に︑だれかが︑ちぢまって

するものはありません︒

四514

だれもすることができませんでした︒

三価9

にいきません︒

三脳9圏 わたくしはだれのところにもおよめ

いって︑

三838囹 あんなところにだれがかけたの︒
三㎜6 おじいさんが︑だれよりもはやく山に

まもありませんでした︒

ひとり︑

だれにもお日さまはとられません︒
三786七
三794むちゅうであそんでいましたので︑だれ

のです︒

三165園だれの手だろう︒
三778園だから︑だれにもひるとよるがある

一［

たる

︽ール︾

八868 そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ
たる

るたるの中へとびおり︑
﹇ 足 ﹈ ︵ 五 ︶1

夏は︑書は暑く︑夜はときに︑しもさえ見ること

十三212 ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

た・る

があったのです︒

デンマルク人のたましいは︑ダルガスの

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

十三2512

せんでした︒

ダルガス ︹人名︺15 ダルガスOフレデリックダル

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり
ダルガス親子

植物学上の事実が︑ダルガス親子によっ

︹人名︺2

ガス

ダルガスおやこ

ました︒

十三193 ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

十三1812 戦場から帰ったダルガスです︒
道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑

ん︒

だるま

呂ゆきだるま

らされた︑よい結果は︑木材だけにとどまりませ

十三2312

て︑発見されたのであります︒

十三239

よく︑國土の地質や地味を研究しましたが︑

十三197 ダルガスは︑とおりいっぺんの空想家で
はありません︒

のゆめであります︒

十三1911 これをこえた土地とするのが︑ダルガス

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1912 このゆめを実現するために︑ダルガスの だるまさん ﹇達磨﹈︵名︶1 だるまさん
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だれ一だれ

いるようです︒

四鵬5園 おや︑だれかと思ったら︑かめさんか︒

生まれた村にかえった

﹁にいさん︑あの人だあれ︒﹂

ら︑だれも知らない人ばかり︒

四佃1圃五のばめん
五129囹

五617園 それでも︑まいにちあのつるをのばした
のは︑だれかしら︒

五6110園 あのつぼみをこしらえたのは︑だあれ︒

五621園 けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか
せたのは︑だあれ︒

五623囹 花の色を空色にそめてくれたのは︑だれ
でしょう︒

五6410園 こうして︑まいにち︑たっしゃで生きて
いけるのは︑だれのおかげだろう︒

五781園 だれがいけてくれたのですか︒
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったとき︑だれかが︑

﹁ う ふ ふ ︒ ﹂ と わ らいだしたので︑

五836

六811園 だれだ︑しごと台の上をかきまわしたの
は︒

六142 けれども︑だれもきてはくれません︒
でしたか︒

六225囹 あ︑だれかと思ったら︑きりぎりすさん
六2810園 おや︑だれかたずねてきたらしい︒
帰ったんだろうね︒

六444園 うん一だけど︑いったいだれがつれて
六484圃海 どこかでだれかがめくってる︑大き
なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒
六647 だれがねむくするのだろう︒
六788園 だれがそうさせるのかしら︒

六946園 みなのものにたずねるが︑だれか︑この
かたのつりばりをとっていったものはないか︒
六955園 だれか知っているものはないか︒

六皿8

おや︑だれかが︑しょうじのあいだがら顔

をだしている︒

九9010園

ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒

だれがきみなんかと遊ぶもんか

まつ林の中を通っていくとき︑だれかが︑

九993園

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

﹁︿略V︒﹂と︑大声にさけんだ︒

九鵬9

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

トンネルの入口のところで︑だれかの声が

九川4

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

だれのたこよりもよくあがりました︒

九麗7

六伽3

九麗9

六榊7

いちばんはじめにくるのは︑だれかな︒

します︒

七49園

だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんな

﹃こんにちは︒﹄なんていったって︑だ

世間からはますますわらわれて︑だれひと

では︑実力があって︑力いっぱいはた

母親と相談して︑戸をしめきって︑息を

だれかのかさのしずくが︑私のくつの上

﹁だれですか︑あの人は︒﹂

ぼくにはだれも教えてくれるものがあ

立ちはじめには︑物を持たせると立つこ

だれかが水をくみあげていましたので︑

だれかがそれをとらえました︒

十二9212

そのことが評判になって︑だれもかれも

そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同

してくれなくなったという︒

十二624

かりにいくようになった︒

十二621

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二3610

十二327

とができると︑だれかがいった

十二277

りません︒

十ニー83園

十一862園

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十一526

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

十一2711

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十一103園

りあいてにしてくれなくなり︑

十361

れもわかるものがありません︒

十175園

ています︒

九川9 目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで

七376

三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の

がわっとわらいました︒

七405

だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だとい

だれでも幸福のほしくない人はありません

それは︑だれも教えてくれたことではあり

それとも︑だれかにおききになったので

だあれもいない︒

上に立って︑

七726

すか︒

七788圓
八172
ません︒

から︑

八499
八503

わずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

八513園 ﹁おまえさんはだれですか︒﹂
八523園 ﹁おまえさんはだれですか︒﹂
八538園 ﹁おまえさんはだれですか︒﹂
八683囹だれにもわるいことをしないのですから︒
八821園じゃあ︑だれにわかるのかね︒
しかし︑ いままでにだれをなつかしく思っ
八852
春になると︑だれもが︑このめずらしいお

たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

九252

客の帰ってくるのをまちこがれています︒

九382国かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑
おってよいことになっています︒

だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに
してほっています︒

九846

たれさがる一たろう

918

じようにわかり︑

すぐにそのわけがわかる︒

十二945 このようにまとまると︑だれでも読んで︑

十二954 だれも話し相手がないので︑しょんぼり
と校庭に立っていると︑

十三375 だれも出て來ない︒

十三389園 お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ

十三379囹︺だれかと思った⁝⁝
れかしら⁝⁝
十三397 だれかと思ったんですよ︒
まらなくなりました︒

十三546 その氣持を︑だれかに話してみたくてた

るものなのです︒

十四295 だれでも︑どこからでも︑自由に見られ
十四516囹 このかぼちゃはだれのものか︒

十四557囹 ほかに︑だれもいませんから︑私が申
します︒

軍にはいえませんね︒

十四615囹 このかぼちゃは︑だれのものとも︑簡
十四801 いったい︑だれが︑そのことを発見した
のでしょうか︒

十五2310 そのとき︑だれか︑その大わしのせの上
だれでしょうか︒

へ︑がけの中ほどからとびついたものがあります︒
十五2311

﹃はちきれそうなわらい﹄で︑︿略﹀︑

だれもそれに立ち向かうものはないのですよ︒

十五888囹

十五8812厚e国それから︑あの︑なかまにはいらない

さとうも︑パンも︑だれが行けといっ

あの︑育ちのわるいわかい女はだれだ

だれだか︑いっかそんな話をしてい

で︑せなかをむけているのはだれです︒

十五906園
たっけ︒

ね︒

十五9112園
十五9210園
た︒

やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは
したは口からたれて︑目はみにくく光って

いた︒

八839 雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ
ていた︒

のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

八905 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

八936 にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの

そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ

まえに枝をたれた︒

十二717

だいだいは実をたれ時計はカチカチと

くくたれる日が続きました︒

十五62圏

二398

たろう﹁ええ︑休みましょう︒﹂

たろう﹁ぼく︑たろうだよう︒﹂

たろう﹁だれだあい︒﹂山びこ﹁だれだあ

たろう﹁おうい︒﹂山びこ﹁おうい︒﹂

な︒﹂

一﹇418

つく

そんなきたないことばをつかうもので

二432 たろう﹁ぼくが

こ﹁ごめんね︒﹂

わるかったよう︒﹂山びこ

二4210 いってごらん︒﹂たろう﹁ごめんね︒﹂山び

う︑おとうさん︒﹂

ちらだって︑きれいにいうさ︒﹂たろう﹁ほんと

二428おまえがきれいなことばでいえば︑あ

するんだもの︒﹂

はないよ︒﹂たろう﹁だって︑だれかがばかに

二422

たろう﹁ばか︒﹂山びこ﹁ばか︒﹂

二416 たろう﹁うそつくな︒﹂山びこ﹁うそ

ろうだよう︒﹂

二414 たろう﹁ぼくがたろうだよう︒﹂山びこ﹁た

二412

い︒﹂

二4010

一﹇408

いね︒﹂

物をたべているときは︑だれにもか たろう ︹話手︺14 たろう
二393 たろう﹁おとうさん︑ここは︑ずいぶん高

︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒

だれなのだろう︒

まっていられません︒

十五935囹
十五972囹
十五998囹

ここにいる子をだれも知らないなんて︑

そんなことあるものですか︒

十五999園

いつでもすこし悲しそうにしているの

金色の雲の中に︑つま先で立って︑

は︑だれもふり向いてくれないからです︒

十五皿11園

十五佃3囹

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒
るときにはお金持なのですよ︒

たれさがる

あの人︑だれなの︒
﹇垂下﹈︵五︶1

︽ーッ︾

十五麗7園母親はだれだって︑子どもをかわいが
十五備5園
たれさが・る

高いところがらたれさがったのもいい︒

十ニー43

十五241 だれでしょう︒

︹課名︺2

だれの力

十五5411 おもな用事は︑世界の学者がだれものぞ だれのちから

六32

だれの力⁝⁝⁝七十

んでいるカーネギー博物館の刊行物として自分の

六701七だれの力

七

論文を出版してもらうことで︑

八7410

すずなり︑タがらす︒

六475圏

十五833囹 うまいものをたくさんだべて︑うれし た・れる ﹇垂﹈︵下一︶7 たれる 令−．レ・ーレル︾
そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒
だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五834囹 あれがこの世の中でいちばんふとった

919
たろう一たろうさんたち

﹁わるかったよう︒﹂

二435 ほら︑ちゃんとあやまるだろう︒﹂たろう
﹁おとうさんのおっしゃるとおりですね︒﹂

二437 さあ︑もうすこしのぼろう︒﹂たろう﹁の
ぼろう︒﹂

たろう

たろう
たろう ︹人名︺25 たろう 太郎 太郎δうらしま

のぼって

た

ろう

くり返しているうちに︑太郎は︑

まさお

かずお

あくる日︑太郎は︑友だちの正男と一雄

と三人つれで︑学校から帰るときのことであった︒

十一599

太郎は︑まえから父に︑﹁︿略﹀︒﹂とかた

十一617

また父にきびしくただされて︑太郎は︑

しかし︑太郎はだまっていた︒

くとめられていたのである︒

十一603

十一618
たろう

やっときょうのことを︑ありのままにうちあけた︒
太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま
太郎と同じ文であるが︑その中にたたみ

その中にたたみこまれていることは︑太

ひきとめるひまもなく︑太郎かじゃは︑す

一つのまるいつぼをみつけ︑

太郎かじゃは︑︿略﹀︑だいじそうにしまつ

ずっとおくびょう者でした︒
十692

てあった︑

十7010

太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

ばやく指をつっこんで︑

十7110

太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

く︑わるちえがあったから︑

十7211

太郎かじゃは︑なおも︑おいおいなきなが

おいおい大声をあげてなきだしました︒

十733

太郎かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌

らいいました︒

十749

11
︹人名︺

たろうさん

いながらにげだしました︒
たろうさん

一443園たろうさん︑わたしおるすいよ︒

一575園たろうさん︑よくいらっしゃいました︒

ほかの人がこれと同じ文を書いたとして

でかけるとき︑太郎かじゃ︑次郎かじゃと
太郎かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて

太郎かじゃと次郎かじゃは︑はじめは︑そ

次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

﹁︿略﹀︒﹂

と

たろうさんは︑﹁ポチ﹂あてに書きました︒

たろうさんが︑

たろうさんは︑なぜぶどうをもらわな

︹人名︺1

たろうさんたち

たろうさんが︑わきから︑﹁︿略V︒﹂ときき

たろうさんたち

ました︒

六備6

いで︑かえれたのでしょう︒

四383圓

いって︑つぎのような話をしました︒

四366 その とき︑

四274

こと︒﹂おかあさんのこえで目がさめました︒

一648園﹁まあ︑たろうさんのよくねている

どうして︑たろうさん︒
一621園

一616園これをたろうさんにさしあげます︒

一612園
たろうさん︑よくこぞんじですね︒

か わかりません︒

おって くださらなかったら︑どうなっていた

一582園あのとき︑たろうさんがくろいぬを

﹇太郎冠者﹈︹人名︺12

じろう
狂言には︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃ

太郎かじゃ

太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

も︑そのなかみは︑おそらく︑太郎や秋子と同じ

た︒

十688

からかみをひきあけました︒

十682

さきに立った太郎かじゃが︑思いきって︑

のへやの方へは︑顔も向けないようにしていまし

十671

返事をしました︒

十6611

いうふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑

十663

が︑現われます︒

十652

たろうかじゃ

とんでいる景色を思い︑

十二948

ではなかろう︒

十二927

郎とはちがっている︒

十二921

こまれていることは︑太郎とはちがっている︒

十二9111

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十二9010

一一383 でる人 たろうおとうさん山びこ︵声 十二909 太郎が︑こういう短い文を書いた︒
ばかり︶

きます︒

二391 たろうとおとうさんが︑山へ
二399 たろうは︑あせをふきながら︑あたりの
けしきをながめます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

を話すかとたずねるものですから︑

た︒

十一589

太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらといえるようになつ

十一586

も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒

十172園 太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで

で︑おとうさんは答えました︒

十171

つ

二404 たろうが︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ
びます︒

く
二412ま囹
一 ︑ たろうだよう︒

二413園
山びこ﹁たろうだよう︒﹂
二414園
たろう﹁ ぼ く が た ろ う だ よ う ︒ ﹂
二415園
山びこ﹁たろうだよう︒﹂たろう﹁うそ
くな︒﹂

たろうはげんきよくあるきだします︒

たろう

W

二4110囹
これこれ︑たろう︒
一一

十167太郎がそばへきて︑外國ではどんなことば

S3

たわむれる一だんだん

920

18炭坑の風景︒

たんざくがた

十241

短日

短日

︽ーシ︾

短日

﹇誕生﹈︵サ変︶1

たんじょうす

どこの田も︑たんざくがたにでそろってに

﹇短冊型﹈︵名︶1

トロッコをおして︑炭坑にはいっていく工

員︒

十243

一632園 いいえ︑あれはたろうさんたちのおく たんこう ﹇炭坑﹈︵名︶2 炭坑
にですよ︒

たわむれる δあそびたわむれる

だん ﹇団﹈5おうえんだん
八981

たんざくがた

十三36

﹇短日﹈︹題名︺2

十三485

たんじつ

ぎやかです︒

ん・くじゅうくのいしだん・じゅうごだん・はしご
だん

だん ﹇段﹈﹇▽いしだん・いちだん・くじゅうくだ

﹇壇﹈︵名︶3

だん・ひゃくだん
だん

した︒

十一439 園長さんが︑だんの上にお立ちになりま

る

十二M10

んじょうしました︒

こんどの新しい憲法は︑この議事堂でた

たんじょう・する

十一456 園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑ たんじょう nVおたんじょう
︿略﹀︑おめんじょ う を い た だ い て ︑

下位

十五674 私がだんをおりるのを待ちかまえていた
老婦人が︑

﹇単位﹈︵名︶5
ダンス

ダンス

ダンダ

﹁ダンスがすんだ︒﹂

︵名︶一

八339 ふだん︑私たちは︑メートルという横位を たんす δちゃだんす

たんい

用いてきょりを計りますが︑

一

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の
いいかたそっくりになった︒

六柵5

だんだ

﹁光年﹂を軍位として計算しなければなら

﹁光年﹂という軍位です︒

八341 そこで︑もっと大きな軍書をもとにして計 四695
ります︒

八343

八3410

︽一

はじめはむずかしいとおもいましたが︑
しゅう︑しゅう︑しゅう︑しゅう︑しゅ︑

それがだんだんととおくになるように︑
小さくする︒

二713

二645圏︸だんだんはやくなる︒

しゅしゅ︒﹂だんだんはやくなる︒

しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅ︑しゅしゅ︑しゅ

二641

だんだんおもしろくなりました︒

ニー19

きました︒

だんだん ﹇段段﹈︵副︶58 だんだん
ないほど︑遠いきょりであります︒
十2911 そのもようが︑どんな軍位からなりたって 一456 だんだんわたくしたちのばんがちかづ

探求

いるか︑それをさがしてみようと思います︒
﹇探求﹈︵名︶1

感けんする

九悩10 茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ

たんきゅう

﹇探検﹈︵サ変︶1

とを知って喜んだ︒
シ︾

たんけん・する

十ニー19 リビングストンが南アフリカを探けんし
ていたときの話です︒

だんご 5おだんご

えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥

の名も︑だんだんふえてきました︒

三202

三296 そのおかげで︑日かげになってこまつ
ていたたくさんの村々は︑だんだんゆたかに

なっていったということです︒

になりました︒

三842 だんだんにじもきえていきます︒
三櫃6 おじいさんのうちはだんだんかねもち

二十五わ︑二十六わ︑二十七わ

と︑だ

三雲1 かぐやひめのひょうばんが︑だんだん高
くなったのを︑みかどがおききになって︑
四581

四564 きず口もだんだんよくなり︑

んだんそろいました︒

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒

四952 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

四塀8囹 ああ︑だんだんちかづいてくる︒

ぼっていきます︒

四麟2天人は︑まいながら︑だんだん天への

大きくなる︒

五62 川は友だちとあくしゅして︑川はだんだん

はだんだん大きくなる︒

五66 水力電氣をおこし︑水道の水にもなり︑川

んだん大きくなりました︒

五956 ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

しかし︑だんだんおちついてみると︑ここ

は時計屋の店であることがわかった︒

六47

生きているんでしょう︒

六772囹ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑

それでも︑汽車がゆれるたびに︑前後から

六㎜9 トンネルはだんだん深くなり︑廣くなりま
した︒

おされて︑さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

七352

921
だんだんくわしくなる一だんな

だんだんくわしくなっていきます︒

七474 はっきり書きあらわそうとすると︑文章が︑

七479 心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ
んだんはっきりします︒
それにねんどでだんだん肉づけをし︑

七677 一つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

七681 もう一つは︑だいりせきや木材をけずって
いって︑だんだん︑その人の顔ににせていく
るようになったばかりか︑

八66 だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま
八75 だんだんあとずさりして︑
八1710 大きくなるにつれて︑六本の足がだんだん
強くなり︑

八201 せみの子たちは︑︿略﹀︑大きくなるにつれ

て︑だんだん地のそこふかくもぐりこんでいきま
す︒

ながだんだん小さくなっていった︒

八859 しかし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわるあ

いきます︒

八981 黄みどりの新しいなえが︑だんだん育って
八価2 いねは︑だんだん黄色くなっていきます︒
んだんへってきたそうです︒

九335團 らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ
九414国 だんだんたき木とりになれたのと︑
びっくりしてたちどまってしまいました︒

九559 いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑

九746 馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ
んだん光がうすくなって︑

九828 私たちは︑だんだんしんけんになってほり
ました︒

だんだんのぼり坂になると︑からだがほ
星はだんだんきれいに光ってきました︒

てってあせがでる︒

九価7
九柵3

ブンブンブーン︑羽音がだんだん近づいて
だんだんまどおになる︒

九梱3
きます︒

十192

病人は︑だんだんしっかりした目を少年
また︑やさしい色がその目にうかぶこと

の上にすえて︑

十一803
十一891

もありましたが︑それも︑だんだん小さく︑しだ
これが鳴るんだなと思ってやっている

いに暗くなっていきました︒

十ニー87園

だんだんちえがっき︑もの心がついて︑

うちに︑だんだんおもしろくなったのです︒
十一一4012

そのうちにからだがだんだん長くのびて︑

学校にいくようになりました︒

十二634

そうして︑遠いところも近くなり︑世界

おしまいにへびになってしまった︒

十一一M1

だんだん大きくなって︑文字であること

熱心な学者が︑だんだんそれを発見しま

はだんだん小さくなるような氣がします︒
した︒

十三137
十三351

がわかり︑その文字の意味がわかってくると︑
よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

十五361 漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

だんだんくわし

︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だ

字から起り︑これがだんだん変わって︑

十五997園

2

だんだんくわしくなる

だんだんくわしくなる⁝⁝⁝三十

︹課名︺

んだん人に知られてくるね︒

十六

だんだんくわしくなる
くなる
七

一38

十六

こしにさしていた短刀をぬいて︑︿略﹀︑

﹇短刀﹈︵名︶5 短刀

一371
たんとう

鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

十五289

十五295 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手

は血にそまった短刀があります︒

で女の子をかばい︑

十五2910

十五303 少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短

少年は︑すばやく短刀を持ちかえた右手

刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

十五3011

﹇丹毒﹈︵名︶1 たんどく

で︑その石を取るが早いか︑
たんどく

かれらは︑だんなのねこかぶりをあばいた

﹇旦那﹈︵名︶9 だんな

十一757囚囹 たんどくが顔にでたのです︒
だんな

り︑いたずらをしたり︑

十653

あるとき︑このだんなは︑用事で︑となり

ある村に︑けちんぼのだんながありました︒

いろいろのこまかいことが目につき︑

十四625

十四662けむりがゆらゆらして︑いくつものうず

十662

十659

文字というものの起りとなった︒

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる

るかわからない︒

十718園 だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十673

村までいかなければなりませんでした︒

それがだんだんに廣がり︑
になり︑

十四709茶わんのお湯がだんだんにひえるのは︑
十四836雪が降りだしてから︑だんだんつもるよ
うす︑

が︑

九8410園 みなさん自身で︑だんだんいろいろなこ 十五357この絵のだんだんりゃくされてきたもの
とを知ってくると思います︒

だんなさま一ちいさい

922

十726囹 おまえは︑だんながだいじにしているあ
そこへ︑だんなが帰ってきました︒

の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒
十7211

﹇蒲公英﹈︵名︶8

なったところがみえます︒

ちょ︒

十257

たんぽぽ

たんぽぽのみが︑小人になってとんで
たんぽぽがさいていたり︑すみれがさいて
王女がこがね色のたんぽぽをつんでくると︑

道ばたにさくたんぽぽ︑とびかうちょう

王さまは︑又略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八377

いたり︑

五476

いました︒

三417

おやねがうつくしい︒

三93寄すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の

たんぽぽ

だんなは︑おこって︑﹁︿略﹀︒﹂と追いかけ

十733 だんなは︑あっけにとられてたずねました︒
十7410
ました︒

だんなさま ﹇旦那様﹈︵名︶1 だんなさま
十735圏 じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑

たんねん

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒
﹇丹念﹈︵形状︶4

九821 先生は︑︿略﹀︑ひとりでたんねんにほって

たんねん
おいでになります︒

一つの太陽の下で︑︿略﹀︑まっさおな海

すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑

ち

たけのこや︑ちょうや︑はち︑

十三65

もわらい︑たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

十一1410

十2710 トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた 十一124 たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ︒
や︑花のさきかたや︑実のなりかたなどを︑たん
ねんにみようと思います︒

十二810 母は︑いままでたんねんに織り続けてい
たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒

たんぼ

田んぼ

十四863 野原の中で︑一本の草花を見いだして︑
﹇田圃﹈︵名︶7

それをたんねんに写生するのも︑
たんぼ

五610 野原をゆっくりあるいていく︑水車をくる
くるまわし︑たんぼに水をいれ︑

六366

おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒

しゅうこうち・ちゃくりくち・ぬまち

六3311囹 雲のおじさん︑わたしのたんぼはどこでち ﹇地﹈︵名︶14 地﹇Vあきち・あれち・くさち・
しょう︒

六394囹あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

きくなって︑皮をぬぎかえて地の上へでていきま

え土の中に生みつけられて︑わずか二三ヶ月で大

す︒

せみの子たちは︑︿略﹀︑大きくなるにつれ

て︑だんだん地のそこふかくもぐりこんで

八201

その細いやわらかなものが︑地をうがち

十一164 天と地にかがやくものの中で︑
十一一654

東洋でも西洋でも︑天は動き︑地はじつ

岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒

としていて動かないという︑いわゆる天動説が行

十三132

地は動くといっても︑それは一種ではあ

われていました︒

りません︒

十三151

ろうが︑心に太陽をもて︒

十四426圏天には雲︑地にはあらそいがたえなか

は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四5410園明かるい地の上でくらしているかたに

ださった地の中の水や養分でも︑

十四562圏しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく

父は︑同志社を守り育てるために︑北海

子どもの幸福というものは︑地の上で

血

八117 くちばしから血をだして︑︿略V︑からだを

﹇血﹈︵名︶2

も︑天の上でも︑いちばん美しいものに見える

十五984囹

の地をすてて︑京都にすまいを移すことになった︒

十五668

ち

いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

ふるわせてもう虫の息です︒

十五294

五49

山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい

小さくする︒

は血にそまった短刀があります︒
八156 地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い
ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒
ち 一 ち
にやわらかいところをさがして︑地の中にかくれ
六455 ﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ
四751 ち
ハさな人をかわいがれ︒
てしまいました︒
て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒
ちいさ・い ﹇小︺︵形︶29 小さい ︽ーイ・ーク︾
七582 たんぼの上で︑つばめがちゅう返りをした︒ 八157 地の中はどこもまっくらです︒
九365湿たきになり流れになって︑村の中を通り︑ 八192 かぶとむしの子どもたちは︑つみこえやこ 二714 それがだんだんととおくになるように︑

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

九779 平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く

923
ちいさし一ちいさな

たにまに︑小さいいずみ︑小さいたにまに︑小さ
持って帰ったこともありました︒

九3611国小さい妹のために︑くわの葉につつんで

一529園

とながれています︒

九欄7

みんなは︑小さなかみに︑ひとつひとつ

青々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑

かみきれをいれたりする小さな子が

大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ

とができます︒

三968

いたら︑とめてやりましょう︒

三923

に︑小さなにじがみえました︒

三847．みんながみますと︑そのあまだれの中

白い雲がとんでいました︒

三6710

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

三103圃小さなひしゃくでおちゃくんで︑か

二672 みんなは︑小さな声で︑﹁しゅしゅしゅ
しゅ﹂をつづけながら︑春をさがす︒

ことばをかきつけました︒

ニー14

しみたいですね︒

かわらのすなは︑みんなちいさなほ

いながれ山から川のあかんぼが生まれる︒

横になりました︒

くもはからだを小さくまるめて︑ころっと

五49 小さいたにまに︑小さいいずみ︑
十一4611

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑

五410 小さいたにまに︑小さいながれ

五410 小さいたにまに︑小さいながれ
いろいろと思いださせる︒

十一891

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは
あの小さいからだが︑︿略﹀︑大きなチル
あなたがたの小さいときの写眞などもあ

そうして︑遠いところも近くなり︑世界

﹇小﹈︵形︶3

小さし

︽ーキ︾

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ
金色の小さき鳥のかたちしていちょう

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五108図團ばらの木の赤きめをふくかきの上に

ちるなり丘の夕日に

九二4図圏

紙かいにゆく月夜かな

九M2図魍

ちいさ・し

うかわいがられたのですから︒

ギ︾

一378

しょう︒

五176園

小さな人をかわいがれ︒

大きな雪︑小さな雪︑雪のかたちはき

そういいながら西の方をみると︑小さな星

ちいさな川が︑うちのまえをさらさら 五654 ふたりは︑ふるい小さな家に住んでいまし

がちらちら光っていました︒

五5311

心配ですよ︒

わたしのはこんな小さな字だから︑なお

四梱2 こんな小さなものですが︑これができ
あがるまでには︑どれほど苦心をしたことで

まっていない︒

四955

十字かもさげました︒

四829 ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑

四751 ち

十五591慈母は小さいとき︑その新島裏にたいそ 三梱2 その竹を切ってみますと︑小さな︑き
れいなおひめさまがすわっていました︒

はだんだん小さくなるような氣がします︒

十二M2

るでしょう︒

十一一965

デン選手を追いつめるものすごさは︑

十二846

は︑小さくてうすい︒

十二685

いに暗くなっていきました︒

また︑やさしい色がその目にうかぶこと
もありましたが︑それも︑だんだん小さく︑しだ

五296園 一つは小さくてかるそうな物です︒
五301園しかし︑きみは小さいから︑まあいいよ︒
小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま
五303囹
した︒

