国立国語研究所学術情報リポジトリ

国定読本用語総覧11 : 第六期『こくご』『国語』
昭和二十二年度以降使用 て〜ん
著者
ページ
発行年月日
シリーズ
URL

国立国語研究所
3‑1000
1996‑06
国立国語研究所国語辞典編集資料 ; 11
http://doi.org/10.15084/00001624

◎﹃こくこ﹄﹃国語﹄昭和二十二年度以降使用

国立国語研究所編

第六期﹁て〜ん﹈

刊行のことば

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

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

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

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

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

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

第一期

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

明治三十七年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日イエスシ読本と俗称︶一〜八

︵今日アサヒ読本と

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

第二期

大正七年より使用﹃醤国語読本﹄︵Aコ貝ナハト読本と俗称︶登〜＋二

教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従って示すと次の通りである︒

第三期

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

﹃初等科国語﹄一〜八

﹃国語﹄第三学年︵上下︶第四〜六学年︵二上中軸︶︵今日みんな

﹃よみかた﹄三〜四

第四期

﹃ヨミカタ﹂一〜二

昭和十六年より使用

昭和二十二年中り使用﹃こくご﹄一〜四

俗称︶

第五期

第六期

いいこ読本と俗称︶

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

二分冊とする方針で刊行を進めてきている︒このたび刊行するのは第六期国定読本の用語総覧の第二分冊であり︑﹁て〜
ん﹂の部を収めるものであり︑総集編を除く本編の最終巻となる︒

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

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

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

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

めた︒すなわち︑約一万三千の見出しのうち︑特に使用頻度の高いもの︵五期では度数二〇〇以上︑六期では二五〇以上︶

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

木村睦子︑調査員

林大︵名誉所員︶︑

更に伴うものである︒文脈範囲指定に費やす研究者の時間を節約するのが目的であり︑読者諸賢の御理解をお願いする︒
この﹃国定読本用語総覧11﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑室長
貝美代子︑久池井紀子︑山田雅一︑乾とねである︒

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

国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館︑東書文庫︑財団法人教科書研究センター附属教科書図書館︑山形
芦沢節︑ 文化庁文化部国語課主任国語調査官

安永実︑

財団法人教科書研究センター特別研究員

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

中村紀久二︑山形大学教授 石島庸男
また前十巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成八年四月

谷

国立国語研究所長

水

修

例
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凡

凡

例
j内容

︵二︶底本

︵四︶見

︵五・三︶品詞
︵五・六︶表記

︵七︶用例と所在

︵七・三︶層別

︵六︶見出し語の排列
︵七・二︶所在

︵五︶見出し

︵三︶用語採集の範囲
︵四・二︶読み

︵五・二︶漢字

︵四二︶単位

︵五・一︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

︵五・四︶人名・地名などの注記 ︵五・五︶度数

語 の注記

出し 語 の 立 て 方

（一

底

本

いては二十三年度本を参照し︑改められている場合はそれに従った︒

用本を底本にしたところ︑多くの誤りが目についたため︑其の部分につ

随所に誤植らしきものが見られる︒これまでの例にしたがって初年度使

本は︑戦後の混乱の中で非常に急いで編集され︑印刷されたものらしく︑

改める以外に手を加えることをしなかった︒しかし︑この第六期国定読

これまでは底本に忠実にしたがうことを宗とし︑編纂趣意書によって

の解説参照︒

各種機関または個人の所蔵本を底本として用いた︒詳しくは巻十所収

︵二︶

列し︑その全用語のうちテからンの部までを収めたものである︒

語﹄︵いわゆるみんないいこ読本︒全十五冊︒︶の全用語を五十音順に排

本書は︑昭和二十二年度から用いられた第六期国定読本﹃こくご﹄﹃話

（一

︵三︶
底本のうち︑

①目録
②本文
③図版

用語採集の範囲

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は

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

なお︑六期については編纂趣意書も教師用書も存在せず︑したがって

読み方を指示するような資料はすくなくとも公には出されていないが︑
とする︒

位

見出し語の立て方

編集者らが調査した新出漢字と読み替えは︑本書の巻末にまとめて付録

︵四︶

単

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

︵四・一︶

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞一用法と実例﹄︵国立

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな
い︒

例

③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行
う︒

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

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑ロ語・文語などで活用の
語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一

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

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

み

あいて与いろいろなあいて・はなしあいて

︵四・二︶読

五期までは︑漢字表記の読みを決定するにあたって︑編纂趣意書また
は教師用書に新出または読み替えとして提示されている漢字を参考にし

漢字

品詞

度数

終

表記

うみ

←みずうみ

後要素

たが︑今回はそのような資料がなく︑編集者らの判断により︑普遍妥当
と思われる読みを採用した︒したがって読みが問題となるような場合
に︑証拠として用いることはできない︒

︵五︶ 見出し語の注記

見出 し

うみ ﹇海﹈︵名︶ 81

海

各見出し語ごとに︑次のような事項を記した︒

囮

凡
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用例

三454囹

層別

品詞 度数

表記

︽ーゲ︾

活用形

ぼくは海をわたってきたかったのだ︒

漢字

所在︵巻・ページ・行︶

見出し

ささげる

かれは︑五つぶの底意をいまはなきうめの

ささ・げる﹇捧﹈︵下一︶3

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十441

見出し

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

︵五・一︶

活用語は終止形を見出しとし︑活吊しない部分と活用する部分との間

た︒

に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶漢字

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

︵五・三︶品詞

助詞

動詞

副助詞︵副助︶

係助詞︵係助︶

接続助詞︵接助︶

助動

連体詞︵連

形容詞︵形︶

副詞︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に示すような略号を用いて示した︒なお︑助

感動詞︵感︶

代名詞︵代名︶ 形状詞︵形状︶

接続詞︵接︶

名詞︵名︶

詞と動詞は︑さらに︑細分類を行った︒
体︶

詞︵助動︶

格助詞︵格助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒
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凡

並立助詞︵並助︶ 準体助詞︵準助︶
助︶

終助詞︵終助︶

間投助詞︵間

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別
ではなく︑語形上の異なりをさす︒

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部
て示した︒

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

二︶下一段︵下一︶力行変格︵力変︶サ行変格︵サ変︶ナ行変

見出し語の排列

つやゆよ︶は普

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

︵六︶

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

四段︵四︶ 五段︵五︶ 上二段︵上二︶上一段︵上一︶下二段︵下
格︵ナ変︶ ラ行変格︵ラ変︶

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

︵用例の数︶を記した︒

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

見出し語ごとに︑その使用度数

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用
して排列する︒

②小文字←大文字すなわち︑拗音←直音︑促音←直音

①清音←濁音←半濁音

︵五・六︶ 表 記

その見出し語の全用例について︑片仮名・平仮名・漢字や︑振り仮名
の有無などの表記の異なりを列挙した︒二種類以上の表記がある場合

動詞←形容詞←助動詞

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒

する︒

以上によっても排列の決らないものは︑次の各項を順に適用して排列

③普通の仮名←長音符号

は︑次の順とした︒

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶
⑥漢字︵振り仮名なし︶

a名詞のなかでは次の順とする︒

助詞←間投助詞

格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

⑦アラビア数字
⑧ローマ字
︵五・七︶ 活用形

活用のある見出し語の用例について︑ 活用形の異なるものを列挙し

例

凡
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記が﹃こくご﹄と﹃國語﹄に分れるが︑巻番号は通しで数える︒すなわ

﹃國語﹄第四学年上中下が巻七〜九に︑第五学年上中下が巻十〜十二に︑

ち︑﹃こくご﹄一〜四が巻一〜四に︑﹃國語﹄第三学年上下が巻五・六に︑

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

①口語文

韻文

文語文

手紙文

候文

③地の文会話文

②散文

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

︵七・三︶層別

のように記し︑図版中の語であることが分かるようにした︒

五36図

なお︑図版中の語は︑

第六学年上中下が巻十三〜十五にあたる︒

ナ変←ラ変
②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒

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

b漢字表記の付けられないものについては︑

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

︵七︶

上記の分類の第一字目によって︑図圓圏團園のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

︵七・一︶ 用例文

い︒

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒ただし第六期には候文は出てこない︒

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

用例の長さおよび体裁は︑巻8から見出し語により二通りに分けた︒
し︑それ以外のものは︑従来通り可変長とした︒用例文の中間の一部を

すなわち出現頻度の高い語︵主として助詞・助動詞︶はKWIC形式と

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒

省略する場合は︑︿略﹀のように示した︒

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

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

1

て一て

一639
P園

いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

2

この手で︑なにをもつでしょう︒

この手で︑なにをもったでしょう︒

あげました︒

一574 きしゃからかけおりて︑手をとりあいま
した︒

一624 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑わたくしの手にた
まをおしつけました︒

これははんたかの手でございます︒
はちをわたくしにとどけようとして︑手をこ

どもおじぎをします︒

四㎜8 かめは︑手でなみだをふきながら︑なん

四備10

かめが︑うらしまの手をとって︑でて

うらしまは︑たまてばこを手にもって︑

よろこびます︒

四佃3

いきます︒

四佃5 みんな︑手をふってみおくります︒

長い長いでんせんをつたわって︑ここまでた

四俄2園 それから︑みんなの手でそだてられ︑

私もその人の手ににぎられながら︑あちら

びをしてきたのです︒

こちらへまわりました︒

五202

五209 みつおさんがよろこんで︑私を手にとりあ
げました︒

﹁︿略﹀︒えらいわね︒﹂といって︑手をた

こやしをやったり︑手をやったりした

まるくふとった手をたたきました︒

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

りょうかんさんは︑ほうきの手をとめて︑

六637 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた

五8811園左の手でかかえてさ︑

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811囹

五867

じゃありませんか︒

五631園

五535

をたたきましたQ

たいてやりますと︑まさこも︑まるくふとった手

五534

であそぼうよ︒

この町の手となり足となって︑はた 五445團世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

こまでのばしたのです︒

四133

おかあさんの手の上につかまってひい

おかしをしっかり手にもってねんねし

らいています︒

四161
た︒

四179
た︒

そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ

みんなで手をつないで︑わをつくり

ぱいひいた︒

四189

四204国
ました︒

かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い

お一おにさんこちら︑手のなる方へ︒

そいでとんでかえりました︒

四632

四777

四麗8 おもしろい︑おもしろい︒﹂手をたたいて

二4510園手の上にごむまりをのせているね︒ 四鵬3 かめは︑うらしまの手をとって︑そこら
二478 手に大きなりんごをもっています︒
をぐるぐるとあるきまわります︒
二488
手にわたします︒

おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手
さあ︑手をつなごう︒

にうけとります︒

二529
三82園

はちをもった手が︑するするとおしや

三83園手をつなごう︒
三161
三165園

29

6

だれの手だろう︒

一88圏 そのてをうえに︒

三168園

かさまの目のまえにのびてきました︒

﹇162 じをかく乏きには︑てをつかいます︒

てを

三1610園あれは門のぞとにいますので︑この

﹁うたをうたえば﹂ では︑くちに

だちとてをつなぎました︒
一235

あてて︑らっぱのようにしました︒
﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

てをうえにさしあげました︒

一2310

29

7

わたくしは︑おばあさんの手をとって

手は二ほん︑みぎひだり︒

30

1

手となかのいいことば︒

31

8

それぞれわたしてやります︒

おんがくにつれて︑みんなが手をとつ 四997 うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑

いや︑目でみなくても︑手でさわった

ておどりました︒
一一

ことがあるかい︒

R3

一226 ﹁おててつないで﹂のところで︑おとも

をうえに︒

一87圃またひらいて︑てをうって︑そのて

すんで︑

一84間むすんで︑ひらいて︑てをうって︑む

ぎて・やつで・ゆくて・よみて・りょうて

ん・せんて・はなしあいて・ひだりて︒ひらて・み

て・かみてはんぶん・こて・しもて・しもてはんぶ

いろなあいて・うらて・おくのて・かたて・かみ

て ﹇手﹈︵名︶㎜ て 手εあいて・いたで・いろ

て
48

て一て
2

﹁手だよ︒﹂といいながら︑この手が動

ら︑つるつとすべった︒

六765園
かないから︑やはり雪だるまは命がないのかなと
思いました︒

六766 この手が動かないから︑

六792園 ほら︑左のむねのところに手をあててご
らんなさい︒

六9910 左の手に︑めがねのたまを持って︑目から
遠くはなした︒

六㎜4 右の手に虫めがねを持って︑

六番7 とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ
さんのせなかをおさえました︒

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

七69囹 手をつないで校門をでていく子ども︑

七121
人の手ではありません︒

﹁なべの手﹂となると︑

人の手ではありません︒

七121
﹁あさがおに手をやりましょう︒﹂という
﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑またす

ときの﹁手﹂は︑またすこしちがいます︒

七123
七124

これは︑あさがおのだしている手のことで

こしちがいます︒

七125

﹁だいぶ手があがった︒﹂このときの﹁手﹂

﹁きゅうりの手﹂や﹁豆の手﹂なども︑同

﹁きゅうりの手﹂や﹁豆の手﹂なども︑同

はありません︒

七128
じです︒

じです︒

七128
七1210

は︑文字を書くことをさしていますが︑

このときの﹁手﹂は︑文字を書くことをさ

していますが︑

七1211

﹁手が よ ご れ て い ま す よ ︒ ﹂

七133

﹁いますこし︑手をいれてみよう︒﹂

﹁手をつくす︒﹂

ならをして走って帰る子ども︒

七75園 なんども手をふりながら︑先生にさよう
七112
﹁ 手 が つけられません︒﹂

七134

どうして︑﹁手﹂ということばが︑文字を

七113
﹁ 手 が たりない︒﹂

七131

七114

﹁手 を あ わ せ る ﹂ の ﹁ 手 ﹂ も ︑

七135

このようなときの﹁手﹂は︑どんないみに

﹁新しく手をつけた︒﹂

七141

﹁この手でやってみよう︒﹂とかいったり

﹁まいの手﹂といったり︑

私どもの手が︑さまざまなはたらきをする
﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら

つぎの﹁手﹂は︑どんなつかいかたでしょ

きをしてくれます︒

七1310

ように︑

七1310

します︒

七139

七138

つかわれているのでしょう︒

七136

書くことになってきたのでしょう︒

七115 同じ﹁手﹂ということばにも︑いろいろな
つかいかたがあります︒

七117 じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑
思わず手をたたきます︒

ます︒

﹁手をうつ﹂の﹁手﹂も︑﹁手をあわせる﹂

七119 このときの﹁手﹂は︑てのひらをさしてい
七119

の﹁手﹂も︑これと同じつかいかたです︒
七1110

﹁手 を あ わ せ る ﹂ の ﹁ 手 ﹂ も ︑

七119 ﹁手をうつ﹂の﹁手﹂も︑
七1110

七121 ﹁かごの手﹂とか︑﹁なべの手﹂となると︑

うか︒

七143 ﹁すばらしいものを手にいれたね︒﹂
七144 ﹁そんなに︑手をやかせるな︒﹂
七145 ﹁ちょっと︑手にあまるしごとだな︒﹂
七146 ﹁手にとるようによくわかる︒﹂
七147 ﹁手﹂だけではありません︒

さ

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒

私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑
七3410

私は︑さぶろうのかたに手をかけて︑

﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒

七372

しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ

手でまどわくをおしています︒

七3710 私のよこのわかい男の人が︑︿略﹀︑両方の

七387

かなり早く走っているので︑青年のからだ

しすすむにも︑よういではありません︒

しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑

はゆれていたが︑ひく手にくるいはなかった︒

七418

七424

そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう

いっしんにひきつづけていた︒

しを︑そばの人の手に渡した︒

七441

七441 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

わたしの手にさわったものが︑みんなこ

金がその中にたまった︒

がねになったら︒

八393園

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

八409 こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

しみになりましたが︑いくら手をつくしても︑よ

八447 王さまは︑ご素雪をなさって長いことお苦

みんな手をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車によ

王子は手をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑

くおなりになりません︒
八484

びかけた︒

八586

3

て一て

八867 たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑
おかみさんは手をたたいておこった︒

八922 子どもたちは︑手をたたいておどりまわっ
た︒

九938
みんなは思わず手をたたいた︒

首がいたいらしく︑手でさすっている︒

父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど

山相11

九㎜5

九慨9

九伽3

くもが︑手でさすっているあいだに︑

私は手をいれて︑それをすくおうとすると︑

もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九四10

八946 ういたもみがあったので︑手ですくってみ
ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

九型3

おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと
くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば
ふしくれた手︑とがった足︑うすきみのわ

してみました︒

九衛2

のばして︑とりすがろうとしました︒

九襯6

ちょうちょをとらえました︒

くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

八研4 いねこききかいをつかわずに︑手でいねこ
きをした人もいました︒

九213 いく千というつばめたちは︑人をおそれず︑
へやにはいってくる人があると︑たちまち︑その
かたや︑頭や︑手にとまりました︒

まい味がしました︒

九3610團手にとってロへいれると︑つめたくてあ

つかまれている

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼みましたら︑

これを人の手によらず︑機械の力で動かす
小学校をでただけのかれには︑手のとどき

かつて︑パリーの眞珠商たちが︑幸吉の手
そのとき︑いままでかたにかけていたすい
かたにかけると重いから手に持つのだと︑

そうしたら︑二年半の男の子が︑ふくろう
﹁ほら︑のんのさん︑のんのさん︒﹂と

のからだを手でいじりました︒

十569

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十537

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十537

になる養殖眞珠は︑まがいものであるといった︒

十459

そうもない空想になりがちであった︒

十3412

ようにしたがった︒

十347

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

十123

るいかたち︑いままでにこの手で︑この足で
九384團高くて手のとどかないかれ枝は︑
九438團大きなかきが︑ころころと二つ三つ落ち 九衛4 いままでにこの手で︑この足で1
ているのをみたときは︑思わず手にとりあげます︒
かざして︑いちろうをみながら答えました︒

九534 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を
九556 せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑
ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

ながら︑いちろうの手をとりました︒

九698 やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい

九822 ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの
ぞきにいってみると︑

九848 みんなはほる手をとめました︒
九851囹 いのししやしかの角などに手を加えて︑
ぼくだっていやだ︒﹂と︑

なにかの道具につかった物があったでしょう︒
九8810

手をふりはなそうとする︒

十6812

こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま

いって︑月の方へ手をやったら︑

九8910 ふたりともむきになって︑友だちの手から 十608
やまだの手をひっぱって︑﹁︿略﹀︒﹂

ぬけだそうともがく︒
九907

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒

いつもその本を手からはなさず︑

十一2611 まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに︑

て︑へやを歩きまわっていました︒

十一685 看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ

動かずにいる︑うでをつかみました︒

十一692 一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

医者は︑手を少年のかたにかけました︒

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒︑

十一724 そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた
十一745

かたに手をかげながら答えました︒

十一756

十一763 病人のふとんをなおしたり︑ときどきそ

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

の手にさわってみたり︑はいを追ったり︑

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一766

れば飲まないようになりました︒

十一805 飲み物やくすりを︑少年の手からでなけ

たひとりの男が︑

十一818 みると︑一方の手にあつくほうたいをし

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

十一883 チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに

十一898 少年は病人の手をにぎりました︒
十一8910

﹁ぼくの手をにぎった︒﹂と︑少年は

ぎりしめたような氣がしました︒

十一8912囹

一方の手で花たばを取りながら︑一方の

さけびました︒

十一919

手で目をふきました︒

十一9110 一方の手で目をふきました︒

なんのことだかその意味がわかりません︒

十二75 道灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑

て一て
4

子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし

十五732

やがてすがたをあらわした博士の手には︑

十五758

自動車のドアに手をかけた老博士が︑

て︑受けようとしますが︑

十二738
あられはその手にはのらないで︑

別れの手をさしのべると︑

てみせたものは︑ガラスのかけらばかりでした︒

十ニー09 ポケットに手をいれましたが︑とりだし
十二739

十五766

︿略﹀︑なつかしい数々の養浜があった︒

十ニー23 リビングストンがちょっとそとにでかけ

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま

ふたりとも手はパンのしんだし︑目は

︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

︵ふたりの子どもに手をだしながら︶さ

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

十五㎜9

﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ

手をひろげてこちらへかけてくる︒

それから︑これもおかあさんの手だ︒

この手でおまえのせわをしているとき

こどもら手をつないだ中を日ぐれのう

三685園 ﹁風はなんていってるの︒﹂
十491園 アンヨナメテルワ
クッチケルヨ
フッテー

なんていうか︑ただのおかあさんでは

テ

て

で■あなたのおもっている

なくて︑キリストのおかあさんという感じが︑

6

︵接助︶鰯

にいきていることば・したがって・せめて・そうし

きまって︒きわめて・けっして・こうして・こころ

て・いねをそだてて・おててつないで・かえって・

ことは・あらためて・いずみをもとめて・いたっ

て

十三596園

十5012園﹁フッテ﹂と︑ひとりごとをいいました︒

て︵格助︶4テて

は︑いつだつてこんなに白くなって︑

十五備12囹

十五稲6園

ます︒

十五佃6園

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

十五餌1囹

あ︑どうぞ︒

十五8910

おいでなさい︒

十五893

もものジャムですよ︒

十五885園

軸翫つた﹁チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂

チルチルの方へ手をさしだしながら︑

十二851

元氣でゆかいに︑手をつなぎましょう︒

寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

女の子は︑手にマッチの小さなたばを一

女の子は︑手にもえつくしたマッチを

十五861一

たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒

文を書くときには︑よく手をいれること
花を手にいっぱいつんで帰ったことを思
二ひきのうさぎが︑うしろから手をふり

十三503

その下の白いところに︑先生の手で︑こ

十五92圏
まが通る
十五223

女の子は︑にこにこわらって︑この自分
のすくい主へ手をさしだしていました︒

十五333

らはなれて行きそうにしていました︒

女の子は︑︿略V︑とかく家庭教師の手か

十五64図閣家を出て手をひかれたるまつりかな

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

十四964

つ持っていた︒

十四9311

十四5611囹ごらんなさい︑私のこの足を︑手を︒

さないように︑

十四491

う書いてありました︒

十三537

足をふって︑おうえんをはじめました︒

十二鵬9

う︒

十二951

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938

した︒

たった九十センチぐらいのところでも︑

くあなの中へかくれてしまった︒

十ニー53 そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや
十一一272
︿略﹀︑すぐに手をついて︑いざり歩きになります︒

私は︑︿略﹀︑新しい人形を手にとって︑

をつづられました︒

十二334 先生は︑私の手に︑﹁人形﹂という文字
十二358
ゆかにたたきつけました︒

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二3611 だれかが水をくみあげていましたので︑

十二371 冷たい水がいきおいよく流れているあい
だに︑別の手に︑はじめのはゆっくりと︑次には
早く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二3712 私の手にふれるあらゆるものが︑生命を
もって動いているように感じはじめました︒
サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒

十一一41一

手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたによって

十二415 手のひらに文字を書くことから︑進んで︑

いまいった虚心は手でつかうのだが︑

手と 手 を に ぎ り あ い ︑

﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒
十一一415
十一一4511囹

十二521 3手の作りかた︒
十一一527 4 着物の作りかたと手のつけかた︒

博士は︑しずかに歩みよる私が手にして
いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五544

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十二534︵ の手は︑手さきのほうをいれて︑穴に 十五464 ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵
糸を通してぬいつける︒

十二536 ︵㊦ 顔と手をつけた着物を裏返すとでき
あがる︒

5

て一て

て・たいして・といって・どういたしまして・どう

一386

一5310園

一532園

いしころになってしまいます︒﹂﹁︿略

つひろっていっておかあさんのおみ

げるようにはしってきます︒あさがお

して・として・なってない・なってみたいもの・は

一545園

一554園

つこうにはいって︑べんきょうして

一557囹そのたまをもっていますか︒﹂﹁︿略﹀

一5410園

のなかまにいれてもらえます︒﹂﹁︿略

一395 んときしゃにのって︑お月さんのとこ
一423 ︒みんなもうこいていますよ︒木もは
ますよ︒木もはえていますよ︒せんせ

一558園

一424

じめて・はじめてのおかね・はたして・ひかりをも

一559

おべんとうをたべて︑ちょっとうとう

をひとつとりだして︑わたくしにみせ

とめて・みてとる・むすんでひらいて・やってく

ふたりはいそいでえきにいきました

一443囹︒ふたりでいっていらっしゃい︒﹂と

一438園

かくせいきがよんでいます︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

一565

一562

て︑べんきょうしてくるのです︒そう

一447

もちものをしらべています︒かたなだの

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぽけっとからう

︑たくさんならんでいました︒しろち

きしゃはもうついていました︒まどの

たら︑どうなっていたかわかりませ
一585園

くろいぬをおってくださらなかった
一583囹

ちゃんのみみをみてききました︒﹁︿略

しゃからかけおりて︑手をとりあいま
﹁︿略﹀︒﹂そういって︑おとうさんのも

一5710
一478

むすんで︑またひらいて︑

んのくにへいれてもらえます︒﹂﹁︿略

すん で ︑

一4410

んなとりあげられてしまいました︒

一5410園

て︑ てをうって︑むすんで︑ また

一4510

くんだよ︒いそいででかけよう︒﹂﹁︿略

一83圏

うっ て ︑

一462

さんがそばにたっていました︒﹁︿略﹀︒

一84圃
︑ またひらいて︑てをうって︑

一5610﹁

一436

一85圏

て︑ てをうって︑ そのてをうえ

た︒かばんをあけてなかをみせますと

一82圏 ひらいて むすんで︑ひらいて︑ てを

一86圏

一465

やで︑こしをかけてまっていますと︑

一574

る・わけても

一87圏

十五や
さぎ︑ なにみてはねる︒

一468

しめがねでのぞいてみながらいいまし

こしをかけてまっていますと︑おおき

﹀︒﹂﹁ここにもつています︒﹂といっ

一186圃
おつきさま みてはねる︒
ひらいた

一473

一468

ひらいて︑てをうって︑

﹁192圃

うたをうたえば
ことりになって︑

のみちをいけば
﹁おててつないで︑
おどりました︒わ
かってにかんがえて

おとうさんのもっていた四かくなか

︵

一212圃

一567

一215圃
一223

一481

一479

一594つきみそうのさいているおはなばたけ

それから︑そろってしろちゃんのうち
一58︒
10

一588
︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おれいをいいま

のところで︑お
︑﹁おててつないで﹂

︒﹁きしゃはすいています︒ごじゅん

︵四

一225圃

んのにもつをもってあげました︒わた

おきなはんをおしてくれました︒

一232圃 いことりになっての
﹂ところはこま

一485園

あさんの手をとってあげました︒よに

一235 ︑くちにてをあててら
︑っぱのように

一488

︵十

一611も
囹んどをひろってきたのですね︒﹂﹁︿

のおうちにおいていただいたおかげ
一603園

も1
ちを︑ごちそうしてくれました︒
一60

︑みんなよろこんで︑めいぶつのおだ
一599

一489

二ばんの﹁はねておどればの
﹂とこ

よにんがむきあって︑なかよくこしを

一242團

は︑なにになってみたいお
ともいま

一4810

一321 ︑つぎつぎとかいてみましたた
︒だお
一343圏

一615もんどをとりだして︑﹁︿略﹀︒﹂といい

いなはながかざつてありました︒びい
︵五︶

一492

ようさんがまわってきていいました︒

﹀︒﹂﹁かぜになってど
︑ こでもどんど

一498

一347園

一509

のおみやげにしてください︒﹂とい
一617囹

62

62

8

8

4

きがついてみると︑さっきの

一348園

さんがまわってきていいました︒﹁︿四

63

9

たいのです︒﹂﹁︿
どんふきまわっみて

一354囹 いなはなになってお
︑へやをかざり

一5010

一6110い
園しころになってしまわないかしら︒

63

1

せかいじゅうの
﹀ ︒ ﹂﹁うみになって︑

一361囹

にんはもたれあって︑ぐうぐうとねて

﹂﹁ひとつひろっていっておかあさん

わのなかにはいって︑おはなばたけを

みんなが手をとっておどりました︒お

いたのかとおもってみまわすと︑山の
︒おんがくにつれて︑みんなが手をと

︒﹂又略﹀︒﹂といって︑わたくしの手に

て︑ぐうぐうとねてしまいました︒

︵

一517

一516

いかぜがふきこんできたので︑目がさ
おきな川がながれていました︒﹁︿略﹀︒

一532園

一527園なほしがひかっているでしょう︒﹂お

一523

一521

一366園 かい木にとまってう
︑たをうたいた
います︒川が︑さ
一376 ます︒川がながれて
います︒ちいさな
一377 さらさらとながれて

す︒いぬがはしっき
てます︒しろいい

います︒いぬがは
一381 さらさらとながれて
一382

一383 ろいいぬがはしっき
てます︒しろいこ

64

一645こしかけにもたれて︑うとうとしまし

一648う
園さんのよくねていること︒﹂おかあ
一658に
園ふたつひかっていますよ︒﹂とい

のうえにだきあげてくれました︒
一6510

あ

︵躍

てみました︒わけているうちに︑その

︒しまいまでみていたいとおもいま

二343園ものに︑さわらせてくれませんか︒﹄﹃︿

のおなかをなでて︑こういいました︒

二3410園うのそばによってきました︒はじめ

﹃じゃあ︑さわってごらん︒﹄といっ

のきばにさわって︑こういいました︒

﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぞうをとめまし

二351園

うよ︒つるつるして︑とがったものじ

二348園

花が︑さきがけてしぼみました︒み

で︑はとをだいていたら︑たいへん
︑ゆりの花にきていましたよ︒﹂天略

二354園

二347囹

しぼみました︒みてください︒﹂﹁︿略﹀

二356園

なったので︑やめてきました︒﹂﹁︿略﹀

つとぶらさがっていました︒あんま

は︑耳にさわって︑﹃︿略﹀︒﹄といい

のはなにさわって︑﹃︿略﹀︒﹄といい
二3510園

V圏

たくさんとまっています︒これから

らは︑足をなでて︑﹃︿略﹀︒﹄といい

きなうちわににているよ︒﹄といい

んまりいうがにているので︑ぼく︑

に︑おはなしをしてきました︒きょう

二361園

つきみこそどいてくれたまえ︒﹄と︑

た︒﹃きみ︑どいてくれたまえ︒﹄と︑

二379園

二378開園

二376園

二372園

︑しっぽをもっていいました︒﹃︿略

二363園

つのをおしあっていました︒そのう

とうだとも︒いってごらん︒﹂たろう﹁

んが︑山へのぼってきます︒たろう﹁お

らいながらいってしまいました︒﹂

︑どぶんとおちてしまいました︒﹂

二429園

二392

V囹

ぶたが︑そろって川をわたりました

とうたい

一どかぞえてみました︒﹃︿略﹀︒

︑かずをかぞえてみました︒一ばん

︒きしにあがってから︑かずをかぞ

二456園

二453圏

二444園

二444囹

わたくしがやってみましょうか︒﹂﹁︿

どうさんをみせてください︒﹂﹁︿略﹀

えをして︑みせてください︒﹂﹁︿略﹀

た︑かげえをして︑みせてください︒

わたしがかぞえてみよう︒﹄とんちゃ

二4510園

が︑くもからでてくるところです︒

ごむまりをのせているね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いちろうがでてきます︒﹁︿略V︒﹂．

二476

二467園
ん

ちゃんがかぞえてみました︒やつぽ

こへ︑じろうがでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂

二479 きなりんごをもっています︒うれしそ
二483 へやへいこうとして︑きゅうにたちど
二484 しろをふりかえって手まねきをします

二494

で︑りんごをもってとびまわります︒

じろうは︑よろこんで︑りんごをもって

は︑りんごをだして︑じろうの手にわ
二495

W

二486

つとそこをどいてください︒ぞうが

いうおとがしてきました︒﹃︿略﹀︒

んなはなしをしていると︑どしんど

や︑まだ︑さわってみたこともない︒

﹃︿略﹀︒﹄といって︑大さわぎをしま

︑ぶうぶういってさわぎたてました︒

ちゃんがかぞえてみました︒けれど

︑ぼくがかぞえてみよう︒﹄ころちゃ

もう

んはしんぽいして︑もう一どかぞえ

いながら︑かえっていきました︒空は︑

小ぞうがとんできた︒﹄

に︑ゆきがふっているのをみつけま

した︒きをつけてわたりましたから︑

ゆうりがながれてきました︒きゅう

︒くつがながれてきました︒きゅう

R5

一659︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑わ

︑みんなかきとめておきました︒

二44園みんなであつめてみましょう︒﹂﹁あ
二59囹のなをかんがえて︑ごらんなさい︒﹂﹁
二65園﹂﹁よくかんがえてごらんなさい︒ま
二75囹 ものを︑あつめてみましょう︒﹂﹁あ
二9一

二93れをごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおた
二95園やこちゃになっています︒なんとか

X5園す︒なんとかして︑そろえることは
ニー12園えどおりに︑わけてごらんなさい︒﹂そ

ニー17

木のはをならべてみました︒かたち

いろいろにかわっていきました︒はじ

ニー16 がえどおりにわけてみました︒わけて

ニー22

にたものをならべてみました︒ちがつ

ニー18

ニー25
ニー26 がったのをならべてみました︒いろい
ニー27 た︒いろいろかえてならべました︒お
ニー35 けみどりいろをしていました︒おさら

やぼんだまをふいてあそびました︒赤

した︒あめがやんで︑にじがでました︒

ニー36 た︒おさらにのせてかざりました︒大

ニー45

ニー75 かんがえものをしてあそびました︒﹁︿

一一
一［
一一

U園 た︒﹁口からたべて︑おなかからだす
V囹 れたきものをきて︑かわくとぬぐも

ニー92園 ときにいらなくて︑いらないときに
ニー94囹 ﹁︿略﹀︒﹂﹁ねむっていても︑みえるも

二201 んじゅんにつづけて︑あそびました︒よ

二213圏
くもがすをかけていました︒しまい
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P4
P7 P7

て一て
6

げてはうけ︑うけては上になげて︑よ

ります︒上になげてはうけ︑うけては
二613

二607園

冬の國﹄もすぎていく︒﹂みんな﹁す

みんなでかんがえて︑やりましょう︒

けを︑かわいがってやりましょうね︒﹂

三162

三156

三156

といって︑とおしてはくれません︒し

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑とおしてはくれ

三163 人々は︑びっくりしてしまいました︒四

目のまえにのびてきました︒それを

二647園
X囹

三給10園

R園

があかるくなってきた︒﹂みんな﹁あ

る︒﹂みんな﹁ふいてくる︑あたたかい

三201

三196

三178

三174

ました︒えをかいていくうちに︑花の

えました︒手わけして︑そのかたちや色

きれいな光がさしていました︒

にごてんにあがってきました︒はんた

とどけようとして︑手をここまでの

Q囹︺かいかぜがふいてくる︒﹂みんな﹁ふ

V園

な﹁あかるくなってきた︒﹂みけ﹁やあ︑

みんな﹁たなびいている︑きれいなか

三202 も︑だんだんふえてきました︒先生が︑

三

X圏

すみがたなびいている︒﹂みんな﹁た

三229

三224

は四方にひろがって︑どこからどこま

︑ぐんぐんとのびていきました︒なん

四

三217

は︑ひくくつづいている︒

三231

んなおもしろがってみました︒
る︒しずかにして︒もっとしずかに︒

だ︒﹂みんな﹁よんでみよう︒﹂巳紳う﹁

し

二689

あん︒﹂すこしたって︑かげのほうで︑﹁

日があたらないで︑こまったものだ︒

︵三︶

かけて︑本をよんでいらっしゃいます︒
二703園

村でも︑こういつて︑この大きな木を

きな木を︑切っていいものでしょう

んなはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といい

三2310
三255囹

三254

お立ちになって 三237囹

らどこまでつづいているのか︑わから

二705

三101圃

ｪ﹀︒﹂こういつて︑さちこは︑じろう

三102圖

かけてあげましょ︑おし

かけてあげま

お立ちになっていらっしゃる︒

ろうが︑走ってでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂

す︒じろうが︑走ってでてきます︒﹁︿略

くんで︑

長いあいだかかって︑やっと切りたお

たなん年かかかって︑とうとう一そう

三263

三271

三2610

す︒かいをそろえてひとかき水をか

した︒海にうかべて︑大ぜいのせんど

のだいくをあつめて︑ふねをつくるこ
三274

さんが︑﹁くりぬいて︑ふねをつくるが

しがはなしをしてみよう︒﹂とおっ

かのところへやって︑いろいろともの

三278

三277

三268

とをおぼえなくてもよろしい︒ただ

＞︒﹂とおっしゃって︑はんたかをおよ

三125園

は目をかがやかせて︑おしゃかさまの

三118

なことをかんがえているうちに︑いつ

三128園

三126

のまにか︑ねむってしまいました︒ゆ
︑いちめんにさいていました︒ちょう

三1210

大なみをのりきって︑鳥のとぶように

ちょうちょもとんでいました︒わたく

︑麦や︑豆をつんで︑海をわたりまし

三294 げになってこまっていたたくさんの
三297 だんゆたかになっていったというこ
三304囹 いところへいって︑そこでかいてい
三305園て︑そこでかいていらっしゃい︒﹂と

で︑日かげになってこまっていたた

せんどうたちも︑みている人々もいい

さんのでしをつれて︑王さまのこてん

三144園

さまのはちをもって︑でしの中にまじ

三291

ない心からうまれてくるものだとい
いな心からうまれてくることもわか
三149

三282

三141
三142

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑にこにこなさい

三151

のおじいさんがでてきました︒みると︑

なさんのっかっているつくえも︑こ

でしの中にまじっていました︒こてん

三294
あいだはたらいてきました︒二年生

三153

三152

んがはんたかをみて︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
一年生がはいってきます︒そうして︑

た︒先生は︑つづけておっしゃいました︒

かさまのおしえてくださったことは

たいながら︑あるいていきました︒そこ

三 5 かさまは︑どうかしてはんたかをりっぱ
三116
りっぱな人にしてやりたいと︑おお

三絶5圃

三104翻くでおちゃくんで︑

ろうが︑走ってでてきます︒おかあさ

︒いちろうが︑走ってでてきます︒おか

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑いちろうをよび

「〈

を︑しずかになでてやります︒ 八
︑ねどこにはいってから︑こんなこと

下とをゆびさして︑

さんは︑本をおいて︑りんごを手にう

二686園

二662囹

P園

く︒﹂みんな﹁すぎていく︒﹂からす﹁あ

うけては上になげて︑よろこびます︒そ
ども︑それをやめて︑しばらくかんが

んさちこが︑走ってでてきます︒﹁︿略
迷

ちこが︑走ってでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂

なりのへやへいってしまいます︒

て︑きゅうに走ってたちさります︒

うにおどりをやめて︑しずかになりま

一一
一一
一一
一一
一一
一一

しろをふりかえって︑手まねきをしま
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囹囹園
︑いすにこしかけて︑本をよんでいら
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7

て一て

りはつるつるしています︒あがった

いにそうじがしてあります︒一だん

がるようになっています︒きれいに

三392

で︑ひばりがないていました︒ぼくら

三378圏 ようにして︑ねています︒ときどき
三379園 どき目をひらいてわたくしをみます
三382園
ようかをうたっている声が︑オルが
三383園 ルガンにまじってきこえてきます︒
三383園まじってきこえてぎます︒﹂先生が

三378囹

さはら道をあるいてかえりました︒ぼ

三366園 ます︒火が︑もえています︒おゆがわ
三366囹
す︒おゆがわいています︒ゆげがも
三367園 もうもうとたっています︒大きなろ
三369園 やかんがかかっています︒大きなな
三373園 ﹂﹁うさぎをかってあるところにき
三376園 の中でねそべっています︒かなあみ

まっすぐになっています︒右がわは
はまどがならんでいます︒まどから

かえるのをまっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

きちんとそろって︑わたくしたちの

三394

よくむかいあっています︒はきもの

ｪ﹀︒﹄とかいてあります︒﹂﹁︿略﹀

には︑えがはってあります︒﹃︿略﹀︒

十五だんあがって︑それからまた十

しかけがならんでいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ら光がさしこんできます︒ぼうしか

さかながはいっていました︒なの花

三417

のかたからはなれて︑麦ばたけのよこ

小人になってとんでいました︒﹁︿略﹀︒

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐになかまを

44

44

44

44

44

︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒わ

くは海をわたってきたかったのだ︒

そえながら︑わたっていきました︒もう

りくまでならんでみたまえ︒﹂とい

そえながらとんでいくから︑むこう

うさぎはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂といい

かまを大ぜいつれてきました︒早うさ

水をあびて︑ねているがよい︒﹂と
つそうひどくなって︑とてもたまらな

︑海の水をあびて︑ねているがよい

まえはなぜないているのか︒﹂とお

いおとおりになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおた

べでしくしくないていました︒そのと

白うさぎはいたくてたまりません︒は

うさぎをつかまえて︑からだのけをみ
みんなむしりとってしまいました︒白

44

かぼ

めがねをかけて石を切る︑

かっ

あせ

目も

かぜにゆれゆれ

目もとをすえて石を切る︑

又略﹀︒﹂

火花がみえる

ひもに なって︑

がんが かえる︒

みよう︒﹂

と︑ジュ

がんが かえる︒

︒ おびになって︑

ころまでのぼって

︑ ひもになって︑

たすきにならんで︑

といい

かばの木にはねて︑

つちん日がくれて︑

あせをながして石を切る︒

ぜみも目がさめて︑

つゆをふくんでさきました︒

からだをあらって︑がまのほをしい
がまのほをしいて︑その上にねるが

とも︑﹁なぜないているのか︒﹂とお

いふくろをせおっていらっしゃったの

囹圃圏圃圃圃囲圃團豊野園園園

つけるようにして︑ねています︒と

たくさんならんでいました︒お米や
︑かれ木が立っていました︒そこに︑

が︑二ひきのっていました︒ナフタ

ンのにおいがしてきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

のしゃせいをしていました︒まつ白
︑赤い花がさしてありました︒みん

三422

わりにあつまって︑しゃせいをして
︑しゃせいをしていました︒わたく

がたくさんはえています︒ひまわり

て︑どんどん走ってかえりました︒

とりぼっちになってしまいました︒ぼ

三かく︑またきて四かく︒﹂ひとりぼ

早く大きくなって︑あんなきれいな

三425園

こうのりくへいってみたいと思いまし

三426
三428

る日︑はまべにでてみると︑わにざめ

ひまわりものびています︒いけには︑

が三びきおよいでいます︒白いくも
もが水にうつっています︒やねのと
︑すずめがないています︒その声が

三434

三432

多いか︑くらべてみょうではないか

これはいいと思って︑﹁︿略﹀︒﹂といい

三437園

三435

三427ぐをわきにかかえて︑どんどん走って

かんなをつかっている人もありま

ものをこしらえていました︒かんな

のこぎりをひいている人もありま
で︑くぎをうっている人もありま
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園雪避
園園囹
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三402 くらはかたをくんで︑くさはら道をあ
三402 さはら道をあるいてかえりました︒き
三407︑やわらかで︑光っていて︑おかいこさ
三407 らかで︑光っていて︑おかいこさんで
三413 ︑右の方にまがっていってしまいまし
三413 方にまがっていってしまいました︒ぼ
三415 らはふたりになって︑麦のほとすれす
三417 みが︑小人になってとんでいました︒

囹囹園園囹園園園一心園園園圏園囹石園囹囹六三芸園園囹園自欺園園園
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35
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て一て

三612 わにこしをおろして︑どうきまるかお

三603 んがおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおき

三601 どうきまるかまっています︒みんなの

三745 んない
は すをおりて︑その光の中を
三746 光の中をあるいていって︑まっすぐ

三743園おり道をさがしてみましょう︒﹂と︑

三723

三722
はゆ
りかにのこっています︒﹁︿略﹀︒﹂

ほうきも
をってきてはきました︒けれ

三923

三922

三911

三891

三889

す︒くさをちぎっていれたり︑かみき

ます︒いぬも走っていきます︒わたく

ひびきを︑かきとってみましょう︒てい

にまわる︒まわってうなる︒じぶんの

三931

さずにかわいがってください︒﹂お月さ

︒どうぞおらないでください︒﹂この

にみんななくなってしまうでしょう︒

三926 す︒﹁花をおらないでください︒みにき
三928 人が一本ずつおってしまえばいまに

三925 の心をたのしませてくれます︒﹁︿略V︒

子がいたら︑とめてやりましょう︒こ

も︑こしをおろして︑まっていました︒

三614 をおろして︑まっていました︒そのと

三614

三616囹 ころまでのぼってさ︑それからさっ
三746 中あ
をるいていって︑まっすぐにまど
三617園
っさとかけおりてみずうみへいこう 三747園まどからのぞいてごらん︒あの丘の
三6110 はそうおっしゃって︑ジュデーにおき 三748 かあさんがおしえてくださいました︒

三939

は︑そのままきえてなくなりますが︑

いつのまにかきえてしまいますが︑紙

三932

三982

を︑どこへおくってあげましょう︒ど

三979
三987

︑字やえをはこんでくれます︒先生が︑

三㎜3

はやく山にいって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑竹や

おじいさんがすんでいました︒おじい

んが大きくなってから︑それをみる

だいじにしまっておきなさい︒みな

三992

三995四圃

三二9 竹やぶをみまわしていますと︑ねもと
三川1 た︒ふしぎに思って︑その竹を切って

三㎜7

ひめさまがすわっていました︒おじい

三996園

三781園つとかえってきてくれるの︒﹂と︑デ

いさんはよろこんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ての

いているか︑みてごらん︒﹂と︑おと

三7710園
はきっとかえってきてくれるの︒﹂

三6210 んなも声をそろえてへんじをしました 三754園
なるか︑きをつけてみていなさい︒﹂
三631 ︑いっしょになって︑丘の大きな木の 三754園 をつけてみていなさい︒﹂その
︑
き
三633
おもしろくあそんでから丘をおりて
三757 丘か
のげへしずんでいきました︒﹁︿略
三633 んでから丘をおりてみずうみへでまし 三764園お日さまがつれていってしまったの
三635 はボートがうかんでいました︒みんな 三764囹まがつれていってしまったのよ︒﹂お
三638
うさんがこしかけて︑ボートをおこぎ
三768園ます︒﹁丘をこえてね︑よその國へい
三655
は︑ボートをこいでぐるぐるぐるぐる 三774囹あなたたちがねているあいだ︑お日
三661園 ︒﹁心があわなくてはだめ︑だめ︒﹂お 三777園ら︑あさになって︑お日さまがあな
三778囹ところへかえってくるのです︒だか

三677囹

三梱3

︑てのひらにのせてかえりました︒そ

三662 うさんはそういって︑またぐるぐるま
三665園 いか︑風にきいてみようよ︒﹂と︑い

三678園 がどちらへふいているか︑みてこら

三783囹お日さまをとってしまうのはいや︒
三786園まいあさかえってきますよ︒だれに
三787囹せん︒雲さえでていなかったら︑ま

三管6

︑かごの中にいれて︑おばあさんとふ

じゃあ︑雲をみてごらん︒そうして︑

三681 な︑白い雲がとんでいました︒雲は︑

三皿1

なんだかつまんでみよう︒﹂デビッド

ゆうごはんをたべていました︒そのと
ました︒﹁つまんでごらん︒﹂おかあさ

三棚2 て︑その竹を切ってみますと︑小さな︑

三683 かにしずかにとんでいます︒﹁︿略﹀︒﹂

三792 す
のなばであそんでいます︒すなで︑

三醜2

三678園

三695園 めにもりへ いって︑それからたきへ

三7910囹
をいっぱいにしてもらうんだから︒﹂

三793 や︑道をこしらえています︒むちゅう
三793 むちゅうであそんでいましたので︑だ

三699
三7010園

んがえんがわにでていらっしゃいまし

れて︑空をすすんでいきました︒そこ

三鵬10

三鵬8

三鵬8

三鵬8

まいばんあつまってきて︑おじいさん

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑まいにちまいば

三713園

があるのをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といい

んだんにじもきえていきます︒ピ二巴

三齪5びこがねがはいっていました︒おじい
三麗8 すくとせいがのびて︑ふつうの人の大
2

三811 えんがわまでにげていきました︒その

81

3

三812に︑雲は雨をつれて︑空をすすんでい
おりて︑つまんでみました︒けれど
たしがはきだしてあげよう︒﹂バーバ
た︒﹁では︑はいてごらん︒﹂おかあさ

83

2

上からのびあがってみたり︑へいのす

ばんあつまってきて︑おじいさんの家
84

4

三715 ドはいすからおりて︑つまんでみまし
三715
三719囹

三717園

三722 からほうきをもってきてはきました︒

84

かぐやひめをだいていました︒おじい

いいつけて︑まもってくださることに

いり口でばんをしていました︒夜中に

三麗3

三生4
足の力がなくなって︑なにをすること

した︒夜中になって︑お月さまが

三川6

ちは︑﹁どうかして︑あんなにきれい

三価2 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑どんなりっぱな

三二9

三麗5

ともできなくなってしまいました︒そ

三梱3囹

三国3 ︑みんなことわってしまいました︒た
三麗10

たちが︑雲にのっておりてきました︒

三悩5 ︑﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんないっしょ

三戸4 の人は︑あきらめてしまいましたが︑
三価7 かしいことをいって︑それができたら
三備2

月夜には月をみて︑わたくしのこと
︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑きていたうわぎ

ｧ10園

三星2 ︒すると︑しめきっておいたくらの戸
三m4
おばあさんがだいていたかぐやひめの
三備5 すうっとそとへでてしまいました︒も
三下8園 でもおそばにいて︑こうこうをした

一ど

三等2 どがおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお思

︑雲にのっておりてきました︒すると︑

くらいをさずけてやろう︒﹂とおっ

三蓋2

三塒6園

三描5園 をこてんにつれてきたら︑おまえに
三柵8 このことをつたえてたびたびすすめま
三柵10 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑かぐやひめはや

した︒家にはいってごらんになると︑

＞︒﹂といって︑きていたうわぎをぬ

三柵4

三柳1 こそうだんになって︑ある日︑かりの

三嗣2

三戸1囹

いたうわぎをぬいで︑おばあさんにわ

ことを思いだしてください︒﹂とい

三研5

三M3

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑みかどへおわか

ひめさまがすわっています︒﹁︿略﹀︒﹂

三研8 ﹂とお思いになって︑すぐこしょにつ
三梛8 すぐこしょにつれてかえろうとなさい
三備3

三梱4

三毛6 ﹂とお思いになって︑そのままおかえ

三冠9

三口5

ずかに天へのぼっていきました︒みか

よういの車にのって︑しずかに天への

た︒天人は︑いそいでかぐやひめにはこ

て︑﹁では︑つれていくのはやめよう
へんじをさしあげておりました︒ある

三価9

までもたちのぼっていました︒それで︑

2019181了17171616161515151515141413131313119888

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四

きちんとせいりしてくれます︒まい子

とつになって生きて

いるところがら︑

いる︒風がふくと

います︒ 二

た︒たまごを生んで

いた︒えつ子がわ

いるのをみてい

三佃4園からむかえがきて︑かえらなければ

四66

四64

なからだをまもってくれます︒火事が

もちものをまもってくれます︒もっと

略﹀︒﹂と声をかけて︑話ができます︒

でんわをとりついでくれます︒﹁︿略﹀︒

四48 ︑いちいち知らせてくれます︒こうえ
四52 のそうじなどもしてくれます︒もし︑
四59
つみなどをおくってくれます︒いそぐ
四61
︑でんぽうをうってくれます︒どんな
四62 ころへでもとどけてくれます︒もっと

四222團みたちは︑あわててわのぞとへにげ

四221團あちこちまわっているうちに︑ぴょ

四2110国 ｪ﹀︒﹂といってしゃがみます︒あ

四219団 しさんをねらって︑わの中へもぐり

四203團 ねこねずみをしてあそびました︒み
四204團なで手をつないで︑わをつくりまし
四217囲 きょろきょろしています︒わたくし

いらっしやった︒

三柵7 ないことばをきいて︑おじいさんもお

四72

ように︑氣をつけてくれます︒こんざ

三三2囹

いままでだまっていましたが︑ほん

かあさん﹂にきめて︑つぎのような文

あいての人をきめてから︑文を書きま

ひいた︒石うすは︑

三筆9園 した︒﹁どうかして︑かぐやひめを月

四74

三二2囹 になるかと思って︑いままでだまつ

三柑3 り︑こしもまがってしまいました︒み

四79

手の上につかまって

が︑石うすをひいて

が手ぬぐいをもって︑ おふろへいくの

くろいかげがついて いる︒おかあさん
中に月がうつって いる︒お星さん︑

が︑月にてらされて︑水をくむ︒ くろ

なかにかおをつけて ねんねした︒おか
しっかり手にもってねんねした︒ せな

生んでいるのをみて

︑鳥ごやにかくれて いた︒たまごを生

﹂みんなじっとして いたけれども︑な

にわ

すきのもさもさして

ぶのはっぽをたべて

が︑ひとつになって生きています︒

なって︑はたらいています︒町ぜんた

となり足となって︑はたらいていま

がみんなあつまってきます︒こくご︑

木がたくさんうえてあります︒よくみ
ンカンとはたらいています︒ここはび

までおくりとどけてくれます︒ここは︑

1718526518665373664447841

三相4 とをおききになって︑たいへんかわい

三佃2
めは︑空をながめてはためいきをつき
三鵬4 ました︒あきがきて月がうつくしく
三㎜7 とうとう声をたててなきだしました︒
三㎜8 あさんはおどろいて︑そのわけをたず

三㎜10

三柵8

三佃2囹

三蓋1 はびっくりなさって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

一一

けらいにいいつけて︑まもってくださ

三川6

「〈
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四227

にいさん﹂にあてて文を書きました︒
いもうと﹂にあてて書きました︒﹁︿略

四228團 んのえか︑あててごらんなさい︒ぼ
四243

四245團 んがいなくなってから︑もう半年も
四248国
︑そこにすわっているようです︒わ

めもどきをとってきました︒そうし

ばまでさんぽしてきました︒おみや

四319団んがきて︑ないているわけをきき
四323團のはなおが切れてあるけなかったの
四326團のはなおをすげてやりました︒雨が
四329団かさをさしかけてあげました︒その

しないかと思ってね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
四461園
四466園んせんとうにしてくれっていったの
四473園十五ばんめにして︑とぶことにしょ

かごからはなしてあげるよ︒﹂たろう

四282国
︒ふわふわとして︑氣もちがいいだ

な︒ぼくをのせてくれないかな︒ふ
だろう︒山にいって︑くりひろ．いをす

四282團

四281團 い雲さん︑光ってきれいだな︒ぼく

四272国

四257国 やんが空をとんでいるだろうと︑と

四249国

四333国は︑それをはいて︑元氣よくかけて
四334団︑元氣よくかけていってしまいまし
四334團よくかけていってしまいました︒女
四337團﹃︿略﹀︒﹄といって︑わかれていきま
四337團 いって︑わかれていきました︒﹂ 四

四478 んは︑一列になってとんでいきました

四256団

四258團 ︑どこかで休んでいると思います︒

こうたずねられて︑みんなは︑もう
四344 こ一

四485上を高くとびこえて︑たににさしかか
四489 ︑みんなをだましてびっくりさせるの

四289

四482大きな木がしげっているので︑そこを

四483 ので︑そこをよけてとびました︒よく

四4810るのだろうと思って︑べつに氣にもか

四4810に氣にもかけないでとびつづけました︒

四494 にかのようにおちていきました︒﹁︿略

四499 のがんは︑あわててかっちゃんのとこ

四497ぼうの音がひびいてきました︒二十九

四502 かっちゃんのおちていくのを︑下から

四298

四292
四292
四294
四297
四299

四5010うの音が︑ひびいてきました︒下から

四507り︑さきになりして︑はげましはげま

四396園とばを思いだして︑ころしませんでし

おてがみを書いてもいいし︑えをか 四399園とばに氣がついてやめました︒﹂ズ略

びょうきで休んでいます︒それで︑

四302歪みんな﹂にきいてもらいたいといっ
四306団

四3010團

四413 にち︑北へむかってたびをつづけて
四413 ってたびをつづけていました︒ものさ

いし︑えをかいてもいいと思います 四402園生になったりしてくれます︒あなた

四315 知らせたいといって︑つぎのような文

四416 うえたようになってとんだり︑まがっ

四311国

四316団 とき︑雨がふっていました︒わたく

四312團 ちのにわにさいているコスモスの

四317団 しがかさをさしていくと︑むこうで

四416 とんだり︑まがってつりばりのように
四418 ︑かぎなりになって︑空をひっかける
四425 ︑ばらばらになってしまうことはあ
四318團 の男の子がないていました︒どこか

四319團 の生徒さんがきて︑ないているわけ

四528 うふのようになって︑かっちゃんをさ

四523 になり︑おんぶしているがんもおち

かわって︑かついでいこう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四516囹
とぶ力がなくなってしまいました︒お
四5110

︑ぼくがかわって︑かついでいこう︒
四516園

四512 になって︑はなれてとべば安全なので
四514 ︑ばらばらになって︑にげようとする

四511 ︒下からねらわれているときには︑ば
四512 ︑ばらばらになって︑はなれてとべば

四303 もらいたいといって︑文を書きました︒ 四392 ことが思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒

んのところへいって︑あそんでくるこ 四372園そうにじゅくしていました︒わたく
へいって︑あそんでくることかな︒お 四373園くしは︑たべたくてしょうがありませ
四374園でした︒思いきって︑となりのおばさ
さんのうちへいって︑いもほりのてつ
やしいまねをしてはいけませんよ︒﹄
︑うさぎをもらってくることかな︒じ 四3710園
四381園たくしは︑だまってうちへかえって
んでじぶんにきいてみても︑なかなか
きりした返事をしてくれない︒﹂せつこ 四382園てうちへかえってきました︒﹂﹁︿略﹀
四385園うをもらわないで︑かえれたのでしょ