五304囹その荷物は小さいわりに︑なかなかおも
かったのですが︑

五543園 あんな小さいの︒

五908囹 なにがおかしいものか︑このわしも小さ
いときは︑オギャア︑オギャアとないたのだよ︒

五944ひなはたいそう小さくて︑元氣がなく︑死
んだようになっておちていたのです︒

六66園 なんという小さい︑なさけない自分であ
ろう︒

んの役にもたちそうにない︒

六611園 ただ自分だけがこのように小さくて︑な

六84 男の子はゆびさきでそれをつまもうとした
が︑あまり小さいのでつまめなかった︒
大きくなったり︑小さくなったりする︒

六3410 かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑

六㎜1 すると︑向こうのけしきが︑小さく︑さか
さまにみえた︒

かっています︒

十五鵬6囹

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

まあ︑どうあなたがやってみたって︑

七256囹 たまごから小さい虫になるのに︑七日か ちいさす・ぎる ﹇小過﹈︵上一︶1 小さすぎる ︽一
八166 虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
ほそいとがった口をもっています︒
ながだんだん小さくなっていった︒

八859 しかし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわるあ ちいさな ﹇小﹈︵連体︶動 ちいさな 小さな

ちいさな一ちいさな

924

た︒

五773 みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな
家がたっていました︒

六42 小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには
さまれて︑明かるいところへだされた︒

六49 自分のおかれているのは︑しごと台の上に
のっている小さなふたガラスの中で︑

六49 そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん
まいなどがならんでいる︒

六54 ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの
道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

八58

そばにすえた小さなかごの中から︑一わず
その一わを買い︑小さなボールばこにいれ

つつかみだしては指さきへとまらせたり︑

小さな家で︑小さなかっこうをしていなが

てもらって︑だいじに持って帰りました︒

八63
八108

﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを

小さなかっこうをしていながら︑

ら︑毎日なにかかわったことをしでかしては︑
八109
八1210

せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足

立ててやりました︒

八158

すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

でトンネルをほりながら︑

どのたまごからも小さなひなの首がでた︒

けむりをはいて走ってくる︒

八585
八615

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

六74 ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど

六114 ねじをはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑

六81 やがてこの小さなねじをみつけて︑

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

八768

小さなねじまわしでしっかりととめた︒

いちばん小さな子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる
その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の

どんな小さな根っこでも︑すっかりとり

森の中の小さな農家ですが︑

九3410團

いて︑

九509 岩のがけの中ほどに︑小さなあながあいて

九543 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8510園

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒

九搦3 そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ

九柵1 くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる

少女たちは︑︿略﹀︑小さなのをえらんで︑

なるべく︑小さな葉をくれませんか︒

ように思いだされてきました︒
十124

十122園

そのあとから︑小さな子どもが︑よちよち

ひろってきてくれました︒

十213

眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが

と歩いてくる︒

十387

ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑

いりこみ︑

十413
十一481

ねむったあとでは︑目を開いたときに︑

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑

海水が茶色にかわるほどになるのである︒
十一778

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑

その小さな看護人をさがすようにみえました︒

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十﹁9012

二三年は︑青い小さな実が︑ほんの二

つ三つ︑ついたりつかなかったりだったのに︑

十七ー912囹

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

小さなベッドに横たわりながら︑

小さなぼくたちの畑がようやくかいこん

九351團

十二391

十二734

パラパラと音がして︑白い小さなつぶつ

は︑小さくてうすい︒

十二685
いちばん小さな三つになる妹もつれて︑
うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒

九427国

されて︑

のぞいておかないといけないといわれて︑

にかかえました︒

九326国ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある 十一931 少年は︑その小さな着物の包みを小わき

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

九249

した小さな金ぞくのいたがついていました︒

京島4

んだ︒

八919

てくれた︒

六123園小さなねじが一本いたんでいましたから︑ 八918 小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ
とりかえておきました︒

六169 小さなありでも︑力まかせにかんだので︑
かりうどもびっくりして︑

六251園 小さなからだに大きな荷物︒

六995 古いめがねのたまと︑おとうさんにかって
いただいた小さな虫めがねがでてきた︒

六禰2 そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙
で上と下とまん中をはりつけました︒
七198 子どもたちは︑小さな橋を渡る︒

七631 小さな虫がかたまって︑顔のところでとん
でいるくれがた︒

七694 たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑あふ
れている︑あふれている︒

七938 子うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ
やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

925
ちいさなおこない一ちいさなおこない

ぶのものが落ちてきて︑

十二738 子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし
て︑受けようとしますが︑
選手のおよぶところではありません︒

十二829 みるからにりっぱな体格は︑小さな清水

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三49 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の
十三175 デンマルクは︑︿略﹀本國と︑三つの島
からなっている︑小さな︑しずかな國であります︒
のもっともよい土地を失いました︒

十三181 もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ
十三2911 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
小さな子どもは︑︿略﹀︑ただ美しいかざ

十三325園大きなきんぎょに小さなきんぎょ︒
十三3411

りのような身持で︑れんをながめている︒

十三365 小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ
にたまる︒

こにかいたという小さな絵だが︑

十三575園 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

十四55 フィリップ自身︑中部フランスの小さな

十四105團光をずっとやわらかくするために小さ
なかさがあるとか
書きつけがついているはずです︒

十四107團 それには︑つかいかたを書いた小さな
十四1110国 いっしょに小さなかさを送りました︒

十四131團 コーヒー入れは︑中に小さなめもりの
ようなものがついていて︑

十四133国 それに︑小さなさらがあります︒
十四307 小さな島國に住んでいたために︑
もごく小さなものです︒

十四3410 この二大なうちゅうにくらべては︑太陽

十四3411

地球などになると︑なおさら︑ごくごく

人間などは︑バクテリアよりも︑もっと

小さなものです︒

十四351

大うちゅうから見たら︑たしかに︑人間

もっと小さなものに感じられるかもしれません︒

十四353

女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒

やくほのおの方へのばした︒

十四962

たくさんの小さなろうそくが︑みどりの

枝の間からかがやいて︑

十四982

かがやく小さな星よ︑おまえはいった

いく百もの小さな人形が見おろして︑

十四9812園

十四985

人々が︑マッチ責りのむすめの︑ひえ

いなんだろうか︒

は︑バクテリアにもおとるほどの小さなもので
そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑

しょう︒

十四355

ローマン号という小さな汽船が︑

きった小さななきがらを見つけたとき︑

十四鯉3

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに 十五202 そこには︑氣持のいい︑小さなホテルが

引力の法則を発見したり︑

十四631

その小さなマッチ責りのむすめは︑

もう︑がけの上で﹁あれあれ︒﹂といっ

小さな小さな黒い点かなにか

ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

小さな声でうったえる私のくりごとを耳

おじさんは︑きちんと着ていた上着をか

十五967囹

十五865囹

小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ

小さな子がやって來た︒

小さなおかしもいけないの︒

十五備6囹

小さな指わをはめている︒

小さな家に帰るのですよ︒

あしたまた︑あの小さな家に帰って︑
十五M12囹

十五M7囹

らいこけたりしながら︑

十五9611

なぐりすてて︑かた手に小さなくつを持ち︑

十五637

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五629

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五463

十五2711

かのようにしか見えなくなってしまいました︒

ている人々の目には︑小さな小さな黒い点かなに

十五2711

ここかしこに立っています︒

十四441一

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど

なったのが︑無数にむらがっているので︑

十四717

十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョ

の動くのを見ていても︑

十四791

﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ費りの女の

ンチョンとたたいて︑みごとに割っていました︒
十四905

雪は︑そのかなしげな︵小さな顔のまわ

子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒

十四932
十四933

その小さなマッチ早りのむすめの考えた

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四936

ことはそれであった︒

つ持っていた︒

女の子は︑両足を

そのあわれな︑小

十四9311女の子は︑手にマッチの小さなたばを一
十四947

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑

女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両

一

小さな行

その小さなほのおが︑その子には︑もえ ちいさなおこない ︹虚名︺2 小さな行
十一一22 一 小さな行⁝⁝⁝四

手をさしのべた︒

十四953
十四955

ほのおは︑その小さなマッチ責りのむす 十二41

さかる大きなほのおのように思われた︒

十四9512

ちいさなねじ一ちがい

926

ちいさなねじ ︹課名︺2 小さなねじ

六22 一 小さなねじ⁝⁝⁝四
チーズ

六41 一 小さなねじ
︵名︶一

十︻7812 看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか

チーズ

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒
ちいちいちん ︵感︶1．チイチイチン
八137 ﹁チロリン﹂だの︑﹁チイチイチン︒﹂だの
と鳴いているほおじろの声をきくと︑
ちえ ﹇知恵﹈︵名︶6 ちえεわるちえ
た︒

三252 あるちえのあるおじいさんがいいまし
三266 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三283 すると︑あのちえのあるおじいさんが︑
八453 これをきいて︑ちえのある人たちは︑みん
なより集まって︑どうしたら王さまのこ病覚をな
おすことができるかと︑相談をはじめました︒

八468 金持だと思うとからだがよわかったり︑か
らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑
十二4012 だんだんちえがっき︑もの心がついて︑
︵名︶一

チェロ

学校にいくようになりました︒
チェロ

六182 あるきりぎりすはチェロをひいています︒

チ・・のきりぎりす︹話手︺4誕㍊す
なかなかよくあつたね︒﹂齢肛和胸す﹁ほんと

う に い い 氣 持 だ ︒﹂

六192

呂おわりちかい・とおいちかい

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑
十五夜がちかくなったある夜︑かぐや

ちかい家も︑かくことができます︒

三962
三鵬6

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒

するがにある山がいちばんみやこに

三備5園天にいちばんちかい山はどこか︒
三描8園

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒
山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい

三描9園天にもちかいそうでございます︒
五48

近いところに製材所ができて︑のこぎりの

たにまに︑小さいいずみ︑

五柵9

そうして︑自分とあさがおの花とが︑たい

雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

六262
ろ︒

六7911

私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと

へん近いもののように思われました︒

七465

もやが深いから︑遠いような︑近いような︑

をながめた︒

七707

黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

月明かりだ︒

九337国

根もとからかれている高さ十五メートル

ども湖に近い卜しもの方へとりにいきました︒

九399團

に近い木にのぼったことがありました︒

そうして︑遠いところも近くなり︑世界
はだんだん小さくなるような氣がします︒

十二M1

ちがい5おおちがい・きち

十四178囲が︑近いうちにまたはじめましょう︒
﹇違﹈︵名︶32

紆躰和国す﹁ありさん︑ありさん︒﹂

ちがい

六221

おいでになったにちがいありません︒

いまはおいでになりませんが︑まえには

二558

がい・きちがいあつかい
︽ーイ・ーク︾

粁い和超す﹁はたらくやくそくだって︒
近い

粁 躰 和 吻す﹁いいだろう︒

ちかい

六242

﹇ 近 ﹈ ︵ 形︶15

六231

ちか・い

おしえて

あ︑それにちがいない︒

くださった

これはわたしにさずかった子にちが

ことは︑きれいな心になれということにち

三145園おしゃかさまの
がいない︒

三梱9園
いない︒

六968園

六佃5 はながつまったために発音ができなくなる

ような音は︑もともとはなから声のでるような音

にちがいない︒

六備7 一ぎょう一台目うは︑なにか︑ほかのぎょ

らくだをぬすんだのは︑この男にちがい

それにちがいありません︒

あぶなかったが︑わずかのちがいで勝った︒

うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒
七779園

七499

七824園

それで︑歯が二三本ぬけているにちがい

ありません︒

七843園

それは︑鳴きかたのちがいではなく︑きき

ないと︑考えました︒

かたのちがいだろうと思う人もありましょうが︑

八87

八87 ききかたのちがいだろうと

だれでも幸福のほしくない人はありません

から︑どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか

八4910

えてくれるにちがいありません︒

九54 三色の組みあわせにしたら︑二色のときよ

りも︑もっとちがった感じがするにちがいありま
せん︒

九68 音をうまくあわせると︑とけあった美しい

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九備1図魍

観察すればするほど︑自然のおもしろさも

ひそかに枝葉の中をみあぐる
十2810

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑美しさにお

927
ちがう一ちがう

どろくにちがいありません︒

十五745

U園

ニー26

いでん学上の能力のちがいは別として︑

だれもだれもおなじかお︑だれもだれ

きょうはちがうんだよ︒

十三234園 もしある時期になって︑小もみを切り

五9211囹

五927囹

五727園

あら︑りょうかんさん︑ちがいますよ︒

おばあさん︑氣でもちがったかね︒

六748囹

ちがうでしょう︒

あれはちがいますよ︒
五十音図というものは︑︿略﹀︑﹁ちがった

一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ
﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑またす

同じことばで︑ちがったつかいかたがある
七1411

同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

がう人がある︒

八84

そればかりでなく︑ねこやにわとりとは

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八795

まったくちがった考えをもっていた︒

がやしました︒

八986 種まきのときとちがって︑こんどは深くた

とがわかりました︒

八鵬5 両方をくらべてみて︑あまりちがわないこ

九47 黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑

これは二つの色の組みあわせですが︑三色

また︑ちがった感じがします︒

九54

の組みあわせにしたら︑二色のときよりも︑もつ

この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

とちがつた感じがするにちがいありません︒

みると︑まえとはちがつた感じがします︒

九61

九63 三音︑吟興と組みあわせてみると︑さらに

﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく

ちがった氣持がします︒

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九77

九85 ことばの組みあわせも︑それぞれちがった

九651園

ちがうよ︒

いいえ︑ちがいます︒

いや︑ちがうよ︒

いいえ︑ちがいます︒

新しい思いをおこさせます︒

九667囹

九648弓n国

九668囹

感じたり︑考えたりしていることとは︑ちがった

十557 むりに書くと︑自分がほんとうに思ったり︑

ものになります︒

能は︑︿略﹀︑かぶきや︑ほかのしばいとも︑

いろいろちがうところがあります︒

十633

腹に思っていることと︑いうこととが︑ち 十634 いちばんちがうところは︑

のは︑﹁手﹂だけではありません︒

七147

こしちがいます︒

七124

うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒

六㎎6

かなをならべたもの﹂ぐらいに思って︑

六⁝⁝1

六796園

らはかたちも大きさもそれぞれちがってはいるが︑

いろいろな道具︑たくさんの時計︑それ

ちがいますよ︒

六68園

あとから生まれたというだけのことで︑

のちがいは別として︑一方が先に生まれ︑他方が

十五744 兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力

に空からの手紙にちがいない︒

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか

十四857 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

てくれるにちがいありません︒

十四3710 星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

とばもいっしょに傳わってきたのにちがいない︒

十四2512 学問などが傳わってきたときに︑そのこ

もとは︑外國のことばさ︒

十四227囹 いや︑いまは日本語にちがいないが︑

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ

だんがちがいますが︑

五15汽
8車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね

ど︑

四468園おとといは︑そんな氣もちだつたけれ

二464囹 ﹁ちがいます︒﹂
三728園 ﹁ちがうよ︒﹂みんながいいました︒
三732園 ﹁ちがうよ︒﹂みんながこたえました︒
三735園 ﹁ちがうよ︒﹂
三737園 ﹁ちがうよ︒﹂

ちがうよ︒

ちがったのをならべてみました︒

もちがつたかお︒

一278

ーワ︾呂すれちがう

十342 いまのようなぬのの織りかたをしていたの ちが・う ﹇違﹈︵五︶73 ちがう ︽ーイ・ーウ・ーッ・
では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒
ができたら︑五珠が発生するにちがいない︒

十394囹 もし︑盛挙の中に︑核をさしいれること

るにちがいない︒

十6911圓 ぐずぐずしているうちに︑どっきにあた

十一113囹 いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足
なみをそろえてくれるにちがいないよ︒

十二867 わずかな点のちがいで︑清水選手の負け
となりました︒

ざまな氣持をこめているにちがいない︒

十二9011 太郎はこの﹁くりひろい﹂の中に︑さま
十二919 楽しかったさまざまなことが︑こまかに︑
この文の中にたたみこまれているにちがいない︒

一一

して︑生長するにちがいありません︒

らず解決してくれるにちがいない︒

十三216園 自然は︑このむずかしい問題を︑かな

R5

ちがえる一ちかく

928

はおもむきのちがったおもしろいものが︑たくさ

十642 日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外字と
これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ

と︑ずいぶんちがっているのにおどろきました︒

十三565園
そんなにちがうのですか︑おじさん︒

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒
十三566園

んありますが︑

十649 そうして︑能が︑美しさを現わそうとする

その絵は︑たいへん感じがちがいます

けれども︑フランスのルイ・フィリップ

來客を前にして︑客間で歌っているのと︑

もちろん︑これは︑まわりの空氣の温度
もっとも︑らい雨のできかたは︑︿略﹀︑

岩倉・なことを︑知っているのといないの

一ひら一ひらの雪が︑それぞれちがった

自分の子女は︑その性質がどんなにち

きみたちの考えが︑たとい世間の考えと

がっていようとも︑

十五743
十五781

ちがったように思うのは目のせいです︒

ちがっていても︑

﹇違﹈︵下一︶1 ちがえる ︽ーエ︾δま

十五9411園
ちが・える

ちがえる・みちがえる

近くδいわかどちかく・か

右と左とちがえぬように︒

﹇近﹈︵名︶13

四796 み
いがんちかく

ちかく

親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六3810

ルスドルフというところがら︑

九196 ウィーンの動物ほこ協会に︑近くのうンネ

﹁きっと︑泉はこの近くにある︒﹂

九佃2 私は父につれられて︑近くの高い山に登っ
た︒

九悩4 まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると

九桝2圓

ころの近くまでくると︑

ふかがわ

さいわい近くの田で働いていた村の人た

少年は︑ナポリの近くにある村からきた

おいらせ

そ

ら

十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木

ぱしよう

深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という

人が住んでいました︒

十二702

こりがいた︒

十二627

くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

十二65すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

のでした︒

十一639

ちに助けられて︑

十一611

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十﹁46 川上の方をながめると︑近くの町の工場

水蒸氣の量︑高度など︑さまざまな條件 十﹇42 近くには小高い丘があって︑
によって︑雪のけっしょうがちがうわけを︑

十四8410

けっしょうをしていること︑

十四843

では︑たいへんちがいます︒

十四7911

だいぶようすのちがったのもあります︒

十四692

によってもちがいますが︑

十四656

ちっともちがわないような歌いかたです︒

十四464

私たちの心をうつのです︒

の名は︑すこしちがった特別なひびきをもって︑

十四44

ね︑おじさん︒

十三596囹

すっぱぬきや︑ひやかしなどで︑できている

のとちがって︑狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑

十一156 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色
の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑
別世界にいったような樂しい氣がするよ︒

十二458園 人間のしばいとちがって︑みていると

ていても︑

十一一472囹 顔の色やくらしかたがどんなにちがっ

こまれていることは︑太郎とはちがっている︒

十二921 太郎と同じ文であるが︑その中にたたみ
十二9210 同じ文題で書いても︑書かれたことがそ
れぞれちがってくるのも︑やはりこのためである︒
十二9211 なかみはそれぞれちがっても︑
十一一933 書くことは︑話すこととちがって︑その
場のようすが相手にみえないから︑

十二947 ところがこれを読んだ人々の心には︑め
いめいちがったものが思いだされてくる︒

色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ
それで︑たいていの漢字には︑この音と
ローマ字を利用して︑発音のちがってい
その際算出した高さは︑実測の結果と
わずか十フィートしかちがわなかった︒

十五567圓

る多くの言々のことばが書き表わされている︒

十五418

訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五388

けることも行われた︒

十五351

思わず方向がちがったものであろうか︒

十二9510 読み手によって︑三人三よう︑それぞれ 十四887 それとも︑心の中で考えごとをしていて︑
ちがったことを心の中に思いうかべる︒

十二佃4 いまつかっているお金とずいぶんちがい
ます︒

十二価6 この人たちの着物やかぶりものなども︑
いまのものとずいぶんちがっています︒

ちがうし︑同じ大きさのどらでも︑そのうちかた

十三303 どらにも︑大小さまざまあって︑音色も
によって︑調子がちがう︒
十三304 そのうちかたによって︑調子がちがう︒

十三5511 絵はがきをそのすりものとくらべてみる 十五594園 いやいや︑時代がちがう︒

929
ちかごろ一ちから

らえるので︑

十二715 先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

十一一192園 近ごろはたいへんじょうずになりまし

ちかごろ ﹇近頃﹈︵名︶2 ちかごろ 近ごろ
た︒

近し

︽ーキ︾

十五614團 ちかごろ︑満ぼう先生はいかが︑毎日
﹇ 近 ﹈ ︵ 形︶1

お話いたしおります︒

九網4図魍水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

ちか・し

しゅれいるこでまりの花
ちかすい ﹇地下水﹈︵名︶1 地下水
十245 地下水の流れ︒
ちかちかちかちか ︵副︶1 ちかちか︑ちかちか

ちかづく

近づく

かちか︑ちかぢかと女の子の上を照らし︑
﹇近付﹈ ︵ 五 ︶ 1 8

︽一

十四984 たくさんの小さなろうそくが︑︿略﹀︑ち
ちかづ・く

一457 だんだんわたくしたちのぼんがちかづ

イ・ーキ・ーク︾

きました︒

四望8囹 ああ︑だんだんちかづいてくる︒

夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと

きます︒

九帽7
十244

ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ

ヘッドライトにたよって現場に近づく︒

しらみかけてきました︒

十682

き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑

ふえが鳴って︑ふいに一そうのボートが

近づいてきた︒

十一114

ちから ﹇力﹈︵名︶48

力5おちから・だれのちか

手足の力がなくなって︑なにをするこ

ら・みえないちから

ともできなくなってしまいました︒

三麗9

四502カのつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん

かっちゃんは︑とぶ力がなくなってし

のおちていくのを︑下からうけとめました︒

まいました︒

四5110

五336

この工場のきかいを動かしている力は︑な

船は︑なんの力で走るのでしょう︒

んでしょう︒

五6211園

わたしは︑おとうさんやおかあさんの力

五647囹

おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな

おとうさんやおかあさんの力でもない︒

い足どりで︑海へやってきました︒

五758

なければ︑おとうさんやおかあさんの力でもない︒

に日に大きくなったのは︑おまえひとりのカでも

五645囹生まれたときからせわはしてきたが︑日

で︑大きくなったと思います︒

五641囹

力ではありませんよ︒

こんなによくできたのは︑おかあさんの

五345

たので︑力をゆるめました︒

十﹁428匿うめもほころび︑こちふけば︑春も目 四629 さすがのへびも︑いきがくるしくなつ

朝が近づく︒
一本の大きなま

私は︑近づいてくる足音を感じましたの

さきに近づいた︒

十二324
で︑

近づいてみると︑︿略﹀

十四389園
十四486

すると少年は︑あぶないことが近づいた

るたに︑なん人かの婦人がつかまって︑

十五285

わんぱくこぞうのようなのが︑聞きとれ

と感じたので︑

十五脳11

ないさけび声をたてて︑なにかにぶつかりながら︑
チルチルに近づいて來ます︒

八205 そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を ちかづ・ける ﹇近付﹈︵下一︶1 近づける ︽ーケ︾
まつのです︒

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

世界じゆうで︑いちばん力のつよいものは

大きな荷物を︑力をあわせて運んできます︒

も聞こうとしたりする︒

十四894

六652

六218

近道

その帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

ごろうは︑息をすることも自分の力ではな

﹇近道﹈︵名︶3

そこに小石でかこまれた美しい泉があった︒

︽ーッ・ーリ︾

その黒いいぬに近よってみると︑

私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう

私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

きまをこしらえてくれていたのです︒

七3711

をかばうように両手をつっぱりました︒

七355

いことをきいて︑なるほどと思いました︒

なあに︒

近よる

私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中

﹇近寄﹈︵五︶2

その近道というのは︑田のあぜ道で︑

六7811

十503

の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

七408

ちかよ・る

十一5912

十一5911園本道は遠いから︑近道をしょう︒

九佃3

ちかみち

八894囹私のようなみっともないものが︑おくめ
んもなく近づいていくのだから︑ころされるかも
しれない︒

八901 そうして︑羽をひろげてゆったりと近づい
てきた︒

そっとやまだに近づく︒

九984 たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑
九悩10 茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ
とを知って喜んだ ︒

九梱3 ブンブンブーン︑羽音がだんだん近づいて

ちからいっぱい一ちきゅう

930

生長をうながす力をもっているが︑

くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ

そうして︑力いっぱいくいっきました︒

ぱいひいた︒

九3410團 ちょまはふえる力の強い草なので︑

九伽7

六169

フィリップの作品の中には︑︿略﹀︑私た

ち自身の生活を思わずふり返らせないではいない

十四53

強い眞実の力が︑こもっているのです︒
けれども︑力をだしてしごとのことを

おかあさん︑いま︑おかあさんが力を

お考えになるのです︒

十四812團

十四95團

自分としては︑力のかぎりおかあさ

おとしておしまいになったら︑
十四1411国園

んを幸福にしておあげしよう︒

九槻2

くもは︑力いっぱいもがけば︑あるいは︑

つばめのくちばしからころげ落ちることができた

では︑実力があって︑カいっぱいはた

かもしれません︒

さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでも

﹇力尽﹈︵名︶1 力ずく

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十一103園
ちからずく

幸福にしてしまおうじゃないか︒

十五9310園

少年は希望に力づけられながら︑いきな

﹁︿略﹀︒﹂といってカづけました︒

﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑しか︑

も力強い声に︑

十五539

ちからつよ・い ﹇力強﹈︵形︶1 力強い ︽ーイ︾

十一8012

り病人のうでをつかんで︑

十一808

ケ︾

あなたがたのものを見る目︑ものを考え ちからづ・ける ﹇力付﹈ ︵下一︶ 2 力づける ︽一

考えになって︑力をとりなおしてくださるよう

十四152團自分には子どもがあるということをお
十四3110

これを思えば︑人間の力というものは︑

る力が大きくなっていけば︑

十四357

星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ

うちゅうにも負けないくらい廣大で︑

十四3710

てくれるにちがいありません︒

助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た
ちが力をおとさないように︑

十四4812

力まかせに︑長いオールをぐいぐいと

﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし

﹁ちきゅうだろう︒﹂

﹇地球﹈︵名︶13 ちきゅう 地球

八346 太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

ます︒

八345光の速度は︑一秒間に地球を七まわり半し

二465園

ちきゅう

のあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五941

こいでみたいな︒

十一58園

かりうどもびっくりして︑

養分をこしらえる力をかまわずに︑あ ちからまかせ ﹇力任﹈︵名︶3 力まかせ
六169 小さなありでも︑力まかせにかんだので︑
その石を取るが早いか︑︿略﹀あくまの

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒

十四542園
十五311

かた手に小さなくつを持ち︑︿略﹀ブラ

胸をめがけて︑全身の力をこめて投げつけました︒

十五639

﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

シをつかんで︑力のかぎりみがきをかけた︒
十五754

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒

十五佃7園︺そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさ
力いっぱい

そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ

﹇力一杯﹈︵副︶5

と幸福とがますのですよ︒

四189

ちからいっぱい

ぶは︑力いっぱい羽ばたきをして︑

九387囲 ひっかけるようにして︑下から力をいれ
てひきおろします︒

九588 その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑力をいれて

こえましたので︑
十159
答えました︒

ようにしたがった︒

十348 これを人の手によらず︑機械の力で動かす
十562 すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き
つけているその力に︑おどろきました︒
みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十738園 次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

と︑ボートは向きをかえて︑

十一74囹 ぼくが力をいれて︑一本バックをやる

力をおとしたことなど

十一722 手紙の着いたときに︑母親がどんなにか
十一7511園 力をおとさずにいるがいいよ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ことに﹁ジャパン﹂とい

力のこもった角︑まるみのある面︑

かすばらしいカをもっているものだと考えました︒

十ニー21 土人のひとりが︑書物というものはなに

十二809

十ニー61

うことばに力をいれて答えました︒
十二8911 ただ習慣としてことばをつかえば︑こと
ばの力がうしなわれていく︒

﹁遠足﹂ということばは︑︿略﹀︑同じよ

のことばは︑すこしの力も発きしないから

十二903 おうむのようにとなえていたのでは︑そ
十二931

うに通じる力をもっている︒
十二研10 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま
えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十三238 小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの

931
ちぎる一ちぢ

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八348 光のとどく時間ではかると︑あの星と地球
とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒
きょりにあるのでしょう︒

ちくおんき

ニー72

﹇蓄音機﹈︵名︶1

ちくおんき

ちくおんききしゃしゃしんややさいい

なごごままつつくえ
その坂を登りますと︑にわかにぱっと明か

︵副︶1

ちくりと

みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

﹇知識﹈︵名︶10

知識5かがくてきちしき

十三24

知識と迷信

智識と迷信

迷信

十三82

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

﹇地質﹈︵名︶2 地質

十三194

ちしつ

道路をつくったり︑みぞをほっ．たりするときに︑

室友ホランド先生︑自然科学にもっと

よく︑三冠の地質や地味を研究しましたが︑

もきょうみを有し︑化学︑生理︑植物︑鉱物︑地

十五5810図

質等をこのんで勉学す︒

地上には︑

一本のささだけがはえていまし

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

その美しい雪が数かぎりなく︑天上から

半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ

人間が地上に住みついてからこのかた︑

うらしまは︑父や母のことを思いだし

﹇父﹈︵名︶35 父

色話3

ちぢ

ちそう 5ごちそう・ごちそうさま・ごちそうする

いつもたずねあぐんでいた道が︑

十五価12囹

ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

十四8812

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四844

ら地上にでてくる︒

十254 ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

の人となられた︒

九搬10

た︒

八216

きわけて地上にはいだします︒

ノワ﹂−

︑00夕ぐれをみはからって︑思いきって土をか

知識は︑人から教えられたり︑自分で本 ちじょう ﹇地上﹈︵名︶7 地上
自分のつとめをはたしていくために︑知
知識には︑浅いものと深いものがあるが︑

ものごとの原因と結果との関係や︑その
知識が開けず︑科学の進まないところに
原因・結果の関係の簡軍なものは︑普通
よいことやわるいこと︑まっすぐなこと

知識によらず道理によらず︑いたずらに

︹題名︺

2

知識と迷信

智識と

い道︑︿略﹀︑たがやしている父と子︑きりの花1

七467 黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒
知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を 六87 このとき︑父の時計屋さんがはいってきた︒
ちしきとめいしん

まったくとり去ってしまうようになれば︑

十三124

理由のないことを信ずる迷信は︑

十三121

ばならない︒

や曲がったことは︑知識をもととして考えなけれ

十三1112

の知識によって知られ︑

十三116

は︑迷信が行われる︒

十三910

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑

十三94

調べたり︑︿略﹀観察したり︑実験したりする︒

深い︑正しい知識を得るには︑考えたり︑

その深く進んだものを科学的知識という︒

十三87

識をますことは︑たいせつなことがらである︒

十三86

を読んだり︑︿略﹀︑しだいにましていく︒

十三83

ちしき

らって︑ちくりとつきさしました︒

九麗5

ちくりと

るくなって︑目がちくっとしました︒

九5410

八351 さて︑空の星は︑地球からどのくらいの ちくっと ︵副︶1 ちくっと
地球もまるい形をしたもので︑︿略﹀︑太

陽のまわりをまわっている星の一つだ︑

十一一一139

十三1412 数学でこまかに計算した結果︑コペルニ

クスのいったとおり︑天は動くものではない︑地
﹁やはり地球はまわる︒﹂と信じて︑

球が動くのだということを︑明らかにしました︒
十三166園

十四3212 地球や金星などのわく星が︑太陽を中心
として回轄していることを知っています︒

いている天の川の内がわにあるたくさんの星のむ

十四337 このぎんが系というのは︑地球をとりま
れなのです︒

小さなものです︒

十四3411 地球などになると︑なおさら︑ごくごく 十三88
十四3412 その地球の上に住んでいる人間などは︑

ちぎる

︽ーッ︾5ふきち

十五823 この地球の上でいちばんふとっている
﹇千切﹈︵五︶1

﹁ 幸 福 ﹂ ︵ ぜ い た く︶たちが︑

ぎる

ちぎ・る

︽ーレ︾

三922 くさを ちぎって いれたり︑ かみきれを
ちぎれる

いれたりする小さな子がいたら︑
﹇千切﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

六3110 3雲がちぎれてとぶ︒

ちぎ・れる

六358 かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび
てちぎれてしまう︒

つけようとする︒

九972 やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび
ちく 与もうそうちく

ちぢ一ちぢおや

932

八472 王子も︑なんとかして父の煉餌をなおした
いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

た︒

九佃2 私は父につれられて︑近くの高い山に登っ
九柵5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九梱3 帰り道で︑父は次のような話をしてくれた︒
た父と子︒

十267 日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし
十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
なりたいのです︒

十331 佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはたら
いていたが︑

十333 村じゅうの者から氣ちがいあつかいにされ
るのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑

十337 父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑
佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十一510園ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ
﹁︿略V︒﹂というと︑父はにこにこわら

ぱなからだになるだろう︒
十一592

太郎は︑まえから父に︑﹁︿略﹀︒﹂とかた

いながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒

十一604

父は︑﹁︿略V︒﹂とたずねた︒

くとあられていたのである︒
十一614

父は︑﹁︿略﹀︒﹂とせめた︒

十一618 その夜︑また父にきびしくただされて︑
十一6110

十一726園 ﹁ぼくの父はどうしたんでしょう︒﹂
十一754囹︺

自分には父もある︒

﹁ぼくの父はどうしたのでしょう︒﹂

と︑少年は口早にききました︒

十一一222園

十二238 父がまえからそういうときのことを考え

て︑近所の荒れ地を三十アールばかりかいこんし

うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ

たくないのでしょうか︒

七9710

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八175 人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

みんなちぢうしで︑ぼくによくなれてい

白黒ぶちのちぢうしです︒

﹇乳牛﹈︵名︶3 ちぢうし

五409團

た︒

うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一493

ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ

十︻477

ちぢうし

﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば

て︑さつまいもや野菜を作ったりしていたので︑
十二3811

庭で植え木の手入れをしている父にこう

父が︑﹁︿略﹀︒﹂という︒

があったことを思いだします︒
十二873

十二876

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい
いれて持っていくだろう︒

すずりばこをあけた父にこういわれたら︑

十一198

父親のすきなものを買うために︑自分で

この人が金次郎の父親でした︒

十一6911

た︒

十一695

金次郎が十四のとき︑父親がなくなりま

どんなに病氣がちでも︑父親の生きてい

少年が︑︿略﹀病院の門ばんのまえへ

少年の父親というのは︑去年︑しごとを

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

門ばんは︑その手紙をひと目みてから︑

こうもかわればかわるものか

これが

少年は︑身をおこして父親の方をみまし

ていくようにといいました︒

看護人を呼んで︑少年をその父親のところへっれ

十一652

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

十一6412

さがしにフランスへいったのですが︑

十一639

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒

十一636

るあいだは︑︿略V切りぬけてきましたが︑

十一234

した︒

十一232

が︑そのかわりにでることになりました︒

父親が病氣でねていましたので︑金次郎

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒

十一207

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に ちぢおや ﹇父親﹈︵名︶26 父親

水さしに水をいれて持っていくだろう︒

十二878
十二8710

長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の

こういわれたら︑

十三2210

おさな子はおとなの父だ︒

わかいダルガスは︑父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい 十一213

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑
十三2212

十三524

かれが︑父を失った直後︑文学修業のた

いました︒

十四511

札幌独立教会をつかさどっていた私の父

めにパリーに出て︑

十五607

京都に帰ってから父に送った手紙のど

きょうと

とは︑心をゆるした間がらのこととて︑

十五613

れにも︑

私の父は︑同志社を守り育てるために︑
十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

北海の地をすてて︑

十五668
十五6610

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

ちぢOおちぢ
まいにち︑たくさんちぢをしぼります︒

﹇乳﹈︵名︶5

黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親

ちぢ

七978

五417国

親うさぎのちぢにすがりつきますと︑

うさぎのちぢにすがりつきますと︑

七979

933
ちぢちぢ一ちっとも

父親であろうとは︑とても思われませんでした︒
といって父親らしいところはありませんでした︒

十一703 ひたいとく略﹀まゆとのほかには︑どこ

︵感︶一

チチチチチチ

父の看病

五佃6﹁チチチチチチ︑チュピ︑チュピ︑チュピ︒﹂

ちぢちぢちぢ

と鳴きました︒

︹課名︺2

﹇縮﹈︵五︶1

ちぢまる

十一631九父の看病
ちぢま・る

あの白い雲に︑だれかが︑ちぢまって

いるようです︒

四881

︽ーッ︾

十一37九父の看病⁝⁝⁝六十三

十一715 少年は︑︿略V︑目を父親の顔からはなさ ちちのかんぴょう
少年は︑︿略﹀︑やさしい父親のことをい

ないで︑こしをおろして待っていました︒
十一7110
ろいろと思い返していました︒

十一782 母親のことや︑妹たちのことや︑父親の
帰りを待ちこがれていたことなどを
とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑

ます︒

六323

六麗2

ゴムのように

のびる

ことも

あるし︑

川の中の石が︑のびたりちぢんだりしてい

ちぢめる

︽ーメ︾

チチロですよ︒

﹁おお︑チチロ︒﹂と︑父親は︑︿略﹀︑

方へとんできました︒
十一8212園

おかあさんから︑﹃チチロをやりまし

チチロ︑これはいったいどうしたのだ︒

いくども少年にほおずりしてからいいました︒

十一833園

た︒﹄って手紙がきたきり︑

十一835

これ︑チチロ︒

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

で︑チチロはまた看護をはじめました︒

父親はチチロにいいました︒

十一837囹
十一871

十一882

十一8711

チチロは︑いよいよよくせわをして︑

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一889
た︒

すずむし︑小むし︑チックタック時計︑

このきそく正しいちつじょは︑いったいど

﹇秩序﹈︵名︶1 ちつじょ

︵副︶13

ちっとも

ちっとも動かないじゃないか︒

ちっともぞんじません︒

ちっともいいことではないと︑うさぎさん

まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

この二三日というものは︑ちっともかか

らなかったから︑おなかがすいてしまった︒

九桝8園

だけで︑ちっともたべません︒

七889

たちは話しあいました︒

六悩11

六951囹

しょにあそぼうよ︒

五㎜2園ちっともこわいことはないから︑いっ

五949囹

ちっとも

うしてたもたれているのでしょう︒

八365

ちつじょ

一つ一つひびく︒

十一561圏

時計

口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒ チックタックどけい ﹇時計﹈︵名︶一 チックタック
﹇縮﹈︵下一︶4

二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ
はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配
それで︑そのまま手足をちぢめて︑じっと
地中

同じ地中に住むものでも︑こがねむしや︑

チチロがいなかからでてきたんですよ︒

チチロ

十一707園

︹人名︺12

十一707園

﹁チチロ︒﹂男はそういって︑少年の

おとうさんの子どものチチロですよ︒
十一822園

十一712園

チチロ

かぶとむしの子どもたちは︑

八189

﹇地中﹈︵名︶1

すわっていました︒

九三1

そうに私の方をみていましたが︑

七399

んしているうちに︑はっきりした︒

六麗5

のばしたりちぢめたりすることができる︒

二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く

五798

きゅっとちぢむこともありました︒

四422

十一792 父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ ちぢ・む ﹇縮﹈︵五︶3 ちぢむ ︽ーム・ーン︾
十一825 少年は︑父親のうでの中にたおれました
が︑胸がせまって息もつけませんでした︒

十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと

きっとひどくしかるにきまっていた︒

︵感︶2 チチ︑チチ
チチ︑チチ ︑ ピ ー ク イ ︑

ちぢゆう

﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はあきれてうながし

父親は︑少年を自分の方へひっぱりまし ちぢ・める

で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒

十一847
た︒

ました︒

十一8410

十﹁8512 父親は︑じっと少年をみつめていました

ｪ﹀︒﹂と︑父親はたずねました︒

が︑やがてまた︑病人の方をみました︒

十一863

ちぢちぢ

七44
チチ︒

チチ︒

七45 チチ︑チチ︑ピークイ︑ピークイ︑チチ︑

ピークイ︑チチ︑

十五331父親のうでにだかれた女の子は︑

が︑

十四928まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

十一878父親はそういってでていきました︒

十一871父親はチチロにいいました︒

「〈

ちつぽ一ちゃいろ

934

十二646 葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび
えているが︑根はちっともみえない︒

地表から一メートルほどのぼったところに︑

を地表に向けてほっていき︑

八218
小枝がわかれていました︒

十五249

一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と

十三384園 おばさんだって︑このごろちっとも來 ちひろ ﹇千尋﹈︵名︶1 千ひろ

十二649 しかし根はちっともみえない︒
てくださらないじゃないですか︒

︵名︶3

チフス

すがったようなもので︑

チフス

ちゃそのもの

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

七929 うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2

九拠4 茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも

ところが︑でんりゅう川の中流の水をくん

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

ら上しんだということである︒

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五517

ちゃ

五877囹

でも︑村に帰らなくちゃ︒

おかしいわ︒目が四つもあっちゃ︒

きみ︑列をはなれちゃだめじゃない

︵接助︶8

六397囹

か︒

四427園

ちゃ
チフス︑コレラ︑マラリア︑トラホーム︑

チフス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキー

アルコール︑ガーゼ︒

十四2110

十四2311囹
はドイツ語︒

七183園そんなに実をとつちゃいけない︒

チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは

十一531園

絵をかくことも︑いっしょうけんめい

じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたいに︑

もう行っちゃいや︒

ちゃあ

きみ︑きみ︑じぶんがってに早くとん

︵接助︶1

青色やちゃ色のくすりびんが︑たくさ

﹇茶色﹈︵名︶11 ちゃ色 茶色

七864 先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶

五396国茶色の木のめもみえます︒

んならんでいました︒

三336園

ちゃいろ

でいっちゃあこまるよ︒

四431園

ちゃあ

十四㎜4園

旅行して來なくちゃだめですね︒

十三586囹

にけいこしなくちゃだめでしょうね︒

十二212園

そんなにぶらさがっちゃ︑電車は動け

いってきたときにそれぞれ傳わったことばであろ

たいちほう
そういう地方のまわりに︑わりあいにつ
そういう地方のまわりに︑わりあいにつ

めたい空氣におおわれた地方があると︑

十四682
十四683

血まなこ

めたい云云におおわれた地方があると︑
﹇血眼﹈︵名︶1

地味

道路をつくったり︑みぞをほったりする

﹇地味﹈︵名︶1

十三194

ときに︑よく︑國土の地質や地味を研究しました
が︑

ませんよ︒

う︒

十四265

で︑それで茶をたててみると︑

九拝10

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

十四108團 ちっともむずかしいことはありません︒

九伽8 泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑心か

チッポ

﹁チロイ︑ワンワン︑チッポーワン

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

十四464 來客を前にして︑客間で歌っているのと︑ ちぶさ ﹇乳房﹈︵名︶1 ちぶさ
八1610 これは︑木からいうとめいわくしごくなこ
ちっともちがわないような歌いかたです︒

十五柵8園あすごに︑ずっと後の方に︑ベールを
かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

︵名︶一

十五柵6囹私たちは︑ちっとも知りませんでした
よ︒

ちつぽ

十二309園
ワン︑ゲタナイ︑アンヨ︑イタイ︑イタイ︒﹂

でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

ちっぽけ ︵形状︶2 ちっぽけ
十四308 小さな島國に住んでいたために︑氣持ま

界の中にはたっていけません︒
地動説

十四314 そういうちっぽけな考えでは︑とても世 ちほう ﹇地方﹈︵名︶2 地方﹇▽いちぢほう・ねっ
﹇地動説﹈︵名︶2

ガリレオも︑︿略﹀︑だまっていられず︑

ちまなこ

十三1312 つまり︑天動説とは反対に︑地動説が出

ちどうせつ
てきました︒
十三151一

本を書いて︑地動説を強くとなえました︒

地表

ちみ

十五326 血まなこになって目の前のてきを相手に
ちのみ子
母親は︑︿略﹀︑自分はちのみ子もあって︑ しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

﹇乳飲子﹈︵名︶1

十一6410

ちのみこ

﹇地表﹈︵名︶3

家をあけることができないので︑
ちひょう

八205 そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
まつのです︒

八208 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな ちゃ ﹇茶﹈ ︵名︶ 5 茶 εあまちゃ・おちゃ︒お

935
ちゃう一ちゃわん

色のうさぎを︑かごにいれて持っていらっしゃい
十三296

チャカチャン

チャカチャン︑

着陸地

て上流に向かって歩きながら︑

次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十738園

﹁チャカチャン︑チャカチャン﹂と︑か ちゃだな ﹇茶棚﹈︵名︶1 茶だな
﹇着陸地﹈︵名︶1

それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ
つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか
しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

茶人はすこしもくっせず︑求め求めて︑い
ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい
茶人はつれの人にいった︒
茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ

茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを

﹇茶人達﹈︵名︶1

茶人たち
茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそっ

ちゃじんたち
九二11

これは︑茶だんすににて

︵感︶一 チャッ︑チャッ

﹇茶間﹈︵名︶4

茶のま

ちゃぶ台

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし

﹇卓獄台﹈︵名︶1

﹇茶碗﹈︵名︶21

ちゃめぶり

この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ

ここに︑茶わんが一つあります︒

茶わんεコーヒーぢゃ
十四622

でもおいてすかして見ると

して︑日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬの

十四633

わん・ゆのみぢゃわん

ちゃわん

ちゃや与やすみちゃや

どは︑まだいくら書いても書ききれません︒

八107 ピオの︿略﹀︑ちゃめぶりや︑おかしさな

ちゃめぶり ﹇茶目振﹈︵名︶1

ていると︑とりついてぐんぐんおしていって︑

十一一268

ちゃぶだい

して︑いそいでピオをひろいあげました︒

八115 茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

八111 学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の

わっている私のひざのあいだにもぐったり

八97 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす

きな︑安心なところはないというように一

八94 私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

ちゃのま

いた︒

四866 みそさざいが︑﹁チャッ︑チャッ︒﹂とな

ちゃっちゃっ

いますが︑そうではありません︒

十一一m5 まき絵書だな

こしょうのできた飛行機乗りが︑安全な ちゃだんす ﹇茶箪笥﹈︵名︶1 茶だんす

着陸地を上からさがしているような氣持で︑

十五2611

ちゃくりくち

るやかな︑はずむような音をたてる︒

ました︒

七923 1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑
おくへはいってでてこないので︑

七936 茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
がなかったので︑

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

むかし︑ひとりの茶人があった︒

八243 黒いところは黒く︑茶色のところは茶色に ちゃじん ﹇茶人﹈︵名︶12 茶人
なって︑いかにもあぶらぜみらしくなります︒

九梱8

九梱4

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

八244 茶色のところは茶色になって︑

どうも氣にいらなかった︒

九伽6

とを知って喜んだ︒

九二10

九桝3

味がはっきりと感じられるようになった︒

九榴11

つか︑︿略﹀︑ながの縣にはいった︒

九戸6

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

九槻10

ら︑やめて帰ろうといった︒

九盟9

うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九槻6

いかと氣がついた︒

茶人は︑この上流にいい泉があるのではな

八838 森の木の葉がこがね色や茶色になった︒
うなるでしょう︒

︽チャッ︾

九槻1

九52 むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑ど
九747 馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ
んだん光がうすくなって︑まもなく馬車がとまつ
たときは︑茶色のどんぐりにかわっていました︒
十413 ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑
ちゃう

海水が茶色にかわるほどになるのである︒
︵助動︶4

三805圏ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ

ちゃう
れちゃった︒

六7311囹ぼく︑どっちだかわからなくなつちゃっ
た︒

げちゃったよ︒

七227園 はるお︑あまり大きな声をだすから︑に
七271園黄色になつちゃった︒﹂母﹁さなぎになつ
たのですよ︒

から樂しんだということである︒

黒うさぎ390g．白うさぎ400つg
く．
り︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑心

ちゃうさぎ ﹇茶兎﹈︵名︶2 茶うさぎ

七866

茶うさぎ一㎏．

ぎ2ひき
︵感︶一

七899 匿うさぎ一びき白うさぎ10びき論うさ 九楢8 泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑
ちゃかちゃんちゃかちゃん

ちゃわんのゆ一ちゆいん

936

十四6411 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯
が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒
十四665 茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑
茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑
茶わんの湯

茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら

茶わんのときだけの問題ではなく︑

光にすかして見ると︑

十四743
十四7611
︹課名︺2

でもありますが︑

十四666 茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑ ちゃわんのゆ
うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒

呂あかちゃん・おにいちゃん・おばあちゃ

あなたが︑この四五日︑なんにもたべな

いことをちゃんと知っています︒

九柵2園

十一一6111 そうしてよく日いってみると︑頼んだ品

おかあさんが︑ちゃんとしていてくだ

物がちゃんとそろってならんでいた︒

さって︑どっちみちさけることのできなかったこ

十四99團

おふたりのために︑ちゃんと席がとつ

表面にちゃんとふたでもしておけば︑

とに対して︑しっかりしたかくごをおきめになり︑
十四7011

てありますよ︒

十五8911園

五9710

チュイン︑チュイン︑チュイン︑チュイン︑

ちゆいん ︵感︶28チュイン

ん・かっちゃん・ころちゃん・さんちゃん・さん

ちゃん・なおこちゃん・にいちゃん・はねちゃん・

ん・ただしちゃん・たみちゃん・とみちゃん・とん

ちゃんたち・じろうちゃん・しろちゃん・しんちゃ

ちゃん

十四621七茶わんの湯

十四6710 茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ 十四33七茶わんの湯⁝⁝⁝六十二
十四687 これは︑茶わんのばあいにくらべると︑
しくみがずっと大きくて︑

十四6811 茶わんの湯と︑こうしたらい雨のばあい
とは︑

十四693 だから︑どれもこれもみんな︑茶わんの

チュイン︑チュイン︑チュイン︑

チュイン︑チュイン︑チュイン︑

チュッチン︑チュッチン︑チュウチュウジi︒
五9710

ぴおちゃん・ぴょんちゃん・ぶうちゃん・ぼっちゃ

五9710

チュイン︑チュッチン︑チュッチン︑

湯にくらべるのはむりですが︑

十四699 白い茶わんにはいっている湯は︑

﹁チュイン︑チューイン︑チューイン︒﹂

ん・まきげちゃん・まさおちゃん・まさこちゃん・

十四6911 それを日なたへ持ちだして︑じかに日光 みけちゃん・みつちゃん・よしこちゃん・よっちゃ

五983

五9710
︵名︶一

チャンス

チャンス

相手を一きょにうちのめすぜっこうの
チャンスです︒

五柵6

﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂と︑

こんなふうに︑自分でもさえずりはじめました︒

んたち・わたしのたみちゃん・わんわんちゃん

をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒
十四709 茶わんのお湯がだんだんにひえるのは︑
から︑熱がにげるためだと思っていいのです︒

十四7010 ひえるのは︑湯の表面の茶わんのまわり 十二859

人なつっこい声で鳴きました︒

﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂

二434囹ほら︑ちゃんとあやまるだろう︒

﹁チュイン︑チュイン︑チュッチン︑

チュイン︑チュイン︑チュウチュウジi︑

五佃3

﹁チュイン︑チュイン︑チュッチン︑

﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂と鳴

﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂

いてみせました︒

五鵬3

チュッチン︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひくく︑

五棚4

チュッチン︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひくく︑

おじいさんが帰ってみると︑どうでしょう︑ 五㎜9

チュイン︑チュイン︑チュウチュウジー︑

五㎜9

五㎜6

ば︑ひやされるのは︑おもに︑まわりの茶わんに

十四7012 もし︑表面にちゃんとふたでもしておけちゃんと ︵副︶12 ちゃんと

五1710園わたしは︑ちゃんとゆくさきは知ってい 五㎜6 ﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂
チュウチュウジi︑チュウチュウジi︑
五7310

﹁飛行機なら︑ちゃんと︑ピコーキとい

知っているのです︒

七819園しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと

たのだ︒

六欄5囹︺あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ

えるよ︒﹂

六下2園

ちゃんとこてんができていて︑

五川4

五698園家はちゃんとできていますから︒

るが︑

ふれた部分だけになります︒
湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

十四711 そうなると︑茶わんに接したところでは︑
十四712 その反対に︑茶わんのまん中の方では︑
ぎゃくに上の方へのぼって︑
おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒

十四719 しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで

ならず︑むらになって︑茶わんのそこを照らしま

十四728 光が曲がるために︑その光が同じように
す︒

十四735 つぎには︑熱い茶わんの湯の表面を︑日

937
ちゅう一ちゅうぶアラビアあたり

﹁チュイン︑チュイン︒﹂と鳴きました︒

﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︒﹂

五掴3
﹁チュイン︑チュイン︒﹂と鳴きました︒

五佃3

五掴3

ン︒﹂と︑せきこむように︑さかんに鳴きました︒

五描4 ﹁チュイン︑チュイン︑チュイン︑チュイ

七915

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ
︵感︶2

チューイン

れた草はやらないように注意しています︒

ちゆ一いん

﹁チュイン︑チューイン︑チューイン︒﹂

こんなふうに︑自分でもさえずりはじめました︒

五983

五983
﹇宙返﹈︵名︶1

ちゅうがくせい

﹇中学生﹈︵名︶2

中学生

十二779

休けい場にもどってくると︑中國人らし

一つのボールを中心にして︑両選手はと

﹇中心﹈︵名︶3 中心

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒
ちゅうしん

ぶ鳥のようにかけまわりました︒

十二841

十三5611園美術の中心のフロレンスで︑研究して

地球や金星などのわく星が︑太陽を中心

いるうちに︑たいそう上達したのさ︒

として回輔していることを

十四3212

チュウチュウジー︑チュウチュウジー︑

五㎜9 チュウチュウジi︑チュウチュウジー︑

五柵9

チュッチン︑チュッチン︑チュウチュウジー︒

五971ーチュイン︑チュイン︑チュイン︑チュイン︑

黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ ちゅうちゅうじ一︵感︶5チュウチュウジi

中学校

自導車に乗った中学生が︑ふたりつれでな
﹇中学校﹈︵名︶3

ちゆうごく

中國

そこへ︑中学校に通っているねえさんが︑
中田

ちゆうごく
さいゆうき

﹇中国﹈︹地名︺5
さんごくし

チュウチュウジー︒

おまえが学問のちゅうとで家に帰って

﹇中途﹈︵名︶2 ちゅうと

と︑へんな声でさえずつて︑

チューブ

︵名︶2

とです︒

チューブ

十二97園織物をちゅうとでたち切るのと同じこ

のと同じことです︒

くるのは︑ちょうど︑織物をちゅうとでたち切る

十二95囹

ちゅうと

三國志とか︑西遊記とかいった︑中國
漢字が中國から日本に傳えられたのは︑
千七百年ほどまえであるが︑

十五3711

のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑

十三315

ちゅうごく

帰ってきました︒

六709

たのはなおをすげるあいだ︑

四353園中学校の女の生徒さんが子どものげ 五伽10 チュウチュウジー︑チュウチュウジー︒﹂

て︑ないているわけをききました︒

四319国どこかの中学校の女の生徒さんがき 五㎜10 チュイン︑チュイン︑チュウチュウジー︑

ちゅうがっこう

の花畑を横ぎる︒

十236

い道︑そこを自導車に乗って走る中学生︑

七467

ちゅう返り

﹁チュイン︑チューイン︑チューイン︒﹂

﹁ チ ュ イン︑チュイン︑ チュイン︑

注意

たんぼの上で︑つばめがちゅう返りをした︒

ちゅうがえり

﹇注意﹈︵名︶3

七582

﹁ チ ュ イン︑チュイン︑ チュイン︑

﹇宙﹈︵名︶2

こうちゅう

シ︾

ちゅうい・する

﹇ 注 意﹈

︵サ変︶

1

注意する ︽一

十三442 この﹁子どもしばい﹂をするための注意

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

十二373 私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

を向けるようにといわれました︒

ちゅうごくじん

中國の発音にもとづいた漢字の読みかた

中國人

下がきがすむと︑パレットの上にチュー

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十ニー65

十五3510

あたり

中部アラビアあたりにも︑これににた文

日本では︑中出から傳わった漢字をつちゅうぶアラビアあたり ︹地名︺ 1 中部アラビア
﹇中国人﹈︵名︶1

かっているうちに︑

十五392

を﹁立日﹂といい︑

十五385

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

九454團子どものころから︑世の中のことに注意 十五3712 ﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中 七294園自轄車のチューブのようにふわふわした︑