四478 一列になってとんでいきましたが︑や

四272国うしばらくないてくれたら︑かごか

四354園だ︑かさをさしてあげたのですね︒﹂
四361園ことばが︑ひびいてきたのです︒わか
四363園のことばが生きているということ
四365 は︑しばらく考えていました︒そのと
四368 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑つぎのような話

四431囹ってに早くとんでいっちゃあこまる
四434 いにいましめあって︑ぎょうぎよく空
四443囹んばんにならんでとぶことにしょ
四452園がおしまいにしてくれっていったか
四459園されるかと思ってさ︒それに︑きけん
なにかおっかけてきやしないかと
四4510囹
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のあさ︑出発してもいいよ︒ぼくた

つがずっとさがって︑まぶたをすこし
︑みんながはこんでくるたべものも︑

小鳥たちが︑ねぼけてとびまわる音でし

ちゃんはねつがでてきたので︑みんなが
︑あたまをひやしてやりました︒島に

のつけねをうたれていました︒かっち

ていねいにあらってやりました︒ほう
︒ほうたいをもっていたがんが︑手早

せをいっぱいかいているがんたちには

うから︑風がふいてきました︒あせを

︑高い山がそびえていました︒がんの

四7010

四707

四704

四698

四682

四676

四664

四663

四658

四656

＞︒﹂﹁ラジオとかけてなんととく︒あき

︒﹁ゆうだちとかけて︑なんととく︒ボ

四667 れは︑上からよんでも下からよんでも
四668 んでも下からよんでも︑おなじになる

四665

略﹀︒﹂﹁すずとかけて︑なんととく︒か

四652囹︺

ないで︑早くいってあそぶのです︒﹁か

四907

四904 ︑かいどうへぬけて︑おとなりまでは
四904 おとなりまではいていく︒学校へかよ

四899

四898

四887團

︑そとにとびだして︑雪かきをなさる

あさ早くはねおきて︑そとにとびだし

からすがいそいでかえったよ︒

れをまちがえないで︑早くいってあそ 四881 だれかが︑ちぢまっているようです︒ ち

六

だやかにたなびいていました︒がんの
に︑みえなくなっていきました︒

いことばをみつけて︑それをまちがえ

一

書いて︑えもっけて︑あそべるように

四874 さんは︑町へいって︑まだかえらない︒
四876 ろうか︒風がふいてきた︒すみがまの
四878 まの上に︑雲がでています︒あの白い

てからはきはじめて︑かいどうへぬけ

︒どんなにつもっていても︑おかって

から

四903

四901

人のことを思って︑ゆうびんなげいれ

たちのことを思って︑おもてのとおり

て︑うちにあがっておいでになると︑

く︒ひとはきはいて︑うちにあがって

はあせがったわっている︒けれども︑

四914
四918

四915

﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒て 四911

みひよこ︑あわせてぴょこぴょこむ

たくさんこしらえておきましょう︒

四872 きたので︑よろこんでないた︒おとうさ

やんが︑立ちあがってはばたきをしたの

じゅんにたすけていこう︒﹂三十ぱの

みんなのかおをみて︑にこにこしました

四734

︑
四714 ﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒あさ
うをするよ︒ねているう︑
ちに︑
し
し
四734れをあっ紙に書いて︑えもっけて︑あ

︑ぼくがさがしてくる︒﹂かっちゃん

四921 白だ︒しかし︑降ってくる雪は︑まつ黒
四757 しっかり氣をつけて︒を一﹁を﹂の
四781
1けっせきしないで学校へ︒ふ
ふ 四924 どからかおをだして空のほうをみあ
四931 空のほうをみあげて︑降ってくる雪を
四817囲
どもにうたわれて︑ きょうは︑エス
四931 をみあげて︑降ってくる雪をながめ

四622 した︒みんなのねているひまに︑かっ

四854

四853

四851

四841囹

四837

四833

ほど雪につもられて︑だまっている︒だ

みんなはよろこんでもらいました︒弟

んをいれて︑もっていらっしゃいまし

ごにみかんをいれて︑もっていらっし

が︑それにあわせておどりました︒お

んがぶらんこしているよ︒﹂といっ

た︒赤いふくをきて︑三かくぼうしを

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

四952 だんだん下におちてくる︒よくもあん

四952 わとながれたりして︑だんだん下にお

四951

四944

四941

四938

四936

四936

四936

いる︒あばれまわっている︒ひろがった

まがいものがとんでいる︒あばれまわ

かかるのもわすれて︑高い古同い空の

降ってくる︒降ってくる雪はみんな

て︑どんどん降ってくる︒降ってくる

れて︑うずをまいて︑どんどん降って

降る︒風にふかれて︑うずをまいて︑

の木の枝を立てて︑色紙でおったつ

四625らぬけだそうとして︑もがいていると

四856

つもられて︑だまっている︒だいこんを

四954 あるものだ︒降っている雪を上から
四954 からみると︑白くて︑黒くはない︒大

四827

四626 うとして︑もがいているところです︒
四632 なかまの手をとって︑いそいでとんで
四632 をとって︑いそいでとんでかえりまし

四617園

て︑いそいでとんでかえりました︒み

四864

四864

︒だいこんをぬいていると︑みそさざ

四614囹 く食事をすませて︒﹂みんなははしを 四832囹 が︑﹁これもさげてちょうだい︒﹂と

四633

んなは︑それをみて︑おおよろこびでし

四865

一まいのえをだ

四634

︿略﹀︒﹂あんしんして︑たのしいあさご

四639 略﹀︒﹂こういわれて︑かっちゃんは︑き

なかまをたすけてください︒﹂と︑お

四636

んが︑口をひらいて︑﹁︿略﹀︒﹂みんなは

がびっしょりぬれていました︒いんそつ

うちに︑夜になってしまいました︒し

四598園

ちゃんはたのしんでいました︒二十九

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑かっちゃんはた

四585囹

2178775328410819965871
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四956 のかたちはさまっていない︒風にふか

四鵬3

らしまの手をとって︑そこらをぐるぐ
しかけが二つおいてあります︒そこへ︑

三のばめ

四川9園

んだんちかづいてくる︒﹂

四佃5

ない︒風にふかれてとんでいるうちに

四956

らしまは︑

あけてみました︑たまて

みんな︑手をふってみおくります︒

四望4 の手をとって︑でていきます︒みんな︑
四m3圏

四冊6

ガラスは︑どうしてこしらえたのでし

の人が︑はたらいていることでしょう

四956 風にふかれてとんでいるうちに︑いっ

四梱1

しまをあんないしてはいってきます︒

四梱5

四二6

四鵬6

んないしてはいってきます︒かめ﹁ここ

四966 とりまいて︑あそんでいます子ども一﹁

四965 のかめをとりまいて︑あそんでいます

四槻4囹 こまでたびをしてきたのです︒けれ
四搬9 ど手かずがかかっていることでしょう

みほのまつ原へでてきます︒りょうし﹁

せんをつたわって︑ここまでたびを

しました︒もえている火をもって

この世に生まれてくるまでは︑なん

四988園 ども三﹁ころがしてあそぼうよ︒﹂子ど

四992園 ﹁この人にうってあげようか︒﹂みん 四相6園

四桝1

とれながらあるいていますと︑どこか

四擢3園

四榴2囹

四三7たのでしょう︒光っている︑ほそい糸の

けくださいまして︑ありがとうござ

四佃9 いろいろな魚がでてきてならぶと︑そ
四㎜10 うな魚がでてきてならぶと︑そのう

四旧6園

いる火をもってあるくかわりに︑

くしさにおどろいています︒かめ﹁さあ

ゆっくりあそんでいってくださいま

わたくしをもってあるきます︒﹂十

かめをころがしているのです︒﹂うら

四重6園

りあそんでいってくださいませ︒﹂お

四号7園

めすいすいとんでいく︒空にかす

四976囹
四979園 うだから︑はなしておやり︒﹂子ども四

四978園 そんなことをしてはいけない︒かわ

四川1園

四m1園

ごちそうをはこんできます︒おとひめ﹁

四㎜7囹

四967園 かめをころがしてあそぼう︒﹂子ども 四重3

四981園

なくめしあがってください︒﹂うらし

四搦6圏

ま﹁でも︑ゆるしておやり︒﹂みんな﹁

四986園 このかめをうってくれないか︒﹂子ど
四相5

おどりをおどってもらいましょう︒﹂

︑よいにおいがしてきます︒みると︑

いいながら︑いってしまいます︒うら

おんがくにあわせておどりはじめます︒

ちが︑たくさんでてきて︑にぎやかな

四盟5

四皿1囹

四餌6

しは︑そばへよって︑よくみます︒り

なものが︑かかっています︒りょうし﹁

四996園 ︒﹂うらしま﹁うってくれるかね︒それ

四伽2

四枷8

四998 ︑それぞれわたしてやります︒みんな﹁ 四皿3
四皿4

のことを思いだして︑きゅうに家へか

ろい︒﹂手をたたいてよろこびます︒

︑たくさんでてきて︑にぎやかなおん
四皿8

四9910園 ︑あっちへいってあそぼう︒﹂子ども 四皿3
四㎜2

四丁4

とがない︒もってかえって︑うちの

四㎜6 ︑せなかをさすって︑うらしま﹁かめさ

四望6囹

四欄5 かめをだきおこして︑せなかをさすっ
をとおりかかってよかったね︒さあ︑

つたのです︒もってかえって︑うちの

四棚2圓

四佃9園 かなおどりをして︑ごらんにいれま
四M3囹 わったことをして︑おなぐさめいた
四価5園すので︑かえらせていただきます︒﹂お

四伽1園

そのきものをもっていこうとします︒
しい思いをさせていただきました︒﹂

うもと申しまして︑あなたがたには︑

︒もってかえって︑うちのたからに

︒もってかえって︑うちのたからに
四幡2園

たまてばこをもってきます︒おとひめ﹁

四三1園

四穴10

四棚7ねいにおじぎをして︑海の方へいって

四備5

︑おあけになってはいけませんよ︒﹂

四柵3園

四囲6園

四梱8 て︑海の方へいってしまいます︒うら
四醜5 ︑海べでつりをしています︒そこへか

四備7囹

でいただきまして︑ありがとうござ

四矧8 ︑このようすをみて︑りょうし﹁お氣の

四個6

あ︑元氣をだしておかえり︒﹂かめは

四撹6 ︒そこへ かめがでてきます︒かめ﹁うら

四描8園

てばこを手にもって︑うらしま﹁これを

四梱5園

四鵬2 っしんにつりをしているので︑氣がつ

四稲10

しま﹁これをあけてはいけないという

四帽3園

ままにしておいていただきとうござ

四翌4園

をまって︑みせていただけませんか︒

四槻3囹人のまいをまって︑みせていただけ

しそうなかおをして︑空をみあげます︒

四伽3 ︑ひとりの女がでてきます︒女﹁もし︑

四鵬3 すぐそばまでいって︑大きな声で︑﹁︿

四柵1園
れしょうと 思って︑ここまでまいり

まわずにかえっておしまいになるで
天人は︑それをきて︑しずかにまいま

四二3

四競8囹
らしまの手をとって︑でていきます︒

う︒お氣をつけて︒﹂かめが︑うらし

四佃4

四佃2囹

四柵2園もそのままにしておいていただきと

四鵬6園 のあいだ︑たすけていただいたかめで
四悩8園 よ︒元氣に なってよかったね︒﹂かめ
四価1園

つれていってもらおうか
い︒つれて いってもらおうかな︒﹂か

四価−o園 お も し ろい︒
四価−o園

て一て
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四榴5圏圏 みんなそろってまいじょうず︒
四悩3 んだん天へのぼっていきます︒右に
四燭2圃 すみにつつまれて︒ かもめすいす
四価3圃 めすいすいとんでいく︑ 空にほん

五53さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に
五53 いをして︑たっちして︑村にでましょう︑
五57 ころころ︑ころがして︑いわの上からとび
五58わの上からとびおりて︑さかなとジャブジ
五59 ャブジャブはしゃいで︑川は山からかけお
五61友だちとあくしゅして︑川はだんだん大き
五63なる︒ダムにせかれていけになり︑水力計
五67 る︒川は野原におりてくる︒野原をゆつく
五68原をゆっくりあるいていく︑水車をくるく
五71 はたけにも水をまいていく︒ 川はばたら
五74 ︑ゆっくりとながれていく︒汽船や荷船が
五77ないどぶ水をながして︑海のとおくにすて
五79 にいく︒川はだまってはたらく︒二選
五 8 6 園 ん︑汽車・がはいってきたよ︒﹂ シュ︑シ
五88園おりるかたがすんでから︑ごじゅんにお
五94圏 っちゃんが︑乗ってきたよ︒じろう︑せ
五95園ろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃんを
五96園ちゃんをかけさせておあげ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五103園さんで︑苦労をしてほってくださったト
五104園︑苦労をしてほってくださったトンネル
五107園けんめいに走らせているからさ︒﹂﹁︿略
五109園︒﹂﹁どこで走らせているの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五118園︑いつも氣をつけているよ︒ほら︑あそ
五121囹ルだよ︒あれをみて︑汽車が︑とまった
五128園ぷをはいけんさせてもらいます︒﹂﹁︿略
五133園装﹀︒﹂﹁まちがって乗っている人がいな
五133園 ﹁まちがって乗っている人がいないか︑
五134園
くたち︑まちがっていないの︒﹂﹁︿略﹀︒

いさん︑もうおりていいの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

﹁︿略﹀︒﹂﹁とまってから︑おりるんだよ

五224

がきなどをいただいてた
︑いへんかわいが

五2210ん
園が︑かわいがってくださったのでしょ

︑﹃︿略V︒﹄といって︑かけさせてくれた
五2310園

五234園
電車はとてもこんでいたんです︒それで
に︑もたれかかっていると︑こしをかけ
五236園
ると︑こしをかけていた知らないおじさ
五237園

五141園

︑みつおさんにあてて書いた手紙です︒私

いって︑かけさせてくれたんです︒とこ
五2310園

五143園

むねのところに書いてありますから︑まち

で︑わかりにくくて心配さ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

て︑只略﹀︒﹂といって︑私たちをみんなか

︵

五152

ません︒切手をはってもらうのです︒これ

さん︑わざわざきてくださって︑すみま

五154

︑遠い︑近いによって︑ねだんがちがいま

五165

五183

五181園

かたはしからしらべていって︑北の方へい

五181園

しからしらべていって︑北の方へいく友だ

って︑びくびくしているところだよ︒﹂

やられるかと思って︑びくびくしている

︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑せきをすこしあけ
五2410園

とゆくさきは知っているが︑うそ字だか

五183

自動車につみこまれて︑ある町のゆうびん

ちは︑汽車・につまれて︑どんどん︑南へは

五1711園

五174園

五149囹︺わざきてくださって︑すみません︒﹂

五156

配たつをする人がきて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

五149囹

五163

五158

五242園
くは︑はっと思って︑すぐ立って︑その
五242園
思って︑すぐ立って︑その人をすわらせ
五243囹
その人をすわらせてあげました︒﹂﹁︿略
五245園
の人が立ちあがって︑﹃︿略﹀︒﹄といって
五246園
︑﹃男の人は立ってください︒﹄といっ
五246園
︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑みんなを立たせ︑
五248園
︑ぼくに氣がついて︑﹃︿略﹀︒﹄といって

五192

だされて︑ほっとしていると︑こんどは︑

くろの中からだされて︑ほっとしていると

五2510
ると︑でむかえにきていたおねえさんをみ

五259 ︑にこにこして帰ってきました︒駅の出口

五252園
五185 ひとかたまりにわけてくれました︒﹁︿略﹀
︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑とうとうかけなか
でにらめっこをしているようだったのに
五1810 なふくろにいれられて︑かぎをかけられま 五254園
みんなにこにこして︑友だちのようにな
五1811 こんなにだいじにしてくれますから︑おち 五255囹
うになかよくなってきました︒ほんとう
五256囹
五259さんも︑にこにこして帰ってきました︒駅

せきをすこしあけてくれました︒けれど
五2410囹

五196

五199

五198

やくをいっぱい乗せて︑終点につきました

つおさんがよろこんで︑私を手にとりあげ

五219

五217

五215

じいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ白

へんよろこんで帰っていった子どもがあり

︑たいへんよろこんで帰っていった子ども

がら︑出口の方へでていきました︒しかし

ました︒あまりこんでいましたので︑みん

店に品物をとどけて︑受けとりをもらっ
五2810園

五284

五279

五279

でそろばんをはじいていまし又
た略
︒﹀︒﹂

元氣にあるいて帰りました︒﹁︿略﹀
から︑

電車をおりてから︑元氣にあるい
くんは︑

五1911 は︑重てん車に乗って走りました︒私のな 五267ざいました︒といって︑かるくあたまをさ
五205 の花のきれいにさいている家に︑はいりま 五268かるくあたまをさげて︑そこをでました︒
まで︑ 一日でいって帰ってきたのですも
五272園
一日でいって帰ってきたのですもの︒ど
五272囹

五214

五209

五219

受けとりをもらって帰ってくるとちゅう
五2810園

五223
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りをもらって帰ってくるとちゅう︑よそ

五353でしょう︒なにをしているところでしょう

五435團 よくうたをおしえてもらいました︒ねえ

五434團 わへおよめにいっています︒ぼくはねえ

五431国 ゆうてつだいをして︑うちに帰るころは

をふきふきあるいていました︒一つは大

た︒一つは大きくて︑ぼくなんかに︑と

物︑一つは小さくてかるそうな物です︒

すから︑一つ持っていってあげましょう

五446圃 ︑

明か

平和のうたをう

なかよくとんであそぼうよ︒

五406團ま︑たくさんさいています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五373ような木が︑たおれて土にうずまり︑長い
五374 ︑長いあいだかかって石炭になったのです
五377の中にたくわえられていて︑いまそれが︑
五377にたくわえられていて︑いまそれが︑着た
五379のために︑生き返ってはたらいているので
五379生き返ってはたらいているのです︒ 五
五384で︑やはり先生をしていらっしゃるのです
五385 こんなことが書いてありました︒ズ略V
五386国三年生を受け持っている︒こんど︑ぼく
五387国ちに︑手紙を書いてもらって︑きみの受
五387團
紙を書いてもらって︑きみの受持の子ど
五388國ちに︑それを送ってあげよう︒そうすれ
五393国きです︒冬がすぎて︑春がきたからです
五394圏 ︑まだ雪がのこっています︒けれども︑
五396国になるにしたがって︑木のみどりがこく
五396国みどりがこくなってみえます︒茶色の廻
五404国しの花です︒白くてゆったりとさく︑ひ

五546

五546

五541

五539

んが︑かけよってきて︑﹁︿略﹀︒﹂空のまん

うさんが︑かけよってきて︑﹁︿略﹀︒﹂空の

な星がちらちら光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂

は︑南東の空で光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂

通ったら︑もう鳴いてはいなかった︒ た

五447圃 るい世界の空とんで︑

んじゅなどがはいっています︒船は︑なん

五412国も︑まきばにだしてやりました︒のびは

五4610

とつがたくさん立っています︒どのえんと

五414国れしそうにあるいていました︒子うしは

五548

かたへのせて持っていきました︒駅につ

くは︑かたへのせて持っていきました︒

︑やりたいと思っていましたが︑なかな

からこの本をだして︑﹃︿略﹀︒﹄といって

どものことが書いてありますよ︒﹄とい

﹂汽車が走っています︒まつ黒なけ

︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぼくにくれました

ポ

りをもうもうとはいて︑どんどん走ってい

いて︑どんどん走っています︒おや︑むご

米を︑たくさんつんでいます︒この汽車は

汽車は︑なにをたいて走っているのでしょ
︑なにをたいて走っているのでしょう︒こ

ったりさがったりして︑荷物をつみこんで

て︑荷物をつみこんでいます︒この荷物の

きた︒いい氣持がして︑たのしくなった︒

わいてくる︑

わいてくる

わ

のたりのた

ふんやそよ風のせてでる︒子どもや荷

ひつじになって

︒ かげをちらして岸をでる︒ 海べ

わいてくる︑

五532

五529

五526

に︑大きな星が光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂

みると︑日がしずんでまもない空に︑大き

﹂と︑あいさつをしていく人もあります︒

さごをうば車に乗せて︑はるおと大通りに

いって︑手をたたいてやりますと︑まさご

た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をたたいてやり

して︑食事をすませてから︑またちょっと

おかあさんにわたして︑食事をすませてか

ほんのりと明かるくて︑つぎの星をみつけ

に︑大きな星が光っていました︒それから

五534

五5410

五534

五531

五523圏いてくる︑わいてくる︒七星ゆ

五522圏 じになって

五521年号︒

五504圃

五501圏 子どもや荷物のせてでる︒

五498圏

五491

五488 いっぱいながれこんできた︒いい二型がし

五479 ︑きれいな花がさいていたり︒おや︑こん

五477 たり︑すみれがさいていたり︑名まえは知

いせつな品物を作っています︒この工場の

くむくとたちのぼっています︒ここは工場

五4111国
みんなだいじにして︑こくばんのところ

五551

五5411

一つ持っていってあげましょう︒﹄と

場のきかいを動かしている力は︑なんでし

五421国のところにならべてあります︒私は︑ま
五424團とうに︑一どいってみたいと思います︒

︑

ごはんのしたくをしていらっしゃいます︒

五428團 ︑なえはこびをしています︒つばめが︑

の荷物を︑わたしてもらいました︒その

い火は︑ガスがもえているのです︒あのガ

から︑ゆげがふきでています︒ガスこんろ

﹄﹃︿略﹀︒﹄といって︑小さいほうの荷物

五432團 たりはくらくなっています︒きのう︑は

なんです︒店をでてすこしくると︑どこ

五354これは︑石炭をほっているところです︒ま
五356のかべに︑石炭がでています︒さかんに︑
五357かいで石炭をくずしてとっています︒とれ

五476 も︒たんぽぽがさいていたり︑すみれがさ

︑荷物を二つ持って︑あせをふきふきあ

五357石炭をくずしてとっています︒とれた石炭
五359は︑トロッコにつんで︑そとへはこびだし
五361 ︑山のようにつまれています︒この石炭が
五367は︑石炭は︑どうしてできたのでしょう︒

110753975339985439751155331096554310
園囹皆済囹囹園園聖心園園園尊母囹

、

五687園新しいおけができていますよ︒﹂おじい

五688 ﹂おじいさんが帰ってみると︑おばあさん

の色を空色にそめてくれたのは︑だれで
こは︑なんとこたえていいのか︑わからな

五623園
五624

なのところへいって︑家をもらっておい

五689 ︑新しいおけを持っていました︒ところが

って︑家をもらっておいで︒﹂おじいさ

か︑わからなくなってしまいました︒あさ

五6811囹

五624

五6811囹

略﹀︒﹂﹁せわはしてやりました︒けれど
そばでおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂といって

五633園
五635

五6611囹
それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら

五661金のさかながかかってきました︒金のさか
五663囹
たしを海へはなしてください︒お礼はた
五668 vとやさしくいって︑はなしてやりまし
五668しくいって︑はなしてやりました︒おじい
五669さんは︑うちへ帰って︑おばあさんに︑こ

じいさんは︑海にでてあみをなげました︒
五6510

五653おばあさんが︑ 住んでいました︒ふたりは
五654るい小さな家に住んでいました︒ おじいさ
五658さんは︑糸をつむいでくらしていました︒
五658糸をつむいでくらしていました︒ある日︑

五7310

五737園

五7210園

五728園

五715

五713

五711園

とこてんができていて︑おばあさんは女王

やんとこてんができていて︑おばあさんは

︒おじいさんが帰ってみると︑どうでしょ

さん︑心配しないでお帰りなさい︒おば

め︑赤いくつをはいていました︒めしつか

︑．けがわのふくをきて︑ぴかぴか光るずき

よびますと︑およいできてききました︒﹁︿

五672園︑青い海へはなしてやったよ︒﹂おばあ
五675圏の一つも︑もらってくればよかったのに
五676園︑すっかりこわれてしまっているんだも
五676園りこわれてしまっているんだもの︒﹂と

五7311

あさんは女王になっているではありません

五692

さん︑心配しないでお帰りなさい︒家は

五691 ました︒海はにごっていました︒おじいさ

家はちゃんとできていますから︒﹂おじ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おわらいになりま

五698園

五697園

︑りっぱな家がたっていました︒おばあさ

五637

五638園まれたときは︑ねてばかりいたのが︑は
あるくようになって︑いまは︑もうこん
五639園
五643園ときからせわはしてきたが︑日に日に大
あさんも︑こうして︑まいにち︑たっし
五649園

五6911

た︒
海はすこしあれていました︒おじいさ

五7311

ますと︑およいできてききました︒﹁︿略﹀

五6410園︑たっしゃで生きていけるのは︑だれの

よびますとす
︑ぐでてきて︑又略﹀︒﹂とき

五7311

五6710

りたいってたのんでおくれ︒﹂おじいさ

れから三日ほどたって︑おばあさんはおじ

さん︑心配しないでお帰りなさい︒﹂お

金のさかながおよいできました︒﹁︿略﹀︒﹂

五725園

五736園

國じゅうのもの

っぽなけらいもついています︒おじいさん

になりたいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五731 まつ黒になってあれていました︒おじいさ

五731 ︒海はまつ黒になってあれていました︒お

いわずに海へいっておいで︒﹂おじいさ

きかたも知らないで

五726 いさんはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五722

五709

五706 きました︒海はあれていました︒おじいさ

へいって︑たのんでおくれ︒わたしは︑

五6710ますとす︑
ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききま

五742

五702園

五683園けがほしいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五679

五685園さん︑心配しないでお帰りなさい︒帰る

五692

んにこのことをいって︑ごろうさんをさそ
五5510

五702園なのところへいって︑たのんでおくれ︒

五551 つと︑家のまえにでてみました︒三十分ぐ
五552十分ぐらいしかたっていなかったのに︑も
五553すっかりくらくなっていて︑空いちめんに
五553かりくらくなっていて︑比いちめんに︑尊
五553いちめんに︑星がでていました︒﹁︿略﹀︒﹂
五554た︒策略﹀︒﹂と思って︑西の空をみました
五556先生がおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さそ
みせますよ︒いってみませんか︒﹂と︑
五558園
五559 ︿略﹀︒﹂と︑さそってくださいました︒私
ごろうさんをさそって︑はるおといっしょ
五5511

ろう︒さあ︑考えてごらん︒﹂座金
五6411園

五561の人々が︑あつまっていました︒﹁︿略﹀︒﹂
五562園
そこに大きく光っている星ですよ︒﹂私
五567んがきたので︑みせていただきました︒﹁︿

五5810ど
園の星もみんなみてしまいたいな︒﹂と

五594した︒私は︑いまみてきた土星を︑紙にて
五594紙にていねいにかいておこうと思いました
五599こは︑それをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいま
つの花が︑そろってしんこきゅうしてい
五603囹
てしんこきゅうしているようにみえます
五603園
︒﹂﹁あとで写生してごらん︒おまえが︑
五605圏

〉。

五5611囹
えさん︑早くみせて︒﹂はるおにさいそ
．五571
るおにさいそくされて︑ばんをゆずりまし

五572 ︒はるおは︑のぞいていましたが︑かげん
す︒﹁あわてないで︑しずかにごらん︒
五573園
五574 v私は︑こういつて︑はるおのかたをそ
﹁あんまり長くみていないで︑さあ︑お
五581園
り長くみていないで︑さあ︑おかわり︒
五581園
五583 ﹂はるおは︑まだみていたいようでしたが
五584 ︑やっと目をはなして︑ばんをごろうさん
青い水の中にういているようだ︒﹂﹁︿略
五586園
五589ちは︑まもなく帰ってきました︒ごろうさ
〉。

て一て
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五748

んには目もくれないで︑けらいに︑﹁︿略﹀

五7911に︑らくらくと流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒

五802石と石とが︑おどっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五749囹
︑﹁あちらへっれていけ︒﹂といいつけ
五803 ｪ﹀︒﹂﹁水が光って︑とんではねていま
五751 ︑おじいさんをよんでいいました︒﹁︿略﹀
五752園 のさかなにたのんでおいで︒わたしは女 五803 ﹁水が光って︑とんではねています︒﹂﹁︿
五803光って︑とんではねています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五755囹 かなをけらいにしてやりたい︒﹂おじい
v﹁水の音をさいていだら︑せなかがあ
五7510 ︒海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴ 五804
五7511 ︑ゴーゴーとうなっています︒おじいさん 五804せなかがあつくなってきました︒﹂ 七月十
五762 ︒金のさかなは︑でてきていいました︒﹁︿ 五808ほうきをむすびつけて︑てんじょうのくも
五809た︒むすびめがとけて︑ほうきがおちまし
りさんはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といって
五8010