ちゅうい

く︒

九皿5 先生のからだは︑美しくちゅうをとんでい

だ︒

九川8 たちまち先生のからだは︑ちゅうにうかん

ちゅう

﹇中﹈ Oくうきちゅう・せんそうちゅう・ひ

チュイン︑チュイン︑リリリンリーン︒

まねをしました︒

チュイン︑チュイン︑リリリンリーン︒﹂

チュイン︑チュイン︑チュイン︒

チュイン︑チュイン︑チュイン︒

チュイン︑チュイン︑チュイン︒

﹁チュイン︑チュイン︒﹂をはじめました︒

﹁チュイン︑チュイン︒﹂をはじめました︒

チュイン︑チュイン︒﹂ と︑せきこむよう

、43331010、444

4

五五五
五五五五五五
ゆ五

ちゅう

ち

う109と10910910910910了10了に106106106

ちゅうぶフランスーちょうじゃ

938

字があった︒

ちゅうぶフランス ︹地名︺1 中部フランス

十四55 フィリップ自身︑中部フランスの小さな
町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

ちゅうや5いっちゅうや
十三33 チューリップ

チューリップ ︹題名︺2 チューリップ

十三47一 チューリップ
チューリップ ︵名︶一 チューリップ
る︒

十三473 はちの羽音が︑チューリップの花に消え
ちゅうりゅう ﹇中流﹈︵名︶1 中流
で︑それで茶をたててみると︑

二629囹

ちょいちょい

十673

ちょいちょい

すずめ﹁ちゆんちゆん︑ちゆんちゆん︒﹂

︵副︶2

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる
ちょいちょいとねむったあとでは︑目を

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十一777

開いたときに︑その小さな看護人をさがすように
みえました︒

ちょいと

あんまりあてにはならないけれど︑青

︵副︶1

十五836囹

ちょいと

い鳥だって︑ことによるとちょいとでも︑この人
たちのなかまにまよいこんでいないともかぎらな
い︒

﹇帳﹈

呂あるしゃしんちょう・しゃしんちょ

ちょう■もんしろちょう

ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは
白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが
七313園

ちょうになった︑ちょうになった︒

ちょうになった︑ちょうになった︒

黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと

あげはのちょうが︑まつのかげから舞っ
一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう
すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑
たけのこや︑ちょうや︑はち︑

十三67

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

十一糾8

てでる︒

十一η5

九305配当歩みくる胸のへにちようとびわかれ

まっています︒

七586

七314囹

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七54

あなたの花まつり︒

三107圃

﹇蝶﹈︵名︶10

﹇鳥﹈5しちめんちょう

う・にっきちょう

ちょう

九梱10 ところが︑でんりゅう川の中流の水をくん ちょう ﹇町﹈5やよいちょう

ちゅつちん︵感︶4チュッチン

チュッチン︑チュッチン︑

チュピ︑

ちょう

五9710 チュイン︑チュイン︑チュイン︑チュイン︑
ちょう

﹁チュイン︑チュイン︑チュッチン︑

チュッチン︑チュッチン︑チュウチュウジー︒

鯉川4

五971一

一

チュピ︑

チュッチン︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひくく︑
︵感︶

五星4 チュッチン︑チュッチン︒

チュンチュン

﹁チチチチチチ︑チュピ︑チュピ︑チュピ︒﹂

ちゆぴちゆぴちゆぴ
チュピ
五鵬6

︵副︶一

と鳴きました︒

ちゆんちゆん

七87 すずめが︑ときどき︑チュンチュンと鳴く︒

ちゆんちゆん︵感︶2ちゆんちゆん
三855 ちゆんちゆん︑ちゆんちゆん︒
三855 ちゆんちゆん︑ちゆんちゆん︒
ちゆんちゆん

ちゆんちゆんちゆんちゆん ︵感︶1 ちゆんちゆん︑

十三464
ちょうこくし

ちょうこく師

ありが︑ちょうの羽をひいて行く︒

このお庭僥のために︑細工人︑画工︑

﹇彫刻師﹈︵名︶1

ちょうこくす

ちょうこく師︑下ばたらきの者などが︑三十数人

十五4711

﹇彫刻﹈︵サ変︶1

かかえられていた︒

る ︽ースル︾

ちょうこく・する

かたがあります︒

調子

七674 人の顔をちょうこくするのに︑二つのやり

ちょうし

愛情とかなしみとのまじりあった︑しみ

﹇調子﹈︵名︶6

十一787

ちょうし

同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに

じみとしたそのちょうしに︑

十三304

調子をととのえるには︑どうをあちら

よって︑調子がちがう︒

十四119国

それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ

くちびるに歌をもて︑ほがらかな調子

こちらにまわすのです︒

十四433圏
で︒

十四4512

ほかの人々に傳えるうちに︑あのような︑

ていなければ︑ふるえてもいません︒

短くて調子のいい︑氣のきいたものになった

十四808

三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

昔︑この里に長者がいた︒

ちょうじゃ ﹇長者﹈︵名︶7 長者

十二595

て︑わがままをしはじめた︒

十二596

ある年の夏︑きょうは長者の家の田植え

だというので︑里のおとめたちは︑赤いたすきも

十二599

長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

かいがいしく︑朝から集まってきた︒

十二602

長者は︑高どのの上からこのありさまを

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十二605

939
ちょうしょ一ちょうど

ちょうちょ︑ちょうちょ︑

とまれ︒﹂の唱歌が︑きこえてくる︒

七174圏圖

ながめて︑得意になっていた︒

十二609 高どのに立っていた長者は︑日のまるの

先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに
あっ︑白いちょうちょがとんできた︒

かくれているんですか︒

七195園

ちょうちょがでなかったんですね︒

大きな口をあいてたべようとしたとき︑

くもは︑ちょうちょを手ばなしました︒

ちょ︒

十258

町長さん

道ばたにさくたんぽぽ︑とびかうちょう

﹇町長﹈︵名︶2

あれがないと︑町長さんのかいちゅう時

ちょうちょさん

一日おいて︑町長さんがきた︒

計がなおせない︒

六121

﹇蝶蝶﹈︵名︶2

九悌5園 そうか︑おかあさんをさがしにいきたい

ちょうちょさん

ちょうちょさんは︑羽があるからいいな︒

のか︑ちょうちょさん︒

九幽7囹

ちょうづめもある︒

そこへ

丘のちょうどなかほどにあるのです︒

﹇丁度﹈︵副︶40 ちょうど

三584

ちょうど︑一まいのもうふのようになつ

くとびました

四梱1囹ちょうど

とおりかかって

よ

いや︑ちょうどとおりかかったところ

かったね︒

ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

ちょうど︑そばに小川が流れていました︒

でしたので︒

四m8囹

六下5

六135

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

大きさにまいて︑

六㎜6

なにかよいおりはないかと思っていたら︑

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

がきこえてきた︒

ちょうど︑空からブルン︑ブルンというばくおん

六鵬7

するするとはいるくらいの大きさに作って︑

六棚10

ここを

て︑かっちゃんをささえながら︑できるだけ早

四527

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおききになりました︒

ちょうどおとうさんがおいでに

三603

ちょうど

十五845囹

兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ ちょうづめ ﹇腸詰﹈︵名︶1 ちょうづめ

おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑
ちょうちょか︒

九悩11

いま︑ちょうちょに︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑

ちょうちょは︑﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒
九佃11

九髄11

ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ

きゅうになつかしくなりました︒

九柵1

高いところがらたたき落されたが︑たまた

くもは︑とんでいくちょうちょをみ送りな

ました︒

九陶5
がら︑

九構1

ま︑あの白いちょうちょにあうことができた︒
ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

いちょうちょは︑どうしたろう︒

九柵2囹お月さんのところへとんでいったあの白

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九型6

六92園

このまえきたときは︑風が強かったから︑ ちょうちょうさん

七192園

長所

それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑

おおぎをあげて︑しずみかけた日をさしまねくと︑
十一一6012

﹇長所﹈︵名︶1

長者の望みはとげられた︒
ちょうしょ

七2010園

七2011囹白いちょうちょが︑白い花にとまった︒

九悩7

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

とまっているちょうちょが︑どんなかっ

かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文章のふつ

十五404 しかし︑いまでは漢字の長所をいかして︑

調節

七213園

﹇調節﹈︵名︶1

うの書き表わしかたとなっている︒
ちょうせつ

町村

十四103国 調節ができるとか︑ほのおがゆれたり
﹇町村﹈︵名︶1

しないとか︑

ちょうそん

九悩8園

くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

それは白いちょうちょでした︒

いたるところに生まれました︒

九日10

﹇頂戴﹈︵名︶4

ちょうちょ

ちょうちょをとらえました︒

ちょうだい

十三254すたれた都市はふたたびおこり︑新しい
町村が︑

ちょうだい

﹇蝶蝶﹈ ︵ 名 ︶ 2 6

四832園﹁これもさげてちょうだい︒﹂
六価2園 ﹁紙をちょうだい︒﹂
六悩2園 ぼくにもちょうだい︒
七293園よんでちょうだい︒
ちょうちょ

二233囹はねのいたんだ大きなちょうちょが︑
けさも︑ ゆりの花にきていましたよ︒
二572ちょうちょもとんでいました︒

七163圃ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉にとま
れ︒

ちょうちょ︑ちょうちょ︑
七163圏

七1610先
園生︑きょうは風がありませんから︑
ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七172園風のない日は︑ちょうちょがよくでるの
だったね︒

七174圏國 ﹁ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉に

ちょうなん一ちょっちょっちょっ

940

いまちょうど︑こんな白い花をつけています︒

七207園 一本だけのこしておきましたら︑それが︑

せなかから︑腹までふりまかれて︑ちょうど︑か

くるのは︑ちょうど︑織物をちゅうとでたち切る
のと同じことです︒

十四632

横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ

ちょうど雲やきりと同じようなものです︒

そうして︑大きなうずができ︑それが︑

湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

これは︑ちょうど︑﹁二二が四﹂という

﹇帳面﹈︵名︶1 ちょうめん

に集めていた身にとっては︑
ちょうめん

ちょうるいずふ

十五541

︹題名︺1

ちょうるいずふ

あの有名な﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダ

チョーク

ブリュー︒ジェー・ホランド博士︑

ちよ紙

つくえのまん中にチョークで線をひき︑

︵名︶一

ちよ紙

﹇千代紙﹈︵名︶1

十

ちよ紙

十 ちよ紙・⁝・⁝・三十四

︹課名︺2

十五578園

チョーク

九36

ちよがみ

九桝1
ちよがみ

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

紙かいにゆく月夜かな

九M2図圏

父を失った直後︑文学修業のためにパ

リーに出て︑

十四511

ああ︑そのときもとき︑ちょうどマッチ ちょくご ﹇直後﹈︵名︶1 直後
ちょうど︑発動機にこしょうのできた飛

ちょこちょこ

ちょこんと

かっちゃんが︑わびるようにちょこんと

︵副︶1

妹は︑また︑ちょこちょこ歩きだしました

︵副︶1

ちょくせん ﹇直線﹈n▽いっちょくせん

が︑

ちょこんと

あたまをさげたので︑

四645

著者

あの有名な﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダ

﹇著者﹈︵名︶1

十五541

ちょしゃ

︵感︶一

チョチ︑チョチ︑ア

ブリュー・ジェー・ホランド博士︑
ワワ

五52
チョッ

ちょっちょっちょっ

︵感︶

一 チョッ︑ チョッ︑

川のあかんぼ︑チョチ︑チョチ︑アワワ︒

ちょちぢょちあわわ

母親は︑︿略V︑長男にいくらかのお金を

ことに︑長男に生まれて父母の愛を一身

十528

行機乗りが︑安全な着陸地を上からさがしている
岩角へ身をよせかけたとき︑ちょうどそ

ちょこちょこ

ました︒

ちょうどそのころは眞夏であったので︑

ざかりであった︒

十五609

私は︑そのときちょうど四つのいたずら

こに︑手ごろなとがった岩のかけらが目にはいり

十五3010

ような氣持で︑

十五2610

はもえつくしてしまって︑

十四977

算数の九九と︑にたようなものだと思いました︒

十四7911

ちょうどさけめのようにたて横にやぶれて︑

のようなものがひと皮かぶさっており︑それが︑

十四738

ちょうどだつまきのようなものになって︑

十四676

りが廣がっているように見えるそうです︒

十四649

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒

七412 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑
十三5411 ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑ 一144 ほん一さつ︑ちょうめん二さつ︑
ふんにまみれたみつばちのようになって︑
七468 ちょうど︑汽車もとまった︒
しく書きたすのににています︒

七683 まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ
八42 ちょうど十年ほどまえ︑
八749 ところが︑ちょうどそのとき︑おそろしい
大きないぬがそのすぐそばに立っていた︒

八962 種もみひたしをしてから︑ちょうど10日め
でした︒

﹁ちょうどニリットルあります︒﹂

八醜4 田植えをした日から︑ちょうど60日めです︒
九7211園

活歴7 まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
スキーをするには︑ちょうどよかった︒
九鵬11 みると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつ
の中へとびこんだところであった︒
九柵4 ちょうど白ばらの花がとんでいくように︒

九悩8園 ちょうどいいや︒

十911 ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色
くなるころで︑

十1211囹 ちょうどあなたたちと同じ年ぐらいな子
どもを︑わたしは︑自分の國にのこして

十五738

のでした︒

十三2210
スは︑

十五6010

ダルガスの長男︑フレデリック・ダルガ

持たせ︑父親の看病のために︑ナポリへよこした

十一6411

十425 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の ちょうなん ﹇長男﹈︵名︶3 長男
深さのこともわかり︑

十﹇812 ちょうど︑少年がそういうはかない希望
．をもって︑いっしんに看護していたときでした︒
十一866園 ちょうどあなたが入院したと同じ日に︑
入院したんです︒

十二96園 おまえが学問のちゅうとで家に帰って

941

みそさざいは︑﹁チョッ︑チョッ︑
︵副︶49

ちょっと

チョッ︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれました︒

五餌5

一一

Q園 もしもし︑ちょっとそのぞうという
さわらせてくれませんか︒

ちょっとかしておくれ︒

水の音をたいこであらわすことなどは︑

ちょっと考えられないが︑

九109

しばらくして持っているすみに氣

九956

やまだちょっとたかぎをみて︑

﹁ちょっと待て︒﹂

たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑

九伽6

ちょっと待ってください︒

感謝するような色が︑そのひとみに︑

民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて

にでかけたるすにやってきて︑
十二2412

ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒

いますが︑ちょっときいてもわかりません︒

十三507

です︒

九345国

おとうさんのおはかについては︑どう

ちょっと見ただけでは︑まったく関係の

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

ぼくは︑ほんとうにすみませんが︑

︵連体︶3

ちょっとした

少年は︑父親のちょっとしたため息にも︑

ちょっとした目つきにも︑

ちょまを植えた一アールあまりのところ

チチロは︑いよいよよくせわをして︑ ちょま ﹇苧麻﹈︵名︶3 ちょま

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四944女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし

十一792

で︑

ちょっとした目つきにも︑ふるえながら氣をもん

十一792

ちょっとした

ちょっとのまも行かれないのです︒

十五901園

と考えてみただけでも︑

十五3810

ばしでつき殺されます︒

十五3110

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

十五319

ないようなことがらが︑

十四694

十四199園手おけはちょっとおかしいわね︒

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒

十四157国

思います︒

くりの木は︑ちょっとしずかになって︑ 十四65国 おかあさんとちょっとお話をしょうと

方に美しい湖がみえます︒

九327葛家のまえをちょっとでると︑はるか下の
九498

ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と

﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

九5311

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒
じつは︑おとといからめんどうなあらそ
しゅすの着物のえりを開いて︑黄色のじん

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

九6010囹
九6811

たかぎ

それはちょっとわかりませんね︒

ばおりをちょっとだして︑

九808園

九966

がっき︑ちょっとためらったのち︑

六237 バイオリンをちょっとひいて︑

九979

六備3囹 ﹁ちょっと糸を持たせて︒﹂

九柵2園

きてくれないか︒

六伽6園ちょっとかくしておくれ︒

この少年の問には︑ちょっとおとうさんも

た︒

そこで︑リビングストンがちょっとそと

十一9012
が︑

十ニー22

九349国

ちょまはふえる力の強い草なので︑

︿略﹀一かぶから七本も八本もでていて︑

ちょっとわきのほうにいっていた看護婦 九346国 ちょまの根は︑ふといごぼうのようで︑

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一8810

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

十一774

ういいました︒

十一7412

困りました︒

十151

とまわりするのだ ︒

七145 ﹁ちょっと︑手にあまるしごとだな︒﹂
七254園 ちょっとまってください︒
たしにちょっと話をさせてください︒

七432園 たいへんさしでがましいことですが︑わ
七451 ここで︑ちょっとことばを切った︒
七521一 ボールが︑よくあいてにあたって︑ちょっ
とのあいだに︑勝つことができた︒

それか

七752園 ちょっとのまに︑いなくなってしまった︒

ら一﹂といってから︑ちょっと考える︒

七773 そうして︑左の足が一本短くて

すると︑医者はちょっと考えてから︑こ

七79囹 風になったら︑学校の中を︑ちょっとひ

ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒

六9511園 それでは︑たいをちょっとここへよんで

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒

六1111 時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳 九945

五8711囹

まえにでてみまし た ︒

二664園
ちょっとちょっと︑しずかに︒
ちょっとちょっと︑しずかに︒
二664園
またちょっと︑ 家の
五551食事をすませてから︑

ものに︑

R4

二339園
ちょっとそこをといてください︒

すると︑きしゃはもうついていました︒

一565 おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

ちょっと

ちょっと一ちょま

ちょろちょろ一チルチル

942

﹁チョロチョロ︑ひくく鳴ったり高く鳴っ

ちょろちょろ ︵副︶ 3 チョロチョロ ちょろちょ
ろ

五794
た り し て い ま す ︒﹂

ちょろちょろと︑りすさんがきました︒

六旧6 カチン︑カチンとわっていると︑そこへ
九伽5 岩まからちょろちょろとわきでる泉があっ
︵副︶一

チョンチョン

て︑それでもう終りであった︒
ちょんちょん

︽ーシ︾

十四635

しずくのつぶの大きいのが︑ちらちらと

︽ーシ︾

女の子は︑窓々をとおして︑ちらちらと

目に見えます︒

十四937
ちらちらする

かべや屋根をすかして見ると︑ちらちら

︵サ変︶1

かがやくともしびの光を見た︒
ちらちら・する

十四7211
ちらちらちら

ちらちらちらと雪が降る︒

︵副︶1

したものが見えることがあります︒

四883圃

ちらちらちら

七625

ちらばる

︽ーッ︾

なの花ちらほらさきはじめ︑うすぐもり︒

うなものです︒

雲が消えてしまったあとには︑いまいっ

︵下一︶ 2

ちりはてる ︽一

紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす

﹇散果﹈

ちりもつもれば山となる︒

た︑ちりのようなものばかりがのこっていて︑

十四648
十四822
ちりは・てる
テ︾

ぎれば風あたたかく︑

十一307圃

十一401圃山のもみじ蔑みなちりはてて︑青くし

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

ちる ︽ーッ・ーリ・ール・一

花がちって︑実がつきはじめたからで

﹇散﹈︵四五︶6

せんでした︒
ち・る

レ︾﹇▽とびちる

しょう︒

七1710園

九冊4口薗凶圃 金色の小さき鳥のかたちしていちょう

げんげがさいて︑なの花ちって︑かき

ちるなり丘の夕日に

十一329圃

かきねににおうきんもくせい︑しとし

のわか葉に日の照るころは︑

とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑

十一389翻

十ニー37そこには一本のざくろの木があって︑夏

わしの白い下羽が︑綿のように一面にち

じゅう美しい花をつけていたが︑あらかたちって︑
りました︒

十五304

チルチル﹁あんなにうまいものをたくさ

は︑だれだろう︒﹂

んたべて︑うれしそうにしているふとった人たち

十五832

よけいなことばは︑ちりほどもあってはな チルチル ︹話手︺44 チルチル
そのしんになるものは︑ふつうけんび鏡
でも見えないほどの︑たいへんこまかいちりのよ

十四645

りません︒

七558

十三212

ふみ石の上にそろえてある大小二つのく ちりょく ﹇地力﹈︵名︶1 地力

﹇散﹈︵五︶3

星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ

また下の方にちらばっているひつじのむ
れを追いでもするように︑

十五221

います︒

ノnJ− それどころか︑十万光年の星もちらばって

天50

ヨン画と同じだ︒

七92

ちらば・る

つをちらと見た私は︑たちまちふくれあがって

十五622

十四791 十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョ ちらと ︵副︶1 ちらと
ンチョンとたたいて︑みごとに割っていました︒
ちょんちょんすずめ ﹇雀﹈︵名︶1 ちょんちょんす

六472圃 おちばの︑おちばの子どもたち︑ちょん

ずめ

ちらす

どこへいく︒

﹇ 散 ﹈ ︵ 五︶2

ちょんすずめと
ちら・す

五504囲 かげをちらして岸をでる︒
十一923 すみれをベッドの上にちらしながら︑
ちらちら ︵副︶9 ちらちら
がちらちら光っていました︒

五5311 そういいながら西の方をみると︑小さな星ちらほら ︵副︶1 ちらほら

くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが
ちらりと

ちらりとつばめのすがたをみた人は︑きっ

︵副︶1

と︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

九254

ちらりと

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九備8

六262 雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ ちらりちらり ︵副︶1 ちらりちらり
ろ︒

九79 この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも
なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

九782園 そう︑あの向こうの小高いところに︑白
い物がちらちらとみえるでしょう︒
日のしま目もようにもちらちらとして︑

十三56 春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ ちり ﹇塵﹈︵名︶4 ちり
十三363 中庭のあんずがさいて︑花びらがボー・ト
ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒
十三395 つくえの方をちらちら見る︒

943
チルチルーチルチル

十五8310 チルチル﹁私たち︑あそこへ行ってもい
いの︒﹂

そうな︑幸福そうな顔をしているなあ︒

十五856 チルチル﹁あの人たち︑ずいぶんうれし
十五865 でないと︑かんじんな用むきをわすれて

チルチルはねまわりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五M9 チルチル﹁ぼく︑うちへ帰りたくないや︒

十五憎3

チルチル﹁ふしぎだな︑おかあさん︒

十五977

チルチル﹁どこにびんぼう人がいるの︒﹂

つつましくすこしさがってい

十五982

チルチル﹁いいえ︑あの人は︑あんまり

あの人︑だれなの︒﹂チルチル﹁光さ︒﹂

︹人名︺1一 チルチル

にかんで︑

十五861一

チルチル︑すこし横の方に立っているひ

︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チ

チルチルがふと見ると︑かれらはみんな

チルチルは︑﹁光﹂のいうように︑ダイ

ヤモンドをまわします︒

十五944

となかよくテーブルについて︑

十五922

ルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

十五9111

おいでなさい︒

十五893

とりの﹁幸福﹂を指さして︑チルチル﹁︿略﹀︒﹂

十五889

軸紐つた﹁チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂

チルチルの方へ手をさしだしながら︑

さとうとは︑はじめはいって來たとき︑すこしは

十五8210 チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑

チルチル

ているの︒

十五柵8 チルチルびっくりして︑﹁どうしてない

だろうって︑心配しているのですよ︒

はっきり顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこわがる

十五幡1一

十五備6

る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五備3 チルチル

チルチルがまんができなくなって︑﹁ぼ

く︑あの子たちとおどりたいなあ︒﹂

十五986

こんにちは︑チルチル︒﹂チルチル﹁また︑

ぼくを知っている子がいる︒

十五996

十五9911チルチルすこし困って︑﹁︿略﹀︒﹂

しまうからね︒﹂ チ ル チ ル ﹁ ど う し て ︒

ルびっくりして︑﹁え︑あなた︑ぼくを知ってい

十五87一 チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂チルチ

がい

チルチルびっくりしてひどくおこって︑

チルチル﹁きみ︑あの人たちの睨まえ
チルチル﹁だって︑ぼく︑その兄弟に
チルチル﹁それから︑あちらの遠い遠い

チルチル﹁それから︑あすごに︑ずっと

チルチル﹁ほかの人たちはなにをしよう

チルチル﹁でも︑あなたは︑うちのおか

十五995圓

チルチル﹁おもしろいなあ︒
チルチル﹁ああ︑そうだ︒

十五燗11囹

チルチルや︑おまえは︑いまだけ天國

チルチルや︑それから︑ミチルや︒

に來ていると思っているけれど︑

十五価3園

ルチルに近づいて來ます︒

こんにちは︑チルチル︒

十五耐11 わんぱくこぞうのようなのが︑︿略﹀︑チ
チルチル．﹁それに︑このきれいな着物は︑

あさんににているけれども︑ずっときれいだも

十五柵3

十五川12

まあ︑なんでこしらえたの︒

十五柵1一

の︒﹂

十五m4

としているの︒

十五鵬10

て來ないのは︒﹂

後の方に︑ベールをかぶったままで︑ちっとも出

十五燗7

金色の雲の中に︑︿略﹀いる人︑だれなの︒﹂

十五佃一

あったよ︒

十五柵2

知ってるの︒﹂

十五鵬9

﹁︿略﹀︒﹂

十五価2

あんなにきれいなの︒﹂

十五佃6 チルチル﹁そうして︑みんな︑いつでも

るの︒﹂

十五棚3 チルチル﹁おや︑そうなの︒
十五梱8 チルチル﹁ぼくのうちにも﹃幸福﹄

るの︒

いらないで︑せなかをむけているのはだれです︒﹂

十五881一 チルチル﹁それから︑あの︑なかまには
十五8912 チルチル﹁いいえ︑どうもありがとう︑
﹃ ふ と っ た 幸 福 ﹄さん︒

十五913チルチル﹁なにをするのです︒﹂
十五917チルチル﹁それがおもしろいの︒﹂
十五925チルチル﹁おや︑光さん︑ごらんよ︒
十五929チルチル﹁チロi︒
十五932チルチル﹁なんだって︒
十五946チルチル﹁ふとった幸福﹂どもがにげて
行くのを見ながら︑ ﹁︿略﹀︒みんなどこへ行く
の︒﹂

＋五9510チルチル﹁あの子たちを知っているの︒﹂

十五949チルチルそこらを見まわして︑﹁︿略﹀︒﹂
＋五9512チルチル﹁なんてたくさんいるのだろ
う︒﹂

十五963 ﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひどい目にあ
わせたのだよ︒﹂ チ ル チ ル ﹁ で も い い や ︒

十五967 チルチル﹁小さな子がやって來た︒

だ︒

十五97一 チルチル﹁まあ︑なんてかわいらしいの

してもいいの︒﹂

十五974 ﹃子どもの幸福﹄だよ︒﹂チルチル﹁話を

チルチルさん ︹人名︺2 チルチルさん
十五8612園 チルチルさん︑ごきげんよう︒

十五伽10囹だって︑チルチルさん︒
チルデンせんしゅ ︹人名︺9 チルデン選手
十二827 清水選手の相手はチルデン選手でした︒

十二827 チルデン選手は︑アメリカきっての名手
です︒

十二847 あの小さいからだが︑︿略﹀︑大きなチル
デン選手を追いつめるものすごさは︑

十二849 しかし︑さすがにチルデン選手です︒

ちろりん
八137

︵感︶一

チロリン

﹁チロリン︒﹂だの︑﹁チイチイチン︒﹂だ

︵感︶一

チンカラカラ

のと鳴いているほおじろの声をきくと︑

チンカラカラ︑チンチンカラカラ︒﹂と︑

ちんからから

五脳9
いい声で鳴いて︑

ちんぎん

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

﹇賃金﹈︵名︶1

十五4812

ちんぎん

︵感︶一

チンチンカラカラ

めに︑家の道具を責らなければならなかった︒
ちんちんからから

−

ちんぼつする

チンチン︑ゴウゴウ

チンカラカラ︑チンチンカラカラ︒﹂と︑

いい声で鳴いて︑

五掴9

︵感︶一

︵サ変︶

チンチン︑ゴウゴウ︒
﹇沈没﹈

ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて

い︑ねむってしまいましたQ

いそがしいものだから︑ついしつけが

もらったうれしさで︑まだむちゅうになっている

十一55

のである︒

十二261園

かたほうはどこへいったか︑つい見いだ

できなくて︒

せなかった︒

十四912

呂くがっついたち・ごがっついたち・じゅ

δについて・のうときようげんについて

うがつついたち・じゆうにがっついたち

ついたち

﹇序﹈︵名︶2

ついで

ついで

ついでですから︑

南へひきあげるついでだから︑えんりょ

一つ持っていってあげ

ついて

五299囹
ましょう︒

しなくてもいいのよ︒

六422囹

しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

十三264

がまん強い実行と︑熱誠な共力によって︑
︽テ︾

ついに︑あれはててしまったのです︒

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三204

きて︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

ときに︑ほかの生貝のがいとうまくを切り取って

十444 研究を重ねたすえ︑ついに核をさしいれる

小さな汽船が︑十ばいもある定期船につ ついに ﹇終﹈︵副︶4 ついに

つ

あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ︑つ

つ一つめはのばさぬように︒

夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

︵感︶一

ツイベi︑ツイベi

ツイベー︑ツイベー︒

尋いっつう

とちゅうでひと休みしているうちに︑つ つう・じる ﹇通﹈︵上一︶5 通じる ︽ージ・ージル︾

つう

五脳8

ついべ一ついべ一

て︑ついにラジウムを発見したのです︒

十四371

いに︑今日のような平和國家をうち建てました︒

目をあけてつくづく見ればばらの木

きあたって︑ちんぼつしてしまいました︒

︵助動︶1

つ

にばらがまっかにさいてけるかも
一

屋根が︑めがねのたまいっぱいにひろがっ

七805園

て︑ついそこにあるようにみえるではないか︒

乱言7

つい︵副︶5つい

四769

つ

十五145図魍

つ

十四451

︽ーシ︾

ちんぼつ・する

三86一

ちんちんごうごう

十二8412 第三回めはチルデン選手の勝︑続いて第

十二8411 第三回めはチルデン選手の勝︑
四回めもチルデン選手の勝となりました︒
十二854 試合のまっさいちゅう︑︿略﹀︑チルデン
チルデン選手もそのおうえん者たちも︑