のさかなは︑でてきていいました︒﹁︿略﹀

五768囹 いにしたいといっています︒﹂金のさか

伝794

いつまでも高く鳴っています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

たり高く鳴ったりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五798

五796

︑魚のようにおよいでいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

びたりちぢんだりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

がつたりして︑流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒

から水がわきあがってくるようです︒﹂﹁︿

五799

五796 つたりさがつたりして︑流れていきます︒

五795

五791 ︒そうして︑川をみて氣のついたことを書

五791 たけのむこうを流れている小川のところに

五786 にわから︑持ってきてくれたのでした︒こ

五786 ちのにわから︑持ってきてくれたのでした

五782園 すね︒だれがいけてくれたのですか︒ご

品779 の花が︑三本かざつてありました︒かおよ

五775けが一つ︑ころがっていました︒十需

五774 おばあさんがすわっていました︒こわれた

五774 るい小さな家がたっていました︒入口にお

五773 みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

五7611 の中へおよいでいってしまいました︒おじ

五7611 て︑海の中へおよいでいってしまいました

五761一 ピシャリと音をさせて︑海の中へおよいで

五7610 は︑なにもいわないで︑しっぽでピシャリ

五765囹王はいやだといっています︒海のぬしに

五762

「〈

〉。

五811て︑﹁︿略﹀︒﹂といってとびあがったので︑
五812ラスもきれいになって︑そとのけしきがよ
五822囹
からだに氣をつけてください︒じゅくさ
まきをきちんとして︑ねびえをふせぐこ
五823園
五832 ︑運動場にあつまって︑先生をまん中にし
五833 ︑先生をまん中にしてならびました︒先生
五839 ︑いっぺんにわらってしまいました︒そこ
五847文を書くんだといって︑よろこんでいまし
五847といって︑よろこんでいました︒いのうえ
五848んは︑國語の本にでていることばを︑五十
五849ばを︑五十音にわけてみるといいました︒
きれいにそうじしておこう︒﹂りょうか
五852囹
五854がら︑ほうきを持って︑木の葉をはきよせ
五857とよびながら︑走ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂
お︑みんなそろってきたな︒おや︑おま
五858囹
五865のようにふしをつけてよびながら︑ひとり
五867 ほうきの手をとめて︑又略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五869園もひいたかと思って︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
五871囹のけがふさふさして︑まるい目が二つあ
五871囹るい目が二つあって︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
五874園つもあるかと思っていたよ︒あはははは
五879囹な赤いおびをしめている︒いいおびだ︒
五7910

、

な︒ちょっとかしておくれ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五881園
五887園もりのしかたをしてみせてあげよう︒さ
五887園しかたをしてみせてあげよう︒さあ︑こ

ました︒﹁こうして右の手でだいてな︑
五8811園

︑左の手でかかえてさ︑それから︑うた
五8811園

して右の手でだいてな︑左の手でかかえ
五8811園

コップといただいて︑こんなにいいおぼ
五9010囹
五913

おくざしきにつれていきました︒﹁︿略﹀
︑

五911 ﹂﹁︿略﹀︒﹂こういつてから︑りょうかんさ

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびる
五9110囹

五915
中のたたみをやぶって︑のびているたけの
五915みをやぶって︑のびているたけのこがあり
五919圏
手おけの水をかけてやると︑たけのこが

︑のびるわ︒のびて︑のびて︑とうとう
五9110囹

わ︒のびて︑のびて︑とうとうえんの下
五9111園

五921園ゆかいたをはがして︑たたみのまん中に
五922囹ん中にあなをあけてやったら︑それ︑こ
五924囹︑もっとまえへでてごらん︒それ︑たけ
五925囹ごはんつぶがついているだろう︒それそ
五928囹たけのこのはいっているのが︑たけのこ
五929囹ごはんつぶがついているのが︑たけのこ
五933たちは︑みんな帰っていきました︒りょう
五934うかんさんは︑帰っていく子どもたちをみ
五934どもたちをみおくってから︑﹁︿略﹀︒﹂とい
五936ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげて︑
五936 って︑手おけをさげて︑うらのいどばたに

五939つまでも月にみとれていました︒ 十二

五937 ︑大きな月がのぼってくるところでした︒

五944なはたいそう小さくて︑元払がなく︑死ん

五9410う
園だもの︑ひろっていって︑かってみよ

五944 ︑死んだようになっておちていたのです︒
五945だようになっておちていたのです︒﹁︿略﹀

て一て
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五951園 の︑ひろっていって︑かってみよう︒﹂

五997

五995

のように元〆になって︑かごの中をとびま

たり︑くすりをつけてやったりしますと︑

五和9園

五鵬8圓 よにむこうへとんでいこうよ︒空はひろ

五954 略﹀︒﹂とおっしゃって︑たまごのきみです

五953囹 らえて︑たべさせてみよう︒﹂とおっし

五953園 すりえをこしらえて︑たべさせてみよう

五952 さんちゃんがひろって帰ると︑おとうさん

戸毎4園までもかわいがってやるよ︒山へはなし

五㎜2

五㎜1

た羽がぶらりとなって︑半分しかひろげら

おとうさんにいわれて︑よくみると︑ねこ

五9911園

五998

るよ︒山へはなしてやりたかったんだけ

五梛9 まつの木の上へにげていきましたが︑かご

五言9 のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木の

五皿8 やんが学校から帰ってきました︒旅のひわ

五研6

うよ︒空はひろくておもしろいよ︒﹂と

五951園 っていって︑かってみよう︒﹂さんちゃ

五954 ですりえをこしらえて︑たべさせてやりま
五能4園

たらしい︒にがしてやれなくなったよ︒

五帝4園

略﹀︒﹂﹁ここにいて︑なにか︑おもしろ

きみ︑きみ︒おりてこないかい︒ぼくの

﹂﹁︿略﹀︒﹂そういって︑ハーモニカのまね

五佃1囚囚

五965 のおじさんがおしえてくれました︒夏休み

五963園 ひわ︑ひわといっています︒いまにいい

五961 まからせなかにかけて︑き色がかった美し

五醜5

五皿4

五皿1

五梱11

五川3

わは︑そのまねをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑すず

流れているのをきいて︑ひわぱ︑そのまね

と︑音をたてて流れているのをきいて︑ひ

ジャーと︑音をたてて流れているのをきい

す︒人がときどききて︑水道をつかいます

六47 ︑だんだんおちついてみると︑ここは時計

六44 ︒ねじは︑おどろいてあたりをみまわした

六43 ンセットにはさまれて︑明かるいところへ

六42 の中にしまいこまれていた︑小さな鉄のね

五㎜8 んのほめるのをきいて︑さんちゃんは︑ま

五㎜6圏 をどんどんおぼえていく︒﹂おとうさん

五鵬1

五鵬7 わは︑そのままとんでいってしまいました

この中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂

五皿5

かえでの木につるしておくと︑いろいろな

へんな声でさえずつて︑さんちゃんの本を

は︑ひわによくいってきかせました︒ひわ

五期2園 めだから︒こうしていつまでも︑ここに

五955 しらえて︑たべさせてやりました︒ひなは
五㎜1一

五㎜5

この中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂

五959囹 になるまで︑かってやりましょうね︒﹂

五956 えるように子下がでて︑だんだん大きくな

五969園 ね︒かごからだして︑にがしてやりまし
奇霊6

が︑天略﹀︒﹂と鳴いてみせました︒すずめ
すずめは︑おどろいてとんでいってしまい

と︑さわがしく鳴いてみせますと︑すずめ

六56 台の上によこたわっている︒まわりのかべ

六52 んまいなどがならんでいる︒きりや︑ねじ

六49 しごと台の上にのっている小さなふたガラ

六48 つた︒自分のおかれているのは︑しごと台

た︑こまったといっていました︒しかし︑

五佃10 ころに製材所ができて︑のこぎりのやかま

五鵬10

は︑おどろいてとんでいってしまいました

かえでの木につるしておきます︒人がとき

五宝8 そのままとんでいってしまいました︒近い

五969園 らだして︑にがしてやりましょうか︒﹂﹁

五967

いところまでとんでいくことはできまい

五鵬4

五鵬1

五佃11

どういてとんでいってしまいました︒みそ

﹂﹁︿略﹀︒﹂そういっているうちに︑秋にな

と︑ひわもよろこんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑早く

五972

五9611囚囲

五974 たり鳥のむれがとんできます︒その中には

五掴1

五978 での枝で休んだりしていきました︒ズ略﹀

五悩1

もそれぞれちがってはいるが︑どれをみ

六64 のだろうなどと考えているうちに︑ふと︑

六58 計がたくさんならんでいる︒カチカチと響

六68圏

胴62 あれこれとみくらべて︑あれはなんの役に
﹂と︑いい声で鳴いて︑おしまいに︑﹁︿略

れをみても大きくてえらそうである︒ひ

は︑誌略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれ

までもその声をきいていました︒しじゅう

六68園

ゆうからがやってきて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いい
五脳！0

六69園どの役目をつとめて︑世の中の役にたつ

五悩7

五鵬2

らは︑どこかへいってしまいましたが︑ひ

六611囹

五悩6

五型6

いつもそのまねをしては︑ひとりよろこん

六74 バタバタと足音がして︑小さな子どもがふ

炉9811︑みんながとびおきてみると︑どこかのね

五991ねこが︑しのびこんで︑ひわをとろうとし
五991 ︑ひわをとろうとしていました︒﹁︿略＞G﹂
五992 ︑ねこは︑おどろいてにげていってしまい

船価7

ちのまつの木におりてきました︒ひわは︑

は︑ひとりよろこんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂

五987園よQこのままかっておいたらいいでしょ
五988園︒あした山へつれていって︑はなそうと
五988園た山へつれていって︑はなそうと思って
五989溶
︑はなそうと思っているのです︒﹂その

五992は︑おどろいてにげていってしまいました

五鵬1

五価8

こびで︑声をあわせてうたいました︒旅の

六75 ︑おくからかけだしてきた︒男の子と女の

このように小さくて︑なんの役にもたち

五992どういてにげていってしまいましたが︑ひ

五鵬6

五993のところにけがをして︑ころがっていまし
五994がをして︑ころがっていました︒さんちゃ

のを運びながら歩いてくると︑のどがかわ

六181 はバイオリンをひいています︒あるきりぎ

六184 の︑たいこをたたいているもの︑シロフォ

六134

六185 シロフォンをたたいているもの︑そのうし

六77 はそこらをみまわしていたが︑男の子は︑

いました︒﹁助けて︑助けて︒﹂ありは

六138

まに︑川の中におちてしまいました︒﹁︿略

足がつるりとすべって︑﹁︿略﹀︒﹂というま

六184 の︑オルガンをひいているもの︑たいこを

六183 ︑ハーモニカをふいているもの︑オルガン

た︒はとは︑いそいで木の葉をとって︑あ

六1810 にしき台をおりてきて︑あせをふきます︒

六1810 そうにしき台をおりてきて︑あせをふきま

六1411

六1410

葉は船のようになって︑ありのそばを流れ

ありのそばにおとしてやりました︒木の葉 六198囹 われの音樂をほめてくれる︒﹂ふえのき

﹂ねじはこれをきいて︑とびあがるほどう

六148

そいで木の葉をとって︑ありのそばにおと

んで︑うたをうたっています︒まん中に︑

六138

ぎりすはふえをふいています︒そのほか︑

︒﹁助けて︑助けて︒﹂ありは大きな声

六186 うに合唱隊がならんで︑うたをうたってい

六183

六139囹

六186

六182 りすはチェロをひいています︒あるきりぎ

六139囹

りは大きな声をだしてさけびました︒けれ

六187 トをいっしんにふっています︒しばらく音

川の岸で︑うつむいて水をのもうとしまし

六141

けれども︑だれもきてはくれません︒﹁︿略

六187 ばらく音樂がつづいてから終ります︒しき

︑そばに小川が流れていました︒ありは︑

六143

︒﹁助けて︑助けて︒﹂ありは︑いっし

れません︒﹁助けて︑助けて︒﹂ありは︑

六135

六88園︑﹁ここであそんではいけない︒﹂とい

六81小さなねじをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂というと
六85うと︑すぐにおとしてしまった︒子どもた
六86 しのかげにころがっていった︒このとき︑
六87時計屋さんがはいってきた︒時計屋さんは

六144園

六136

六89 ︑しごと台の上をみて︑だしておいたねじ
六89台の上をみて︑だしておいたねじのないの
六144囹

六711はただじっとみつめていたが︑やがてこの

六91園じはもうなくなって︑あれ一つしかない

六94
六149

れがまた心配になってきた︒親子はそうが

六153

＞︒﹂ありはそういって︑すぐ木の葉の船に

六201園 い︑おおいにひいて︑この夏の日を樂し

いままで雲にかくれていたたいようがかお

略﹀︒﹂とさけびたくてたまらない︒三人は

六2010

六2010 のまわりにあつまって︑まるくなります︒

と思うと︑うれしくてたまらなかった︒時

で死んだようになっていたかいちゅう時計

ットでねじをはさんで︑きかいのあなにさ

だしてそれをいじっていたが︑やがて︑ピ

いちゅう時計をだしてそれをいじっていた

でねじをはさみあげて︑だいじにもとのふ

ぎこんで下をみつめていた女の子が︑思わ

六172

六1610

六168

六167

六166

六165

六164

六162

りうどが矢をつがえているではありません

した︒その声をきいて︑はとが下の方をみ

た︒ありは︑いそいでかりうどのすねには

︒はとは︑ねらわれていることを知らずに

一わのはとがとまっていました︒はとは︑

て︑弓に矢をつがえて︑木の上をねらいま

ゆうに歩くのをやめて︑弓に矢をつがえて

りうどが弓矢を持って通りました︒そのか

六239

六237

六235

六219

をひとたたきたたいて︑﹁︿略﹀︒﹂バイオリ

ははじめて氣がついて︑あり一﹁あ︑だれ

︑力をあわせて運んできます︒勲弊紅物す﹁

六218 荷物を︑力をあわせて運んできます︒たい

六217 三びき︑ゆっくりでてきます︒大きな荷物

六215

リンをちょっとひいて︑﹁︿略﹀︒﹂たいこの

六228囹

六224

をドンドンとたたいて︑﹁︿略﹀︒﹂あり一﹁

六214 ことばをみんな喜んできいています︒その

には︑お茶が用意してあり︑くだものが︑

六156

葉の船は波に流されて︑川の岸につきまし

いっぱいにさしこんできた︒すると︑ねじ

六1511園

六1510園木の葉の船が流れてこなかったら︑どう 六2011 くさんおさらにもつてあります︒みんな︑

をちょっと耳にあててから︑ガラス戸だな

六173

か︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで木から

六2310園 こで樂しくあそんでおいで︒﹂あり一﹁せ

六2310園

ったら︑どうなっていたかしれない︒﹂

ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

りさげた︒一日おいて︑町長さんがきた︒

六175

すが大ぜいあつまって︑音発会をしていま

ぎで木からとびたっていきました︒

あり

まって︑犀角会をしています︒あるきりぎ

六241園

りうどもびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑異き 六231圏

らくやくそくをしているのです︒﹂チェ

がひょうしをとってあげる︒ここで澄し

︒いまあそばないで︑いつあそぼうとい

な大きな物を持ってさ︒﹂あり三﹁うちへ

をみんな喜んできいています︒そのとき︑

ねじが一本いたんでいましたから︑とり

六178
v﹁︿略﹀︒﹂といってわたした︒ねじは︑

六175
〉。

んとうに役にたっているのだ︒﹂と︑心

六181

たから︑とりかえておきました︒ぐあい
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六244園慨しむために生きているんじゃないか︒

六243園 ときにあそばないで︑いつあそぼうとい
六3110 る︒3雲がちぎれてとぶ︒4木が大ゆ

六318 ︑風に向かって立っている︒きもののすそ

六317の顔で︑風に向かって立っている︒きもの

六401園

六399園

しゃい︒すぐ帰ってきまずから︒﹂29親

心配しないでまっていらっしゃい︒すぐ

ある︒心配しないでまっていらっしゃい

がわるい虫をとってそだてたいねを︑こ

六389 ︑また︑もどってきてかかしの近くにとま

かけよう︒﹂といって︑あり一︑二をさそ

六247

六401囹

六409

︑えんりょしなくてもいいのよ︒さあ︑

︑かかしの方へとんでくる︒35親つばめ

が︑うかんではきえていく︒32日がくれ

め︑子つばめをつれてさる︒30のこされ

六402圏

六415

六403

六248 ﹂と︑かけ声をかけて持ちあげます︒しき 六329に︑空にすいこまれていくかかし︒10か
六2410園博しさも知らないで︑氣のどくなありさ 六3210の子が︑びっくりしてすからとびだし︑顕

六331すが︑羽をさか立てて︑子がらすをすにひ
六333げの雲が風に流されている︒13風を受け
か︒﹂かかし﹁助けて
雲のおじさん︒
六339園

六424園

六254 はなんにもいわないで︑おもい足どりでか
六261 て半分はそとになっています︒雪がちらち

六3310ど
園ういた︒生まれてはじめての大風だ︒

なる︒それがほぐれて︑一列にビルゲイン

六263

まどからそとをみて︑﹁︿略﹀︒﹂あり二﹁

六408 た思い出が︑うかんではきえていく︒32

六262 ︒雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近い

六4210

ている︒37しずんでいくお日さまをおっ

列のまん中にはいっている︒37しずんで

六254 どりでかみてにさっていきます︒しきしゃ

六262 がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いころ

六431

声がでない

六4211

六3410︒口をもぐもぐさせている

山のかげにかくれて︑ここからはみえな
六341園
六344雲のひげがあおられて長くのびる︒かかし
六346るが︑もんどりうって︑また︑ひげの中に

︒﹂あり三﹁風がでてこなければいいね︒

六431 いくお日さまをおって︑町の上を列車のよ

六265園

六263園 みて︑﹁雪が降ってきた︒﹂あり二﹁今夜

六436 列が空にすいこまれていく︒それをつつむ

ひとかたまりになってとぶつばめのむれ︒

六3510
くるまいながらおちていくかかし︒18大

六358げ︑のびるだけのびてちぎれてしまう︒17
六359るだけのびてちぎれてしまう︒17くるく

42木の枝にとまっている二わの子がらす

六3610
くなる︒それにつれて︑空がうす赤くなつ

六455

六455

目をむいて︑たんぼをみわたし
をはって︑

むねをはって︑目をむいて︑たん
かしが︑

六442園らす；ほら︑ みてごらんよ︒ほんとう
六443囹あのかかしが帰っているだろう︒﹂子が
六444園つたいだれがつれて帰ったんだろうね︒
六449囹うの山の方へとんでいったんだよ︒﹂子
六453園なんべんもさけんでいたよ︒﹂43﹁への

六441

六437 れをつつむようにして日がくれる︒美しい

六434

六2610園 ぎをあつめておいて︑よかったね︒﹂あ

六2610園 にたきぎをあつめておいて︑よかったね
六271園 夏のころはあつくてたいへんだった︒﹂

のおばさん︑助けて︒﹂すぎ﹁あら︑子ど
六275園 でさ︑いまこうしてあたたまることもで 六362囹
に︒根の方へおりていらっしゃい
あ
六282 りすが二ひきたずねてきます︒ぼうしもか 六364囹
一ああ︑またふいてくるよ︒早く︑早く
六283 らず︑がいとうもきていません︒きりぎり 六364囹
六368 bｭふきあげられて︑空にきえていくか
六285
﹁まあ︑おねがいしてみよう︒﹂きりぎり
点に
六2810園 や︑だれかたずねてきたらしい︒﹂あり 六368げられて︑空にきえていくかかし
点になって︑おしまいにはみえ
六369かかし
六291 一︑二が戸の方をみています︒あり三﹁お
六369いにはみえなくなってしまう︒21風の短
六3611︑空がうす赤くなってくる︒夕やけ雲がう

いちめんにつづいている︒四空のう
︑

たんぼをみわたしている︒かかしの目の
︑

六293 はいり︒﹂戸をあけて︑きりぎりす一︑二

六297園 りすっかりよわって︒﹂きりぎりす二﹁な

六293 りす一︑二がはいってきます︒あり三﹁き

六459

二﹁なにかめぐんでください︒﹂きりぎ

六456

六298圓

きりなしにゆききしている︒26立ちなら
六3711

六371イングが立ちならんでいる町︒ラジオの音
六373た屋根にひっかかっているかかし︒24顔

六299園もいいから︑わけてください︒﹂あり一︑
六303園

六381だから︑とびあがってくる親子のつばめ︒

﹁花のみつをわけてあげよう︒﹂あり一

六304 らみつをびんにいれてもってきます︒それ

六389ぬけ︑また︑もどってきてかかしの近くに

あの屋根にとまっているのは︒﹂親つば
六386囹

まく

六304 をびんにいれてもってきます︒それをきり
六307 ︒雪がたくさん降ってきます︒

六307 なんどもお礼をいってたちさります︒雪が

んぱらぱら かけていく︒ からから︑
六466囲
屋ののきまでたれて︑ かきはすずなり
六475圃
たち︑ いつもでてくる小人たち︒ ふ
六493圃
六513みんなきれいに光っていました︒ふみおと
六514人が︑かげふみをして遊んでいました︒そ

六3611︒夕やけ雲がうかんでいる︒22ビルデイ
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から︑三人はわかれて︑それぞれ家へ帰り
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か

ウスム
カボチ

川が流れていました︒くつが流
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66
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つた人は︑紙に書いてかべ新聞がかりのも

こへ︑中学校に通っているねえさんが︑帰

をじょうずにくぎって︑きれいに︑むだの

んはゆたんぽをいれている︒わたしもせき

こへきゅうりが流れてきました︒きゅうり

六726んでいるのか︑生きているのか︒もちろん

つくって︑うたってあげようか︒﹂﹁︿略
六722囹

んのうたをつくって︑うたってあげよう
六722囹

六727のか︒もちろん生きているとは思わないが

六726の雪だるまは︑死んでいるのか︑生きてい
たら︑あぶくをだしておこった︒どうして

いなあ︒手をあらって︑しゃぼんを水の上

六7111︑
囹なにかお話をしてあげたらどう︒﹂﹁︿

六712園ばいいって︑いっていたところよ︒﹂こ
六714 く略﹀︒﹂これをきいて︑ねえさんはわらい
六717はるえは本々になっていいました︒はるえ

るねえさんが︑帰ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

えといっしょになって︑大きな雪だるまを

一ばん遠くから通っている子どもの名や家

の人がみんなで考えてこしらえたまんがで

た︒それを切りとって新聞にはりつけまし

するとのぼっていってしまいました︒子ぐ
︒子ぐまはまた歩いていきました︒ この

にするするとのぼっていってしまいました

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にするする

ぐまをみてこわがって︑﹁︿略﹀︒﹂といって

︑さるは子ぐまをみてこわがって︑﹁︿略﹀

って︑山の谷を歩いていきました︒すると

だちと遊ぼうと思って︑山の谷を歩いてい

びきの子ぐまが住んでいました︒お友だち

かってにつぎを考えてください︒ つづき

ふうにお話がすすんでいくか︑樂しみでは

までもお話をつづけてみましょう︒どんな

です︒そのようにして︑どこまでもお話を

お話のつづきを書いてください︒第三号を

がかりのものにだしてください︒ つづき
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なさん︑ためしてみてください︒︵はらだ

き︑私はおもしろくてなりませんでした︒
︒みなさん︑ためしてみてください︒︵は

のを思いだして書いてみました︒

らったのを思いだして書いてみました︒

空のうた﹂をしらべてみました︒

ずが︑五か七になっているのです︒﹁空の

ぶして学校までつれてきました︒この人は

った人が︑おんぶして学校までつれてきま

ようしに足をいためて︑歩けなくなりまし

ました︒手わけをして︑やっとつぎのよう
︑はき物に雪がついてころびました︒その

のは︑みんな集まって︑どんなものにしよ

つとはずれてしまっていました︒

枝のあいだにはなくて︑木をずっとはずれ
︑木をずっとはずれてしまっていました︒

た︒動かないと思ってみた月は︑もうさっ

にわの木の下へいってみました︒動かない

きのことを思いだして︑また︑にわの木の

きれいにはれわたっていました︒ふみおは
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六544みおはふと氣がついて︑まえの方にある木
六545らく枝こしに月をみていましたが︑﹁︿略﹀
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いよ︒でも︑つってみるがいいさ︒わた

六817園山へいらっしゃって︒﹂編蔚勘の﹁そんな

六814園︑私につりをさせてくださいませんか︒

六899囹たが︑水にうつっているわ︒﹂女の人は

六897

六895

六895

六891

六889園

こへ女の人がでてきて︑いどの水をくもう

﹂そこへ女の人がでてきて︑いどの水をく

よう︒﹂木にのぼって︑下をみる︒ほおり

の木だな︒のぼってみよう︒﹂木にのぼ

女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに

六909

六908

みことをあんないしてでてくる︒海の神﹁

さっきの女の人がでてくる︒女﹁海の神さ

海の神がこしをかけていらっしゃる︒そこ

鳥やけものをとっていますね︒﹂ほでり

六727は思わないが︑死んでいるとも思えない︒
六728とも思えない︒死んでいたら︑ころがって
六728でいたら︑ころがってたおれるわけだし︑
六729し︑目だってつぶってしまうだろうし︑あ
六825園

六824圏大きなたいをつってみたいのです︒﹂ほ

六904

この弓と矢を持っていらっしゃい︒﹂

六918

とをあんないしてでてくる︒海の神﹁さあ︑

六806園

﹁

のつりざおを持っていくがいい︒﹂ほお

六806園私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ

氣のいい顔つきもしていないはずだ
六7210
六828囹

する︒いどの水をみて︑女﹁まあ︑りっぱ

︑なにを考えこんでいるんだね︒﹂おと
六7211園
六8210園

らしい︒ひきあげてみよう︒よいしょ︒

六918

六905ぐっとおのみになって︑再論駒の﹁ああ︑お

六837園

糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒ほお

六926囹

二

六851園けのないことをしてしまいました︒﹂ほ

六841

どんなことでもして︑おわびいたします

ばりを魚にとられてしまいました︒﹂ほ

六869

六868

六862園

は︑どうしてないていらっしゃるのです

ひとりの年よりがでてくる︒年より﹁もし

ことは︑海べでないている︒そこへひとり

六939

六939

六936

をたくさんつれてでてくる︒女﹁魚どもを

たちをたくさんつれてでてくる︒女﹁魚ど

︒﹂女の人に向かって︑海の神﹁魚どもを︑

六935園さっそくさがさせてみましょう︒﹂女の

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と き か れ て ︑ ご ろ う は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀
︑

六753

六854囹

六731うさんにたずねられて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑とん
六737囹︒雪だるまは生きているのでしょうか︑
六738園でしょうか︑死んでいるのでしょうか︒
六742園ごろうさん︒生きているものには︑みん

六859園

六871囹

ばりは魚にとられてしまうし︑にいさん

は︑海でつりをしていたら︑つりばりを

はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とききま
六762 ︒

六758園ち︑おまえが生きているんだから︑わか

六873囹

六9211囹

たかたがあらわれて︑私に海のこてんへ

なので︑私も困ってしまいました︒そこ
まえからいいだしておいて︒﹂編論肋の﹁

六861園

いくようにと教えてくださいました︒そ

だけは︑病氣でねておりますので︑ここ

六931園

六9310圓

六932囹

六942圏

︑ここへはまいっておりません︒﹂海の

にいさん︑ゆるしてください︒﹂ほでり

六874肖るし︑困ってないていたのです︒﹂年よ

六田4圏かられるし︑困ってないていたのです︒

六944園
六8710圏

大きな木にのぼって︑まっていらっしゃ

︑大きな木が立っています︒あなたは︑

六9510

六955園ずだ︒だれか知っているものはないか︒

六963

は︑たいをつれてでてくる︒たい﹁なにか

の人は︑たいをつれてでてくる︒たい﹁な

ばらくお考えになって︑女の人に︑﹁︿略﹀

六8711囹

といいことを教えてくださるでしょう︒

六963

よっとここへよんできてくれないか︒﹂
乗りなさい︒おしてあげますから︒﹂

とここへよんできてくれないか︒﹂女﹁は
六884園

に︑大きな木が立っている︒ほおりのみこ

六961園
にのぼって︑まっていらっしゃい︒﹂ほ
六885囹

五

六887

ことは︑木をみあげて︑編論駒の﹁ははあ︑

六966園をのどにかけまして︑たいへん苦しんで
六888

六961圓

六8711園

六8710園そばにいどがあって︑そのそばには︑大 六948園 のつりばりをとっていったものはないか

女﹁魚どもをよんでまいりました︒﹂海

がいいことを教えてあげましょう︒そこ

六861囹︺らいいだしておいて︒﹂編齢駒の﹁にいさん

六927囹︼ つりばりをとられてしまったのです︒﹂

車や︑水車は︑動いていても息をしないか
六7710

りするから︑生きているんでしょう︒﹂﹁
六769園
ことをきいたりして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
六771囹
六772園から︑それを考えているんです︒ぼくた
くなるから︑生きているんでしょう︒﹂﹁
六773園
六774園大きくなったりしているものは︑みんな
六776園しないし︑息もしていませんね︒﹂﹁︿略

六875園

つりばりをなくしてしまうなんて︒おま

︑日に日にそだっていく︒たとえ動かな
六783園
草でも︑命をもっているのだよ︒とにか
六784園
六787囹あなたは︑ねむってしまったら動かなく

六8511園

六7811ではないことをきいて︑なるほどと思いま

六793園ところに手をあててごらんなさい︒ どき
六793園どきんどきんやっているでしょう︒しん
六795囹を動かそうと思って動かしているの︒ち
六795囹うと思って動かしているの︒ちがうでし
六797園︑あなたがねむっているときでも︑どき
六798園どきんどきんやっていますよ︒﹂ごろう
六805囹さんは毎日海へでて︑魚をとっていらっ
六805園 へでて︑魚をとっていらっしゃるが︑私

六967園︑たいへん苦しんでいるところでござい
六
二1 んは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六鵬3園 ん︒大きな声をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

く発音できなくなっている︒しかし︑どん
︑夜︑勉強をすましてから︑ひとりで︑な
るのだろう︑と考えてみた︒そのわけは︑

︑と自分で声をだしていってみると︑いか

のだろう︒そう思って︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂

占
占

！、

六969 ︒﹂女の人に向かって︑海の神﹁たいのの

︵二︶

んなもあまりわらってくれない︒弟が︑﹁︿
︒弟ははながつまっているために︑あるこ

vといった︒いってから︑すこしふしぜ

くは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂といった

うばくおんがきこえてきた︒弟のだいすき

おりはないかと思っていたら︑ちょうど︑

くもひとつまねをしてやろうと思った︒な

︒弟のことばをまねて︑﹁︿略﹀︒﹂といった

が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなで大わらい

ただ︑はながつまっているだけだが︑その

ねつはないので︑ねているわけではない︒

この望遠鏡をのぞいて篤しんだ︒

六9610園 ︑つりばりをとっておやり︒﹂女﹁はい︒
六佃4園 でもいいから馬きてください︒﹂ぼくは︑
六973 りばりを水であらって︑海の神にさしあげ 六号7 をひっぱるようにして︑つれてきた︒そう
六978園
海の神﹁みつかって︑ほんとうによろし 六鵬7 るようにして︑つれてきた︒そうして︑ぼ
六9710 とは︑それにあわせておどりをおどる︒
六鵡9 くの望遠鏡をのぞいてもらった︒﹁︿略﹀︒﹂
六悩3園 ︑人がこっちをみている︒森の木のきれ

い

六982圃國 りばりが︑ でてきて神さまお喜び︒
六982圏国 りが︑ でてきて神さまお喜び︒
六983圏圖 ︑いたいとないていた︑ たいも喜び

︑ お
ひきだしをかたづけていると︑いっか
︑おとうさんにかっていただいた小さな虫

べつべつにしたりして︑つくえの上をみた

小さな虫めがねがでてきた︒﹁︿略﹀︒﹂と賜

しきをのぞいたりしていた︒そのうちに︑

めがねのたまを持って︑目から遠くはなし

けしきを︑大きくしてみようと思って︑右

くしてみようと思って︑右の手に虫めがね

手に虫めがねを持って︑のぞいてみた︒ど

いっぱいにひろがって︑ついそこにあるよ

ねを持って︑のぞいてみた︒どこかの屋根

百メートルもはなれている︑向こうの家の

は︑もう︑じっとしていられなくなった︒

らいの大きさにまいて︑その一方のはしに

糸できりきりとまいて︑動かないようにし

分で声をだしていってみると︑いかにもは
にもはなから声がでているような氣がする
自分ではなをつまんで︑はなのあなから息
﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒苦しい︒はな

がもれないようにして︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂

自分ではなをつまんで︑﹁ナ﹂といいなが

いながら︑耳できいてみると︑まるで﹁ダ
まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒弟は︑

は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂といって

あしたはうまくやって︑みんなをわらわせ
︑みんなをわらわせてみせるぞと思ったが

ず声をたててわらってしまった︒よし︑あ

は︑思わず声をたててわらってしまった︒

て︑﹁はな﹂といっているんだなと思うと
︑﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟

311119987442217544311976642108876511
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110

ヌ﹂という音がぬけているだけである︒そ

ぎょうの中にはいっている音ばかりではな

はどうでもよくなってしまった︒弟がいえ

だして﹁ヌ﹂といってみた︒これもはなか

して︑びっくりさせてやろうと考えたから
︑骨が二本しかついていないたこです︒は

ことをみんなに話して︑びっくりさせてや

てみんなをわらわせてやろうなどという氣
︑どこかへふっとんでしまった︒それより

ると︑弟のまねをしてみんなをわらわせて

ちがった性質をもっているにちがいない︒

かって︑びっくりしてしまった︒カキクケ

であることがわかって︑びっくりしてしま

それ以上ふかく考えてみたことはなかった

もの﹂ぐらいに思って︑それ以上ふかく考

らったからよく知っているが︑いままでは

じゅんじゅんにいってみたところが︑ふし

﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これらもは

って︑はなをつまんで﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂

こで︑もしやと思って︑はなをつまんで﹁

ぎょうの中にはいっている︒ここで︑もし

んぶはなの音でできていることがわかった

めに︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂といおうと

もはなから声がぬけているようだ︒ねんの

あらためて声をだして﹁ヌ﹂といってみた
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らいの大きさに作って︑そのはしに︑虫め

とりつけた︒こうしてできた二本のつつは
︑うまくはまりあって︑長．くのばしたりち

がら︑そとをのぞいてみた︒長い物がぼん

ぢめたり︑かげんしているうちに︑はっき
あいだがら顔をだしている︒いそいで︑お
だしている︒いそいで︑おかあさんのとこ

六撹11園 ﹁おかあさん︑きてごらんなさい︒早く
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六偽1

六方1
ひろって︑石でわってたべることにしまし

は︑くるみをひろって︑石でわってたべる

甲乙11園 こでわいわいやっていては︑すぐぼくが

仰言9囹 こって︑追いかけてくるんだよ︒﹂﹁

六⁝⁝1囹 きつねにみつかってしまうから︑どこか

六番11園 わいわいやっていては︑すぐぼくが︑き

が︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒けれ

六二3園
チン︑カチンとわっていると︑そこへちょ

六三3園るみを持っていって︑山のてっぺんでた

六網6

六字1

守旧6

︒﹂﹁くるみをわっているんだよ︒﹂﹁︿略

さぎさん︑なにしているの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六網6 た︒けれども︑あげてみると︑なかなかよ
六価3園 よっと糸を持たせて︒﹂といいました︒
六榴9園

このくるみを持っていって︑山のてっぺ

六価4 ︑海外からひきあげてきた子で︑來年小学
六旧10園

六即11 いました︒それをみて︑たぬきさんは︑﹁︿

六鵬1囹 ら︑どこかへいってくれたまえ︒ぼくひ
六㎜3囹 じっとしずかにしていたいんだよ︒﹂た
六一4 さんが︑ ま顔になっていうので︑うさぎさ
六伽9 うのやぶの方へいってしまいました︒それ

も︑﹁︿略﹀︒﹂といって感心しました︒ただ

六備7

﹀︒﹂﹁石でたたいて︑わっているのさ︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁かたくて︑うまくわれないだ

は︑﹁︿略﹀︒﹂といってにこにこしました︒

六三8 しっかり糸をにぎっています︒又略﹀︒﹂と
六夢1園

六悩7

に︑くるみをにぎって︑おいしそうにたべ

六感1囹でたたいて︑わっているのさ︒﹂﹁︿略﹀︒

v﹁あなをほって︑トンネルをこしら

した︒まえ足でほっては︑うしろ足で土を

六柵11園 ︒どうだ︑こうしては︒﹂しかさんは︑

六柵5 は︑のっそりと立って︑山の方をみあげま

六槻11甚 このなかまにいれてくれたまえ︒﹂﹁︿略

はずんずん長くなっていきました︒﹁︿略﹀

ンネルをこしらえて遊ぼうよ︒﹂﹁︿略﹀︒

声でじゃんけんをして︑おにをきめました

六悩3園 ︑この角を︑おってしまってもいい︒﹂
藍島3二 を︑おってしまってもいい︒﹂うさぎさ
六悩5 ぎさんたちは︑困ってしまいました︒どう
六悩6 足の早いことにかけては︑しかさんにかな
六悩7 角で︑つきあげられてしまわなければなり
六価9 中︑やぶの中をとんでいきます︒のぼりざ
六鵬2 す︒しかさんも負けてはいません︒角をふ
六柵6 ﹂しかさんがおこって走ると︑こんどはた
六髄7 にトンとけつまずいて︑すってんころりと
六慨2 赤いクレヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀
六梛5囹 ︑ひとをばかにしている︒ようしゃはな
六僻6圏 らない︒角でついてやる︒﹂しかさんは︑
おにが︑目をつぶって︑﹁︿略V︒﹂とさけび
トンネルの中を走っていきました︒﹁︿略﹀

︑こちらからまわっていくと︑みんなはあ

︒おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさ

たりました︒かくれているうさぎさんたち
ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うまくにげました

さぎさんが︑あわててにげたので︑トンネ
の方へころがりこんでいきました︒﹁︿略﹀

か道に足をすべらせて︑ころころと︑下の
新しいおにがきまって︑またはじめようと

六柵9 らさんは︑書ねをしていたのですが︑うさ
六㎜1 るので︑目をさましてしまいました︒﹁︿略
六㎜3 ︑そっと首をのばして︑うさぎさんたちの

︑とらさんがねむっていたのです︒うさぎ

きさんは毛をぬらしてなにかあわてていま

六伽6園 さぎさん︑かくしておくれ︒ちょっとか
六旧6園 ︒ちょっとかくしておくれ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六㎜8園 ねに追いかけられているんだ︒きつねが
六伽9重 ︒きつねがおこって︑追いかけてくるん

六佃7

六僻11 いつのまにかはぐれてしまいました︒やが

六搦1園
六伽1囹

六梱3園 はきつねに追われてなんかいやしないん
六梱6 下で︑まるくならんで︑話をしました︒﹁︿
六矧8園 こんどはなにをして遊ぼう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

六旧11園

りなので︑﹁作ってあげようか︒﹂とい

ただしちゃんは喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣

六幡2園
六佃3

ました︒うちへ帰って︑そのたこをみて︑

って︑そのたこをみて︑作りかたを考えて
て︑作りかたを考えてみました︒材料は︑

かおかあさんに教えていただきましたから
き生きとうきあがってきました︒つぎに立
たすじがたてについています︒そのすじに
︒そのすじにあわせてひごを切り︑小さな
つけるのも︑まがっているのでめんどうで
いろいろにくふうして︑うまくはりつけま
さんのところへとんでいって︑﹁︿略﹀︒﹂と
ところへとんでいって︑﹁︿略﹀︒﹂といって

〉。

らしてなにかあわてています︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

44211109875385365

六尺4園 で︑﹁うん︑作って︒﹂と︑元三のいい

六柵2
六柵2
六帽3
六柵9
六酩6
六湘1
六湘2
六佃7
六湘8
六佃−〇
六㎜−〇

六伽−o園 んのところへ持っていってあげるんだ︒

が︑ころころと落ちていました︒うさぎさ

＿L

六伽1 て︑﹁︿略﹀︒﹂といっておみせしました︒お
六㎜3 ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめてくださいました︒﹁︿
六伽7二 そうっとかわかしておおきなさい︒﹂ぼ
六伽8 に本ばこの上にのせておきました︒﹁︿略﹀
六伽9圏 たら︑糸目をつけて︑ただしちゃんのと
六㎜−o園 ころへ持っていってあげるんだ︒﹂ぼく

六伽11 ﹂ぼくは︑うれしくてたまりませんでした

六槻−o

六梱7 トボールをしたりして遊びました︒そこへ
六槻6 とおさるさんになげてやりました︒おさる
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にべたんとうつぶしてしまいました︒﹁︿略

六町5 り︑足をもんだりしていました︒とらさん
六柵−〇

六糊11囹﹁いいところへきてくれた︒おなかがぺ
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一Lr

たちは︑手をつないで︑そこをにげだしま

て︑山のふもとにでてきました︒やっとし

の光がいっぱいさしています︒クローバー

みつばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

花が︑まつ白にさいていました︒おなかの

ばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑うた

七72園 ども︑かたを組んで話しながらでていく
七72園 んで話しながらでていく子ども︑ならっ
七74園 ︑大きな声で歌っていく子ども︑なんど
七77囹 にさようならをして走って帰る子ども︒
七77園うならをして走って帰る子ども︒一どで

﹂かしの

七710園かをすうっと通ってみたり︑かいだんを
七710園をトントンあがってみたり︑こうどうを
七711囹こうどうをのぞいてみたり︑みんなが熟
七711園する教室にはいって︑こしかけてみたり

七81囹 いって︑こしかけてみたり

七840 学校のにおいがしてくる︒しおがひくよ
七86学校からいなくなってしまった︒教室のま
七89夕やけの空をながめている︒しゅくちょく
七91 からラジオがきこえてくる︒星のちらばっ
七93園︒﹁わたしをうえてくれた卒業生たちは
七93園は︑どこにどうしているだろう︒もう︑

ざまなはたらきをしてくれます︒つぎの﹁
七1311

七136んないみにつかわれているのでしょう︒そ
七139 り︑﹁この手でやってみよう︒﹂とかいっ

七1411 ﹁︿略﹀︒﹂﹁腹に思っていることと︑いうこ

七142に︑まつの木が立っています︒﹂ズ略﹀︒﹂﹁

七151 略﹀︒﹂﹁腹をかかえてわらった︒﹂﹁︿略﹀︒
七164 ﹂の音樂が︑ひびいてくる︒学校の運動場
七165子どもたちが集まっている︒好儲も﹁先生︑
七171園
が︑たくさんとんでいるでしょう︒﹂先
七172囹
先生﹁よくおぼえていたね︒風のない日
七175 ﹂の唱歌が︑きこえてくる︒ ︵二︶女の
七177囹り︑ なの花がへっているわ︒﹂女の子二﹁

七1710園 の子三﹁花がちって︑実がつきはじめた

七185園ない︒よくみのってから︑油をとるんだ
七195圏は︑どこにかくれているんですか︒﹂先
七197園らの中に︑かくれているのさ︒﹂子ども

七1911園
すか︒﹂先生﹁知っている人1﹂一儲も

七2110園
た︑すずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁しずか

七910園
しのそばからさっていった︒﹂おぼろ月
七911ぼろ月が空にかかっている︒さくらの花が
七101 の花が︑白くうかんでみえる︒﹁︿略﹀︒﹂し
七103園
の岸へ︑船をこいでいく︒渡し終ると︑
七104園
と︑またひき返して︑新しい子どもを乗
七107えた︒夜つゆがおりてきた︒かしの木は︑
七108は︑あくびを一つして︑しめっぽくなった
七109から︑ねむりにおちていった︒ 二 手と
七112 とば ﹁手がよごれていますよ︒﹂﹁︿略﹀︒
七117をみたとき︑感心して︑思わず手をたたき

七1211
字を書くことをさしていますが︑どうして

七222

七219

ぴょんぴょんとんで︑庭のはたけの中を
︑

ふたりで︑本をよんでいる日
︒曜日のはれ

七213園も︒﹂先生﹁とまっているちょうちょが︑
七213囹んなかっこうをして︑みつをすうか︑よ
七215囹ばらばらにわかれて︑そっとね︒﹂子ど

七2010園
ちょうちょがとんできた︒﹂男の子三﹁白

七119は︑てのひらをさしています︒﹁手をうつ﹂

七204囹そうだ︒よく知っているね︒﹂きしもと﹁
七206囹 ︑一本だけのこしておきましたら︑それ
七208園んな白い花をつけています︒﹂先生﹁それ
七209園先生﹁それで知っているんだね︒﹂女の

七53 の光がななめにさしてきた︒校舎の半分が
七55 ら︑光の中をおよいでいたが︑こんどは︑
七56 ︑思いきり高くとんで︑屋根をこえて︑う
七56とんで︑屋根をこえて︑うすべに色の空に

七125は︑あさがおのだしている手のことではあ

七131字を書くことになってきたのでしょう︒又

七127まきつくように立ててある︑竹や木のこと

七59 カチャカチャ鳴らして︑げたばこのかげに
七61 ちこちのまどがあいて︑教室も目がさめた
七67 ︑風もないのにゆれている︒﹁もう帰る子

七134ますこし︑手をいれてみよう︒﹂﹁︿略V︒﹂

七223園だいこんの葉をみているよ︒﹂ささやく

七69囹生だ︒手をつないで校門をでていく子ど
七71囹つないで校門をでていく子ども︑かたを

七52園チャカチャ鳴らして︑走ってくる男の子
七52囹ヤ鳴らして︑走ってくる男の子かな︒﹂

七58囹︑ぼうしをかぶっているな︒赤い運動ぼ

七221囹︒﹂兄﹁しずかにして︑みていてごらん︒
七221園しずかにして︑みていてごらん︒﹂すず
七221園かにして︑みていてごらん︒﹂すずめは︑

七42 夜明けの風が流れてくる︒中庭のキャベ
七47 の木は︑目をさまして︑しずかにしんこき

六備4園 ろですよ︒安心して︑ゆっくりおあがり
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ました︒谷川にそって︑山のふもとにでて
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六糊2 のそり︑そばに歩いてきました︒うさぎさ
六柵5 はできません︒助けてくださいと︑お願い
六幽5 たところで︑ゆるしてくれるみこみもあり
六柵7 らさんが手をのばして︑︸びきのうさぎさ
六糊9 は︑いっしんになって︑神さまにおいのり
六側5園 から︑あとをつけてきたのだ︒﹂﹁︿略V︒
六二7囹 いまたべようとしていたところだ︒よこ
ノ、

■菖一
＿■＿
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はるおが帰ってくる︒はるお﹁にい
こへ︑

なさなぎにかわっていた︒弟が︑ぼくよ
七2911園

﹁あおむしをとって︑どうするの︒﹂兄﹁ 七302

七226 めが︑ぱっと︑とんでにげる︒兄﹁はるお︑
七2210圓

七303園にいちゃん︑帰っていたの︒まだかと思
七304園さんに日記をよんでもらっていたところ
七304囹記をよんでもらっていたところよ︒きょ

七234囹 らいを早くすませてから︑お遊びなさい

な声をだしたりして︒﹂はるお﹁にいちゃ
七3011園

七236囹 しのことを︑話していたんですよ︒﹂母﹁
七2311囹 の葉を一まいとってきてね︒ぼくは︑び

七239囹︒﹂兄﹁あ︑わすれていた︒もう︑おさら

ら︑ここからだして︑庭のだいこんの葉
七3211囹

兄﹁羽をふるわせている︒﹂母﹁空耳にふ
七2311囹 を一まいとってきてね︒ぼくは︑びんの 七323囹
︒﹂母﹁空氣にふれて︑すこしずつのびる
七2311園 んの中をそうじして︑砂に水をやるから 七324圓

七242 だいこんの葉をとってくる︒兄は︑しいく

んの葉に︑うつしてやりましょうね︒﹂
七2411園︑あおむしをかっていらっしゃるって︒ 七331囹
︑日光が降りそそいでいる︒母は︑ふたり
七252囹 ね︒たまごをとってしらべてから︑なん 七336
七253園ごをとってしらべてから︑なん日ほどた 七337たりの兄弟をながめている︒明かるい音樂
七346もあり︑足をふまれて︑おこっている女の
七347をふまれて︑おこっている女の人もありま

兄﹁ちょっとまってください︒日記帳を

七253園 ︑なん日ほどたっているかしら︒﹂兄﹁ち

七254園

七35エ からだにすがりついていました︒それでも

七352に︑前後からおされて︑さぶろうは︑だん
七354 ︑ 一つからだになってしまうかと︑思われ
七355りったけの力をだして︑さぶろうをかばう

七257囹 それから十日すぎて︑からだが黒つぼか
七2610園

七3511 ︿略﹀︒﹂とうけあって︑さぶろうをつれて

七256園 のに︑七日かかっています︒それから十

七273園 になるって︑教えてくださらなかったの

七3511て︑さぶろうをつれてきたのでした︒﹁︿略

ろのおばさんがいってくれましたので︑私

七292園いたの︒﹂兄﹁よんでみましょうか︒﹂母﹁
七293園ようか︒﹂母﹁よんでちょうだい︒﹂兄﹁自
七296園と同じ色にかわっていた︒それは︑すず
七297囹おかあさんが教えてくださった︒ぼくは
七298園 ︑かくれみのをきているようなものだと

七381まをこしらえてくれていたのです︒私は︑

七381 ︑すきまをこしらえてくれていたのです︒

七訂−〇

手でまどわくをおしています︒私たちのた

七374て︑﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒人ごみの

すこし︑中へいれてくださいませんか︒
七278園 ら︑﹁これ︑死んでいるの︒﹂母﹁いいえ 七361園
七279園
母﹁いいえ︑生きていますよ︒これから 七363は︑ほんとうに困ってしまいました︒﹁︿略
すこし︑がまんしていらっしゃい︒﹂私
七2711悉く︑これを写生しておこう︒﹂ ︵五︶き 七364園
七365署﹀︒﹂私はそういって︑どうぞぶじにつき
七282 くんが学校から帰ってくる︒兄﹁おかあさ
七284園 ら︑おもてで遊んでいますよ︒﹂兄﹁おか 七366と︑心の中でいのっていました︒﹁︿略﹀︒﹂
七369園んも︑﹁どうかして︑中へいれてやれま
かして︑中へいれてやれませんかしら︒
七369園
七372うのかたに手をかけて︑概略﹀︒﹂ときいて

七4311
人は︑自分のかぶっていたぼうしを︑そば

しい音樂をきかせてくださる心持を︑ほ
七436園

︑恥しい旅行をしております︒どこのど
七435園

ちょっと話をさせてください︒﹂車中の
七432園
心さびしい旅をしていました︒けれども
七434園

七443しがきた︒私も喜んで︑いくらかのお金を

つしんにひきつづけていた︒トンネルをで

であったが︑旅をしてきた私には︑しみじ
︑ひく手をやめないで︑いっしんにひきつ

た︒青年は︑つづいて日本の子もりうたを

青年のからだはゆれていたが︑ひく手にく

は︑かなり早く走っているので︑青年のか

七2910囹っぱを︑とりかえてやるのが樂しみだ︒

アコーデオンをだいて︑ワルツの曲をひき

ひとりの青年が立っていた︒かれは︑むね

って︑汽車でねむっていた︒ふいに︑はく

つばちのようになって︑汽車でねむってい

と︑私を手まねきしています︒私は︑さぶ
︑腹までふりまかれて︑ちょうど︑かふん

つた座席の上に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私を

は︑だれかにゆずってもらった座席の上に

した︒私は︑いそいで︑さぶろうのあとを

ろそうに︑みおくっていました︒私は︑い

しそうに︑声をたててわらいました︒乗客
︑高いところを渡っていくさぶろうを︑お

ールのように送られていくうちに︑にごに

圧そうに私の方をみていましたが︑三人め

ろうは︑足をちぢめて︑心配そうに私の方

﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑送ってくれました︒はじめ

さぶろうを受けとって︑つぎの人に渡しま

かし︑弟の手をひいているので︑ひとあし

のあいだをかきわけていこうとしました︒

651110776533275543211110985765

七2910懐
う︑学校から帰ってみると︑あおむしは

へんな色にかわっている︒﹂兄﹁ほんとう

七258囹 のが︑青くかわってきたんですよ︒﹂母﹁

七277園 も︑自分でみつけていきましょうね︒﹂
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て一て

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえにすす

のセンターが︑喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけん

せんしゅは︑大きくて強そうだ︒﹁︿略﹀︒﹂

iにれんらくをとって︑どんどん︑あてに

︵二︶

しか

へりをひとまわりして︑帰っていった︒よ

で︒ボタンと音がして︑まりが︑そとから
︑そとからとびこんできた︒よっちゃんた

の巣にかかってゆれている︒土の上︑一男

潔いちょうがとまっています︒こんなのは
︑くもの巣にかかってゆれている︒土の上

ラジオの音樂をきいています︒ほそい雲が

えました︒雨がはれて︑にじが大きくでま

庭のはっぽがうつっている︒ほたるを三び

くるまいをしてとんでいる︒ろうかを曲が
︑ふっと︑風がふいてきた︒おかあさんの

わたしのまえを走っていく︒紙が︑くるく
︑くるくるまいをしてとんでいる︒ろうか

そこらで︑虫が鳴いています︒つむじ風が

だに︑ほそ長く光っています︒明かるい月

とに︑ぽたぽた落ちています︒海がみえま

の花がまっかにさいています︒根もとに︑

年生の唱歌がきこえてきます︒つばきの花

場で︑たいそうをしています︒一年生の唱

は︑ちりほどもあってはなりません︒五年

文章がみじかくなっていくことがあります

みんな︑にこにこしていた︒

式をすませてもどってくると︑たかやま弾

ていた︒式をすませてもどってくると︑た

て︑胸がどきどきしていた︒式をすませて

また運動場に集まって︑終りの式をした︒
︒ぼくは︑うれしくて︑胸がどきどきして

ぼくのところにとんできた︒ぼくはよこだ

ールがピュッととんできた︒ぼくは︑しつ
︑しっかり受けとめて︑すぐセンターに渡

54875563164221753211095109888742110
とまわりして︑帰っていった︒よく落ちる
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︑ざわざわと︑動．いている︒うす黒い雲は

どの花も

でいる︒青々とはれて︑すすきすこしゆれ

さん︒雲一つうかんでいる︒青々とはれて

で︑山のいもをほっている人が二三人︒ふ

どもと子どもとかけていく︒もみじがまつ

ポンポン船がでかけていく︒雨あがりの麦

んなそろって︑うえていく︒もやのかかっ

いく︒みんなそろって︑うえていく︒もや

ん︑どんどん︑うえていく︒みんなそろつ

子どもの声がきこえている︒あっちでもこ

れ︒波の音がきこえている︒子どもの声が

かりのさくらになって︑毎日はれ︒波の果

日月さん︒毎日書いてきたあさがお日記︒

︑おべんとうをたべている︒ふえの音︑虫

で︑新聞など動かして︑ふきぬける︒しず
︒しずかに波がよせている︒みんな︑おべ

豆のつるがまきついて︑まきつくものがな
︒夏の風がふきこんで︑新聞など動かして

ン︑もうくらくなっている︒豆のつるがま

小さな虫がかたまって︑顔のところでとん
︑顔のところでとんでいるくれがた︒ばく

いている︒日がてっている︒なの花ちらほ

も︑みんな空を向いている︒日がてってい

さくらの花をしらべてみたり

の木が︑ぬれてゆれている︒四年生の画し

さくらの木が︑ぬれてゆれている︒西年生

めじろの声がきこえている︒雨が降る︒風

かしら︒すみをすっている︒めじろの声が

タバタやって︑にげていった︒ひとところ

って︑バタバタやって︑にげていった︒ひ

きの木につきあたって︑バタバタやって︑

雲は︑どこかへいってしまったのに︒まよ

43217655221522114311443221155432

七447

で︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじぎをした︒﹁︿

︒﹁︿略﹀︒﹂そういってから︑老人にぼうし

七452歪なろうとは︑思っていませんでした︒ま
七456
七4510

七462 ︿略﹀︒﹂これをきいて︑みんなは︑または

七467 そこを自轄車に乗って走る中学生︑たがや
七467 る中学生︑たがやしている父と子︑きりの
作文 ︵一︶ 思っていることを︑はっき

七469 た︒青年は︑すわって︑アコーデオンを黒
七473
七478 ︒心がはっきりとしていますと︑文章も︑

七475 んだんくわしくなっていきます︒どこまで
七479 します︒心がくもっていると︑いくらなお
七482 いたのとを︑くらべてごらんなさい︒二回
七488 も︑せんしゅになって︑いっしょうけんめ

七483 回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人に
七49一 センターが外野へでてしまったので︑あい

七495 くたちのほうが勝ってしまった︒第二回め
七504 な︑運動場に整列して︑式をあげた︒はじ
略﹀︒﹂と︑元門づけてくださった︒﹁︿略﹀

七507 たちは︑コートへでていった︒たかやま先
七5010

た﹁︿略﹀︒﹂と鳴って︑しあいがはじまつ

七512園 ﹁じゃんけんをして︑いいほうのボール
七515

七516 ︑どんどんあてられて︑センターまで︑外
七518

た︒むちゅうでやっていると︑﹁︿略﹀︒﹂と

七516 ターまで︑外野にでてしまった︒ぼくもあ
七525

七526 らが勝ったかと思って︑心配していると︑

七527 かと思って︑心配していると︑十一たい十
七5210 よくあいてにあたって︑ちょっとのあいだ
七536

七535 略﹀︒﹂と︑はげましてくださった︒なんだ
七539 んの声が耳にひびいてくる︒センターが︑
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︑すすきすこしゆれている︒うら山に︑み