選手はかた足をふみすべらせてしまいました︒
十一一859
もうあきらめているときでした︒

十二862 チルデン選手は︑とりみだしたしせいで
はありましたが︑︿略﹀︑無事に受け返すことがで
き︑

チロノー︽ーイ︾

﹁オソト︑ワンワン︑チロイ︒﹂

﹇ 白 ﹈ ︵ 形︶2

十二301園︺

ちろ・い

ワン︑ゲタナイ︑アンヨ︑イタイ︑イタイ︒﹂

十一一308圏 ﹁チロイ︑ワンワン︑チッポーワン

チロー ︵名︶3 チロi
十五929園 チロー︒
それから︑チロi︑おまえもすぐ來い︒﹂

十五929囹 こら︑チロー︒
十五933園

いぬぶつぶついいながら︑
ちろちろ ︵副︶1 ちろちろ
かにいてすぎの山しずか

九備6図魍 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

つ

チルチルさん一つうじる

944

十174囹 えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ
とばでは通じませ ん ︒

十二313 私の一生を通じて︑わすれることのでき
ないいちばん大きな日は︑
十二892 そうでないと︑相手の人に満足を與える
ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十二931 ﹁遠足﹂ということばは︑︿略﹀︑同じよ

二605園

その

そうして︑これをつかいますよ︒

1

つかいなさる

︽ー

つかいなれる

四799

つかう︒

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂を

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂を

﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ

ぼくらのほうのボールをつかうことになつ

あのうまく足をつかうようすや︑あのし

なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ

こんなときにも︑たいこをつかう︒

九851園

また︑飛行機という文明の利器が︑このし

いのししやしかの角などに手を加えて︑

ごとにっかわれたということを︑

九239

ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九2111

九142

きをした人もいました︒

八研4 いねこききかいをつかわずに︑手でいねこ

かった︒

ように︑いつも足をつかっていなければならな

︑
ノ5
80
1あひるの子は︑あながこおってしまわない

せいのいいのをみてもわかる︒

八669園

にっかいますから︑

八181 ことにまえ足は︑いつもトンネルをほるの

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八175 人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

た︒

七514

たばあいを︑しめしたものです︒

七153

つかわれているのでしょう︒

このようなときの﹁手﹂は︑どんないみに

人がときどききて︑水道をつかいます︒

ゑ

四775 ゐ

かんなをつかっている人もあります︒

ことばをつかわないということだよ︒

いうのは︑きたない

三134園

︵五︶

1

ひとことと

つぎの﹁手﹂は︑どんなつかいかたでしょ

三357園

といったり︑﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒

うか︒

七141

同じことばで︑ちがったつかいかたがある

のは︑﹁手﹂だけではありません︒

七147

私たちのからだの名まえに︑このような︑

いろいろなつかいかたがあるのは︑おもしろい

七158

﹇使﹈

︵下一︶

じゃんけんをして︑いいほうのボールを
﹇使慣﹈

おじさんのつかいなれたペンですよ︒
つかう︽ーイ・ーウ・ーエ・

つかう︒

十二538

五醜2

人形のつかいかた

うに通じる力をもっている︒
十四106團

イ︾

十五711園

︽ーレ︾

つかいな・れる

つかいなさい︒

七512園

それには︑つかいかたを書いた小さな

十三266 ペキンの町には︑ホートンが︑あみの目

七136

つえ﹇Vまつばづえ

つかいなさ・る

書きつけがついているはずです︒

のように通じてい る ︒

つ一ぴ一つ一ぴ一 ︵感︶一 ツーピー︑ツーピi
﹇杖﹈︵名︶5

五悩9 ツーピー︑ツーピー︒
つえ
つえをつきながら︑そこへ集まった︒

九価1 ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

るほどりっぱなスキー場で︑

九柳3 のだ先生がつえでさされる方をみると︑な

ーッ・ーワ︾δおつかう

つか・う

じをよむときには︑くちをつかいます︒
一155
いきもっかいます︒

一154
めもっかいます︒

一153

﹇使﹈︵五︶63

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

九佃1 三百五十メートルも登ったところで︑つえ

答えた︒

九柵2 ぼくたちも︑みんなつえをふって︑それに
ころばぬさきのつえ︒

一156
こころもっかいます︒

■かいつか

十四817︹図

つか

P囹そんなきたないことばをつかうもの

一164
かみもっかいます︒

一163
えんぴつもっかいます︒

じをかくときには︑てをつかいます︒
一162

つかいかた

づかい・ぞうつかい・にんぎょうつかい・まほうつ

つかい 具vおこづかい・おつかい・こづかい︒ことば

﹇使方﹈︵名︶8

五年の人たちも︑六年の人たちも︑そ
のまえの人たちも︑これをつかいました︒

二5910園

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒

二589み
園なさんの つかっている つくえも︑

では ないよ︒

一一

かい︒めしつかいたち
つかいかた

七115 同じ﹁手﹂ということばにも︑いろいろな
つかいかたがあり ま す ︒

つかいかたです︒

七1110 ﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同じ
七138 それとよくにたつかいかたで︑﹁まいの手﹂

S2

945
つ一ぴ一つ一ぴ一一つかう

つかえ一つかまえる

946

なにかの道具につかった物があったでしょう︒
が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒

十178園 こうしておまえたちに話すようなことば
十372 あくる年から︑豊田式人力織機は︑國内に
ことばをつかっていることや︑そんなも

つかわれるようになったが︑
十一﹇3312

いまいった文樂は手でつかうのだが︑

のがこの世にあることさえ知らず︑
十一一4511囹

そのほか︑指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑
糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

いっしょにっかえばいいよ⁝⁝うん︑

て來る者もある︒

十三413園

尋さしっかえ

いたいものですね︒

つかえ

このようにして芭蕉につかえながら︑は

ぼくは︑あなたにっかえる﹃健康の幸

ホランド博士は︑職孚中で費用が思うよ

﹇使﹈︵下一︶！ つかえる ︽ーエ︾

﹇番﹈︵下一︶3 つがえる ︽ーエ︾

そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164

三襯8 けらいたちは︑弓に矢をつがえました︒

つが・える

うにつかえないことについてくわしく話し︑

十五554

つか・える

福﹄です︒

十五皿6園

い句の話をきくのでした︒

十二714

ル︾

十三416園ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう つか・える ﹇仕﹈︵下一︶2 つかえる ︽ーエ・ーエ
のは︑ぜいたくというもんだ︒

それが長い間つかっているうちに︑

私たちのっかっていることばの中で︑

この式のランプをつかっているというのが

十四126團私の友だちで︑母親が十年このかた︑
十四204

十四228圏

また︑音樂の時間によくつかう︑リズム

すっかりなれてしまって︑

十四268

漢語をつかう︒

とか︑ハーモニーとか︑︿略﹀とかいうことばは︑

十四275囹

十二4512圓指でつかうもの︑
十二4512囹ぼうでつかうもの︑

長いあいだつかっているうちに︑もと

もとからの日本語のように思われてきたのだ︒

十四277囹

くより︑写眞のほうがずっと便利なわけだけれど︑

十二4712囹 絵のぐをつかって時間をかけて絵をか

また︑木の皮や︑あさなわなどであんだ

かりうどが矢をつがえているではありませんか︒

六173 その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑
﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑

つかつか

﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つかつかと小屋の中

︵副︶2

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

喜んだのもっかのま︑幸吉の心からの助力

﹇束問﹈︵名︶1 つかのま

つかまえる

︽ーエ︾

いちばんしまいにいたわにざめが︑白う

りとってしまいました︒

さぎをつかまえて︑からだのけをみんなむし

三461

つかま・える ﹇捕﹈︵下一︶10

者であったうめが︑この世をさってしまった︒

十4211

つかのま

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑

十五7210

へはいっていきました︒

八487

つかつか

とは︑心をゆるした間がらのこととて︑

札幌独立教会をつかさどっていた私の父

十五382

ぎょうぎのいいことばをつかってもら

十五607

日本では︑中國から傳わった漢字をつ つかさど・る ﹇司﹈︵五︶1 つかさどる ︽ーッ︾
ローマ字は︑︿略﹀︑世界の大半につかわ

ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ
世界のどこに︑こんなに三種類も四種類

アマスト大学の助手をつとめていたこ

自分の家でつかう食器とか︑

十五9212園

ろ︑寄宿舎で二間続きの室をつかっていた︒

十五571園

十五478

もの文字をつかっている國があろうか︒

十五428

らがなとの三種類の文字をつかっており︑

十五425

表わすことができて︑標準語の教育に役だつ︒

むばかりでなく︑発音のこまかなところまで書き

十五411一

れている文字である︒

十五4010

かっているうちに︑

十五392

ひももっかい︑

十二5311 人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔 十五351
や頭がみえないようにする︒

十二546 つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく
れるところを作り︑まくでかくす︒

十二781 その少年たちは︑じょうずにえい語をつ
かって頼みました︒
ただ習慣としてことばをつかえば︑こと

ばの力がうしなわれていく︒

十一﹇8911

十二㎜1 もちろん︑水をくんだり運んだりすると
きにもつかったことでしょう︒

十二鵬4 いまつかっているお金とずいぶんちがい
ます︒

十二㎜9 これは能につかうお面です︒

十三89 考えたり︑調べたり︑また︑種々の器械
をつかって観察したり︑実験したりする︒
ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十三318 さるまわしは︑さるをつかったり︑せり
十三3111 鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ

947
つかまる一つかれる

つかみあいをはじめるんだもの︒

四214團 ねこのわたくしは︑どのねずみをつ 九918囹 いっしょに歩いているうちに︑きゅうに
かまえようかと考えました︒

︽ーッ・ーリ︾

そばにすえた小さなかごの中から︑一わず
﹇掴﹈︵五︶14

つかむ

だいたいの形をしっかりとっかんで︑

つがるかい
︹地名︺ 2 津軽海

きなブラシをつかんで︑力のかぎりみがきをかけ
た︒

ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたの

つがるかいぎょう

つがるかいきょう ﹇津軽海峡﹈
きよう

峡 津軽海峡

十一472

津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ

は︑ぼくの二年生のときだった︒

十一474

つかれ

寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで

﹇疲﹈︵名︶1

れて︑

つかれ

しまって︑

十四4611

毎晩︑家に帰ってくると︑書まの働きで

つかれきっていながら︑わらをたたいてわらじを

十一2112

八876 そこで︑つかれきって横になっていた︒

えに︑もうつかれきっていた︒

八611 けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

少年は︿略﹀︑いきなり病人のうでをつ つかれき・る ﹇当切﹈︵五︶3 つかれきる ︽ーッ︾

十ニー512

子どもたちは︑それをつかもうとして追
物理の時間に︑先生から︑星をつかめと

作ることにしました︒

こめられたまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

︑rO−
ノΩU− とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ

︽ーテ︾

夫人は︑星はつかまなかったのですが︑ つかれは・てる ﹇疲果﹈ ︵下一︶ 1 つかれはてる

大きなやまわしのつめにっかまれて︑女

下につかまれている女の子は︑

かた手に小さなくつを持ち︑かた手に大

ああ︑つかれた︒

十三4011園

く︑

十一2510

ぼくらのはりきっているとき︑ぼくら

四十日の旅じゃっかれただろう⁝⁝

金次郎は︑すこしもつかれたようすもな

のっかれているとき︑

十一810園

をおろすのは氣がつかれます︒

九394團八九メートルもある木の上で︑なたで枝

八725 つかれて︑氣がしずんでいた︒

一644園

急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女 つか・れる ﹇疲﹈︵下一︶6 つかれる ︽ーレ︾
上体をぴったりと鳥のせにつけて︑右手
鳥が大づめでつかんでいる女の子のから
十五273

鳥は︑︿略﹀︑つかんでいた女の子をはな

十五639

して︑あおむけにたおれかかりました︒

十五293

だが下へ落ちないように︑

十五252

で鳥のつばさのっけねをつかみ︑

十五251

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245

の子はばたばたしているではありませんか︒

十五237

その感動から研究を進めて︑

十四3612

いわれ︑

十四369

いかける︒

十三368

かんで︑﹁︿略V︒﹂といって力づけました︒

十一809

つかまれている

︽ーマ・ーミ・ーメ・

ぼくだっていやだ︒﹂と︑

一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

手をふりはなそうとする︒

九8810

ーモ・ーン︾

つか・む

つつかみだしては指さきへとまらせたり︑

八59

四226團 そこを︑わたくしがうまくつかまえま つかみだ・す ﹇掴出﹈︵五︶1 つかみだす ︽ーシ︾
した︒

の︒

四9710囹 だって︑ぼくたちが つかまえたのだも

六639 つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくをだ
しておこった︒

七577 ほたるを三びき︑つかまえました︒

つかまる

つかみあい

動かずにいる︑うでをつかみました︒

八8611 子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう 十一693
として︑

もがつばめをつかまえました︒

九173 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど
十一一163 そんなところをはっきりつかまえたいも
のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒

﹇ 捕 ﹈ ︵五︶6

十三511 子うしをつかまえに行って來るよ︒
つかま・る

四181 おかあさんの手の上につかまってひい
た︒

とき︑またわの中ににげこみました︒

四224国 もうすこしで つかまりそうになった
六153 ありはそういって︑すぐ木の葉の船につか
まりました︒

てちぎれてしまう ︒

六357 かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび
十541 妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか
まって︑水の中をのぞきました︒

﹇掴合﹈︵名︶2

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒

十四487 一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人
つかみあい

ました︒

六襯2 二ひきのとらさんが︑つかみあいをはじめ

つき一つき

948

つき

﹇月﹈

︵名︶

49

月

■おつきさま・おつきさ

ん・おつきさんのくに・おつきみ・おぼろづき・ひ
とっき・ふたつきはん・みかづきさま・みかづきさ

三期1 月のきれいなばんになると︑かぐやひ

ん・みつき

めは︑空をながめてはためいきをつき︑

三㎜4 あきがきて月がうつくしくなると︑か
ぐやひめのようすはいつそうかなしそうにみ
えました︒

三塁3園 ほんとうは︑わたくしは 月の世界の
ものでございます︒

三佃4園 この十五夜には︑月の國からむかえ
がきて︑かえらなければなりません︒

三佃9園 どうかして︑かぐやひめを月の世界の
人にわたさないくふうはあるまいか︒

三佃10囹 せめて月夜には月をみて︑わたくし

そ

六517

月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

たかと思うとまたすぐはいります︒

月はいま雲からでて︑大いそぎではなれて
じっと月をみつめていると︑月は動かない

いきます︒

六522
六526

で︑雲が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒
よしおとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁雲が走

月は動かないで︑

六542園

六527

そうして︑しばらく枝こしに月をみていま

る︒﹂といいあつているのをききながら︑

六545

すると︑月は枝のあいだにじっとしていま

したが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手まねきをしました︒

六5410

動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

六559

それがすむのをまっていたのか︑すぐうし

枝のあいだにはなくて︑

七704

この﹁月﹂ということばに︑﹁水﹂という
﹁月﹂だけで思いだした心の絵とは︑いく

十608

﹁︿略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやった

地面は平らなもので︑日や月が︑東から

月も︑東の空から西の空に向かって動き

ら︑あかちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

ます︒

十三129
十三1210

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星

西へまわっているように思われます︒

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ

の夜であれば︑またさらに美しい︒

十三339

十三564園

千九百二十年十月の︑ある月のない夜の

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒
ことです︒

十四452

これは︑白いうす雲が月にかかったとき

に見えるのと︑にたようなものです︒

十四638

十五123図圃

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

十五102圏月が出る山の家にうしをつないだ木

ガラス戸の外は月あかし森の上に白

リキの屋根に結うつる見ゆ

十五125図圃

夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

雲長くたなびける見ゆ

の外明らかに月ふけわたる

十五133図上

照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

根にうつりし影なくなりぬ

十五135図圃
子もりするしずかなる月なの上に

十五137図圏

月はもう頭の上まできていました︒

十五棚9園

﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作ら

おまえたちがほおずりをするたびに︑

﹁森﹂が作られた︒

れ︑﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ねて

十五376

ゆるがして汽車ゆきかえる

月照らす上野の森を見つつあれば家

うえの

九264下畑

月の夜をわが家のありしあたりまで
いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに
九備1

くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが

﹇付﹈ Oおつき・かおつき・ことばつき・めつ

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

き

つき

青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の
月がでてきた︒

十601

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

十44

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九衛8

光っていました︒

九搦10

九272立野

らかちがつたものがあらわれてくるでしょう︒

九76

ことばをそえたら︑

九75

ろに︑月は︑音もなく︑のっそりとでていた︒
のことを思いだしてください︒
﹁月﹂という一つのことばがあります︒
四164 おかあさんが︑月にてらされて︑水をく 九72
む︒

四17一 バケツの中に月がうつっている︒
．四7710 ま
まつに月︒
四髄4楽章 月の 都の 天人たちは︑ みんな

ろってまいじょうず︒

四欄7圏幽黒いころものそろいでまえば︑月
はまつ黒︑やみの夜︒
は十五夜︑まんまるい︒

四壁1㈲国國 白いころものそろいでまえば︑月
五937 むこうの山から︑大きな月がのぼってくる
ところでした︒

五939 りょうかんさんは︑いつまでも月にみとれ
ていました︒

六512 月の明かるい晩でした︒

949
つき一つきあい

っき ﹇突﹈8ひとつき
﹇ 次 ﹈ ︵ 名 ︶ 53

つぎ 次

第三号をつくる人は︑またそのつぎを書く

できあがりました︒

のです︒

六665

十196 ﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる

声がきこえる︒

十651 つぎの﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なもの

日の病氣で死んでしまいました︒

つぎ

つき ﹇鳩﹈5もちつき

十一541

十一281

そのつぎの日も︑一日ずっとそばにいま
した︒

十一885

ひょう語がかかげられているのをみた︒

このごろ︑電車の中に︑つぎのような

ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

こんなことをつぎからつぎへと考えました︒

ひろえたら︑

です︒

六668

こんなことをつぎからつぎへと考えました︒

お話の題はべつにきめませんから︑かって

六749

につぎを考えてください︒

一468 つぎのへやで︑こしをかけてまってい

六749

ますと︑

つぎのとしの たまひろいで︑
そう し て ︑

きれいなたまが

一5410園

つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

十一一275 いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ

とまいた︒

六棚9

つめました︒

﹁い﹂のつく ことばをあ
二85 つぎの日に︑

そうして︑木の切りかぶに︑つぎのような

つぎに骨のとりつけです︒

先生が︑こくばんにつぎのようなことを

三203

六佃7

つぎに︑﹁ドッジボール大会﹂という文章

十二329

手に︑はじめのはゆっくりと︑次には早

そうして︑次のしゅん問には︑

そうして︑つぎのようなことぼはその一

つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい

つぎに︑茶わんのお湯がだんだんにひえ

るのは︑︿略﹀と思っていいのです︒

十四709

ろのうずができます︒

十四658

例だとおっしゃってこくばんにお書きになった︒

十四207

紙の中にもよくうかがわれます︒

十四61 ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手

十一一971 次の写眞帳は︑なんの写眞帳でしょうか︒

十一一566 次にいくつかの例をあげてみよう︒

く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二371

やにはいっているというように︑

六梛1

つぎからつぎへと︑子どもたちがやってく
つぎからつぎへと︑子どもたちがやってく
つぎの﹁手﹂は︑どんなつかいかたでしょ
おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け
つぎからつぎへ︑﹁よいしょ︒﹂﹁よしき
つぎからつぎへ︑﹁よいしょ︒﹂﹁よしき

た︒﹂﹁それっ︒﹂と︑送ってくれました︒

七396

とって︑つぎの人に渡しました︒

七395

うか︒

七141

る︒

七510

る︒

七510

ことが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

おかきになりました︒

ん﹂にきめて︑ つぎのような文を書きました︒

四202 まさおさんは︑
あいての人を﹁おかあさ

知らせたいといって︑つぎ
四315 ﹁みんな﹂に
のような文を書きました︒
しました︒

四368 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑つぎのような話を

四559 つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつが
ずっとさがって︑
りました︒

四843 そのつぎの日の夜︑お友だちがあっま
五137園 このつぎの駅ですね︒

七481

た︒﹂﹁それっ︒﹂と︑送ってくれました︒

五5410 空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ 七397
の星をみつけることは︑できませんでした︒
五793 つぎのような文が︑はりだされました︒

つぎのはどうでしょう︒

十五661

十五555

その次には︑︿略﹀大きな写眞を二まい︑

そうしてつぎのように語った︒

光にすかして見ると︑

つぎには︑熱い茶わんの湯の表面を︑日
七592

つぎには︑雨の降るところであった︒

十四735
九114

汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

つぎに︑風の音をたたいた︒

が︑ニへんあります︒

五研7 ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ

九119

五鵬3 そのつぎの日もやってきました︒
むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

九226

い・おつきあいする

﹇付合﹈ ︵名︶ 1 つきあい Oおつきあ

五障7 つぎからつぎへときかせました︒

帰り道で︑父は次のような話をしてくれた︒

つきあい

六524 そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

九梱3

ぎのとおりです︒

満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒
いきます︒

六568 手わけをして︑やっとつぎのようなものが

つきあう一つきひ

950

﹇ 付 A 口﹈︵五︶2

つきあう

︽ーッ︾

とて︑両者のつきあいはかなりひんぱんであった︒

十五608 私の父とは︑心をゆるした間がらのこと
つきあ・う

がたで︑つきあっていきたいのです︒

十3110 人をだましたりしないで︑ありのままのす

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十五塀5園 わるいなかまとっきあっていたものだ

月明かり

七37 六 月明かり⁝⁝⁝六十九

つきあかり ︹課名︺2 月明かり

﹇月明﹈︵名︶1

七691 六 月明かり
つきあかり

︵下一︶

2

つきあげる ︽

七708 もやが深いから︑遠いような︑近いような︑

﹇ 突 上﹈

月明かりだ︒

ゲ・ーゲル︾

つきあ・げる

六盗2 もし自分が勝ったら︑このしかの角で︑う
さぎさんたちをつきあげるというのです︒

︽ーッ︾

六悩7 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
つきあたる

きあげられてしまわなければなりません︒
﹇突当 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

七614 まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

つきあた・る

バタバタやって︑にげていったQ
思ったとたんに︑ばさりとこうもりの羽にたたか

九榴8 あみにつきあたってはたいへんと︑くもが
れました︒

﹇継 合 ﹈

︵下一︶

2

つぎあわせる

きあたって︑ちんぼつしてしまいました︒

十四4411 小さな汽船が︑十ばいもある定期船につ
つぎあわ・せる
︽ーセ︾

十二386 かけらをひろいあげ︑それをつぎあわせ
ようとしましたがだめでした︒

﹇月影﹈︵名︶1

月影

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒
つきかげ

つき殺す

︽ーサ︾

あさき夜の月影重み森をなすすぎの

﹇突殺﹈︵五︶1

こぬれの高きひくき見ゆ

十五131図葉
つきころ・す

金がその中にたまった︒

七441 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

はじめた︒

つぎつぎと︑両選手はしのぎをけずって

九鵬5 やがて︑十人︑二十人︑つぎつぎにすべり
十二865

戦いました︒

ぎつぎと書き続けられた︒

みんながおどろいていたが︑先生は︑つ

十四211

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

ばしでつき殺されます︒

十五456

つきそう

ン︾

︽ーッ︾

︽ーサ・ーシ︾

﹇突付﹈ ︵下一︶ 1

つきつける ︽一

はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

五

月と雲

月と雲

月と雲⁝⁝⁝五十一

六511 五

六28

つきとくも ︹首書︺2

鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

十五2812 こしにさしていた短刀をぬいて︑︿略﹀︑

つきとお・す ﹇突通﹈︵五︶1 つき通す ︽ーシ︾

むいた︒

八751

ケ︾

つきつ・ける

的工業の道をたどっていくようになった︒

日本の手工業も︑︿略﹀︑つぎつぎと近代

﹇突刺﹈︵五︶2

︽iシ︾

その口のさきを根の中につきさして︑木の

つきさす

十五3111
つきさ・す

八167

つき進む

︽

みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

しるをすいはじめます︒

九麗5

﹇突進﹈︵五︶1

らって︑ちくりとつきさしました︒
つきすす・む

電車は︑歯ぎしりでもするように車の音

﹇付添﹈︵五︶1

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一529
つきそ・う

つきだす

その晩も︑ずっとつきそっていました︒
﹇突出﹈︵五︶5

十一885
つきだ・す

いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお
じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七393

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑

八897園

ケ︾

九605やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑腹 つきの・ける ﹇突除﹈ ︵下一︶ 1 つきのける ︽一
たかぎのまえにじょうぎをつきだ

をつきだしていいました︒

やまだ

花がちって︑実がつきはじめたからで

月日

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

﹇月日﹈︵名︶3

八329

一年の月日がたって︑いよいよその日にな

︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八203

つきひ

しょう︒

七1710園

︽ーメ︾

こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま つきはじ・める ﹇付始﹈ ︵下一︶ 1 つきはじめる

して︑﹁︿略﹀︒﹂

九961
十6812

﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒
十五755

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒
つぎつぎ

お日さまというひとつのことばから︑

﹇次次﹈︵副︶6

ました︒

おもいだしたことばを︑つぎつぎとかいてみ

一321

つぎつぎ

十二5210 古ぎれを︑はば二十月目ンチ︑長さ三十

951
つきみそう一つく

ると︑けんぎゅうは︑黒うしに乗って︑

十五5111 祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

つきみそう

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた
たび結ばれることになった︒
﹇月見草﹈︵名︶1

一593 しろちゃんのうちは︑つきみそうのさい

つきみそう

月夜

ているおはなばたけのなかにありました︒
つきよ ︹題名︺2 月夜

月夜

﹇月夜﹈︵名︶5

十五118 月夜

十五27
つきよ

三576圃 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの
ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑
わすれたうたを思いだす︒

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

﹃あ﹄の

つくことばを︑みんなであ

﹃あさ﹄ということばのつくものを︑

つめてみましょう︒

二43囹
二75園
あつめてみましょう︒

つく

﹁い﹂のつくことばをあつめました︒
ことばと︑﹁え﹂の

﹁う﹂の

つく

二87

二85

﹁え﹂のつくことばをあつめました︒

ことばをあつめました︒

二87

あんまりいうがにているので︑ぼく︑

﹁お﹂のつくことばをあつめました︒

四166

くろいかげがついている︒

けれども︑花がついたり︑みがなったり

そばには︑りっぱなけらいもついています︒

したのは︑おかあさんのせいではありませんよ︒

五633囹
五742

川をみて氣のついたことを書きました︒

それ︑たけのこにごはんつぶがついてい

五792

るだろう︒

五925囹

いや︑たけのこにごはんつぶがついてい

るのが︑たけのこごはんだよ︒

五929園

ないのに氣がついた︒

六810 しごと台の上をみて︑だしておいたねじの

﹁ありさん︑ありさん︒﹂よばれても︑あ

りたちは氣がつきません︒

六222

と思ったら︑きりぎりすさんでしたか︒﹂

じぶんをあいてに書く 六224 はじめて氣がついて︑あり一﹁あ︑だれか

きよしさんは︑

四346

つく

先生は︑そこに氣がついたのです︒

四399囹 先生︑さくらの枝をおろうとしたと
き︑おじさんのことばに氣がついてやめまし

四359囹

とばに︑氣がつきました︒

先生は︑かずこさんのおとうさんのこ

けれども︑べつに氣がつきません︒

四348囹

﹇付﹈︵五︶認

た︒

どこかの女の人が︑ぼくに氣がついて︑

く︒

ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる

木の下へいきました︒

六544
六586

﹁まだけんとうがつきません︒﹂

私は︑きのう︑おもしろいことに氣がつき

道で︑はき物に雪がついてころびました︒

ました︒

六593
六754囹

六佃2

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

そのわけは︑すぐけんとうがついた︒

です︒

六悩3 ま四角で︑骨が二本しかついていないたこ

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六㎜3

ある︑ということに氣がついたのである︒

六柳8 発音できることばと︑できないことばとが

いことに氣がついた︒

四561園ねつがずっとさがって︑まぶたをす 六柳5 しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもしろ

﹁を﹂の字は︑ことばのあとにつく︒

こしひらきました︒﹁かっちゃんが︑氣がつい
四759

く・だきつく・ちかづく・とびつく・とりつく・に
く・やきつく

たよ︒﹂

一498 きがついてみると︑

かめがよびかけても︑うらしまは︑いっ
四伽2

五248囹

でんとうがっきました︒
五1111囹赤と青のしるしのついたもの︒

しんにつりをしているので︑氣がつきません︒

一627 でんとうでもついたのかとおもってみ
でるところでした︒

まわすと︑山のうえから︑おおきなお月さんが

一505園 やっときがついたの︒

四鵬2

つき・ばたつく・まきつく・まつわりつく・もとつ

く．くいつく・くっつく・しがみつく・すがりつ

いつく・かたつく・かみつく・かんがえつく・きつ

8あのつくことば・いきおいづく・いろつく・おも

つ・く

十五93図閣 はまの子ら火をたく青き月夜となり

紙かいにゆく月夜かな

七566 明かるい月夜です︒

のついたことはありませんか︒

四342園かずこさんの書いた文で︑なにか氣 六41一 ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ

ことに︑氣がつきました︒

四285

はじめはきがっきませんでした︒

U園

W9
一一

一一

九掴3図圃 いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

のことを思いだしてください︒

三榴10園 せめて月夜には月をみて︑わたくし

Q4

つく一つく

952

六柵1 紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った
ときにつけたすじがたてについています︒
七972 白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑
巣からはいだしてきました︒

八569 波うちぎわのかもめが目について︑
した足あとがついている︒

八576 みちがえるように︑まっすぐな︑しっかり

の屋根や停車場が目についた︒

八584 足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺
八593 すると︑向こうの山の谷まにのこっている
雪が目についた︒

小屋へつれていってあげるからね︒

八672囹 わたしについておいで︑大きな世界の鳥
八撹3 葉のついているもとのところがら︑黄みど
りのほがでました︒

先生について︑五十人のなかまが︑おくれ

たちのうまがついています︒

九777
両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら

ないように歩いていきました︒

九9311

しばらくして持っているすみに氣

ないふりをしている︒

たかぎ

九985囹

つかなくたって︑いいよ︒

おい︑ボタンついたか︒

がっき︑ちょっとためらったのち︑﹁︿略﹀︒﹂

九944

九986園

茶人は︑この上流にいい泉があるのではな

いかと氣がついた︒

九慨2

黄色と黒のしまもようのついた大きなくも

でした︒

九桝3

くもが氣がついてみると︑あたりにいいに

おいがします︒

九四2

また︑あみをかけようと考えました︒

八鵬2 1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ 九糊9 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
いていました︒

フランスのいなかへいったときは︑子ども
こんなにうるさくついてこられたときには︑
母親が︑両手をのばしてついてくる︒

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

少年は︑勇氣をふるいおこして︑その後
からついていきながら︑

十一6710

だけでした︒

十一6611園 ﹁わたしについておいで︒﹂といった

さんの実がつきました︒

十一291

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

十一92囹ぼくらは︑きみについていきさえすれ

十214

おとうさんも困りましたので︑

十710

が大ぜい︑めずらしそうについてきて困りました︒

十74

な氣持になりました︒

八鵬7 1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ 九観10 こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく
いていました︒

なって︑まとまりがっかず︑

九94 あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに
九174 すると︑その右の足に︑日本の文字をしる
した小さな金ぞくのいたがついていました︒

九391国 枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい
る高い木をみつけると︑

九449國 この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで
かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく
くらいでした︒

九543 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木
の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九737 そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか

十一735

さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人

その晩︑少年は夜どおしそばについて︑

とがついていました︒

十一893

二三年は︑青い小さな実が︑ほんの二

病人をみまもっていました︒

つ三つ︑ついたりつかなかったりだったのに︑

十二201園

十一一201園青い小さな実が︑ほんの二つ三つ︑つ

だんだんちえがっき︑もの心がついて︑

いたりつかなかったりだったのに︑

十二4012

だんだんちえがっき︑もの心がついて︑

学校にいくようになりました︒

十二4012

人形はものをいわないが︑そのかわり

説明がついている︒

十二454囹

屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

りにほうおうがついているからだと

十二脳6 ほうおう堂という名まえは︑屋根のかざ
11

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたがあら

十二

われていることに氣がつくことでしょう︒

十三96 おしべのかふんがめしべにっかないよう

なくふうと︑

十三97 いま一つ︑よくっくようなくふうをして︑

が︑つかないときはみのらないことを︑

十三98 かふんがめしべにつくときはよくみのる

十三99 つかないときはみのらないことを︑知る

きつねがっくとか︑からすの鳴き声がわ

ようなものである︒

しかし︑この天動説では︑どうしてもか

るいから不幸があるなどといった︒

十三101
十三136

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて

たつかないようなことが︑目についてきたのです︒

三郎︑それに氣がついて︑

て家にもどって行ったりする︒

十三346
十三436

953
つく一つく

つかないだけです︒

十三447 ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に
十五4410

﹁たいへん僥物がおすきのようですが︑

﹂と︑あいさっともつかず︑返事と

もっかない答えかたをした︒

あなたは

十四86国私には決心がつきました︒

十五659

新島のおじさんと︑日がさをさしかけな

ついた︑わかい人がいるんです︒

さんたちのあとを︑どんどん追いかけました︒

六摺6園角でついてやる︒﹂しかさんは︑うさぎ

キーをつけ︑二本のつえをつきながら︑

九泉2 ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス

たった九十センチぐらいのところでも︑

︿略﹀︑すぐに手をついて︑いざり歩きになります︒

十二272

午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

しいすべりかたを教えていただいた︒

九備2

小樽で目についたといって︑車のついた つ・く門戸﹈︵五︶4つく︽ーイ・ーク︾5おつく

車のついたみごとなおもちゃを

みごとなおもちゃを私に送ってくださった︒

十五658

おたる

がらついていらっしゃった新島のおばさんと

十五654

答えかたをした︒

あいさっともつかず︑返事ともつかない

十五4410

書きつけがついているはずです︒

十四107團 それには︑つかいかたを書いた小さな
十四13エ団 コーヒー入れは︑中に小さなめもりの
ようなものがついていて︑

は︑どこまで廣いのか︑想像がつきません︒

十四344 こうなってくると︑うちゅうというもの
十四525園 花がさかなかったら︑実はつきません︒

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑︿略﹀︑

なにかおまえについているな︒

るなと︑

十五鵬11園

十五933囹

けれども︑思うことがすこしも書けてい

金ぴかの着物を着てついています︒
十五咽4

︽ーイ・ーキ・ーク︾

たろう﹁うそつくな︒﹂

つく

山びこ﹁うそつくな︒﹂

﹇吐﹈︵五︶7

ないことに氣がついた︒
二416園

つ・く

二417園

月のきれいなばんになると︑かぐやひ

かれらはみんなとなかよくテーブルにつ

︽iイ・ーキ・一

みんなが席につくと︑

着く

十四204

いて︑飲んだり︑たべたり︑

︵五︶ 19 つく

ク︾εいきつく・おちつく・おつく・すみつく・た

つ・︿ ﹇着﹈

一567 おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

どりつく

きをつけてわたりましたから︑みんな

すると︑きしゃはもうついていました︒
二292園

やっとついた︒

むこうのきしにつきました︒
五139囹

やっと汽車からおろされ︑自動車につみこ

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい

七3510園

う︒

六877園

それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど

まもなく︑きれいなごてんにつくでしょ

ましたので︑

六157 木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

五305園駅につくと︑

乗せて︑終点につきました︒

五214

まれて︑ある町のゆうびんきょくにつきました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふかいため 五197

めは︑空をながめてはためいきをつき︑

三面3

八5210

あひるの子は︑ため息をついた︒

息をつきました︒
八756

十一2311母親も︑子どもをよそへやってから︑夜
息をつくのもやっとのようでした︒

になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

十一704

つ・く﹇突﹈︵五︶5つく︽ーイ・ーキ︾εおつ

ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを

て一てんてん手まりをつきましょう︒

く・つっつく

十五923

十四527園根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ 十五6512 これから車のついたものは送ってくださ 十四512 市役所のガス係という職についたとき︑
りませんが︑それだけでは実はつきません︒
て︑かぼちゃの実がつくのです︒

十四529園 花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ

十四569園もし︑つるの私がとちゅうで切れたり
したら︑それについている葉でも︑花でも︑
げなかったら︑実は一つもつかなかったのですよ︒

十四5912園 ぼくが︿略﹀かふんをなかだちしてあ

いろいろのこまかいことが目につき︑

十四626 よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

じのような︑赤や青の色がついています︒

十四637 日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に
十四703 光った線や︑うす暗い線が︑︿略﹀︑ゆる
やかに動いているのに氣がつくでしょう︒
のようなものがひと皮かぶさっており︑

十四737 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり
十五208 それに︑この子どもたちをせわする︑ひ
とりの女の家庭教師がついていました︒
︿略﹀女の子のすがたが見えません︒

十五234 しばらくして︑ふと氣がついてみると︑

五241園

十五3212 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お 四788
おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

つぐ一つくりあげる
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七365 私はそういって︑どうぞぶじにつきますよ

でっくのですから︒

したりして︑つくえの上をみたり

六997

︿略﹀がでてきた︒

十二263

きをかざった︒

えんがわにつくえをだして︑その上にすす

ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに

うにと︑心の中でいのっていました︒
九784 もうすこしで貝つかに着くというところで︑

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

九218 晩の十時に︑二千ばのつばめが着きました︒ 十599
先生は一けんの農家にたちよられました︒
十一一545

十一722 手紙の着いたときに︑母親がどんなにか

ようにしながら︑席に着きました︒

十一458 おめんじょうをいただいて︑ささげ持つ

予研7 いよいよ︑スキー場に着いた︒

十四81国

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三3911

十三395

十三374

つくえの方をちらちら見る︒

左手につくえ︒

れるところを作り︑まくでかくす︒

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

おとうさんのお写眞を︑私は︑いつも

自分のそばのつくえの上におきます︒

王さまは︑ご病氣をなさって長いことお苦

しみになりましたが︑いくら手をつくしても︑よ

八447

それから︑わか者は︑陰阜貝の研究に全力

くおなりになりません︒
十3812

をつくした︒

外國でくらしてみて︑つくづくと︑自分

つぐなう

︽ーワ︾

職いによって失われたシュレスウィヒと

﹇償﹈︵五︶1

ふだんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸

をゆさぶったり︑

十二751

まりあることになりました︒
つくば
つくばおろし ﹇筑波下﹈︵名︶1 筑波おろし
つくば

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三259

つぐな・う

にばらがまっかにさいてけるかも

十五144図圏目をあけてつくづく見ればばらの木

の國のことばのありがたみを知りました︒

十179園

民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑ つくづく ﹇熟﹈︵副︶2 つくづく

中へお立てになりました︒

九7811 そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

力をおとしたことなど

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

十四66團私は短い旅をしたあとで︑七時にパ
リーに着きました ︒

書いているつくえの上︑私の前においてあります︒

十四1212国 小包二つは︑おそらくいっしょには着 十四1311国 おふたりの写眞は︑いま︑この手紙を
きますまい︒

おじさんが日夜ふでをとっていられたと

﹁つくえの上をごらん︒﹂

チョークで線をひき︑

十五695囹

十五697

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ

いう大きなつくえの上に︑

十五736

つくす

︽ーシ・ース︾0お

十五121図圏

ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の

とのもを見ればよきつくよなり

十五126図圏ガラス戸の外のつくよをながむれど

紙をもてランプおおえばガラス戸の

ランプの影のうつりて見えず

十五128図魍

外のつくよの明らけく見ゆ

九84

一本のマッチでも︑これを作りあ

︽ーゲ・ーゲル︾

色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お

ることでしょう︒

げるまでには︑どれほど手かずがかかってい

四槻8 ただ

作りあげる

私のつくえの上には︑日本のみなさんが っくりあ・げる ﹇作上﹈︵下一︶3 つくりあげる

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五7910

﹇尽﹈︵五︶4

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒
つく・す

ちっくす・もえつくす
あらゆる手あてをつくしましたが︑

﹁手をつくす︒﹂
八1111

七133

九422国山には︑つぐみや︑ひわがきました︒

東洋の青年をひきとったが︑室は二つ つぐみ ﹇鵜﹈︵名︶1 つぐみ
あっても︑つくえは︼つしがなかった︒

十五577園

つくえも︑

そこで︑大きなつくえのまん中に つくよ ﹇月夜﹈︵名︶3 つくよ

着いたのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒
つくえnVゆめとつくえ

いる

十五577囹

十五534 カーネギー博物館のあるピッツバーグに

﹇机﹈︵名︶21

つぐ 5うけつぐ・とりつぐ
つくえ

なごごままつつくえ
みなさんの

つかって

ニー73 ちくおんききしゃしゃしんややさいい
二589園

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒
かわいがってやりましょうね︒

つくえも

二606園 ですから︑このつくえやこしかけを︑

かくことができます︒

三959 おとうさんの かおも︑先生の

五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり
の花が︑三本かざつてありました︒

六993 つくえのひきだしをかたづけていると︑

955
つくりかた一つくる

たがいにとけあって︑

一つの感じをつくりあげる

つくりかた

作りかた

佐吉は︑︿略﹀︑いっしんに考えぬき︑これ

と同じように︑

十3512

﹇作方﹈︵名︶8

ならという一台の機械を作りあげた︒
つくりかた

六夢2 うちへ帰って︑そのたこをみて︑作りかた
を考えてみました ︒

十462 幸吉は︑︿略﹀エジソンのもとをたずねて︑
養殖眞珠のつくりかたを︑こまごまと話した︒

指人形の作りかた

十二4810園 薄湿な人形の作りかたを教えてあげよ
う︒

つ

あのガスは︑なにから作るのでしょう︒

つくりなおす

作る

︽ーッ・ーラ・

六413

つむじ風のように︑列をつくったつばめの
かべ新聞第一号は︑一組でつくることにな

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

六564

第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ

りました︒

六663

ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑

第三号をつくる人は︑またそのつぎを書く

きを書いてください︒

六665
のです︒

六703

だるまさんのうたをつくって︑うたって

大きな雪だるまを作りました︒

六722園

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

あげようか︒

六条11

それがいま︑一つ一つの音の性質を考えた

するするとはいるくらいの大きさに作って︑

六備3

﹁作ってあげようか︒﹂といいますと︑

うえで作ったものであることがわかって︑
六備2園

ほんとうは︑たこを作るのははじめてです︒

たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ

あの家ののき下につくった古巣がなつかし

九263圃

三日めにやっと︑うねを十三本つくりま

上ばきを自分でつくるわらしごと

ここからでるのは︑このとおりうちくだ

茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを

十一209

父親のすきなものを買うために︑自分で

を作ることにとりかかった︒

十373 かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

十276 自分の身のまわりにあるものを︑よくしら

つくり︑

九伽7

いて作った物で︑

九856園

おもりなどいろいろあります︒

九854皆紅で作ったもの︑それには石の矢じり︑

九833園長で作ったものらしいよ︒

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九767 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

した︒

九352團

いのでしょう︒

九2410

めは︑來年また︑同じ巣へもどってくる

九242 ことしある家ののき下で巣をつくったつば

ばめたちのとまるところがつくられました︒

九211

たるようにきちんとかけました︒

八研1 じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

できないことはないだろうと思いました︒

六冊11 けれども︑いっしょうけんめいに作ったら︑

六備10

て︒﹂と︑置忘のいい声でいいました︒

つ 六二4囹ただしちゃんは喜んで︑﹁うん︑作っ

そこで︑大ぜいのだいくをあつめて︑ふ

ねをつくることになりました

三2610

三285囹あのいきおいのいいくすのきで

みんなで手をつないで︑わをつくり

くったふねだもの︑

四204團
ました︒

二十九わのがんは︑列をきれいにつく

わたくしは︑ねえさんとふたりで︑クリ

かっちゃんのすきなおだんごを作りま

るどころではありません︒

四526
四577
した︒

四825

スマスツリーをつくりました︒

ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ

五352

つな品物を作っています︒

五343

4 着物の作りかたと手のつけかた︒

つくる

いました︒

たなかさんは︑おしばをたくさん作るとい

︽ーシ・1

五844
作りだす

世界じゅうの人から愛される眞珠︑これ

その漢字から︑日本語を表わすのに便利

﹇作 直 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

体をくずしたものから作りだしたものである︒
つくりなお・す
シ︾

﹇ 作 ﹈ ︵ 五︶77

﹁くりぬいて︑ふねをつくるがよい︒﹂
といいました︒

三268

ーリ・ール︾δじゃがいもをつくりに

つく・る

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九2010 協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

︽一

十五3910 ﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

なかだかなや︑ひらがなを作りだすようになった︒

39

人工で作りだすことはできないものだろうか︒

1

﹇作出﹈︵五︶3

舞台の作りかた

3手の作りかた︒

2 顔の作りかた︒

ナ47162

4ム囹

だ5452524949

十 十スく十十十十十
五を38》りニニニニニ

つくれる一つけね

956

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒
十一221 毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを
たたいてわらじを作ることにしました︒

十一258 夜になると︑また︑なわをなったりわら
じを作ったりしました︒

十一478 うちではバターもつくったし︑こむぎこ
で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十﹁491 北海道へいって︑じゃがいもをつくりま
す︒

十﹁492 それから︑えんばくもつくります︒
うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一494 ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ
十一501 さっぽろに農学校をつくられたクラーク
先生もおっしゃった︒

十一504 北海道へじゃがいもをつくりにいこう︒

ごとをしていたため︑ひとりでこの焼物を作るこ

レ・ーレル︾

六柵7園

十四259

また︑日本についていろいろの研究を進

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ

天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし

作れる ︽一

﹁作れるさ︒﹂と答えましたが︑ほんと

﹁ことばのおたんじょう﹂などというお

うは︑たこを作るのははじめてです︒

六備9園

﹁きみ︑作れるかい︒﹂とききました︒

つく・れる ﹇作﹈︵下一︶3 つくれる

たに人をつくらず︒

十五812天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし

たに人をつくらず︒

十五812

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五736

め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

十五511

できる日がさた︒

やがて︑思いどおりのものを作ることの

とは︑むずかしいことであった︒

道路をつくったり︑みぞをほったり

﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作ら

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

だれだか︑いっかそんな話をしてい

︵終助︶1 っけ

たっけ︒

十五907囹

っけ

やぶれたところをつくろいかけました︒

九梱11

る ︽ーケ︾

﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね つくろいか・廿る ﹇繕掛﹈︵下一︶1 つくろいかけ

かたかなは漢字の一部分をとって作った
﹁どこで作りますか︒﹂

これははん主からゆるされた十六人だけ
いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし

つけね

着物の作りかたと手のつけかた︒

﹇付方﹈︵名︶1 つけかた

4

﹇付根﹈︵名︶3

四548 かっちゃんは︑はねのっけねをうたれて

つけね

十一一528

つけかた

つけ︒とりつけ・にくづけ・よこづけ

佐賀はん主は︑お庭嶢といって︑自分の つけ ﹇付﹈ ﹇▽うえつけ・おいいつけ・かきつけ・し

が

十五494

けさまは︑いまから千三百年ばかりまえに作られ
これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて

たものであります︒

十二糊3
びよう

これは︑九百年ほどまえに作られた平

作られた日本のお金です︒

平和な國日本を作るために︑また︑文化

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

どういん

十二桝2
十二悩7

ユートランドの農夫のつくった農作物は︑

國家をきずくために︒

十三245

十三193

こよみが作られたのです︒

それを養分につくるのは︑葉さんでは

十四326

十四582園

なん百年という前からつくられて︑子に︑

なくて︑私ですよ︒

また︑それまでに作られた文字を組みあ

まごにと傳えたことではないかと思います︒

十四802

さ

十五487

が︑有田に赤絵町を作って住み︑

十五483

を作らせていたが︑

家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか

十五479

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十五472圓ときどき焼いては︑この店に持って來

十五4612囹

もので︑たとえば︑﹁江﹂から﹁エ﹂︑

十五396

て﹁森﹂が作られた︒

十五377

れ︑

十五376

わせて表わすこともくふうされた︒

十二2310 荒れ地を三十アールばかりかいこんして︑ 十五375
さつまいもや野菜を作ったりしていたので︑

十二486園 そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自
分で作って自分で動かすのは樂しいものだよ︒

十二488囹きみもひとつ︑作ってみるといいよ︒
とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十二498 古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ
鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で
これを二まい作る︒

作って︑のりでとめる︒

十一一5012
十二5210

十二548 つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく
れるところを作り︑まくでかくす︒

十二5410 2 舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木
や家を作っておく ︒

十二998 しかの角などで作ったつり針もあります︒

十二732囹雪だるまを作るの︒
ゆめどの

十二麗9 夢殿の観音 この美しい︑りっぱなほと

957
つける一つける

いました︒

十ニー62

重みのかかった枝のつけね︑

︵下一︶

85

つける

︽ーケ・ーケル︾

十五251 上体をぴったりと鳥のせにつけて︑右手
﹇付﹈

で鳥のつばさのっけねをつかみ︑
つ・ける

呂いいつける・うけつける・うちつける・うみつけ
る・おいいつける・おしつける・おちつける・おみ
つける・かきつける・かたづける．ききつける・く

した︒

四731

駅の人たちは︑いつも氣をつけているよ︒

水をふきかけたり︑くすりをつけてやった
おれるようにあたまを地につけるすぎの木︒

クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った

六欄5囹

﹁新しく手をつけた︒﹂

﹁手がつけられません︒﹂

そこから︑あとをつけてきたのだ︒

私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑

それから︑つけた荷がありましたね︒

さばくを通っていましたが︑

もしもし︑それなら︑荷物をつけている

これから︑水がきれないように氣をつけま

﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろ

さいたま縣のあるところで︑こころみに︑

母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに

九401團囹足もとをよくみて︑氣をつけてね︒

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九3811国

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

九225 ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

しるしをつけてはなしたものだ

九176

なことばをつけてみましょう︒

九810

けてみましょう︒

九88 ﹁風﹂ということばに︑ほかのことばをつ

しょう︒

八996

つにしるしをつけておきました︒

八967 ひたさない種もみをまいたところには︑べ

しるしをつけました︒

八963 はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに

氣をつけてね︒

八674園人にふまれないように︑それからねこに

けてみようと思って歩きだした︒

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ

ました︒

八531 それから︑かってあるにわとりに氣をつけ

ちが︑航しげに歌ったり︑

八272 そこには︑星のかんむりをつけたむすめた

ピオという名がつけられました︒

八65 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑

ことが︑どうしてわかったのでしょう︒

七845園

知っているじゃありませんか︒

これがあたった人には︑にっきちょうを 七822囹 そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑

あげます︒﹃ひびにつける︒﹄というわけです︒

サンタク

る一るすいはしっかり氣をつけて︒
つけた

これをあっ紙に書いて︑えもっけて︑
あごひげを

四734
まつ白な

四757
四838

つけて︒﹂かめが︑うらしまの

ローズのおじいさんができあがりました︒
お氣を

五117園

みんな︑からだに氣をつけてください︒．

手をとって︑でていきます︒

四佃2囹

る・こすりつける・しつける・しばりつける・しめ
五822囹

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけて

くりつける・くっつける・げんきづける︒こぎつけ
つける・すえつける・たきつける・たたきつける．
五865

五995

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒

ちかづける・ちからづける・つきつける・てりつけ
る︒ときつける・とりかたづける・とりつける・な
げつける︒なづける・にらみつける・ぬいつける．

六366

目もはなも口もつけました︒

りしますと︑やっと生き返りました︒

ける・ひきつける・ふみつける・ほりつける・まき

六704

ぬりつける・のりつける・はたらきつける・はりつ
つける・みつける・むすびつける

六柵1

にぬりつぶしたら︑

六⁝⁝2

に︑まつの枝をつけました︒

二291囹 きをつけてわたりましたから︑みんな 六761 学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ
むこうのきしにつきました︒
一一513 さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ
けたり︑おどったりします︒

三287園鳥のように早いふねだから︑はやとり

七135

一本だけのこしておきましたら︑それが︑

七803囹

七781囹

いまちょうど︑こんな白い花をつけています︒

七207園

七113

んのところへ持っていってあげるんだ︒

ときにつけたすじがたてについています︒
という名をつけよう︒
三377囹 かなあみにからだを つけるようにし 六伽9囹 かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ
て︑ねています︒

三754囹 ほら︑どうなるか︑きをつけてみて
いなさい︒

三鵬1 ﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒
四79 火事がおこらないように︑また︑わるい

びょうきがはやらないように︑氣をつけてく
れます︒

四158 わたしのせなかにかおをつけてねんね

つける一つたえる

958

九401国國氣をつけてね︒
九409團 しょいこをつけたおとなの人が︑

九皿4園 ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに
そのボタンをつけてもらわない︒
キーをつけ︑︿略 ﹀ ︑ そ こ へ 集 ま っ た ︒

九価1 ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒

九伽2 そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ

織るとき︑たて糸のあいだをぬっていく横糸で

十345 佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑ぬのを
あった︒

十638 能のほうでは︑めんをつけます︒
十648 狂言はめんをつけません︒
十一303 いろいろのことを身につけて︑やがて︑
村をすくい︑

十一319圏えんどう・そらまめみな花つけて︑羽
音高くみつばちがとぶ︒

十一758囹︺氣をつけておあげなさい︒
十一7710 コップを病人の口もとにつけたときに︑

はじめて実をつけた二三年は︑

じゅう美しい花をつけていたが︑

十ニー37そこには一本のざくろの木があって︑夏
十一一1912園

十二216園 大きな木になって︑美しいりっぱな実
をたくさんつけるようになりたいものです︒

十二469園 牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて
ある︒

にかぶせる︒

十二502 ㈲ 正方形の一まいにのりをつけてつつ

十二504 働首のところだけのこして︑もんだ紙
にのりをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十二512

ω日本紙を細長く切って︑
㈲

一まい一ま

顔と手をつけた着物を裏返すとでき

いによくのりをつけてはりかためる︒
十一一536
あがる︒

芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに
時間がせまったので︑私はユニホームを

かにつけて不自由であろうから︑

十二707
十二777

つけて︑練習のためにコートにでました︒
話をするときには︑その場のようすによ
ことばづかいやいいあらわしかたには︑

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

十一一894
十二935

いっそう氣をつけなくてはならない︒
この式の土器は︑︿略﹀︑やよい式土器と

寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

いう名まえがつけられています︒

十一一梱2

十四492

さないように︑こうして元氣をつけていたのです︒

こういいだしたのは︑根のしるしをつけ
た老人でした︒

十四518

十五482

十五829

色絵をつける赤絵屋もあったが︑

金だの︑濁世だの︑宝石だのを︑頭に

これが︑﹃雨の幸福﹄で︑眞珠をいっ

いっぱいつけています︒

十五m12園

おまけに︑いっかランプをつけるとき

ぱいつけています︒

十五柵7園

少年は︑父親のうでの中にたおれました

﹇吐可﹈︵下一︶1 つける ︽ーケ︾

やけどをしたあとまであるよ︒
つ・ける

﹇着可﹈︵下一︶1 着ける ︽ーケル︾

が︑胸がせまって息もつけませんでした︒

十一827
つ・ける

︽ーゲ︾

十一846囹晩には家に着けるから︒

去年︑みおくっていって︑最後に船の上

﹇告﹈︵下一︶1 告げる

十一7112

つ・げる

わるいといった方角へこして︑つこうの

﹇都合﹈︵名︶1 つこう

でわかれを告げたことや︑
つこう

よくなった人もある︒

十三108

ようちゅうが︑はいだして︑あおぎりのふ

︽一

ちろちろと七つたう水にはい遊ぶ赤き

つたえる 傳える

n▽いいつたえる・おつたえする︒かた

﹇伝﹈︵下一︶9

おじいさんは︑かぐやひめにこのことを

イソップ物語は︿略﹀︑

これをキリスト

それは︑外國と交通をして︑日本にな

かった品物が︑外國から傳えられたときに︑

十四2411

教の宣教師が日本に傳えたのは︑

十二梱6

つたえてたびたびすすめましたが︑

三鵬8

りつたえる

エ・ーエル︾

った・える

かにいてすぎの嘉しずか

九備6図圏

といみきをつたって︑︿略﹀おりていきました︒

八151

十四625 よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑ つた・う﹇伝﹈︵四五︶2つたう︽ーウ・ーッ︾