んを持って遊びにきている︒よい天氣︒う
︵三︶

人の

うちで︑ふとんほしてある︒炭を切る音も

声も︑夕が た に な っ て い る ︒

め骨組みをこしらえておいて︑それにねん

みをこしらえておいて︑それにねんどでだ
︑その人の顔ににせていくやりかたです︒

せきや木材をけずっていって︑だんだん︑

木材をけずっていって︑だんだん︑その人
︑その人の顔ににせていくやりかたであり

しく書きたすのににています︒あとのやり

は︑文章をきりつめていくのと同じです︒

ふれている︑あふれている︒くれがたの庭

な川にまで︑あふれている︑あふれている

それがすむのをまっていたのか︑すぐうし

なく︑のっそりとでていた︒もやが深いか

りが一つ︑さえずっている︒うまよ︑そん

んな大きななりをして︑子どものように︑
︑からだまであらってもらっているのか︒

まであらってもらっているのか︒あ︑ほた
︑水のにおいをかいでいる︒ぼさぼさのい

る︒ぼたんでもさいているのかと思ったら

にか︑ものをさがして歩いてくる︒甲﹁ど

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒みんな

ものをさがして歩いてくる︒甲﹁どこへい

まに︑いなくなってしまった︒さて︑ど
七752園
七754 ら︒﹂ふたりそろって︑遠くをみまわす︒
七759いっしょにふり返って︑甲乙﹁はいはい︒
は︑なにかさがしておいでのようだが一
七7511園

て︑それをさがしていらっしゃるのでは

は︑なおびっくりして︑甲﹁まったくその

左の足が一本短くて

﹂

﹂といってから︑ちょっと考え

﹁そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑

かった︒﹂旅人をみて︑裁判官﹁なにか︑

七822初物の品まで︑知っているじゃありません

七822園

七827

はどこかからにげてきたのではないかと

の足あとがつづいていました︒それなの

七8210園私がさばくを旅していますと︑砂の上に
七8211園

七832園

七835園 わの草ばかりたべてあったからです︒﹂

それには答えないで︑また思いだしなが

七841園

七8310園

れないで︑のこっている葉がありました

と︑かみきれないで︑のこっている葉が

は︑まえ歯のぬけているということは︑

いるか︑早く教えてください︒﹂旅人﹁い

七843圓︑歯が二三本ぬけているにちがいないと

七842園

なら︑荷物をつけていることが︑どうし

た︒﹂裁判官﹁きいてみれば︑いちいち︑

おきにあさくなっていましたので︒﹂裁

また顔をみあわせていたが︑甲﹁どうも

七844園

七838園

を︑どこかへっれていったのにそういな

七845園

た︒﹂乙﹁目がさめてみると︑らくだがい

に︑つい︑ねむってしまいました︒﹂裁

ゆうでひと休みしているうちに︑つい︑

て︑さばくを通っていましたが︑とちゆ

けたらくだをつれて︑さばくを通ってい

七871

七871

七865

七864

草を︑いちばん喜んでたべるか︑しらべて

︑かごにいれて持っていらっしゃいました

さぎを︑かごにいれて持っていらっしゃい

七857園

でたべるか︑しらべてみることにしました

七859園

七855

︑すこしもじっとしていません︒いつも︑

七8511

甲乙ふたり︑いそいでたちさる︒

5月

と思う︒早くいってらくだをさがしなさ

いまの答で︑知っていたわけがはっきり

はない︒もう帰ってもよろしい︒﹂旅人

ません︒おどろいて︑方々をさがして歩

七876 も︑どこかを動かしています︒

七875

じんを︑とても喜んでたべました︒

5月

5月

て︑方々をさがして歩きましたが︑みあ
︑それはよく知っております︒﹂裁判官﹁

たりのものに向かって︑裁判官﹁あなたが

であることを知っていました︒そのとお

んなことを︑知っているのかね︒﹂乙﹁だ

七878

ときのように︑喜んでたべました︒

と白が︑けんかをしてたべました︒

七888

七888

と︑そればかりたべて︑まえにたべのこし

は︑新しい草をいれてやると︑そればかり

5月1日

う

であることも知っていました︒しかも︑

七883
ほかにまだ︑知っていたかね︒﹂乙﹁はい
︒﹂乙﹁はい︑知っていました︒らくだの

歯が︑二三本ぬけていることまで︒﹂甲﹁

八

を︑ちゃんと知っているのです︒﹂裁判

七886

七853園

七8411崖道に︑麦がこぼれていたからです︒﹂裁

七848園︑それを︑しらべていただきとうござい

で︑あかしをたててもらおう︒﹂ふたり

をとる︒むりにつれていく︒

る︒裁判官がはいってくる︒裁判官﹁いつ

人と甲乙が︑ならんでいる︒裁判官がはい

二の場面

︑いっしょにいってもらおう︒﹂旅人﹁そ

いよいよびっくりして︑乙﹁それにちがい

え歯が二三本ぬけてはいませんか︒﹂ふ

乙ふたりがみてとって︑なにか︑こそこそ

れから

それから

だすようなふうをして︑旅人﹁そうして︑
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1

呼

山に︑みかんを持って遊びにきている︒よ

1010642442642654421197721554

ら︑さがしつづけているのですが︒﹂旅
七762園
︑らくだをにがして︑それをさがしてい
七763囹
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もり 24度 よくみていたら︑ねこが顔を
6

7

7月9占

8月4

9月6

10月23

11月

ようにふくらんでいて︑その中に︑わたの

巣のようにふくらんでいて︑その中に︑わ

19度 けさ︑いってみたら︑左がわのへ
︑毛がたくさんぬけていました︒よくみる

しろで戸をこしらえてやりました︒

え足を胸の下にいれていました︒

あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

ら︑暑いのでねむっていました︒あと足を

さぎのところへいってみたら︑暑いのでね

いで︑いたそうにしていました︒

の鉄ぼうを︑かじっていました︒子うさぎ
︒しばらく動かないで︑いたそうにしてい

色のうさぎがはいっているへやに︑えさが

さぎが4ひき生まれていました︒

晴 29度朝︑いってみたら︑右から四ば

うじをしょうと思って︑首のところを持つ
︑首のところを持って︑かごの中へいれた

ぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2㎝︑

らを足でけったりして︑あばれました︒

をいれて︑だきあげて︑そとへだしました

で︑小屋へ頭をいれて︑だきあげて︑そと

ぎは︑おくへはいってでてこないので︑小
︑おくへはいってでてこないので︑小屋へ

すとき︑みんな喜んですぐでましたが︑−

いうさぎの上に乗って︑たべました︒

らないように注意しています︒

るいをやるようにして︑ぬれた草はやらな

んを︑水の中へいれてみたらうきました︒

ぐ︑まえ足をおろしてしまいました︒

足で︑耳や顔をなでていました︒ 5月31

9775427765337643110865444385410732
が︑いっぱいはいっていました︒その毛に

5555554999999989898989898989897979797979797979了9696959595

おや

11月13

︒その毛にくるまって︑うさぎの子が7ひ

いました︒

のは黒っぽい色をしていました︒

朝早くいってみたら︑子うさぎは

12月1

なんだろうとのぞいてみると︑ひとりの小

に︑大ぜい人が立っているので︑なんだう

んざの大通りを歩いていましたら︑あるデ

ある晩︑一家そろって︑ぎんざの大通りを

どと︑早がってんしてはいけませんよ︒い

んな元氣よくそだっているので︑安心しま

よくにんじんをたべていました︒よいぐあ

さぎは︑頭をそろえて︑なかよくにんじん

目ぎのめかたを計ってみました︒早うさぎ

子うさぎが生まれてから︑きようで20日

も︑巣からでて歩いていました︒

ひきとも︑巣からでて歩いていました︒

ぎだけが︑草をたべていました︒お査ごろ

ぎは巣の中でねていて︑親うさぎだけが︑

うさぎは巣の中でねていて︑装うさぎだけ

13度

うさぎは︑足でけって︑のませませんでし
︒うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのま

かそうな葉を︑たべていました︒黒の養う
︑ちぢをのもうとして︑親うさぎのちぢに

は︑巣からでて歩いていました︒そうして

きょうは︑巣からでて歩いていました︒そ

した︒草のそばにきて︑口をくっつけまし

て︑巣からはいだしてきました︒草のそば

うさぎは︑親について︑はじめて︑巣から

の4ひきは︑生まれてから12日めのきょう

の中で︑元々に動いています︒1びきのこ

るときはまるくなって

754432487687554333109876633273図109
おじうだけしか費っていなかったのですか

屋が︑夜店をひろげていました︒小鳥屋と

一わずつつかみだしては指さきへとまらせ

わでむじゃきに遊んでいたピオを︑かた足

茶のまのドアをあけて︑ひょいとふみこん

かして学校から帰ってきたすえの女の子が

後︑おなかをすかして学校から帰ってきた

つたことをしでかしては︑みんなをおどろ

小さなかっこうをしていながら︑毎日なに

とき︑追いかけてきて︑かかとや足の指を

いるとき︑追いかけてきて︑かかとや足の

どうかすると︑歩いているとき︑追いかけ

ると︑赤い口をあけて︑私たちをおどした

るどころか︑向かっていこうとさえするの

こみ︑そこにすわっている私のひざのあい

ません︒びっくりして茶のまへにげこみ︑

上へ飛行機でもとんでくると︑そのあわて

も︑すぐまいもどってきます︒うじどころ

まそとのろじへだしてやっても︑すぐまい

ろうと︑それを知ってから︑よけいにピオ

ようなことばをもっているのだそうです︒

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑きいてみたりするのです︒

﹂とほめたり︑なでてやったり︑﹁︿略﹀︒﹂

す︒思わずおきだして︑﹁︿略V︒﹂とほめた

一日の幸福を予言してくれるようです︒思

んだんあとずさりして︑うしろに氣つかず

りしました︒客がきているときなど︑あま

り︑﹁︿略﹀︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひ

びあがり︑とびついて︑じょうずにえさを

した︒だんだんなれて︑指さきへもかたへ

って︑だいじに持って帰りました︒その則

ばこにいれてもらって︑だいじに持って帰

なボールばこにいれてもらって︑だいじに

すっかりひきこまれて︑しばらく見物した

111010101010101010999998887777766666665
11110955531776221192119851109643329
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21

21

21

21

21

21

21

20

かさなりあってはえています︒あおぎりの

たりの木の根ものびています︒だから︑想

いいかげんにすすんでいっても︑なにかの

多い木の根をさがしてあるきます︒虫は︑

いとがった口をもっています︒その口のさ

ど︑親ぜみによくにて︑ほそいとがった円

を根の中につきさして︑木のしるをすいは

それは︑だれも教えてくれたことではあり

れでじょうずに生きていくのです︒虫は︑

をじょうずにつかってちぢをのむのと同じ

のようなかたちをしていますが︑大きくな
︑大きくなるにつれて︑六本の足がだんだ

ルをほっていかなくてはなりません︒それ

も︑トンネルをほっていかなくてはなりま

たいそうほねがおれて︑このうえなくふべ
の中に生みつけられて︑わずか二三ヶ月で
三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎかえて地
って︑皮をぬぎかえて地の上へでていきま
ぎかえて地の上へでていきます︒しかし︑

いへん生長がおそくて︑よういに大きくな

るをわずかずつすっているせみの子たちは

ノ、

23

オを︑かた足でふんでしまったのです︒﹁︿

のものがびっくりして︑いそいでピオをひ

つくりして︑いそいでピオをひろいあげま

ちばしから血をだして︑目さえあけたりと

あけたりとじたりして︑からだをふるわせ
︑からだをふるわせてもう虫の息です︒﹁︿

略﹀︒﹂みんなあわてて︑口々によんで︑元

わてて︑口々によんで︑元氣づけるやら︑

ました︒みんなないて一ことに︑すえの

らだをわたにつつんで︑小ばこにいれて︑

んで︑小ばこにいれて︑庭さきの︑いちば

の木の根もとにうめてやりました︒そうし
ったのが︑かなしくてなりませんでした︒

小さなせきひを立ててやりました︒かわい

すが︑でも︑信用してくれていたものを︑

く略﹀︒﹂だのと鳴いているほおじろの声を

でも︑信用してくれていたものを︑あやま

がありありとうかんできて︑思わずなみだ

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみ

とをと︑わらわないでください︒この思い

たい皮にあなをあけて︑ていねいに生みつ

はあさいところにいて︑ほそい木の根のし

ノ天

23

24

ていねいに生みつけておいてくれましたの

ノ天

23
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木の根のしるをすっていますが︑大きくな
︑大きくなるにつれて︑だんだん地のそこ
こふかくもぐりこんでいきます︒七年の月

ノ天

24
ノ、

24

いに生みつけておいてくれましたので︑寒

ふといみきをつたって︑地面に向かって︑

で地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日をまつ

そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
す︒上からつたわってくるあたたかさと︑
︑よい天氣がつづいていることなどを知り

ノ天

24
ノ天

24

ちゅうが︑はいだして︑あおぎりのふとい
って︑地面に向かって︑すべったりころが

たりころがつたりしておりていきました︒

かいところをさがして︑地の中にかくれて

うがったりしておりていきました︒地面に

からって︑思いきって土をかきわけて地上

きって土をかきわけて地上にはいだします

くりひょつくり歩いていくのは︑ほんとう

虫が︑こしを高くして︑ひょつくりひょつ

です︒皮がこわばっていて不自由だし︑目
︒皮がこわばっていて不自由だし︑目もよ

本のささだけがはえていました︒せみは︑

いくなかっこうをして︑それにはいあがっ
︑それにはいあがっていきました︒地表か

ろに︑小枝がわかれていました︒虫は︑そ

いて︑動かなくなってしまいました︒もう

くそれにしがみついて︑動かなくなってし

のからだがはみだしてきました︒せなかが

うだけが皮にかくれています︒虫はぐっと

っかり皮からはなれていました︒みるまに

とそり返るようにして︑頭をうしろにさげ

らだの色もこくなっていきます︒虫は︑す

日が山の上にのぼって︑明かるい光がさっ
︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑もようも︑

ところは茶色になって︑いかにもあぶらぜ

うも︑はっきりとしてきます︒黒いところ

した︒はばたきをして︑すっととびたった

きゅうに元氣になって︑そろそろと歩きだ

と思うと︑その鳴いているなかまのそばへ

かまのそばへ︑とんでいってとまりました

こへなかまが集まってきて︑にぎやかな音

そばへ︑とんでいってとまりました︒そこ

なかまが集まってきて︑にぎやかな音愚臣

むかしの人がうたっていますが︑そのとお

は︑ありたちがよってたかってひいていき

みんな死んでしまって︑あたりもひっそり

なると︑みんな死んでしまって︑あたりも

4

なあなを地表に向けてほっていき︑あたり
を地表に向けてほっていき︑あたりのくら
夕ぐれをみはからって︑思いきって土をか
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て︑地の中にかくれてしまいました︒地の
さぐりさぐりもぐっていきます︒そこは木
あい︑かさなりあってはえています︒あお
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八307

八307

八305

︑ふえをふきつづけていました︒黒うしは

んぎゅうはおちついて︑ふえをふきつづけ

黒うしは︑おどろいて︑大あばれにあばれ

めしてみようと考えて︑黒うしのしっぽの

八408 りごとをおっしゃって︑そこらの木の葉や

八3911 ねどこからとびおきて︑まず︑いすにおさ

八399 のままどこかへいってしまいました︒あく

八382

八381 中で︑宝物をかぞえておいでになると︑み

八377

八375 ねを集めようと願っておいでになりました

三

天の

八302

八258 にかたくすがりついています︒

ふえに心をうばわれていました︒天帝は︑

八3010

いうでまえにうたれて︑むすめのむこにも

八256 たちがよってたかってひいていきますが︑

八264 頭びきの馬車が走ってきます︒中には天帝
八311

をおることをわすれてしまいました︒けん

八396圓

の願いどおりにしてあげましょう︒﹂﹁︿

み知らぬ人がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

色のたんぽぽをつんでくると︑王さまは︑

八265 ︒中には天帝が乗っておいでです︒馬車は
八313

八256 よってたかってひいていきますが︑あのぬ

八268 り橋を音もなく渡って︑草花のさきみちて
八317

うまくふみとどまって︑おとなしく草をた

八269 ちている野原へおりてきました︒そこには

八269 て︑草花のさきみちている野原へおりてき

八322

八32一

ゆうを西の岸に帰しておしまいになりまし

岸のこてんにもどしてしまい︑けんぎゅう

へんおおこりになって︑はたおりひめを天

八423 かたいこがねになっていたのです︒王さま

八4110

八416

八4010光ったこがねになっていきました︒王さま

八409 た︒庭の草木は︑みているうちに︑びかび

八274 みをしたりして遊んでいました︒天帝は︑

八323

うすをごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

八425 女は︑王さまにとっては︑世界じゅうのこ

八274︑花つみをしたりして遊んでいました︒四 八319 ゆうも︑はたけにでてはたらかなくなりま
八275 ︑あたりをみまわして︑なにかさがすよう

あうことをゆるしてやろう︒﹂とおっし

八426園困ったことになってしまった︒もし︑ひ

八293 の川の西の岸を通っていらっしゃいました

八293 ︑また馬車を走らせて︑天の川の西の岸を

八292 ︑そのままそとへでて︑また馬車を走らせ

八291囹 ぱなむこをさがしてやろう︒﹂こうお考

八2811園 てはたらきつづけているのは感心なこと

八2811囹 むすめは︑こうしてはたらきつづけてい

八2810園 ちは︑野原で遊んでいるのに︑うちのむ

八287 っしんにはたをおっていました︒そのおり

八286 た︒すると︑さがしていたはたおりひめが

八285 たをおる音がひびいてきます︒天帝は︑そ

八284 の中にごてんがあって︑中から︑はたをお

八284 にそって車を走らせていくと︑林の中にご

八284 ました︒川岸にそって車を走らせていくと

八283 ようがしずかにういていました︒川岸にそ

八281 原をよこぎっていってしまいました︒やが

八281 て︑草原をよこぎっていってしまいました

八281 はふたたび走りだして︑草原をよこぎって

八366

八365

八364

八361

八3510

八358

八3411

八344

八344

八343

八341

八339

八334

八333

八3210

八3210

八329

は︑いったいどうしてたもたれているので

きそく正しく運行しているということです

ています︒夜になって天の川をみると︑な

とどくきょりをさしていいます︒光の速度

てから︑一年かかってとどくきょりをさし

光年は︑光が出発してから︑一年かかって

きな霊位をもとにして計ります︒それは︑

八327園

ひとりの王女もあって︑なにひとつ不足な

いどうしてたもたれているのでしょう︒

ルという軍位を用いてきょりを計りますが

のような光をはなっているようにみえるの

う星がかさなりあって︑あのように︑ぼう

乗って︑ふえをふいてきました︒ふたりは

うは︑乞うしに乗って︑ふえをふいてきま

八462園

八461

八4511

八458囹けて︑その人の着ているシャツを王さま

八458園

八451

八4410 たしの病氣をなおしてくれたものには︑國

八445 は︑ご七夕をなさって長いことお苦しみに

八441 ﹂王女は︑こういつて︑王さまにすがりつ

八439 のいけの水をすくって︑王女のからだにお

八439 ﹂王さまは︑いそいで庭のいけの水をすく

八437園

光年のところに光っている星があります︒
光年の星もちらばっています︒夜になって

福なものをさがしてきてほしい︒そうし

くけらいたちを集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おい

︿略﹀︒﹂これをきいて︑王さまはたいへん

幸福な人をみつけて︑その人の着ている

八456 おすというものがでてきました︒その人は

八453 ︑みんなより集まって︑どうしたら王さま

八453 ました︒これをきいて︑ちえのある人たち

は︑國の半分をわけてやる︒﹂というおふ

いけの水をすくって︑こがねになったも

八428 て︑おくやみになっていらっしゃると︑き

＞︒﹂そうおっしゃって︑おくやみになって

八294 たがり︑ふえをふいてくる︑わかい男にで

八374

八428

いけだかさがこもっています︒﹁︿略﹀︒﹂天

︒﹁︿略V︒﹂こういつて︑王さまにだきつき

とき︑王女がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

八279 のすがたを︑もとめておいでになるのでし
八325

︒一年の月日がたって︑いよいよその日に

八296

﹁光年﹂を勢位として計算しなければなら

八302 の男のうでをためしてみようと考えて︑黒

八463園 のシャツをもらってくるように︒﹂と︑

八462囹ものをさがしてきてほしい︒そうして︑
八469 不自由もなくくらしているかと思うと︑友
八472 王子も︑なんとかして父の病氣をなおした

八4611 ちは︑足をぼうにしてさがしまわりました

八472 をなおしたいと考えて︑幸福な人をさがし
八474 した︒どんどん歩いていくと︑さびしい村
八476 くさがそうと︑歩いていきました︒ところ
八478 から人の声がきこえてきます︒王子はふと
八4710 子はふと立ちどまって︑その声に耳をかた
＞︒﹂王子は手をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで

八4711囹 いっぱいはたらいて︑晩ごはんもいただ
八484

八487

て︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つかつかと小屋の

八485囹 そ︑さがしもとめていた入だ︒﹂と喜ん

八488 と小屋の中へはいっていきました︒中には
八4810 らいひが一つともっているだけでした︒ひ
八491 りと横になろうとしているところでした︒

八498 ろいうな家へたずねていきました︒だれで
八4910 ねても︑みんな喜んでむかえてくれるにち
八4910 みんな喜んでむかえてくれるにちがいあり
八506 なまずしいなりをしていても︑それでも︑

八507 ︑自分をよくむかえてくれる人があったら
八508 ところへ幸福をわけておいてくるつもりで
八508 へ幸福をわけておいてくるつもりでした︒

八509 ろいうな家をたずねていきますと︑いぬの

のまえにいるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

八5010 その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が立ちま

八5010 ますと︑いぬのかってある家がありました
八512

八517 戸をビシャンとしめてしまいました︒おま
八518 に︑そこの家にかってあるいぬが︑おそろ

た︒それから︑かってあるにわとりに氣を

たように顔をしかめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

きのようなものがきて︑にわとりをぬすん
︑にわとりをぬすんでいきはしないかと思

用心ぶかい声をだして鳴きま．した︒﹁幸福﹂

どは︑うさぎのかってある家のまえへいっ

︑そこの家の人がでてみると︑まずしいこ

ある家のまえへいって立ちました︒﹁︿略﹀

のが︑おもてに立っていました︒そこの家

さけのある人とみえて︑台所の方からおむ

むすびを一つにぎってきて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

びを一つにぎってきて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

て︑﹁︿略﹀︒﹂といってくれました︒黄色な

そのおむすびにそえてくれました︒﹁︿略﹀

は︑高いびきをかいて︑さも吊しそうに書
白しそうに書ねをしていました︒﹁幸福﹂

それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を
の家へ︑幸福をわけておいていきました︒
︑幸福をわけておいていきました︒ 五

朝早くはまにでてみると︑目のとどく
すぐな足あとをつけてみようと思って歩き

台

つけてみようと思って歩きだした︒すこし
だした︒すこし歩いてからふり返ってみる
歩いてからふり返ってみると︑足あとが曲
と︑足あとが曲がっている︒そこで︑向こ
つの木を目あてにして歩きだした︒まえの
のかもめが目について︑それに氣をとられ
︑それに氣をとられて︑わきみをしたあた
たあたりが横にそれている︒こんどは三ど
り目あてをみさだめて歩いてみよう︒五百
てをみさだめて歩いてみよう︒五百メート
どさきに︑ひきあげてある小船がある︒よ
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あれを目じるしにしてやってみよう︒小船

た︒それに︑たずねてくれるものも少ない

に︑もうつかれきっていた︒それに︑たず

あひるは︑ひながでてくるまえに︑もうつ

は︑たまごをかえしているのであった︒け

わのあひるがすわっていた︒それは︑たま

岸の︑ごぼうのはえているところに︑ 一わ

足をして歩きまわっていた︒田や野原のま

は︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

のことを先生に話してみたら︑先生は︑﹁︿

きとおるようにすんでいる︒飛行機の上か

の山の谷まにのこっている雪が目についた

ある望遠鏡をのぞいてみた︒すると︑向こ

はらし台にすえつけてある望遠鏡をのぞい

きな川が遠くへ流れている︒ぼくは︑みは

えて︑ずっとつづいている︒下をみると︑

に高い山々がそびえて︑ずっとつづいてい

やって︑さきに立ってお歩きになった︒み
︒みはらし台に立ってみると︑目のまえに

略﹀︒﹂とおっしゃって︑さきに立ってお歩

る︒みんな手をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車

けむりをはいて走ってくる︒みんな手をあ

吉が︑けむりをはいて走ってくる︒みんな

てきた方をふり返ってみると︑足もとの森

る︒いままでのぼってきた方をふり返って

が目のまえにひらけてくる︒いままでのぼ

りした足あとがついている︒ぼくはうちへ
︒ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその

もたれて︑いま歩いてきた足あとをみると

いて︑それにもたれて︑いま歩いてきた足

う︒小船にいきついて︑それにもたれて︑

目じるしにしてやってみよう︒小船にいき
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八5111 いる家のまえへいって立ちました︒そこの

八521 知らなかったとみえて︑いやなものでも家
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八621囹 れが世界だと思っているのかい︒世界は
八677

八674園

はみたいだけみさせてやった︒﹁︿略V︒﹂と 八673園

八673園

頭のことであらそっていた︒そうして︑親

八674囹

れたひなたちが通っていくと︑一わの鳥が

らねこに氣をつけてね︒﹂そこで︑みん

のそばにくっついてね︒人にふまれない

小屋へつれていってあげるからね︒だが

界の鳥小屋へつれていってあげるからね

八745 る木の枝にものぼっていた︒青いけむりが

八745 ︒あしの上に廣がっている木の枝にものぼ

八744 わりにまちぶせをしていた︒あしの上に廣

八741 んのむれが︑そろってあしのあいだがらと

八7311

八737囹

は︑ぬまの中に死んで落ちた︒﹁︿略﹀︒﹂と

いっしょにでかけて︑渡り鳥になる考え

八629 ︿略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よりのあひる

八681

八681

一わの鳥がとんできて︑そのみにくいあひ

もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

八748 した︒頭をねじ曲げてつばさの中にいれた

八747 やとぬま地へはいってきた︒あわれなあひ

八619

八622囹 うがわまで廣がっているのだよ︒さあ︑

八678

八616 たちはすぐとびだしてきた︒そうして︑み

八627 ︑ひとりごとをいって︑こしをおろした︒

八625囹 まごがまだのこっている︒いつまでかか

八638園されたことがあってね︑そのひなには苦

八686囹

あんまり大きすぎてみっともないから︑

八751 子のそばにつきつけて歯をむいた︒それか

八7411 ︑目はみにくく光っていた︒はなをあひる

八705

八705

八701

て︑顔をまっかにしてやってきた︒あわれ

からだをふくらませて向かってきた︒﹁︿略

は︑﹁︿略﹀︒﹂といってかばった︒みにくい

八764 た︒なん時間もたってから︑ようやくあた

た︒﹁︿略V︒﹂といって︑顔をまっかにして 八762

ふくらませて向かってきた︒﹁︿略﹀︒﹂とい

八765 け早くぬま地をにげていった︒田や野原を

八761 っぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒し

八7510 ︑じっとしずかにしていた︒そのあいだも

やと︑どこかへいってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂

まくおよぐといってもいい︒大きくなれ

八705

あひるの子は︑立っていたほうがいいか︑

きった︒しばらくして︑やっとひっそりし
八707

八725

八725

八724

八722

︑ぬまの水をのませてもらいたいとも思っ

しの中で︑横になって休みたいと思った︒

かれて︑氣がしずんでいた︒朝がた︑かも

横になった︒つかれて︑氣がしずんでいた

そこにはかもが住んでいた︒あひるの子は

が︑またさきへとんでいった︒こうして︑

八791囹

八784 いがつた︒朝になって︑よそからきたあひ

八7710

八777 そこから中へはいっていった︒中には︑お

八776 口の戸がすこしあいているのをみつけたの

八774 すますはげしくなってきた︒あひるの子は

八772 できず︑すわりこんでしまわなければなら

八719
八7110

︑かきねをとびこえてにげだした︒すると

八769 屋はひどくあれていて︑どっちにたおれる

八769 ︒小屋はひどくあれていて︑どっちにたお

たまごからはいだしてまもないものであっ

ここにそっとかくれていた︒すると︑そこ

八793

八791園

ばかりためしにおいてもらった︒しかし︑

まあ︑かっておいてみよう︒﹂と︑おば

いが︑まあ︑かっておいてみよう︒﹂と︑

りといっしょに住んでいた︒ねこは︑せな

にいた小鳥がおそれてとびたった︒﹁これ

くれがたになって︑あひるの子は︑あ

八729

たが︑それもゆるしてもらえそうもなかっ

えて︑どんどん走っていった︒ ︵三︶ く

八6510︑水のところへおりていった︒さっと水の

八651 vと︑ひなは鳴いて︑はってでた︒それ
八651ひなは鳴いて︑はってでた︒それは︑ひど
八655園こんなすがたをしていない︒ほんとうに
八656園にしろ︑水にいれてやらなければなるま
八658ごぼうの上をてらしていた︒親あひるは︑
八659のひなをみんなつれて︑水のところへおり