そういうときに︑よく氣をつけて見てい

いろいろのこまかいことが目につき︑

十四673

そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど

てごらんなさい︒

十四789

かべにこすりつけて︑火をつけた︒

のやっているところを見ると︑

十四952

たばの中にあったマッチをみんな一時に
まつ白な服をつけた少女の立っているよ

十四柳7
つけた︒

十五214

上体をぴったりと鳥のせにつけて︑

うなけわしい山が︑

十五251

のなどでしるしをつけてしあすことも行われた︒

十二5010 ㈲首のほうからもかぶせてまるくして 十五353 ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも
から︑細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

959
ったら一つち

ということがわかった︒

十四251 ﹁タバコ﹂ということばが︑傳えられた

十四2512

そのことばもいっしょに傳わってきた

十四2511・外國の学問などが断わってきたときに︑

は︑外國人の心が傳わることで︑

にちがいない︒

そのことばもいっしょに傳わってきたの

まごにと傳えたことではないかと思います︒

十四803 なん百年という前からつくられて︑子に︑
十四808 とうとう一つの眞理だと思われたので︑

とうかがつたが︑

十四262

チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは

そののちはドイツ医学がおもに傳わった

そのことをほかの人々に傳えるうちに︑
十四266

十五3711 漢字が中國から日本に傳えられたのは︑

千七百年ほどまえであるが︑

十四2610

う︒

いってきたときにそれぞれ傳わったことばであろ

傳えてください︒

十五506園どうか︑私のことばを今右衛門さんに
十五758 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ

西洋音樂がはいってきたときに︑いっしょに傳

土の中は︑たとえ一山センチ歩くにも︑ト

ンネルをほっていかなくてはなりません︒

八183

くらくなりかけたタぐれをみはからって︑

思いきって土をかきわけて地上にはいだします︒

八2010

いねがよく根をはって育つように︑︿略﹀︑

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

八963 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
八985

そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

土のかたまりをくだいてこまかくしました︒

中へお立てになりました︒

九7811

土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

この土の上に白くみえているのは︑むか

すこしも休まず働くので︑かえって︑お

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一218

し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九794園

たけいっぱいにはいります︒

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑ 九791

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑

デッサンとか︑モデルとか︑バックとか

わってきたことばであろう︒

さあ︑あのかかしったら︑︿略﹀︑なんべ 十四27一

ったら ︵係助︶1 ったら
六4411園

いうことばも︑西洋の油絵がはいってきたときに

傳わってきたのだということが想像される︒

んもなんべんもさけんでいたよ︒
ったら ︵終助︶5 ったら

土Oこえつち・ひみずつちは

そのフェニキア文字がギリシアに傳わっ

かっているうちに︑

十五414

土

てギリシア文字となり︑

土

︹題名︺2

十三32

つち

土
﹇土﹈︵名︶24

十三462
つち

水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の
このような木が︑たおれて土にうずまり︑

まえ足でほっては︑うしろ足で土をはじき
土の上︑一センチほどのところで︒

り︑

十四548囹

十四671

明かるい地の上でくらしているかたに

しかし︑土にはえていないかぼちゃな

土が立ちました︒

ほかのことはわすれても︑この土のこ

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑日や︑土や︑水

前日雨でも降って︑土のしめっていると

などがいいました︒

十四6111

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒

十四598園

んて見たことがない︒

十四594園

十四593

石ころなども︑ごろごろしています︒

十四5411園そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑

は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四5410園

ら吸いとって︑送ってあげたものです︒

それは︑大部分︑根の私が︑土の中か

日本では︑曲用から傳わった漢字をつ 十三284 土でおだんごのようなものをこしらえた

十五392

﹂と︑やまだのせな

六223園ありさんったら︑ありさん︒
九882園 ﹁よせったら︒﹂
九898園はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒
︒﹂四﹁みっともない
九902囹もういいったら
よ︒

もういいったら
九9011囹
かをおしながらさ る ︒

五46

ちたち

つたわ・る ﹇伝﹈︵五︶12 つたわる 傳わる
四917 ほおにはあせがったわっている︒

七596

だしました︒

六伽5

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五373

うた︑いわのうた︒

︽ーッ・ール︾

こまでたびをしてきたのです︒

四糎3園長い長いでんせんをつたわって︑こ
八206 上からつたわってくるあたたかさと︑かわ
きかたとで︑いまが夏だということや︑よい天氣
がつづいていることなどを知ります︒

十二柵1 外國から書物が新しくはいってくること

つち一つつく

960

ころへ日光があたって︑
ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

十四891 半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ
十四892 子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ
て︑足でトントンとふんでみたり︑

十四893 しゃがんで土のにおいをかいだり︑
つち ﹇槌﹈︵名︶1 つちδかなづち

六54 ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの

と

つ

﹇土塊﹈︵名︶1

土くれ

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒
つちくれ
ありあけ

くわのあとで︑そのとき落ちた土くれが︑有明海

十二571 唐の池は︑みそ五郎が畑をうったときの
ゆじま

の中にある湯島であるという︒

つちにんぎょう ﹇土人形﹈︵名︶1 土人形
トルほどあり︑

土ぼこり

十二棚6 赤色のすやきの土人形で︑高さは一メー
﹇土埃﹈︵名︶1

一本のつつができあがった︒

つつ

十五164夢幻少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ

つちぼこり
こり顔よごすとも ︑

これで︑

﹇筒﹈︵名︶6

六川8

つつ

十五96図工
どもと子ども

子どもみんな早口に話しつつ來る子
うえの

十五137図魍月照らす上野の森を見つつあれば家

つっかける

︽ーケ

少女たちよ︑花そだてつつあきない

ゆるがして汽車ゆきかえる

十五171図魍
﹇突掛﹈︵下一︶1

て︑つづれ着るとも︑
つつか・ける
ル︾

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂は︑ひくくつづい

ーク︾且さきつづく・ひきつづく・ふりつづく
ている︒

二689

三231 大きなえだは四方にひろがって︑どこ
からどこまでつづいているのか︑わからない

ほどになりました︒

ねが︑

いちめんにつづいている︒

六187しばらく音聾がつづいてから終ります︒
六459かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

七325なごやかな三十がつづく︒

だされたくつを見て︑にこにことわらっ

た私は︑それを足先につっかけるなり︑すぐ︑小

十五642

いまが夏だということや︑よい天氣がつづ

みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

九365團たきになり流れになって︑村の中を通り︑

うれしそうです︒

八梱1 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

八5811

いていることなどを知ります︒

八207

らくだの足あとがつづいていました︒

七8211園

はじめた︒

七4110
青年は︑つづいて日本の子もりうたをひき

︽ーッ︾

私がさばくを旅していますと︑砂の上に

鳥のようにとびだした︒

つづき息どべいつづき・ふ

つつきあう

第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ

﹇続﹈︵名︶1

たまつづき

つづき
六663

﹇突合﹈︵五︶1

きを書いてください︒
つつきあ・う

その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の
続きぐあい

前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば

﹇続具合﹈︵名︶1

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三52

十二935

つづきぐあい

を選び︑

つづき話

九913 そのほかの友だちが︑落ちているやまだの

九883

ガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑なにがなんだ
わしが大きなくちばしで女の子の頭でも
﹇続﹈︵五︶28

つづく

続く

︽ーイ・ーキ・

十一313圃

まばゆく光るいなずまに︑続いてひび

続くひよりにさくらがさいて︑

ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒
十一357圖

十一81囹

生がすべられる︒

九佃4 のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先

くつづいている︒

九佃8いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

けんかをとめる声がつづく︒

この第一号に︑つづき話の第一かいめを書

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

六661
きます︒

六671

つづ・く

つつけば︑響けがをするか︑殺される心配がある︒

十五266

か︑まるではちの巣をつついたようで︑

九657

つつ・︿﹇突﹈︵五︶2つつく︽ーイ・ーケ︾

つづき話︵第一かい︶

六662

六梱10 そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑ つづきばなし ﹇続話﹈︵名︶3 つづき話
するするとはいるくらいの大きさに作って︑

六齪1 二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く
のばしたりちぢめたりすることができる︒

ひとさし指

六槻5 二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ
んしているうちに︑はっきりした︒

十二497 ω古はがきを横にまいて︑
のふとさのつつを作り︑のりでとめる︒

十一一502 ㈹ 正方形の一まいにのりをつけてつつ
にかぶせる︒

つつ ︵接助︶3 つつ

961
つづけなさる一つつつく

くらいの音︒

くとりいれた︒

続ける

︽一

春をさがす︒

そのようにして︑どこまでもお話をつづけ
﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ
﹁つづけよう︒﹂トンネルはだんだん深

たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち
きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ

たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑返
ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

十四4811

頭から大波をかぶっても︑直轄で歌を続

その中で︑女の子を後にかばいながら︑

けていました︒

十五321

せっかくうけついできたこのしごとは︑

少年は苦しい戦いを続けていました︒
十五502園

よし︑どんなにお金に困っても︑どん

ぜひ続けてください︒
十五509囹

﹇突込﹈︵五︶4 つっこむ ︽ーミ・ーン︾

なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒
つつこ・む

り頭をつっこんだりします︒

八98 すわっている私のひざのあいだにもぐった

すぐそれを︑口に持っていきました︒

十7010 太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑

おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑

︿略﹀︑自分も指をつっこみました︒

十713

した︒

つつじOやまのつつじ

十715 ふたりは︑かわりばんこに指をつっこみま

十五646

﹁かっこう︒﹂﹁かっこう︒﹂つつじからな

私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った

﹇突立﹈︵五︶1 つつ立つ ︽ーッ︾

そのうえ︑夜おそくこっそりと勉強を続

﹇突突﹈︵五︶3 つっつく ︽ーイ・ーカ・

八703 みにくいあひるの子は︑︿略﹀︑にわとりか

や足の指をつっついたりするのです︒

八106 歩いているとき︑追いかけてきて︑かかと

つくようになりました︒

八67 頭の上にも乗り︑口さきのめしつぶもつつ

ーク︾

まま動かなくなった︒

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに

つった・つ

いてる︒

一407

一403まっかなつつじがいっぱい︒

一402 山のつつじがさいた︒

そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら つつじ ﹇郷蜀﹈︵名︶3

村の人たちは︑こう︑うわさをしました

それから︑眞珠貝養殖の科学的研究がつづ

けました︒

十一289
十﹁714

ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって

こんなことを考えて︑きみも勉強を続

﹁︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続けました︒

けるんだね︒

十三617園

十三216

研究を続けていましたが︑

十三1510

息を続けていました︒

つつつ・く

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒

十一274

けられた︒

十425

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

十374

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十273

事をしないでさがし物をつづける︒

九957

ドッテコと︑へんな樂隊をつづけていました︒

九5210

鳴らすのであるが︑

九127

くなり︑廣くなりました︒

六俗8園

けようか︒﹂

六㎜7園

てみましょう︒

六666

へむかってたびをつづけていました︒

十一381圃続くひよりに勇みたち︑いねもことな 四413三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北

もまだ続いていた ︒

十一513 ゆうべからの大あらしは︑けさになって

がって︑︿略﹀︑ 二 十 も 三 十 も 続 い て い る ︒

十二676 のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと
十二677 五十も六十も続いている︒
くくたれる日が続きました︒

十二717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ

第三回めはチルデン選手の勝︑続いて第

十二817 火のでるようなはげしい試合が続きまし
た︒

十一一8411
四回めもチルデン選手の勝となりました︒

十三299 黄色や︑赤や︑白の反たばがくりひろげ
られ︑にぎやかな話が続く︒

︽ーイ︾

十三438 おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝︵と︑
うら手に行く⁝⁝ 声 だ け 続 く ︒ ︶

続けなさる

十四585 水が続いていいました︒
﹇続 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

つづける

εあおぎつづける・あそびつづける・

﹇続﹈︵ 下 一 ︶ 2 3

十一752園 いままでどおりのてあてを続けなさい︒

つづけなさ・る

つづ・ける

ケ・ーケル︾

つづける・さがしつづける・さけびつづける・しら

おつづける︒おりつづける・かきつづける・かたり
べつづける・とびつづける・はたらきつづける・ひ
きつづける・ふきつづける・ふりつづける・もえつ
づける・もちつづける・よみつづける

たことばをじゅんじゅんにつづけて︑

二201 ひとりがいったことばから︑おもいつい
先生は︑つづけておっしゃいました︒

二673 ﹁しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑

一一603

つっぱる一って

962

﹇突張﹈︵五︶1

つっぱる︽ーリ︾

らもぶたれたり︑つつつかれたりした︒
つつぱ・る

つつましい

をかばうように両手をつっぱりました︒
﹇慎﹈ ︵ 形 ︶ 2

︽ーイ・一

七356 私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう

ク︾

つつまし・い

十四861 一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ
な角度からながめてみることは︑つつましい心な
しにはできるものではない︒

十五備3 チルチル つつましくすこしさがってい
る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十一635 わきの下に着物の包みをかかえながら︑

つつみ ﹇包﹈︵名︶5 包みδこづつみ

十﹇691 少年は包みを下におくと︑頭を病人のか
たのところへさげて︑
﹁︿略﹀︒﹂そういって︑少年は︑その小

さな着物の包みを小わきにかかえました︒

十一931

つめたくなったからだをわたにつつんで︑

︿略﹀つばきの木の根もとにうめてやりました︒

八125

九371團小さい妹のために︑くわの葉につつんで
つづる

︽ーッ・iラ・ーリ・

持って帰ったこともありました︒
﹇綴﹈︵五︶6

ことばをつづろ︒

ル・ーロ︾呂かきつづる・ひとつひとつつづろ

つづ・る

十一578圃

十一582團じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い
一つ一つつづろ︒

先生は︑私の手に︑﹁人形﹂という文字

つばき︑げんげの花わ︑

十二335
をつづられました︒

私は︿略﹀母のところへかけおり︑指さ
﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

きで人形という字をつづってみせました︒

十二3311
十二345

さんのことばをつづることを覚え︑

﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

とも同じ名であることを私にわからせようと

十二3411

つづ・れる

心︒

﹇綴﹈︵下一︶1

つづれる

︽ーレ︾

て︑つづれ着るとも︑失うな︑やさしく清きなが

十五173図圃少女たちよ︑花そだてつつあきない

十二279 それで︑わたしはおべんとうの包みをこ つづれ ﹇綴﹈︵名︶1 つづれ
しらえて︑︿略﹀︑民ちゃんに持たせてみました︒

つつみ

十二282 民ちゃんはうれしそうにいって︑その包
﹇堤﹈︵名︶1

みをとりあげると︑
つつみ

つづみ

はるこさん︑いま改札口の人にありがと

うっていったのは︑どういうわけ︒

五2610園

六534囹

いま︑この雪だるまが︑お話をすればい

みちこさんは雲が走っているっていうの︒

てたのんでおくれ︒

五725園 金のさかなに︑︿略﹀︑女王になりたいつ

六712園

先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

いって︑いっていたところよ︒

七273園

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

教えてくださらなかったの︒
九651圓

ハイッテクノヨ

﹁ゴメンクダサイッテハイッテクノヨ﹂

ゴメンクダサイッテ

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

十494囚囚
十5210園

けれど︑ぼくってことがわからないん

と︑おとなびたことをいいました︒

です︒

おかあさんから︑﹃チチロをやりまし

十一7510囹

十一835

でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

た︒﹄って手紙がきたきり︑おまえがこないから︑

里馬がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2111園

﹃幸福﹄たちがこわがるだろうって︑

あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒
十五描12園

︵係助︶11

って

心配しているのですよ︒
って

かしいな︒
六352園
六745園

九806園

いくのかなあ︒

お日さまってどこへ
って

三766園
ッテ

ほんとうに︑夜の星ってきれいなものね︒

︵格助︶16

五587園

って

﹃もりの方︒﹄っていってます︒

して

ありそうなところって︑どんなところで

﹁命って︑動くものでしょうか︒﹂

おじさん︑大風ってこわいな︒

おぼうさんにおかあさんがあるって︑お

って︑なにか︑おかあさん︒

三688囹

五6011園 でも

せんとうに

五907園

かっちゃんがおしまいにしてくれっ

一ばん

おしまいは氣がらくでいいからつて︑
おとといは︑
くれっていったのに︒

四466園

いったじゃないか︒

四456園

ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四452園

私は子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎで︑

十2211 14ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつ十一一338 とうとうじょうずにつづれましたとき︑
﹇鼓﹈︵名︶1

みの上でつみ草をしている︒
つづみ

︽ーマ・ーム・ーン︾

十三295 でんでんだいこのような︑ブリキのつづ
つつむ

みを鳴らしてやって來る︒
﹇ 包 ﹈ ︵ 五︶4

δおおいつつむ

つつ・む

四燭2圃 いつのまにやら天人は︑春のかすみ
につつまれて︒
六437 それをつつむようにして日がくれる︒

963
って一つなぐ

しょう︒
十705園 こんなどくってありはしない︒

十二445園 人形しばいって︑人形がしばいをする
んですか︒

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒

をつとめていたころ︑

十三422園見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ 十五5612囹私がまだわかくてアマスト大学の助手
れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

﹃幸福﹄がいるかってさ︒

そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

十五597

︽ーウ︾Oうちつど

つとめ

くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば

ちのからだをしばりつけようとしました︒

しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

九齪1 みつばちは︑そのつなをさけてにげようと

九三3 そのうちにみつばちのからだも︑つなにま

かれそうになりました︒

切って︑にげていってしまいました︒

九齪9 みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい

十二665 それからでた細い根が︑つなのようにか

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

星と人間とは︑たいして関係がなさそう

おててつないで︑のみちをいけば︑

︽ーイ・ーギ・ーグ・

そうなると︑いろいろの実用上の問題と

﹇繋﹈︵五︶13 つなぐ

一212圃

﹁おててつないで﹂のところで︑おと
一226

おともだちとてをつなぎました︒

もだちとてをつなぎました︒

一224圏

ーゴ︾δおててつないで

つな・ぐ

えんがつながってきます︒

十四7410

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

ホートンは一本のトンネルのようになつ

﹇繋﹈︵五︶2 つながる ︽ーッ︾

ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十四329

のつながりもなく︑

十三113 一つのことと他のこととの間に︑すこし

全体︑というつながりをわすれないで︑

十324 いつも︑全体の中の部分︑部分があっての

私の顔を︑あなのあくほど見つめていた つながり ﹇繋﹈︵名︶3 つながり
つどう

廣場につどうたおとなりどうし︑え顔

﹇集﹈︵五︶1

博士は︑つと立ちあがって︑
つど・う
う

十一416圏

﹇勤﹈︵名︶4

にほころびあいさつをする︒

十3111

つとめ

︽ーメ︾

らないつとめのためには︑なにかしらぎせいにす
つとめる

る心がなければならないものだよ︒
﹇勤﹈︵下一︶2

十三275

ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ つなが・る

自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

ぱにそのつとめをはたし︑
十326

一人まえの人として︑自分のつとめをは

たいと考えます︒

たしていくために︑

十三85

九紫11

おかあさん︑眞ちゃんが帰って來たん つな ﹇綱﹈︵名︶5 つな■おおつな
バケツは︑もとは英語だってね︒

だってね︒

十三438園
十四184園

十二464園 影絵ってやっぱり人形のしばいですか︒

十二471園 人形しばいって︑いろんな國にいろん
なんだって︒

この人︑まだぼくたちに会ったことが

十五棚10囹

ないんだってさ︒

十五柵7園

十五932園

って

なものがあるんですね︒
︵終助︶21

四価3囹 なに︑りゅうぐうだって︒﹂かめ﹁さよう

って

でございます︒

十一﹇88

十二53

五704囹 ひゃくしょうなんか︑もういやになった つと ︵副︶3 つと
から︑お金持のおくさんになりたいって︒

﹂くもは︑

孟子の顔をみると︑つと立って︑

六242園 はたらくやくそくだって︒

六447囹 おとうさんやおかあさんにもわからない

んだって一
六855園とられたって︒﹂南江駒の﹁はい︒﹂
七251園先生も︑あおむしをかっていらっしゃ
るって︒

よくでき た っ て ︒

七2810囹
あおむしがさなぎになったところを思い
たのが︑

七305園きょう︑先生にほめられたんですって︒
八821園おまえさんのいうことがわからないって︒
﹁なん だ っ て ︑ お 月 さ ん

九㎜11園 いやだな︑けんかしたあとの物持って︒

九鵬8園

首をねじって上の方をみあげました︒

十二209園 どうしてこのざくろはこんなに美しい
んだろうって︒

うん⁝⁝でもよかったよ︒

十三409園きょう︑うちに來たんだって⁝⁝うん︑ 十五867客人というものは︑自分のしなければな

⁝⁝そうだってね ︒

十三4011囹 みんなで心配していた⁝⁝うん︑そう

つと・める

十三4110園 おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを 六69園ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役

つの一つばめ

964

九799囹

六梛6園角でついてやる︒

いのししやしかの角などに手を加えて︑

すてました︒

たべたけものの骨や︑角などを︑ここへ

三82囹 さあ︑手をつなごう︒

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま

三83園手をつなごう︒
四68
九851園

どうしていいのかわからないので︑つばさ

上体をぴったりと鳥のせにつけて︑右手

すると︑つばさがサラサラと音をたてた︒

の中に頭をかくした︒

八931
八937

で鳥のつばさのっけねをつかみ︑

十五251
十五303

いにちあつかうところです︒
なにかの道具につかった物があったでしょう︒

少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑

少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短

十一324圃

たけのこすくすくのびて︑しずくすお

ました︒

四204国 みんなで手をつないで︑わをつくり

刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

しかの角などで作ったつり針もあります︒

つばめ

︹課名︺2

つばめ

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五316

うとででむしが︑つのをふりあげのぼりだす︒
あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

するどい角をのぞかせた︒

十三58

十一一998

五445圏 世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん
であそぼうよ︒

ないで︑そこをにげだしました︒

六襯4 そのあいだに︑うさぎさんたちは︑手をつ

角

そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら
つばき

庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば

つばきの花がまっかにさいています︒

﹇椿﹈︵名︶4

八127

もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

﹇燕﹈︵名︶1

つばくろ

麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
つばさ

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十一327圃

つばくろ

つばき︑げんげの花わ︑一つ一つつづろ︒

十﹇5710圏じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い

の上にぽたぽた落す︒

十一424圏

きの木の根もとにうめてやりました︒

七562

つばき

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒

五569園

先生︑でんせんに︑ つばめがたくさん

つばめが︑私のすぐ目のまえを︑いった

六434 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた

列車のようにとぶつばめのむれ︒

六432 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を

なる︒

六428 つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

六414 つむじ風のように︑列をつくったつばめの

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六388 親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

びあがってくる親子のつばめ︒

六382 立ちならぶビルディングのあいだがら︑と

りきたりします︒

五428国

とまっています︒

一一247園

ばめ

十三478 しかがすわっている︒そのせなかにその 九27 三 つばめ⁝⁝⁝十五
七69園手をつないで校門をでていく子ども︑
九151 三 つばめ
十三503 さあ︑元氣でゆかいに︑手をつなぎま 角のかげ︒
つばめ ﹇燕﹈︵名︶43 つばめδおやつばめ・こつ
つば ﹇鍔﹈︵名︶1 つば
しょう︒
まが通る

十五92圃 こどもら手をつないだ中を日ぐれのう

つの

十五102圏月が出る山の家にうしをつないだ木
﹇角﹈︵名︶1 6

二282囹やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

つの

つのをおしあっていました︒
六脳1 もし自分が勝ったら︑このしかの角で︑う
さぎさんたちをつきあげるというのです︒

六桝3園 そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角を︑
おってしまってもいい︒

六悩7 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
きあげられてしまわなければなりません︒

六悩9 しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

﹇翼﹈︵名︶8

すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ

頭をねじ曲げてつばさの中にいれた︒

つばさ

八883

八748

などということはできません︒

六悩10 角をとったところで︑なんになりましょう︒

たんぽの上で︑つばめがちゅう返りをした︒

まりになってとぶつばめのむれ︒

九152 夏の終りごろ︑つばめが電線や物ほしざお

はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑七582
かるく水の上をおよいでいた︒

八8810

をばたつかせることができた︒

六描2 角をふりたてふりたて走りました︒

六搦3 ところが︑ぶどうのつるに︑角がひっかか
りました︒

本塁3團 けれども︑あなたの角はおりません︒

965
つばめさん一つぶやく

に五六ぽぐらいならんでとまっているのを︑

九164 こうして︑大ぜいのつばめが︑ならんでい
るのをみると︑

は︑そろそろ日本をさっていき︑

九169 やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ
九171 つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた
です︒

九173 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど
もがつばめをつかまえました︒

九178 しかし︑つばめは︑もっともっと南へとん
でいくのです︒

ますが︑

九1711 日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

九18一 ヨーロッパのつばめも同じように︑ヨー
ロッパの北の方ではんしょくしたものが︑秋には︑
︿略﹀︑遠くアフ リ カ ま で も い っ て ︑

鳥です︒

九184 つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ
九191 約十万ばのつばめが︑きゅうに落ちてきた
ことがあります︒

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

をしました︒

九198 協会では︑喜んでつばめのせわをする返事

することを︑新聞に廣面しました︒

九1910 寒氣のために苦しんでいるつばめのせわを
﹁かわいそうなつばめをすくえ︒﹂という

運動に全三民が︑加わったほどです︒

九201

九203 協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ
て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

九204 そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま
にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒

九215

たくさんのつばめがはじめて運ばれてきた

のは︑九月十七日でした︒

十三62 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

ここに帰って來て︑私たちの頭上にとびかい︑

晩の十時に︑二千ばのつばめが着きました︒ つばめさん ﹇燕﹈︵名︶2 つばめさん

﹇燕達﹈︵名︶4 つばめたち

自分の命は︑つばめさんにあげよう︒

の一のきばにすくうつばめさん︒

九218

九㍑9園

四776

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

五千ばのつばめをつんできました︒

九219

九221

自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ

協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ

いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑

つぶnvあわつぶ・ごつぶ・ご

はんつぶ・ひとつぶ・まめつぶ・めしつぶ・やくせ

つぶ ﹇粒﹈︵名︶3

九別2

ばめたちのとまるところがつくられました︒

九2011

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九209

りきっているつばめたちを運んできました︒

九207

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運 つばめたち
つばめをのせた飛行機は︑それから毎日の

ぶことを申しでました︒

九221

このほかに︑オーストリア動物園の人たち

ように︑︿略﹀ヴェニスへとんでいきました︒

九232

がひき受けて送ったつばめを加えると︑十万ばあ

むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく

まりになります︒

九241

ある家ののき下で巣をつくったつばめは︑

るといわれています︒

九242

五926囹

それぞれ︑たけのこにごはんのつぶがl

んごひゃくつぶ

つばめは︑けっして自分の國をわすれませ

十四635

つぶ・す

ばあいにより︑つぶがあまり大きくない

﹇粒粒﹈︵名︶2 つぶつぶ

あわれなあひるの子はきもをつぶした︒

﹇潰﹈︵五︶1 つぶす ︽ーシ︾Oぬりつぶ

にじのような︑赤や青の色がついています︒

ときには︑日光にすかして見ると︑湯げの中に︑

十四636

目に見えます︒

しずくのつぶの大きいのが︑ちらちらと

lこりやあ︑たけのこごはんだよ︒

ちらりとつばめのすがたをみた人は︑きっ

來年また︑同じ巣へもどってくるというのです︒

ん︒

九247
九254

いそいそと帰ってきたつばめをむかえる人

きょう︑はじめてつばめをみたよ︒

と︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

九256囹

九258

風と思ったのは︑そうではなくて︑つばめ

の心は︑どんなにうれしいことでしょう︒
九備10

つぶや・く

話をしているうちに︑パラパラと音がし

﹇咳﹈︵五︶2 つぶやく

︽ーイ︾

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

十二734

だまみたいに光らせるのよ︒

三8310園お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼん

八748

くもは︑このつばめにひろわれました︒

す

九備11

がすいととんできたのでした︒

定定11

くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑ つぶつぶ

もがけば︑あるいは︑つばめのくちばしか

空をとんでいきました︒

九柵2

つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし

らころげ落ちることができたかもしれません︒

仁術4
た︒

つまり
つぶる

966

ことばははねる︑つまめばにげる︒

﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑

つま

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒

六84 男の子はゆびさきでそれをつまもうとした

しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを つま・める ﹇撮﹈︵下一︶1 つまめる ︽ メ︾

ままれてもわからないほどである︒

夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ

れんげのはなつぼんだ︒

つぼ・める

十一518
つぼめてしまった︒

︽ーマ・

ム・

メ・

十1311

つまらないなあ︒

あんないなかはつまらないと︑わるくいう

まだ﹁つまらないことさ︒

九血7囹 なんでけんかをはじめたんだろう︒﹂や

がめている︒

七89 やぎが︑つまらなそうに︑夕やけの空をな

三803園

あざけられ︑からかわれても︑その助力者つまらな・い ﹇詰﹈︵形︶5 つまらない ︽i・ーイ︾

﹇妻﹈︵名︶1

十4010

つま

となってくれたのは︑つまのうめであった︒
つま先

金色の雲の中に︑つま先で立って︑

﹇爪先﹈︵名︶1

十五鵬1囹

つまさき

つまむ

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒

﹇撮﹈︵五︶12

旅人もありますが︑

けれども︑つまむことはできません︒
男の子はゆびさきでそれをつまもうとした
やっとつまんだと思うと︑すぐにおとして
そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑は
自分ではなをつまんで︑﹁ナ﹂といいなが

ねんのために︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂と
ここで︑もしやと思って︑はなをつまんで

文をなおすことはつまり心を練ることに

地球も︿略﹀︑太陽のまわりをまわって

もし︑私︑つまり太陽がなかったら︑

の先生で︑かれは私の日本語の先生というわけだ

授業にかかった︒つまり︑私はかれのギリシア語

十五582囹その申し出でを承知して︑私はすぐに

どうなると思います︒

十四579園

まり︑天動説とは反対に︑地動説が出てきました︒

いる星の一つだ︑ということもわかりました︒つ

十三1311

なる︒

十二939

へもどってくるというのです︒

き下で巣をつくったつばめは︑來年また︑同じ巣

るといわれています︒つまり︑ことしある家のの

九242 むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく

そこで︑デビッドはいすからおりて︑つ つまり ﹇詰﹈︵副︶6 つまり

になってはつまらないから︑

そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと

ーモ・ーン︾

十6612

六槻4

いおうとしたら︑じつに苦しい︒

野川9

るようだ︒

ら︑耳できいてみると︑まるで﹁ダ﹂といってい

六㎜10

なのあなから息がもれないようにして︑

六鵬7

しまった︒

六84

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒

六83

三716

まんでみました︒

三715

三713園 ﹁つまんでごらん︒﹂

三7010囹 ﹁なんだかつまんでみよう︒﹂

つま・む

十三338

一203圃

︽ーン︾

︽ーメ︾

十四991 女の子はねむそうにつぶやいた︒

つぼ

つぼみ

つぼむ

つぼめる

十一553圃

︽ーレ︾

﹇窄﹈︵下一︶1

つぼんだとおもったら︑みるまにひ

つぶれる

らいた︒

︻204圃

︽iッ︾

十五439 あの︑ニューヨークのメトロポリタン博
つぶる

物館の一﹂とつぶやいた︒
﹇瞑﹈︵五 ︶ 4

六729 死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ

つぶ・る

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

ました︒

六梛5 おにが︑目をつぶって︑天略﹀︒﹂とさけび

九732 やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ
ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒

﹇ 潰 ﹈ ︵下一︶1

九柵4 目をつぶってしずかにしていると︑
つぶ・れる

﹇壷﹈︵名︶2

なやつが︑いちばんえらいのだ︒

九694園 てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう つまずく ﹇▽けつまずく
つぼ

十693 太郎かじゃは︑︿略﹀︑一つのまるいつぼを
みつけ︑へやのまん中にかかえてきました︒

十716 うまい︑うまいとなめているうちに︑つぼ
﹇蕾﹈︵名︶4

が︑からっぽになってしまいましたQ
つぼみ

五452圃 ぼくら︑日本の子どもらは︑つぼみだ︒

五6110囹あのつぼみをこしらえたのは︑だあれ︒
九二2園圃 ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ
な子や夜はいろりの火にあてており

﹇ 窄 ﹈ ︵ 五︶6

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

十一311圏 ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の
つぼ・む

一197圃 ひらいたとおもったら︑みるまにつ
ぼんだ︒

一201圃 つぼんだ︑つぼんだ︒

一202圃 なんのはなつぼんだ︒

一201圃 つぼんだ︑つぼんだ︒

967
つまる一つめたい

︽ーッ・ール︾δゆ

つみあげる ︽一

︽一

つみこむ

︽ーマ・ーン︾

やっと汽車からおろされ︑自動車につみこ

﹇積込﹈︵五︶2

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑
つみこ・む

が︑

て︑つまり︑ぼくたちのなかまから︑いちばん美

十五伽8囹 すると︑あの女はさがしに行きたがっ

つまる

1

つみ重ねる

つみなさる

︽ーノー︾

います︒

九219

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒

五千ばのつばめをつんできました︒
十2412

五657 おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば

かんぱんのクレーンが︑あがったりさがっ つむ・ぐ ﹇紡﹈︵五︶1 つむぐ ︽ーイ︾
﹇積﹈︵五︶1

﹇瞑﹈︵五︶1

ています︒

﹇爪﹈︵名︶3

つむる

︽ール︾

虫は︑それにとりつくと︑まえ足のつめで

つ一つめはのばさぬように︒

つめ

四769

つめたい 冷たい

︽一

大きなやまわしのつめにっかまれて︑女

﹇冷﹈ ︵形︶

イ・ーカッ・ーク︾

19

の子はばたばたしているではありませんか︒

十五237

かたくそれにしがみついて︑

八2110

つめ←おおづめ・けづめ

九箇8 目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで

つむ・る

つむじ風のように︑列をつくったつばめの

﹇旋風﹈︵名︶2 つむじ風

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒
つむじかぜ

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

つみね

六412

とくしま

︵四五︶5つむ︽ーミ・ーム・ーン︾

つむじ風が︑わたしのまえを走っていく︒

つみねやま

﹇摘﹈

がある︒
つ・む

この花が︑みたとおりのこがねならば︑

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

︑07
王女がこがね色のたんぽぽをつんでくると︑
／
07
八378園

わしもつむのだが︒

赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぱい
れんげつみて子といる母の黒いこう

つんで帰ったことを思う︒

十二951

十五101目引雨量
もり

︽ーマ・ーン︾

つめた・い

めずらしい草花をつみながら︑がけの上 つめ ﹇詰﹈呂ちょうづめ
つむ

つめたくなったからだをわたにつつんで︑

おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

まい味がしました︒

九3611国手にとってロへいれると︑つめたくてあ

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九194

︿略﹀︑つばきの木の根もとにうめてやりました︒

八123

ひやしてやりました︒

ながかわるがわる︑つめたい水で︑あたまを

そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ 四5410 かっちゃんはねつがでてきたので︑みん

﹇積﹈︵五︶7

をそろそろと歩いていました︒

十五219
つ・む

七571

十二617徳島縣の津庭山に︑家具の岩屋というの

九866囹かごをこのリヤカーにつみなさい︒
つみね
﹇津津山﹈︹地名︺1 津津山

つみなさ・る

たりして︑荷物をつみこんでいます︒

五333

まれて︑ある町のゆうびんきょくにつきました︒

五195

﹇詰﹈︵五 ︶ 7

しいものがいなくなってしまうわけですからね︒
つま．る

六悩8 ただ︑はながつ衷っているだけだが︑その

きづまる
ために発音がすこしおかしい︒

六柵5 弟ははながつまっているために︑あること
ばが︑うまく発音できなくなっている︒

六柳11 ひとりで︑なぜはながつまるといえなくな
ることばと︑はながつまってもいえることばとが
あるのだろう︑と考えてみた︒

六佃11 はながつまってもいえることばとが
ような音は︑

六糊2 はながつまったために発音ができなくなる

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

六佃6 そうして︑はながつまっても発音できるよ

︵下一︶

十五価11園 ﹃幸福﹄でつまっているじゃないの︒
﹇ 積 上﹈

つみ 0はなつみ
ゲ︾

つみあ．げる

﹇積 重 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

八604 野原にはかれ草がつみあげられ︑
つみかさ・ねる

三291

ネ︾

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

材木や︑石炭や︑お米を︑たくさんつんで
とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ
ほりだされた石炭が︑山のようにつまれて

はこびだします︒

五358

います︒

五328

へはこばれました︒

私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南

五192
つみ草

十ニー48 夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい
﹇摘草﹈︵名︶1

たかれ草が︑

つみくさ

つみこえ

十2212 ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの
﹇積肥﹈︵名︶1

上でつみ草をして い る ︒

つみこえ

八1810 こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑ 五361

つめたさ一つよい

968

九伽6 おく山の雪がとけてそのまましみてきたか
と思われるようにつめたかった︒

つ・める

﹇詰﹈︵下一︶1

つめる

める・きりつめる・みつめる
つもり

︽ーメ︾5おいつ

おたがいにつめて︑座席にもうひとり︒

﹁りんご﹂にお話をするつもりで書き

﹇積﹈︵名︶7

十一546囲
つもり

四261

だに︑

十二3612 冷たい水がいきおいよく流れているあい

十二377 ﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

つやつや・する ﹇艶艶﹈

つやつやした大きなかきが︑

︵サ変︶ 2 つやつやする

九435国

このごろは︑きわだって美しいつやつや

︽ーシ︾

十ニー41

﹇露﹈︵名︶6

つゆOあさつゆ・よつゆ

したしゅの色がさしてきた︒

つゆ

﹁雲﹂に話をするつもりで書きました︒ 一一241囹 先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ

ました︒

四278

いるふしぎな冷たいものの名であることを知りま

こんなつもりでひいたのでもありません︒

した︒
七453園

それでも︑自分をよくむかえてくれる人が

﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

よあけにぱあとまつき色︑つゆをふ

つゆが木の葉にたまりました︒

九粥1
ちゆうごく

七54 校庭のつゆもいっぺんに光った︒

つもる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

﹁新島のおばさん︒﹂とよんだつもりで︑

﹇積﹈︵五︶8

﹁こはくのつゆ﹂などがあらわれます︒

六月はつゆ︒

﹇梅雨﹈︵名︶2 つゆ

つよい 強い ︽1・ーイ・一

つゆ晴れ空はみどりにすんで︑

﹇強﹈︵形︶21

カッ・ーク︾﹇Vがまんづよい・しんぼうつよさ・ち

つよ・い

十一348圃

四悩7

つゆ

十五955

ポタリと落ちてきました︒

三國志とか︑西遊記とかいった︑中國 九備2 たまったつゆが︑しずくになって︑ポタリ

さいゆうき

あったら︑その人のところへ幸福をわけておいて
さんごくし

くるつもりでした︒

くんでさきました︒

三496圏

の水でしょうか︒

十四675 つめたい風がふきこむたびに︑

八508

八504

めたい空氣におおわれた地方があると︑

十四683 そういう地方のまわりに︑わりあいにつ
十四684 入れかわりに︑そのつめたい空氣が下か
らふきこんできて︑大きなうずができます︒

つも・る

私はかねをカーンとたたいた︒

十五683

のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑

十四7111 そのひえかたがどこも同じではないので︑ 十三315

ところどころ特別につめたいむらができます︒
十四727 これに日光をあてると︑熱いところとつ
めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

ール・ーレ︾

十四885 足がつめたくなって︑立ちどまったため
であろうか︒

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど
雪につもられて︑だまっている︒

四864

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒

十四907 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出

四901

四895圏幽

力のつよいがんが︑三ばで︑かっちゃん

このまえきたときは︑風が強かったから︑

六652 世界じゆうで︑いちばん力のつよいものは

のおちていくのを︑下からうけとめました︒

四502

かっちん石を切る︒

からつよい
こんやはだいぶつもるでしょう︒
どんなにつもっていても︑おかってから 三513圃 のみよりつよいうでさきで︑かっちん

らなかった︒

十四9110 だから︑その足のつめたいことといった

はきはじめて︑かいどうへぬけて︑

六264園今夜はつもるかもしれない︒

十四953 女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両
手をさしのべた︒

との小屋はみぞれして︑うらの山には白雪つもる︒

さとはしぐれがしとしと降るに︑ふも

十一413圏

やくほのおの方へのばした︒

十四962 女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

七192園

なあに︒

ちりもつもれば山となる︒

十四965 女の子は︑手にもえつくしたマッチを 十二745 みるみるうちにつもりましたが︑
十四822

七532

三938みどり色につやつやと光ったしばふ︒

八1711

押そうだ︒

大きくなるにつれて︑六本の足がだんだん

七536 なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて

あいては︑町の︑いちばん強い学校だ︒

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

雪が降りだしてから︑だんだんつもるよ
うす︑

十四836
つめたさ

朝 の 盛︑7たい空氣の中を︑

﹇冷﹈︵名︶1

十五278

つめたさ

さとのむらが︑どうなるかということは︑

十四742 湯がひえるときにできる︑熱さとつめた つやつや ﹇艶艶﹈︵副︶1 つやつや

969
つら一つりばりのゆくえ

強くなり︑

八884 まえより強く空乱をうち︑とぶことができ
た︒

なってとんだり︑まがって

四416

そろえたように

六843園

あ︑つりばりをとられた︒

つりばりのように

きちんと

みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の

つらいのをがまんして生きていきます︒

ものさしで

十四372
つり

だいじなつりばりをなくしてしまうなん

つりばりを魚にとられてしまいました︒

りをとられてしまったのです︒

じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

一どつりがしたいのです︒

六9211園兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

六929園

六926園

六873囹 つり．ばりは魚にとられてしまうし︑

て︒

六8511囹

六853園

なったりしました︒

十四86団

﹇釣﹈︵名︶8

生活にもつらい思いをしていますが︑
つり

うらしまが︑海べでつりをしています︒

ちょまはふえる力の強い草なので︑

四齪5

九3410国

九655囹 おしあいの強いものだよ︒

うらしまは︑いっしんに

つりをしてい

四鵬1

きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ

六822園

じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

そんなにつりがしたいのか︒

この湖へつりにいくのが︑いちばんの樂
ぼくは︑先生やみなさんといっしょに︑

﹇釣革﹈︵名︶1

つり皮
つりざお

﹁つり皮あけずに中ほどへ︒﹂
﹇釣竿﹈︵名︶2

︵下一︶

2

つりさげる

︽一

ほおりのみことはつりざおをひきあげる︒
﹇釣下﹈

みなのものにたずねるが︑だれか︑この

てしまいました︒

六947園

つりばりをのどにかけまして︑たいへん

おまえは︑このかたのつりばりを知らな

かたのつりばりをとっていったものはないか︒
六965園
いか︒

苦しんでいるところでございます︒

六966園

六971

女の人はつりばりを水であらって︑海の神

つりばりをとる︒

六974園

たしかにつりばりだ︒

だいじなだいじなつりばりが︑でてき

このつりばりではございませんか︒

て神さまお喜び︒

六981圏

六976園

にさしあげる︒

六973

ぎん紙でこしらえた小さなつりがねや︑ 六9610園 たいののどから︑つりばりをとっておや
り︒

つりがね

つりばりを︒

六925園

六839

六828囹︺このつりざおを持っていくがいい︒

つりざお

十一545囲

つりかわ

十字かもさげました︒

四8210

﹇釣鐘﹈︵名︶1

←クリスマスツリー

この湖へつりにいけたらと︑いつも思っています︒

九341国

しみです︒

九332團

りをとられてしまったのです︒

六823園

さいませんか︒

六814園

るので︑氣がつきません︒

十684園もっと強く︑あおげ︑あおげ︒
十686囹 もっと強く︑あおげ︑あおげ︒
く︑わるちえがあったから︑おちつきはらい︑

十7111 太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

十一106園 三ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた
ち強い男の子だ︒

十一349圏 つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし
に日ざしが強くな り ︑

十二331 私は︑︿略﹀そのかたの両うでの中に強
ガリレオも︑︿略﹀︑だまっていられず︑

くだきあげられました︒
十三151一

︽ーイ・ーカッ︾

つりがね

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この ツリー

本を書いて︑地動説を強くとなえました︒
十一一一212

せんでした︒

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま
十四53 作品の中には︑︿略﹀強い眞実の力が︑
﹁愛はにくしみよりも強い︒﹂

こもっているので す ︒
十五753囹

つらい

十五佃6囹私たちは︑強くて︑純潔です︒
﹇辛﹈︵形︶6

つら5しかめっつら
つら・．い

ゲ・ーゲル︾

それをまつの枝のさきにつりさげると︑ 十二998 しかの角などで作ったつり針もあります︒

つりさ・げる

時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳つりばりのゆくえ ︹課名︺2 つりばりのゆくえ

四451囹 おしまいはつらいよ︒

四8310

四457園 でもね︑つらいんだよ︒

六1111

﹇釣針﹈︵名︶18

つりばり

つり針

六33八つりばりのゆくえ⁝⁝⁝八十
六801八つりばりのゆくえ

四458園なにがつらいの︒

つりばり

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒

十四68團なつかしいおかあさん︑おわかれして
から私がいちばんつらかったことは︑おかあさん
がかなしがっていらっしゃると思うことでした︒

つる

﹇ 蔓 ﹈ ︵ 名 ︶ 11

のは︑だれかしら ︒

つる

つるぎ

十四545園

﹁では︑つるさん︑どうぞ︒﹂

鳥かごは︑︿略﹀︑おひるすぎには︑かえで

つれ
つれ

つれδさんにんつれ・ふたり

つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか

﹇連﹈︵名︶3

九槻9

ら︑やめて帰ろうといった︒

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
げんかんには︑おもむきのあるかねがつ

︵副︶1

つるつと

ら︑つるつとすべった︒

つるつる

ここからでるのは︑このとおりうちくだ

︵副︶2

九856園

つるつる

その﹁ビューン﹂がとまると︑︿略﹀子

いて作った物で︑つるつるみがかれていないから︑

十三293

どもが︑もう︑頭をつるつるにそられている︒

おんがくにつれて︑みんなが手をとつ

﹇連﹈︵下一︶65 つれる ︽iレ︾﹇Vおつれ

ら樂しんだということである︒
つ・れる
する

ておどりました︒

一638

おしゃかさまはたくさんのでしをつれ

て︑王さまのこてんにまいりました︒

三149

ぜいつれてきました︒

つれていってしまった

三441 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐになかまを大

﹁お日さまが

のよ︒﹂おかあさんがおっしゃいました︒

三764園

三812 そのうちに︑雲は雨をつれて︑空をす
すんでいきました︒

三鵬5囹 かぐやひめをこてんにつれてきたら︑

おまえにくらいをさずけてやろう︒

お思いに

なって︑すぐご

つれてかえろうとなさいました︒

﹁︿略﹀︒
﹂
と

三研8

つれていってもらおうかな︒

ｪ﹀︒﹂と︑おくざしきにつれていきま

あした山へつれていって︑はなそうと
五988園

した︒

五913

五749園 ﹁あちらへっれていけ︒﹂

四鵬−o園

しょに

つるつるして︑とがったものじゃない

つるつる・する︵サ変︶2つるつるする︽ーシ︾
か︒

二356囹

＝而2園 では︑つれていくのはやめよう︒
つるはし

てすりはつるつるしています︒
﹇鶴騎﹈︵名︶1

三322園
つるはし

工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ
つるめ
﹁なんだ︑このぶどうのつるめ︒﹂

﹇蔓奴﹈︵名︶1

て︑石炭をほっている︒

十246

六鵬5

つるめ

親つばめ︑子つばめをつれてさる︒

それにつれて︑空がうす赤くなってくる︒

思っているのです︒

六403

足がつるりとすべって︑﹁あっ︒﹂というま 六3610
に︑川の中におちてしまいました︒

六137

茶人はつれの人にいった︒

九桝3

かえでの木につるしておくと︑いろいろな

五鵬1

ほしがきにするために︑母がかわをむい

九伽7 泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑心か

つるつと

るしてあって︑︿略﹀︑しゅもくがそえてあった︒

十五6712

その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三2912

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

九4311團

鳥がやってきます︒

の木につるしておきます︒

五捌1！

五617園 それでも︑まいにちあのつるをのばした つる・す ﹇吊﹈︵五︶5 つるす ︽ シ︾

りました︒

六燭3 ところが︑ぶどうのつるに︑角がひっかか
七126 あさがおのつるがまきつくように立ててあ
る︑竹や木のことをいうのです︒

七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな
くなった豆のつる ︒

十四526園 根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ

七635 まきつくものがなくなった豆のつる︒
りませんが︑それだけでは実はつきません︒
十四559 おとなのつるは︑しずかにいいました︒
したら︑それについている葉でも︑花でも︑なり

十四568囹もし︑つるの私がとちゅうで切れたり 六638 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた
かけている実でも︑みんなかれて

十四573 だから︑私は︑そのかぼちゃは︑全部私
のものだと思います︒﹂つるがこういったとき︑

十四609 花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え

つる

つ る も ︑うなずいて︑﹁︿略﹀︒﹂

ていました︒
十四614

﹇鶴﹈︵名︶1

四827 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった

つる

つるや︑ふうせんをさげました︒

つ・る﹇釣﹈︵五︶3つる︽ーッ︾
六824園 あの大きなたいをつってみたいのです︒
六825園 でも︑つってみるがいいさ︒
﹇剣﹈︵名︶1

六848囹 おまえは︑なにかつったか︒
つるぎ

うと決心したので す ︒
﹇蔓﹈︵名 ︶ 1

つるさん

十三191 つるぎで失ったものを︑すきでとり返そ つるりと ︵副︶1 つるりと
つるさん

「〈

つる一つれる

970

971
つれる一つれる

帰ったんだろうね ︒

ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生
私は父につれられて︑近くの高い山に登っ
ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの

いいコックスが日本を正しい方へつれ
その晩のうちにいって︑子どもをつれて

にえんにさす︒

門ばんは︑その手紙をひと目みてから︑

看護人を呼んで︑少年をその父親のところへっれ

十一652

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

ていくようにといいました︒
十一734

おまえはべつの人のところへっれてい

へやの向こうのはしにはいってきました︒

十一834園

ここへっれてきたときには︑もうすっ

かれたのだな︒

十一867園

医者が︑看護婦と看護人をつれてはいつ

かりわけがわからなくなっていて︑

十一895

そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ

てきました︒

十二257

そういう人たちのなくなるにつれて︑

ていって︑用をたさせるようにしました︒

順々に消えていってしまうものもある︒

十二5510

十二911 天氣のよかったこと︑山へいったこと︑

弟やいぬをつれていったこと︑

十三386囹

おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを

ほんとうにつれて行ってくださいよ⁝

新しいものが世の中にできてくると︑こ

また︑花さんでも︑葉さんでも︑日の

十四柵8園

ねえ︑いっしょにつれて行ってくださ

いっしょにつれて行ってください︒

このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

草のしげっている場所を見つけて︑そこ

満ぼう︑いいところへっれて行ってあ

十五6610 十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

げるから︑さあ︑出かけよう︒

十五6111園

れられて行っても︑思うぞんぶんにふるまった︒

十五617

へひつじをつれておりて來ていますと︑
そうせい
私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ

十五244

︿略﹀︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五218

教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒

十五2010

い︒

十四㎜8囹

が︑そこへっれて行ってあげるのは︑この私です︒

あたるところや︑高いところがおすきなようです

十四567園

る

とばも︑それにつれて︑新しく生まれるものであ

十四257

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

十三4110囹

ふたりつれています︒

私は︑きのう︑三つになる一まんでいう 十二鵬3 大きなげたをはいた女の人が︑おともを

十二三分ばかり歩いたところに︑廣い草原
べつにいそぐこともありませんでしたので︑

能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい

きました︒

十一2411

ていくのさ︒

十一111囹

舞を舞ったり︑︿略﹀するものですが︑

十631

妹の氣のすむようにして︑つれていきました︒

十486

があるので︑そこへっれていこうと思ったのです︒

十478

た︒

と二年三ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにでまし

十476

上でつみ草をしている︒

十2211

た︒

九㎜2

につれられて︑山のスキー場へいった︒

九牛3

六444園 うん一だけど︑いったいだれがつれて 九906園 きみたち︑やまだくんをつれていけよ︒
六589 そこを通りかかった人が︑おんぶして学校
までつれてきました︒

六939 女の人は︑魚たちをたくさんつれてでてく
る︒

六字7 ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして︑

六963 女の人は︑たいをつれてでてくる︒
つれてきた︒
﹁︿略﹀︒﹂とうけあって︑さぶろうをつれ

てきたのでした︒

七3511

七791囹あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれ
ていったのにそういない︒

七797 むりにつれていく︒

七803囹私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑
さばくを通っていましたが︑

強くなり︑

八1710 大きくなるにつれて︑六本の足がだんだん

かくもぐりこんでいきます︒

八201 大きくなるにつれて︑だんだん地のそこふ

のところへおりていった︒

八659親あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水 十一405圏南にかたむく日につれて︑光はまとも

小屋へつれていってあげるからね︒

八672園 わたしについておいで︑大きな世界の鳥

が通っていくと︑

八678 そうして︑親あひるにつれられたひなたち

くだき︑うちへっれて帰った︒

八863 あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを
九428國 いちばん小さな三つになる妹もつれて︑
うちじゅうがみんなでいもほりをしました︒
いこうとする︒

九897 帰ろうよ︒ね︑やまだくん︒﹂と︑つれて

つれる一つんぽ

972

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五699 ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

﹇ 釣 ﹈ ︵ 下一︶5

つれる

︽ーレ・ レル︾

十五柵3園 あの人がつれて來てくれたの︒
つ・れる

おや︑

六825圏 そううまくつれるものではないよ︒
六832囹 どうしてつれないのだろう︒
ひく︑ひく︒

六833園 朝から一びきもつれないなんて

六849園 いいえ︑つれませんでした︒

一

ツンツンつっころ

六849囹 つれないどころか︑申しわけのないこと
︵名︶

をしてしまいました︒

ばし

つんつんつっころばし

八85 ﹁ツンツンつっころばし﹂とさえずつたり
﹁あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑やまだの顔

つんと ︵副︶1 つんと

つんぼ

をみると︑きゅうにまたつんとなって︑

九964
﹇聾﹈︵名︶2

十二399 よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

つんぼ

﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

で︑そのうえつんぼでした︒
十五881園
みんな魚のようにつんぼだし︑

973
記
後

記

た︒

編集の経過と担当者

本書の解説は貝美代子が執筆した︒
︵平成七年四月木村睦子記す︶

第六期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
国語辞典編集室室長 木村睦子
同調査員 林大・貝美代子・久池井紀子・山田雅一・乾とね
また︑犬飼芳子・木村睦子・高比良富江・小川民が︑この作業を助け

になった︒

期を追って用例数が増え︑第五期がおそらく最高になるものと思った
ところ︑予期に反して第六期はさらに五千例ほど上回った︒第一期の約
四倍の用例を二巻に収めるために︑極力文脈を切り詰めてきたが︑その
欠を補うために平成三年からフロッピー版本文の頒布を開始した︒手作
業で用語総覧を作成した一期と二期についても底本の機械可読化を行
い︑今回の六期を加えて︑一〜六期すべての本文を提供することが可能

を念じている︒

力化を行った︒それが利用者の方々にとって大きな不便にならないこと

てきた︒さらに五期からは一部をKWICにすることにより︑一層の省

カードを利用した手作業方式であったが︑第三期からはコンピュータ利
用方式に切り換え︑文脈の長さ指定の自動化など︑次第に効率化を進め

総索引作成作業は︑平成五年五月から開始された︒第一期︑第二期は

第六期国定読本﹃こくご﹄﹃國語﹄︵いわゆる みんないいこ読本︶の

後

CONCORDANCE 10 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 10 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 10 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.

3. Computer‑aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord‑
ances to Koleutei Toleuhon, and an optical character reader was also used.

4. Kokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
from April 1904 to March 1949.

5. CONCORDANCE 10 covers the sixth Kofeutei Tokuhon. The original textbooks in fif‑
teen volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1947 to

March 1948.
6. The sixth Kohatei Tokorhon was revised at least once. The texts chosen for CONCORD‑
ANCE 10 are the earliest versions used in 1947, and are now in the possession of three

organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 10 covers the first half of the vocabulary of the sixth Kokutei Toku‑
hon or words from A (za) to TU (")); the latter half of the words from ZZIE (‑) to IV
(tL) will be covered by CONCORDANCE 1l.

8. Theintroductionexplainsthefollowing;
the transition from the fifth to the sixth Kofeutei Toleuhon;

the editorial policy of the sixth Koleutei Toleuhon;
the characteristics of the sixth Koleutei Toleuhon' and

'

the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 11.
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