八7210

八768 ︶

八663すぐにうかびあがってきて︑うまくおよい

八7211

八766

八706

八753

八697囹

八7411 ︒したは口からたれて︑目はみにくく光っ

八7410 そのすぐそばに立っていた︒したは口から

八765 た︒田や野原をこえて︑どんどん走ってい

みついた︒﹁ほっておいてください︒だ

ほうがいいか︑歩いていたほうがいいかさ

た︒﹁ほっておいてください︒だれにも

八707

は︑ねこにくわれてしまえばいい︒﹂と

八683囹

八641囹にしても思いきってはいるようにしてや
八641園てはいるよう．にしてやることができなか
八643園﹀︒﹄といったりして教えたのだが︑だめ
八643囹れ︑たまごをみせてごらん︒ははあ︑そ
八644囹そんなものはほっておいて︑ほかの子ど
八644園ものはほっておいて︑ほかの子どもに︑
八645園およぐことを教えてやるがいいよ︒﹂﹁︿
八646園︑もうすこしだいてみましょう︒いまま
八646囹う︒いままでだいていたのだし︑あと四
八649あひるは︑そういって︑どこかへいってし
八649 って︑どこかへいってしまった︒それから
八714園

八683囹

八6410︒それから二三日して︑とうとうその大き

八663にうかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八733

﹁遠いところにいてくれさえずればいい

八665も︑いっしょになっておよいだ︒﹁︿略﹀︒﹂

八731

八716園

せいのいいのをみてもわかる︒これはわ
八6611囹

八672囹﹀︒﹄わたしについておいで︑大きな世界

〉。

八795ちがった考えをもっていた︒にわとりは︑
からロをださないでほしいね︒﹂すると︑
八7910園

たちがものをいっているときに︑自分の
八804囹
八806 ︑すみっこにすわってばかりいた︒そこへ
八807空氣と日の光が流れてきた︒あひるの子は
さん︑なにを考えているの︒﹂と︑にわ
八8010園

八813園とは考えなくなってしまうよ︒﹂﹁︿略﹀︒
八815園︑水の中へもぐってそこへいくと︑それ
八816園だよ︒ねこにきいてごらん︒水の上をお
八818囹おばあさんにきいてごらん︒世界じゅう
なたは︑私のいっていることがおわかり
八8110園

八823園かしこいとは思っていないだろうね︒う
八824園ろうね︒うぬぼれてはいけないよ︒人が
八824囹人がしんせつにしてあげるときは︑喜ぶ
八825園かなへやにはいってさ︑ものごとを教え
八826園︑ものごとを教えてもらえる人たちのな
八829囹さんのためを思っているのですよ︒いや
八831園ことを︑せいだして勉強するのだね︒﹂﹁
八832園界へでたいと思っているのです︒﹂﹁︿略
八834あひるの子はでかけていった︒そうして︑
八839られや雪で重くなってひくくたれていた︒
八839くなってひくくたれていた︒ある夕ぐれ︑
八842ほど白い鳥で︑長くてよく曲がる首をもつ
八842よく曲がる首をもっていた︒それははくち
八844みずうみへと︑とんでいった︒高く高くの
八845た︒高く高くのぼっていった︒あひるの子
八845るの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持にな
どんそこまでもぐっていった︒あひるの子
八8411

八851の名も︑どこへとんでいったのかというこ
八854して︑あの鳥のもっているような美しさを
八857てがすっかりこおってしまわないように︑
八859だんだん小さくなっていった︒あひるの子

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

﹂かわ
ようのたまごであってみれば︑あひるの小

分のすがたのうつっているのをみた︒それ

てゆったりと近づいてきた︒﹁

うして︑羽をひろげてゆったりと近づいて

ょうのほうへおよいでいった︒はくちょう

︒﹁︿略﹀︒﹂そういって︑水の中にとびこみ

めんもなく近づいていくのだから︑ころ

鳥のところへとんでいこう︒私のような

しい思いがこみあげてきた︒﹁︿略﹀︒﹂そう

のみごとな鳥を知っていた︒そうして︑な

るく水の上をおよいでいた︒あひるの子は

くちょうがあらわれてきた︒はくちょうは

の喜びがみちあふれていた︒ところが︑暫

流れる水の上にのびていた︒ここは︑ほん

むらの中で横になっていた︒美しい春であ
︑大きな庭の中にきていた︒そこには︑た

かれきって横になっていた︒あひるの子が

そこで︑つかれきって横になっていた︒あ

して︑ころげまわって︑わらったりさけん
︒おりよく戸があいていたので︑あひるの

をつかまえようとして︑ころげまわって︑

たこなおけにはいってしまった︒おかみさ

子は︑バターのいれてあるたるの中へとび

みさんは手をたたいておこった︒そこで︑

じめられるかと思って︑おそろしさのあま

くだき︑うちへっれて帰った︒すると︑あ

あひるの子をみつけて︑扇ぐつでこおりを

身動きもせずたおれてしまった︒あくる朝

とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ
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ちょうは︑その受けてきたまずしさとふし
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ちは︑そばへおよいできて︑くちばしでか
︑そばへおよいできて︑くちばしでかるく

6

しい葉がたくさんでてきました︒新しい葉

なえも生き生きとしています︒根が横へは

ずつ新しいなえがでてきました︒これで︑

たのと二とおりにして︑くきの数のふえる

まきのときとちがって︑こんどは深くたが

のかたまりをくだいてこまかくしました︒

いねがよく根をはって育つように︑小石を

ざくがたにでそろってにぎやかです︒

えが︑だんだん育っていきます︒どこの田

らも︑やっとめがでてきました︒水にひた

べつにしるしをつけておきました︒いつ︑

︒水のすむのをまって︑むらのないように

︑根が下へのびすぎて︑あとでなえがよく

うがすこしふくらんでいました︒ 5月5
︒種もみひたしをしてから︑ちょうど10日

と︑なわしろにまいてから︑早くめがでる

ぽいいれ︑ふたをして日かげにおき︑とき

たので︑手ですくってみますと︑かるいも

のほそ長い首をあげて︑心のそこから喜ば

でしまった︒どうしていいのかわからない

くちょうのまえにきて頭をさげた︒新しい
︑すっかりはにかんでしまった︒どうして

パンやおかしをなげてよこした︒みんなは

っていって︑もらってきたパンやおかしを

ところへ走っていって︑もらってきたパン

さんのところへ走っていって︑もらってき

たちは︑手をたたいておどりまわった︒お

水にパンや麦をなげてくれた︒いちばん小

ちばしでかるくなでてくれた︒小さな子ど
︒小さな子どもがきて︑水にパンや麦をな
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80ぐらいずつついていました︒ですから

︒もみの数をしらべてみました︒−本のほ

した︒両方をくらべてみて︑あまりちがわ
︒両方をくらべてみて︑あまりちがわない

11顕

いだにいねをはさんでこいたらよくとれま
むしろの上にひろげてほしました︒

れ︑ゴリゴリこすってもみがらをはじきま
︒きれいなお米がでてきました︒ 11月19

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八
12121111111111111099988887666655554109109109109109109

18度

のこっていたもみを︑1日︑
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あり︑竹やぶを流れてくる風であり︑町の
︑せんたく物をふいている風である︒風の

動きもできなくなってしまったのです︒ウ

雨にずぶぬれになって︑身動きもできなく

の年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑き

めが︑きゅうに落ちてきたことがあります

アフリカまでもいって︑冬ごしをします︒

声ヨーロッパを通って︑遠くアフリカ裏で

ら︑さらに海をこえて︑遠いオーストラリ
︑こんなふうに渡っていきますが︑ヨー写

っともっと南へとんでいくのです︒南洋の

みに︑しるしをつけてはなしたものだとい

金ぞくのいたがついていました︒それによ

がたをみせなくなってしまいます︒つばめ

そろそろ日本をさっていき︑十一月のはじ

のことを︑話しあっているのかもしれませ

に︑なごりをおしんでいるのかもしれませ

ます︒まもなくさっていかなければならな

にかしら相談でもしているようにみえます

のつばめが︑ならんでいるのをみると︑な

えあります︒こうして︑大ぜいのつばめが

が︑たくさんまじっています︒もう大きさ

も︑ずらりとならんでいることがあります

らいならんでとまっているのを︑よくみか

五六ばぐらいならんでとまっているのを︑

忍業のねうちが生きてくることになろう︒

るだけの心持をもっていないからであろう

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

そのうちかたによって︑水の音にもなり︑

んしんと降りしきっているような氣がした

く︑こまかくつづけてうち鳴らすのである

ったのは︑雪の降ってくるところをあらわ

55213211986511108665446433981987642

もり
日光にかんかんほして︑すぐにもみすりを

だとき︑さっとふいてくる風であり︑竹や

もしろい︒よくきいていると︑たしかに風

うことばであらわしているが︑それをたい

よせる波の音をきいているようであった︒

けるところをきかせてくれた︒ドドンドド

音をたたいてきかせてくれた︒川波がザワ

川の水の音をたたいてきかせてくれた︒川

が︑じっさいにきいてみると︑たしかに水

のたたきかたによって︑いろいろな心持を

ず︑心の絵がみだれてしまいます︒これは

ごちゃごちゃになって︑まとまりがっかず

ことばを組みあわせてみましょう︒二つか

いうなことばをつけてみましょう︒おしま

風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろいろな

ほかのことばをつけてみましょう︒﹁風﹂

おたがいにとけあって︑一つの感じをつく

ったものがあらわれてくるでしょう︒この

美しいひびきとなってきこえるにちがいあ

しょにあわせてひいてみたらどうでしょう

︑いっしょにあわせてひいてみたらどうで

とをいっしょにひいてみると︑まえとはち
︑四音と組みあわせてみると︑さらにちが

で一つの音だけひいてきいても︑その音に
︑ある感じがこもっているものです︒この

色︑五色と数をましていけば︑その感じは

に︑みどり色をぬってみると︑また︑ちが

でてきました︒ほしてすぐ︑もみすりをす

が︑くだけた米もでてきました︒ほしてす

した︒どんどんすっていたら︑こんどはす

すぐにもみすりをしてみました︒どんどん

21108733145411098378662109857443322

しい葉は︑まるまってでてきます︒ずっと

9月29

になっておじぎをしています︒1かぶのく

数をみんなでしらべてみました︒1本ずつ
︑ほが10ぐらいついていました︒3本ずつ

ぶのくきの数を数えてみますと︑大きなか

すっかり黄色になっておじぎをしています

だんだん黄色くなっていきます︒

まごが生みつけられていました︒先生にお

のがまるくふくらんでいました︒これが︑

ました︒二つにわってみたら︑中に︑青い

ふくれてかたくなっていました︒二つにわ

つたさきが︑ふくれてかたくなっていまし

すんだあとをさわってみると︑いままでぺ

時間には︑もう閉じてしまっていました︒
︑もう閉じてしまっていました︒花のさく

ましたら︑まださいていませんでした︒3

した︒やくは︑白くてにおいもなく目だち

いました︒花のさいているほもみつけまし

ものがたくさんはえていました︒花のさい

めました︒葉のついているもとのところか

ほのさきがふくらんで︑いまにもほがでそ

す︒5かぶをのこして︑ほとんど85㎝にな

葉は︑まるまってでてきます︒ずっと日で
︑いきおいよく育っていきます︒5かぶを
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財産のために苦しんでいるつばめのせわを

た︒協会では︑喜んでつばめのせわをする

でこのことを知らせてきました︒協会では

九285図南

九274圃
こう花火のゆれている

プールの水がゆれている
さるすべり

大空にのびか

草原に一本あ

九3611團
れると︑つめたくてあまい味がしました

九3611国
ました︒手にとって口へいれると︑つめ

九258家へいそいそと帰ってきたつばめをむかえ 九368團まの流れにはいって︑頭から水をあびる

くれていく巣をはるくもの

の電燈のたまみておりぬ

らだもしっかりしてきました︒ぼくがい

九3810團︑ガサガサと落ちてくると︑うれしくな

九381團あとのようにぬれています︒かれ枝なら
九383国木の枝でも︑おってよいことになってい
九384團てよいことになっています︒高くて手の
九384團 っています︒高くて手のとどかないかれ
九386團かまをくくりつけて︑ひっかけるように
九387国 っかけるようにして︑下から力をいれて
九388国 ︑下から力をいれてひきおろします︒ポ
九389国キンという音がして︑ガサガサと落ちて
ら七本も八本もでていて︑それが︑深い

ざおにかまをつけてやる方法を知らなか
九3811團

いけないといわれて︑ほねをおりました

つかりとりのぞいておかないといけない

あまりも根をはっていました︒また︑ち

本も八本もでていて︑それが︑深いのに

す︒三びきもとってくると︑うちの家族

に︑大きな︑黒くてひらたい貝がとれま

魚がだんだんへってきたそうです︒まえ

に美しくかがやいてみえます︒この湖へ
︒らいぎょがふえてからは︑ほかの魚が

に湖の中にうつって︑がくにいれた油絵

みせしたいと思っています︒せんだって

らと︑いつも思っています︒せめて︑貝

くは︑こちらへきてから︑おとなといっ

っかり落ちつくして︑秋も終り近くなり

ます︒こちらへきてから︑もう四ヶ月に

長らくごぶさたしています︒こちらへき

に声もなし

九294団圃

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
36 36 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32 31 31 31 30
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つきりなしにかかって︑つばめを集めてい

って︑つばめを集めていることを知らせて

ていることを知らせてきました︒そのつば

時にも︑よわりきっているつばめたちを運

るつばめたちを運んできました︒さいわい

に︑そのとき︑あいていた家が一けんあっ

した︒へやはいそいであたためられ︑たく

がねがはりまわされて︑つばめたちのとま

れず︑へやにはいってくる人があると︑た

めがはじめて運ばれてきたのは︑九月十七

こやみなく雨が降っていました︒晩の十時

千ばのつばめをつんできました︒そこで︑

に︑アルプスをこえてヴェニスへとんでい

えてヴェニスへとんでいきました︒それで

れでも運びきれなくて︑九月十九日の晩に

した貨車を一つつけて送ったほどでした︒

の人たちがひき受けて送ったつばめを加え

そのいたでがなおっていないころでした︒

めは︑同じ家に帰ってくるといわれていま

なに高い教養をもっているかを世界じゅう

は︑深い谷になっています︒ここからは

九409団分ばかり顔をみせていました︒また︑下

九407團こし氣がおちついてから︑ぼくはあたり

九404団 ︑ぼくはがんばっておりませんでした︒

九4010団︑下を向いて登ってくるのがみえます︒

九4010團
ないが︑下を向いて登ってくるのがみえ

しみずが︑せかれて︑たきになり流れに

︑たきぎをせおって山からおりるとき︑

になり流れになって︑村の中を通り︑田
︑湖にまでつづいています︒夏のあいだ

から︑早くおりておいで︒﹂などいわ

てね︒氣をつけてね︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒

みて︑氣をつけてね︒氣をつけてね︒

足もとをよくみて︑氣をつけてね︒氣

九392團枝のたくさんついている高い木をみつけ
九396團もとの枝をおろして︑やっとおりてくる
九396團して︑やっとおりてくると︑からだじゅ
九398團 ︑根もとからかれている高さ十五メート
やくかいこんされて︑三日めにやっと︑

て︑近所からわけてもらったさつまいも

1

1

1

帰ってくるといわれています︒つまり︑こ

のです︒近年になって︑いろいろな方法で

團團国国團国憲團団團團團團團團頭身團専心国国国章團團團圃

なえを︑手わけして植えていきました︒
︑手わけして植えていきました︒いもな

國國國國

3

た︑同じ巣へもどってくるというのです︒

でこのことをしらべてみますと︑やはりそ

たまらず︑北をさしてすすむのです︒その

ずらしいお客の帰ってくるのをまちこがれ

美しさを思いうかべているのでしょう︒あ

くるのをまちこがれています︒ちらりとつ

九3711團
すぎやまつのはえているところは︑書で

九371團くわの葉につつんで持って帰ったことも
九371国葉につつんで持って帰ったこともありま
九379團がいちめんにはえていて︑なにかでてき
九379團ちめんにはえていて︑なにかでてきそう
九379團ていて︑なにかでてきそうです︒なん十

74310844311852533297531110877443987
と︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒わけても

九九九九
40 40 40 40

て一て
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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たくさんまいおりていましたが︑いつの

へんな樂隊をつづけていました︒いちろう

九562

でいちろうの顔をみて︑口を曲げて︑にや

︑なるべくおちついてたずねました︒﹁︿略

︑足もひどく曲がってやぎのようですし︑

いってひろい集めては︑ままごとをして

は︑ままごとをして遊びます︒母やおば

まい一まいならべて︑この色がよいとか

色がよいとかいってながめています︒い
っかり落ちつくしてはだかになった木の

とかいってながめています︒いつのまに

がすずなりになっているのをみると︑い
︑いまにものぼってとりたくなります︒

九556

九553

ちを持って︑だまってこっちをみていたの

手に皮のむちを持って︑だまってこっちを

の男が︑ひざをまげて︑手に皮のむちを持

の木の森でかこまれていました︒その草地

ぱっと明かるくなって︑目がちくっとしま

網557

九5410

九557

したが︑びっくりしてたちどまってしまい

だまってこっちをみていたのです︒いちろ
九5510

九558

小公子﹂の話にでてくる︑セドリック少

九5611

九5611

九569園

九568

と足うしろにさがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

ちろうはぎょっとして︑ひと足うしろにさ

ぐにここへもどっておいでになるよ︒き

て︑にやっとわらっていいました︒﹁︿略﹀

顔をみて︑口を曲げて︑にやっとわらって

くりしてたちどまってしまいました︒その

おとうさんのやっていたパン屋のしごと

山5110 ︑へんな樂隊をやっていました︒いちろう

九511ゴウゴウと谷に落ちていました︒﹁︿略﹀︒﹂
九514園
で︑西の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿
︑もうすこしいってみよう︒ふえふき︑
九516園

九5511

兄は︑大きくなって農業をするために︑

んにやろうと思っています︒兄は︑涌き
家でみならいをしています︒﹁小公子﹂

はみなさんにあってお話がしたいと思い

とき︑ぼくもついていったのでした︒ぼ

っ黒にかさなりあって︑青空は一きれもみ

九564

九539園 ︑もうすこしいってみよう︒りす︑あり

て︑それをよびとめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

は︑もうほそくなってきえてしまいました

九532

うほそくなってきえてしまいました︒そう

で︑南の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿

九542

ひたいに手をかざして︑いちろうをみなが

九542

うは︑その道を登っていきました︒かやの

しい小さな道がついていました︒いちろう

九537園

九477團び道具を持たないでください︒ やまね
九478 ︑すみもがさがさして指につくくらいでし
九479いちろうはうれしくてたまりませんでした
九482校のかばんにしまって︑うちじゅうを︑と
九484た︒ねどこにもぐってからも︑やまねこの
九487のようすなどを考えて︑おそくまでねむれ

九543

九535

九4811 っかり明かるくなっていました︒おもてに

九5210

九528囹︑もうすこしいってみよう︒きのこ︑あ

で︑南の方へとんでいきました︒﹂と答

ぴょんぴょんととんでいました︒いちろう

のまにどこへ渡っていったのか︑いまは

は︑からだをかがめて︑﹁︿略﹀︒﹂とききま

は︑すぐ手まねきして︑それをよびとめて

九5111

九531

つになる妹もつれて︑うちじゅうがみん

のはだが地われしているのをほりおこす

はむちゅうになっていもをひろいました
︒ぼくたちのかりているやしきのまわり

す︒朝早く庭にでて︑つやつやした説き

うと二つ三つ落ちているのをみたときは
︑母がかわをむいて濯ぐしにとおし︑の

九545

九567

九546

九491ました︒おもてにでてみると︑まわりの響
九492きれいにもりあがって︑まっさおな空の下
九493おな空の下にならんでいました︒いちろう
九493いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷
九494そいでごはんをたべて︑谷川にそった小道
九494道を︑上の方へ登っていきました︒すきと
九496はくりの木をみあげて︑﹁︿略﹀︒﹂とききま
九498よっとしずかになって︑﹁︿略﹀︒﹂と答えま
九499園
で︑東の方へとんでいきましたよ︒﹂と
かく︑もっといってみよう︒くりの木︑
九502囹
九504くりの木は︑だまってまた実をパラパラと
九509 ︑小さなあながあいていて︑そこから水が
九509さなあながあいていて︑そこから水がふえ

九568

﹁︿略﹀︒﹂といってひろい集めては︑ま

九5010がふえのように鳴ってとびだし︑すぐたき

は︑顔をまっかにして︑あせをぼとぼと落

だけお目にかかってすぐ帰りました︒お

九5011し︑すぐたきになって︑ゴウゴウと谷に落

九549

﹁小公子﹂をよんでもらいました︒おば

︑のき下につるしてくれます︒妹は︑か

九524園

九532

炭やき小屋があって︑ゆるいけむりのあ

しく元氣で勉強してください︒さような
九4610国

九462団きよのことを話していますけれども︑ぼ
九463国みなさんにお話してあげてください︒ぼ
九463團んにお話してあげてください︒ぼくは︑
九465團もまえから︑喜んで書きだしました︒も
九469團が︑ゆかいに遊んでいるだろうと思いま

ました︒秋になって︑ぼくは山へいくの

しました︒苦労してかいこんした畑のい

まにかがんが渡ってきました︒かももき

109862111997654432211111753119861111031
団参團国益團国国国国團團團團聖歌團團関下團團豪富羊雲團團團国国国
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九5710 ました︒男は︑喜んで︑息をハアハアさせ

九578

うは氣のどくになって︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

九577 と︑男は︑下を向いて︑かなしそうにいい

九572園 うしてそれを知っていますか︒﹂といい

九637

九631

九631

九631

長いしゅすの服を着て︑どんぐりどものま

︑もうワアワアいっていました︒ぎょしゃ

ぎら光ってとびだして︑もうワアワアいっ

どもがぎらぎら光ってとびだして︑もうワ

九729

九728園

九727囹

九725

すにいれて︑はかってさけびました︒﹁︿略

んぐりをますにいれて︑はかってさけびま

のどんぐりもまぜてこい︑早く︒﹂ぎょ

リットル早く持ってこい︒ニリットルに

は︑さけの頭でなくてまあよかったという

九744

九737

九732

がすすむにしたがって︑どんぐりはだんだ

た顔つきで遠くをみていました︒馬車がす

かたちのうまがついています︒﹁︿略﹀︒﹂や

がって︑目をつぶって︑半分あくびをしな

九732︑大きくのびあがって︑目をつぶって︑半

九729

れでもむりにいばっていいますと︑どんぐ

九5710︑息をハアハアさせて︑耳のあたりまでま 九638 どものまえにすわっていました︒ぎょしゃ
九5711 ︑着物のえりを廣げて︑からだに風をいれ 九641

九745

って︑頭のとがっているのがいちばんえ

ガヤ︑ガヤガヤいって︑なにがなんだか︑

九748 のどんぐりにかわっていました︒そうして

九746 だん光がうすくなって︑まもなく馬車がと

九645園

ぴんとひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀

︑いちろうはあわてていいました︒﹁︿略﹀

九656

こが︑ひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀

九5811 と︑男は︑また喜んで︑顔じゅう口のよう 九647園 がいちばんとがっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

九589

九661
九681

いうようにうなずいて︑それから︑いかに

﹂いちろうはわらって答えました︒﹁︿略﹀

九752 たますを持って立っていました︒それから

九751 をいれたますを持って立っていました︒そ

九7411

だよ︒おしあいしてきめるんだよ︒﹂も

て︑にたにたわらっていいました︒﹁︿略﹀
九673

九688

の着物のえりを開いて︑黄色のじんばおり

九655園

九591

ゆうにまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

おかしいのをこらえて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

九598 き︑風がどうとふいてきて︑草はいちめん

おりをちょっとだして︑どんぐりどもに申

九5811 じゅう口のようにして︑にたにたわらって

九595

九593

九598 風がどうとふいてきて︑草はいちめんに波
九691

九6811

いまでもこうやって︑人は貝をたべてい

九767 て︑むきみをつくっていました︒みるまに

九764 移植こてなどを持って︑角のむきみ屋のと

り︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよか

一どにみえなくなって︑いちろうは︑自分

九5910 は︑おかしいと思ってふり返ってみますと

て︑人は貝をたべています︒むかしとい

九754

九5910 いと思ってふり返ってみますと︑そこに︑

てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう
九693園
九695どもは︑しいんとしてしまいました︒それ
九696はそれはしいんとして︑だまってしまいま

九77エ園

などをおもにたべていたときがあったら

九601 まんまるにして立っていました︒やっぱり
九602 やまねこの耳は立ってとがっているな︑と
九602 の耳は立ってとがっているな︑と思いなが
九602 な︑と思いながらみていると︑やまねこは
九606

って︑腹をつきだしていいました︒﹁︿略﹀

九605 げをぴんとひっぱって︑腹をつきだしてい

九763 角までいって︑待っているようにとおっし

九765 屋のところに集まっていました︒おかみさ

九767 っせと貝をこじあけて︑むきみをつくって

九712

九712

目をぱちぱちさせていましたが︑とうと
︑

ばらくひげをひねって目
︑をぱちぱちさせ

九786 主人といっしょにでておいでになりました

九785 ました︒しばらくして︑そこの主人といっ

九778 くれないように歩いていきました︒平らな

九769 こやかごなどをのせておいでになりました

九616 ました︒びっくりしてかがんでみますと︑

九715園頭すべし︑と書いていいでしょうか︒﹂

九787囹

﹁きょうはよくきてくださいました︒じ

九616 びっくりしてかがんでみますと︑草の中に

九716 ﹂いちろうはわらっていいました︒﹁︿略﹀

九789 や︑かごなどを持ってきて︑かしてくれま

畑をすこしほらせてもらうことにします

︿略﹀︒﹂先生について︑五十人のなかまが

九618 のが︑ぴかぴか光っているのでした︒よく

ねったまま下を向いていましたが︑やっと
九7111

九777

九6111

九7111が︑やっとあきらめていいました︒﹁︿略﹀

九609園

九763 生が︑町角までいって︑待っているように

九696いんとして︑だまってしまいました︒そこ
九697いしゅすの服をぬいで︑ひたいのあせをぬ
九701囹一分半でかたづけてくださいました︒ ど

九772囹

九5911 おりのような物を着て︑みどり色の目をま

九702園めいよ判事になってください︒これから
九703園ったら︑どうかきてくださいませんか︒
九707園お礼はどうかとってください︒わたしの

九774囹

九601 の目をまんまるにして立っていました︒や

九6010園あらそいがおこって︑ちょっと裁判に困 九709園ちろうどのと書いて︑こちらを裁判所と

九628 やもたいへんあわてて︑こしから大きなか

とみんななにかいっているのです︒﹁︿略﹀

九629 きなかまをとりだして︑ザックザックとや

39
て一て

九789 かごなどを持ってきて︑かしてくれました 九842略﹀︒﹂先生がまわっておいでになりました
九789 を持ってきて︑かしてくれました︒そこへ 九843園
うもん土器といって︑貝つかからでる物
九793園 だからよくお話していた貝つかです︒こ 九844園
い土器です︒とっておきなさい︒﹂だれ
九795表土の上に白くみえているのは︑むかし海 九847し︑顔をまっかにしてほっています︒先生
九847をまっかにしてほっています︒先生のふえ
九801囹 とっこれからほってみることにしましょ

九8410園
いうなことを知ってくると思います︒み

みたくてうずうずしていました︒﹁︿略﹀︒﹂

九802 たちは︑もう︑ほってみたくてうずうずし
九802

九802 もう︑ほってみたくてうずうずしていまし

た︒
四人が話しあってしらべ︑へんだと思

九8511︑
三あと三十分ほってみましょう︒﹂もう︑

九8511園
けらでも︑ひろっておきなさい︒さあ︑

九851園
角などに手を加えて︑なにかの道具につ
九856園
とおりうちくだいて作った物で︑つるつ
九856園
つるつるみがかれていないから︑ただの

﹁まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとに

九862

ピリピ
みなかごの中にいれておきました︒

うなところをほってみます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

九8010園 あっちこっちほってみて︑なんにもみつ

九809囹 たりしだいにやって︑ぐあいよくなにか
九863

九805園

九803囹

九8010囹 ちこつちほってみて︑なんにもみつから

九8011園 と︑だめだと思ってやめてしまう︒これ 九867園
から︑道具を集めて︑めいめい持ってき
九867園
て︑めいめい持ってきた物があるか︑お
九868勇
いずれ学校へ帰ってから︑もう一ど整り

九8011囹 めだと思ってやめてしまう︒これがふつ

九812園 て︑穿く深くほっていくのがいいと思い

九886

九881

九869

︑それぞれにわかれてふたりをひきとめて

大きな木が一本立っている︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

わるリヤカーをおして歩きました︒

九811園 つのところをきめて︑幸く深くほってい
九815囹 五十メートルほってみることにしよう︒

九8810

︑いいかげんにして帰ろうよ︒ね︑やま

だ︒﹂と︑つかまれている手をふりはなぞ

︒やまだ﹁はなしてくれったら︑ぼくは

だくん︒﹂と︑つれていこうとする︒やま

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
96 95 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 92

よんぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

じょうぎをつきだして︑﹁︿略﹀︒﹂たかぎ﹁

たじょうぎをひろってくる︒やまだたか

けるが︑思いなおして︑さっきすてたじょ

るが︑返事をしないでさがし物をつづける
︒﹂やまだ︑おこっていきかけるが︑思い

顔をみないようにして︑﹁︿略﹀︒﹂たかぎ︑

が︑やがて思いきって︑たかぎのそばによ

をみている︒さがしていたすみである︒受

たかぎの手もとをみている︒さがしていた

しばらくして持っているすみに氣がつき

たかぎしばらくして持っているすみに氣

と知らないふりをしている︒たかぎしば

そこへやまだが帰ってくる︒両方ともあい

なおあたりをさがしている︒そこへやまだ

らしく︑手でさすっている︒そのうちに新

がし物のようすででてくる︒首がいたいら

台のおくになげすてて︑なお︑あちこちさ

で地面をみながらでてくる︒なかなかみつ

けんをする︒こうして︑ふたり︑じゅんじ

がら舞台はしまできてとまる︒またじゃん

くたちどまって待っている︒勝った子が︑

たらしくたちどまって待っている︒勝った

まる︒うしろを向いてじゃんけんをする︒

11110106411093311110875211107754
九924

︒いっしょに歩いているうちに︑きゅう

でぴょんぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとま

九917園

九8910 たりともむきになって︑友だちの手からぬ 九962園
みの名まえが書いてある︒﹂たかぎ﹁あっ
九904 ︒﹂やまだをかこんでいる友だちに︑﹁︿略 丁964うにまたつんとなって︑だまってそれをと
九906園 やまだくんをつれていけよ︒﹂六﹁うん︒
九964んとなって︑だまってそれをとり︑かばん
九907 まだの手をひっぱって︑﹁︿略﹀︒﹂やまだ
九966のうしろすがたをみて︑﹁︿略﹀︒﹂やまだ﹁
九912 かの友だちが︑落ちているやまだのかばん 九968からボタンをひろってくる︒又略﹀︒﹂やま
九913 んやぼうしをひろってあとにつづく︒一︑
九975まだ︑みせまいとしてからだをねじってか
九976してからだをねじってかくす︒たかぎ︑首
九978の場にぼんやり立っている︒やまだちょ

九898囹

九897

九896囹

ひとりでたんねん 九886 てふたりをひきとめている︒一﹁よせよ︑

八

九816園 一つのかごにいれておこう︒﹂そこでみ

九821もおいれにならないで︑

九821りでたんねんにほっておいでになります︒
九822 ︑ときどき手をとめて︑そこをのぞきにい
九822そこをのぞきにいってみると︑先生のかご
九824うな物などがたまっています︒﹁︿略﹀︒﹂又
九827園
ようけんめいやってみよう︒﹂私たちは︑
九828だんしんけんになってほりました︒﹁︿略﹀
九834囹先生におたずねしてみよう︒﹂私はかけ
九836 ﹂﹁︿略﹀︒﹂私はかけていって︑先生におた
九836 v私はかけていって︑先生におたずねし
九839囹ね︒あとでよくみてあげるから︑かごに
九8310園
かごにいれてとっておきなさい︒﹂と︑

から︑かごにいれてとっておきなさい︒
九8310第

〉。

ちょっとたかぎをみて︑﹁︿略﹀︒﹂たかぎ﹁

しゃが︑長くつづいている︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九佃11 四人は︑列をはなれて︑ま一文字にすべり

九佃9囹 たいものはすべつてよろしい︒﹂といわ

九二10園生︑もうすべらしてください︒﹂と︑み

九柳9囹先生︑まだすべってはいけませんか︒﹂﹁

九研8

九尊6 える︒みんなは喜んで︑きゅうに元氣をだ

区鵬8 ︒まつ林の中を通っていくとき︑だれかが

九鵬7 ようけんめいに登っていった︒まつ林の中

九鵬5 その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ

九価11園 さあ︑元享をだして︒﹂と︑大きな声を

九価9 ︑あえぎながら登っていった︒スキーの雪

九価8 でる︒みんなだまって︑あえぎながら登っ

九価8 と︑からだがほてってあせがでる︒みんな

九今一 ックサックをせおって︑スキーをつけ︑二

九餌3 しい先生につれられて︑山のスキー場へい

がら︑﹁でも︑みてあげよう︒﹂たかぎ﹁

やまだ﹁そう︑してもいいね︒﹂たかぎ﹁

かい︒﹂たかぎ﹁してもいいさ︒﹂やまだ﹁

そのボタンをつけてもらわない︒﹂やま

きみ︑うちによって︑ねえさんにそのボ

ちにまで心配させて一﹂たかぎ﹁いっ

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

と︑げんこをかためて右手をふりあげる︒

︑もう一つなぐってやる︒﹂と︑げんこ

くは二つなぐられて︑三つきみをなぐっ

て︑すみをみつけてやったじゃないか︒

﹁じょうぎひろってやったじゃないか︒

の木をひとまわりして︑そっとやまだに近

1176442521810939
園囹園園園園
重書園囹

九鵬一 スキーも一つになって︑ビュウとうなる︒
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九梱2 ︑空中かっそうをしているようだ︒ふもと

109

︑小鳥のようにおりてくる︒とちゅうでこ

九柵5 泉の水を手ですくって︑いくどもうまそう

どもうまそうに飲んでから︑私にいった︒
九伽一

九㎜7園 だ︒この水を飲んでごらん︒これは︑名

九冊6

で︑雪だるまになっておきあがるものもあ

九伽1 音をたててわきだして︑一方のかけたとこ

九伽3 いた︒私は手をいれて︑それをすくおうと

まだ上へ上へと登っていかれたが︑三百五

九㎜4 ︑おく山の雪がとけてそのまましみてきた

九二2 さらさらと流れだしていた︒私は手をいれ

︑みんなつえをふって︑それに答えた︒の

九㎜5 とけてそのまましみてきたかと思われるよ

た︒﹁そこに流れているのがまつ川だ︒

さきに︑すぐつづいていしい先生がすべら

九伽10園

九伽11囹 のまつ川からひいてあるのだ︒﹂泉をあ

九梱1 は︑さらさらと走って︑やがて︑すぐ下の

九捌6 である︒なんとかしてうまい水のわきでる

九星3 は次のような話をしてくれた︒むかし︑ひ

九梱2 大きな川に流れこんでいた︒帰り道で︑父

がわるジャンプをしている︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

九州8 じゅうを歩きまわって︑うまそうな水や名

川の中流の水をくんで︑それで茶をたてて

んだ︒両手をひろげて高くとばれるすがた

で︑それで茶をたててみると︑いままで味

生は︑はちまきをして︑すべりだされた︒

九宗11

九梱10
九倣2

評梱9 高いいど水をためしてみたけれども︑どう
午後は︑先生について︑ひとりひとり︑煙

九槻5 では︑その味がきえてしまうことがあって

ートルも空中をとんで︑先生は地上の人と
いすべりかたを教えていただいた︒帰りは

山霊6 支流のほうにはなくて︑遠い上流にあるの
着ぶくれて歩かされいし女の子

九慨11

九槻11

戦記10

︑みんなをはげましては上流へたどってい

いうな困難をしのいで︑みんなをはげまし

ではないから︑やめて帰ろうといった︒し

ついた︒舟をやとってこぎのぼりながら︑

き歩みいそがせてちよ紙かいにゆく月
青

私は父につれられて︑近くの高い山に登

きをロにふくみて鳴らすごとかわずは

き鳥のかたちしていちょうちるなり響

ろりの火にあてており

金色の小さき

ふくじゅそうのつ

九榴5 いところの水をとって飲んでみたりしなく

九五4 上流へいってためしてみたり︑深いところ

九伽4︑ずっと上流へいってためしてみたり︑深

九旧3 あともどりして飲んでみたり︑ずっと上流

九伽3 まう︒あともどりして飲んでみたり︑ずつ

九旧3 味がわからなくなってしまう︒あともどり

九旧1 しては上流へたどっていった︒大きな支流

たべのこしの

の帰りに︑近道をして谷をおりてくると︑

うつる日を追いて

近道をして谷をおりてくると︑そこに小石

き葉のかげにきておる

遊ぶ赤きかにいてすぎの淋しずか

ぐる

の坂道だ︒林をぬって長いきょりをすべる

美しくちゅうをとんでいく︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ってはすべり︑おりてはまた登った︒ジャ

たちは︑登っていってはすべり︑おりては

つ︒雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうか
︑ぼくたちは︑登っていってはすべり︑お

すべりぶりにみとれていると︑先生たちは

ころで︑つえをあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあ

ブツブツと音をたててわきだして︑一方の

こわらいながらおりてくるもの︑まじめな

︒とちゅうでころんで︑雪だるまになって

33264372632106310539199975431118777
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九柵3 ようだ︒ふもとへきて︑急停止すると︑ぱ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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40

ぶが︑足をひっかけて︑ブンブンいってい

九儒−〇

は︑長い手をのばして︑わけなく白いちょ

なと︑ふしぎに思ってよくみると︑それは

は︑すっかりやぶれて︑くもはそのまま地

九榴8 きんなかっこうをして︑こちらにとんでき
九鵬8 して︑こちらにとんできます︒あみにつき
九儒8 ︒あみにつきあたってはたいへんと︑くも

九悩−〇

九悩2
九悩3
九悩4
九悩5
九悩6
九悩7

に大きなあなをあけてしまいました︒﹁︿略

んだんきれいに光ってきました︒あかちゃ

もは︑足をふんばって身がまえをしました

らが︑たくさんさいていだのです︒いいに
︒いいにおいをかいでいると︑いつのまに

らだのいたみもきえていきました︒目のま

ました︒ぐずぐずしていると︑そのままた

は︑そのつなをさけてにげようとしました

ものあみを知らないで︑まっすぐにとんで

と息をころして待っていると︑みつばちは

九鵬11園 ん．のところへいってみたいと思いません

九柵−〇

九燭2囹 ん︒ちょっと待ってください︒﹂と頼み
九鵬4 頼まれると︑だまってたべてしまうわけに
九鵬4 ると︑だまってたべてしまうわけにもいき
九柵9 くもは︑首をねじって上の方をみあげまし

九悩11 た︒大きな口をあいてたべようとしたとき

えのばらの花が動いています︒おかしいな

はだいじな針をだして︑くもをねらって︑

丁梛11

九梛6園 かあさんをさがしてくるのです︒﹂﹁︿略

といつなをとりだして︑みつばちのからだ

で︑まっすぐにとんできました︒ブブブブ

して︑くもをねらって︑ちくりとつきさし
ちは︑つなをほどいて︑あみをくい切って
て︑あみをくい切って︑にげていってしま
をくい切って︑にげていってしまいました
た︒ゆうゆうととんで︑にげていくみつば

切って︑にげていってしまいました︒ゆう

︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑きゅうになつかし

九佃3 るように思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂
九㎜9園 さん︑今夜は助けてください︒﹂﹁︿略﹀︒
丁柵3囹 とをちゃんと知っています︒いましがた
九㎜3三 みつばちにさされて︑苦しんだことも劃
九柵4園 しんだことも知っています︒だから︑わ
九七4園 ら︑わたしをたべてもいいと思っている
九柵5園 べてもいいと思っているんだけど︒﹂﹁︿
丁佃−o七

つぶってしずかにしていると︑また︑パタ

九圃5

九幽4

うに︒ くもは︑とんでいくちょうちょをみ

ど白ばらの花がとんでいくように︒ くもは

︑命を助けておいてください︒﹂﹁︿略﹀︒

れまで︑命を助けておいてください︒﹂﹁

自分のからだがはれてくるし︑いたいし︑
︑いたいし︑苦しくてどうにもなりません

という羽音がきこえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂

九柵−o囹

ばらく︑目をつぶってしずかにしていると

九柵11園 ︒さあ︑早くとんでいくがいい︒﹂ちょ

のうしろすがたをみていましたが︑くもは

ゆうととんで︑にげていくみつばちのうし

月が︑しずかに光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂

くもが︑手でさすっているあいだに︑みつ

いだしたようにふいてくるので︑あみがゆ

vくもが氣がついてみると︑あたりにい

音がだんだん近づいてきます︒﹁︿略﹀︒﹂く

をして︑すいとにげていきました︒おまけ

じいっと息をころして待っていると︑みっ

っぽい羽ばたきをして︑すいとにげていき

いきなりとびかかっていくと︑あぶは︑力

けて︑ブンブンいっているところです︒く
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九榴5 ろの水をとって飲んでみたりしなくてはな
九条5 飲んでみたりしなくてはならなかった︒茶
九榴8 名高いところもすぎて︑四十キロあまりも

九伽6 くっせず︑求め求めて︑いっか︑いまのし
九四9 四十キロあまりもきてしまった︒ここまで
九旧10 よほど水かさがへっていた︒ここで茶人の

九悩4 りゅう川に流れこんでいるところの近くま
九平5 の岸のほとりを流れていた︒ためしにまつ
二期5 しにまつ川の水をにて飲んでみると︑たい
三目5 つ川の水をにて飲んでみると︑たいへんう
九千7 流の本流の水を飲んでみると︑もうそれは
九伽1 は︑ここで船をすてて︑岸にそって上流に

九桝11 近づいたことを知って喜んだ︒茶人たちは

九伽1 をすてて︑岸にそって上流に向かって歩き
九衡1 そって上流に向かって歩きながら︑ときど
九伽2 ときどき水をふくんでは泉をさがしていっ
九仙3 くんでは泉をさがしていった︒はじめの八
九伽5 どは︑村ざとがあって川べりに道もあった
九伽7 まはそれもなくなって︑大きな岩がごろご
九伽11 ︑すこしさかのぼって水を飲んでみると︑
九伽11 かのぼって水を飲んでみると︑いい味は︑

九伽2 た︒そこで氣をつけてみると︑右岸からさ
九伽3 がある︒そこをくんで飲んでみると︑それ
九櫛3 ︒そこをくんで飲んでみると︑それこそま
九四6 とわきでる泉があって︑それでもう終りで
九搦7 をつくり︑泉をくんでつれの茶人と茶をた
九搦8 れの茶入と茶をたてて︑心から暫しんだと
三士1囹 ら︑おなかがすいてしまった︒﹂ここ四
九伽1 ちゃんのなき声がしています︒子もり歌も

〉。
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九囲2 ︒子もり歌もきこえてきます︒くもは︑そ
九㎜3 ら︑光る星をみあげていました︒そのとき
九㎜5 くもは︑きっとなってその方をみつめまし
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のまま手足をちぢめて︑じっとすわってい

もは︑おなかがすいているのに氣がつき︑

九衛10

九衛9

九衛9
のは︑そうではなくて︑つばめがすいとと

ていると︑風がふいてきました︒風と思っ

ちてくる夜つゆをみていると︑風がふいて

十103 川が︑その下を流れていました︒岸にある

十102 という石の橋があって︑イエンヌという川

十101 ても︑遊びたわむれている子どもにあいま

十1011 その葉をひろい集めて︑橋のたもとの石が

十107 とうさんもよくいってこしかけました︒そ

めて︑じっとすわっていました︒あたりに
つばめがすいととんできたのでした︒くも

︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑

十112 屋のまえにこしかけて︑コーヒーをわかし

九衛10

十112

iをわかしてもらっていますと︑きまって

らの花のにおいがしていました︒くもは︑

で︑みにくいと思っていた自分のからだも

少女たちも遊びにきています︒いずれも︑

十1012 石がきのところへきては︑遊んでいました

んのところへとんでいったあの白いちょ

十114

十112

れたまま︑空をとんでいきました︒くもは

九帽11

木が大きく枝をはって︑わかめをだしかけ

十1110 集めた落ち葉を持ってきて︑おとうさんに

九㍑1

九酩2園

だ空の中にとけこんでいる︒じつに美しい

十1111 た落ち葉を持ってきて︑おとうさんにくれ

うつらとねむくなってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

十47

美しい︒小鳥が鳴いている︒風が︑かすか

十121園

十1012 ころへきては︑遊んでいました︒おとうさ

十49

すかな音樂がきこえてくるようだ︒どこか

十123 ちは︑手をとりあってとんでいって︑小さ

た︒夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんの

十51

︑どこからかきこえてくる︒美しいものは

十124 手をとりあってとんでいって︑小さなのを

んのりとしらみかけてきました︒﹁︿略﹀︒﹂

十54

を︑われわれは失っている︒毎日の生活の

九帽7

﹂おかあさんときいて︑くもは︑手をうん
︑手をうんとのばして︑とりすがろうとし

十56

の中に︑それを失っている︒しかし︑われ

十124 ︑小さなのをえらんで︑ひろってきてくれ

十124 りあってとんでいって︑小さなのをえらん

九槻7

はもう頭の上まできていました︒つゆが木

十510

めずらしそうについてきて困りました︒そ

十124 をえらんで︑ひろってきてくれました︒こ

が︑くもの頭をなでています︒上をみると

ゆが︑しずくになρて︑ポタリポタリと落

十61

らしそうについてきて困りました︒そうい

十124 らんで︑ひろってきてくれました︒こうし

らだを小さくまるめて︑ころっと横になり

ポタリポタリと落ちてきました︒くもは︑
︒くもは︑目がさえてなかなかねむれませ

十74

︒おとうさんの歩いていくそばを︑足ばや

九柵9
九川1
九川1
九川2
九川4
九川7
九川9

くもは︑なんといって返事をしていいかわ

十74

︑足ばやにかけぬけていって︑てんでに︑

上をみると︑わらっているではありません

んといって返事をしていいかわからないの

九襯1園 たしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒﹂﹁

九川−o

で︑そのままだまっていました︒自分は︑

十77

十77

だやかなくらしをしているのだろう︒それ

しずかなくらしをしているのだろう︒なん

十82

十711

十710

十78

なわとびをして遊んでいたりしますと︑そ

ちが︑なわとびをして遊んでいたりします

ので︑子どもをさけて通ったこともありま

んなにうるさくついてこられたときには︑

やにかけぬけていって︑てんでに︑おとう

十135 おとうさんは︑きいて知っていましたから

十134 の少女に︑歌を歌ってほしいと頼みました

十131園

十131園

國にのこしておいてきました︒わたしは

自分の國にのこしておいてきました︒わ

十125 とうさんのそばへきて︑さまざまなことを

をのばし足をのばしてみました︒ふしくれ

んとひどいことをしてきたものだろう︒く

をはり︑かくれていて︑ほかの虫がひっか
︑いきなりとびついてかみころすなんて︑

あみをはり︑かくれていて︑ほかの虫がひ

十91

十812

十89

なかの子どもにとっては︑もっとも魅しい

た︒その少女のわけてくれたくりは︑むじ

とげしたいががわれて︑じゅくしたくりの

十138 ︑いなかの歌を歌ってきかせてくれました

十138 るテーブルをかこんで︑いなかの歌を歌っ

十138 ーヒー茶わんのおいてあるテーブルをかこ

っしょにお話をしておくれ︒ちょうどあ

らおそろしく思われてきました︒白ばらの

十912

十97

十137 とうさんのこしかけているそばで︑コーヒ

た︒ぐっすりねむってしまったのでしょう

︑おとうさんにわけてくれる少女もありま

りと光りながら落ちてくる夜つゆをみてい

十1211園

が︑おとうさんをみてそういいました︒﹁︿

ろう︒それにくらべて︑自分は︑なんとあ

十82

して︑なわをまわしてやったこともありま

そのなかまいりをして︑なわをまわしてや

十135 さんは︑きいて知っていましたから︒少女

十1210

らっぽいくらしをしていることだろう︒あ

十84

十83

とうさんを呼びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂といいな
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145

いだへでもはさんでおきたいのです︒な

が︑しだいにかわってきました︒ちょうち

を一つ一つ思いだしているうちに︑心持が
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十139 の歌を歌ってきかせてくれました︒なんと
十141 いらしい子どもがいて︑なかよしになって
十141て︑なかよしになってくれたからです︒ビ
十143 の人たちが︑ならんでせんたくをしていま
十143らんでせんたくをしていました︒フランス
十145が︑川の水にうつっていました︒その川の
十149とうさんのそばへきて︑あいさつをしてか
十149きて︑あいさつをしてから︑﹁︿略﹀︒﹂とた
十159うさんが︑力をいれて答えました︒この返
たろう
十167と︑太郎がそばへきて︑外野ではどんなこ
＋1610 ︑おとうさんがいってきかせました︒﹁︿略

十177園なります︒こうしておまえたちに話すよ
十178園うぞんぶんつかってみたくなります︒わ
十178囹は︑外國でくらしてみて︑つくづくと︑
十179園
外野でくらしてみて︑つくづくと︑自分

下で︑きょとんとしているあまがえる︒3

1黒い雲が流れてくる︒はげしいにわ

十1711囹
愛することを知って︑勉強したら︑どん

十182
十186

＋1810下で雨
︑やどりをしているにわとりのむれ
十193 ことばの愛﹂を読んでいる声が︑
きこえて
十193 でいる声が︑きこえてくる︒5ひとりの

十194 りの子どもが︑立って本を読んでいる︒友
十194 が︑立って本を読んでいる︒友だちの顔︑
十196 のつぎの一節を読んでいる声がきこえる︒

十198 たまま︑点字を読んでいる︒ほかの生徒の
オルガンがひびいてくる︒窓をあける女

十199 く点字の上をすべっていく︒7オルガン
十1910

十202 円形のにじがかかっている︒﹁にじの歌﹂

十206圏 でわけた光を写してみますよ︒﹂という
十21一 チなどが︑風にゆれている︒その下を︑あ

十2010囹 光線ですが︑わけてみると︑こんなにさ
十212 を︑あひるがならんで通っていく︒そのあ

＋2110囹
ごらん︑にじがでているよ︒﹂窓をのぞ

十212ひるがならんで通っていく︒そのあとから
十213が︑よちよちと歩いてくる︒母親が︑両手
十214親が︑両手をのばしてついてくる︒11病
十214両手をのばしてついてくる︒11病院の雨
十216雪婦がもうふをほしている︒男の子がベッ
十217 ベッドにすわっている︒﹁︿略﹀︒﹂窓に
子
が
十218園
あさん︑雨がはれてきれいね︒﹂窓に花

4411997431764332117112111084

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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﹂を︑ずっとつづけていきたいと思います

員がしごとをすませて︑坑内から地上にで
︑坑内から地上にでてくる︒まぶしい日光

＋3210
人々から︑こういつてあざけられた︒佐吉
って︑両手をひろげて深呼吸︒23﹁︿略﹀︒

うちょ︒立ちどまって︑両手をひろげて深
ぶ声︒その声をきいて︑にっこりとわらう
が︑むちゅうになってかけてくる︒工員は

ちゅうになってかけてくる︒工員は男の子

十331大工のしごとを助けてはたらいていたが︑
十331とを助けてはたらいていたが︑ひまさえあ
十332 ことをしらべつづけていたのである︒村じ
十333かいにされるのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂と
十334囹
のことを考えないで︑みっちりしごとを

十329囹
はたばかりいじっていて︑おかしなやつ
十329園
ばかりいじっていて︑おかしなやつだ︒

ながりをわすれないで︑あいての人をうや

の部分︑部分があっての全体︑というつな

すがたで︑つきあっていきたいのです︒ぼ

をだましたりしないで︑ありのままのすが

ろを︑すなおに学んでいきたいと思います

を︑えんりょしないであらわし︑友だちの

たいし︑自分のもっているいいところを︑

よくして︑助けあっていきたいと思います

友だちとなかよくして︑助けあっていきた

たちのめんどうをみてやり︑兄や姉の手助

もとのことをしらべていくような心がけを

けをよく考えていってみようと思います︒

そのわけをよく考えていってみようと思い

るか︑それをさがしてみようと思います︒

．な軍位からなりたっているか︑それをさが

ことも︑心にうかべてみたいのです︒もよ

つたのか︑よく考えてみたいと思います︒

てしらべたいと思っています︒たとえば︑

ということを︑考えてしらべたいと思って

世界なども︑しらべていきたいと思います

かたなどを︑しらべておきたいと思います

ものを︑よくしらべてみる心がまえを︑つ
︒トマトが畑に植えてあれば︑そののびか

54109877558433112952251963
足どりで︑家に帰ってくる︒道ばたにさく

炭の山︒おしだされてくるトロッコ︒こう

持って︑石炭をほっている︒19あせまみ

機やつるはしを持って︑石炭をほっている

ッドライトにたよって現場に近づく︒地下

して︑炭坑にはいっていく工員︒ヘッドラ

る︒トロッコをおして︑炭坑にはいってい

きな車輪が︑まわっている︒トロッコをお

ンネル︒17ひらけて︑海︒長い海岸線︑

っしょに汽車に乗っている︒窓からみえる

小川﹂の歌がひびいてくる︒小川の水︑き

みの上でつみ草をしている︒﹁春の小川﹂

友だちは︑妹をつれて︑つつみの上でつみ

れた畑︒田をならしている農夫︒14ひと

っしょに種まきをしている︒きれいにたが

水えのぐで写生をしている︒光る白い雲︑

十222六お友だち︑どうしているかな︒﹂12ひと

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
26 26 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 22
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十335園 ちりしごとをやってくれ︒﹂とさとした

十338 の大工の家にあずけてしまった︒このあい
十339 ︒このあいだに立って︑佐吉をはげました
十341 っしてゆるがせにしてはおかれない︒いま
十342 ぬのの織りかたをしていたのでは︑やがて
十343 早く織機を進歩させておかなければならな
十346 て糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

十3410 のがずんずん織られていくからである︒佐

十346 ︒横糸はおさによって︑右から左︑左から
十3411 は︑しだいに高まっていったが︑小学校を

十352 た︒佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよっ
十353 きもののように動いていた︒かれは︑その
十354 のりっぱな機械をみて︑感心するとともに
十358 は︑もう︑じっとしていられなくなり︑設
十358 なり︑設計図をひいては組みたて︑組みた
十359 組みたてては動かしてみた︒だが︑思うよ

十359 組みたて︑組みたてては動かしてみた︒だ
十3511 の小屋に閉じこもって︑いっしんに考えぬ

十361 はますますわらわれて︑だれひとりあいて
十362 れひとりあいてにしてくれなくなり︑まず
十362 さはいよいよせまってくる︒かれは︑勇氣
十363 勇氣をふるいおこして︑夜も書もなく考え
十364 のもとをとりのぞいて︑新しい設計図をこ
十366 きあがった︒ためしてみると︑はたしてよ
＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってほめたたえた︒試運

十367 ぬのをみごとに織っていく︑ふしぎな機械
十3611

十3611 その織機をあやつって︑りっぱにぬのを織
田3612 りっぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の

十377 新しい出発にあたっても︑この自動織機が

核をそとにはきだして︑受けつけなかった

十4411︑虞翼壁珠がやどっていた︒第二︑第三と

十443しらがの老人になっていた︒よる年なみに
十445とうまくを切り取ってきて︑一種の手術を
十445まくを切り取ってきて︑一種の手術をほど
十448幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ
十449いに︑赤しおもよせてこなかった︒海水の

れてきたが︑しらべてみると︑けっして︑

のでも︑あとで開いてみると︑もとのまま
︑もとのままになっていた︒同じことをな

＋4412︑第三と母貝を開いていくと︑どれにも驚

ほどの核をこしらえて︑それを︑母貝の皿

とともに大きくなって︑天然里国となるこ

貝の体内にさしいれてみた︒うまく貝の中

︑﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑失望にしずむ幸吉

かも︑核をさしいれてから︑眞珠になるま
︑その助力者となってくれたのは︑つまの

海水いちめんにふえて︑海水が茶色にかわ

きよらかにかがやいているではないか︒大
＋4412

十4511の学者の研究によって︑天然眞珠とまった

十454 ロン島をはじめとして︑オーストラリアや
十459 一生の苦心がひそんでいる︒かつて︑パリ

れは︑まったく考えてもみなかったことで
︑新しく母貝を求めてきて︑やりなおしに

自然をあいてとして︑眞珠を世界の人々
＋4610園

十461 ︑日ごろそんけいしていたエジソンのもと
十462 ソンのもとをたずねて︑養殖貢珠のつくり
十463ソンはたいへん喜んで︑こういつた︒﹁︿略

十476 ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにでました
十478るので︑そこへっれていこうと思ったので
十483を︑なんでもみつけて︑それに話しかけた
十486 の氣のすむようにして︑つれていきました
十486むようにして︑つれていきました︒ためし
十489に︑私は︑妹のいっていることばを︑紙き
わる口のたてとなって︑幸吉をかばい︑苦

＋4810 ︑紙きれに書きとめてみたのです︒クロイ

しく母型を求めてきて︑やりなおしにかか

なども︑はっきりしてきた︒半円眞珠が思
めが︑この世をさってしまった︒そのうえ
たび︑赤しおがよせてきた︒そのため︑里
心は︑ほとんど死んでしまった︒その数は
︑ていねいにしらべていった︒すると︑か

十4911きのいきさつを知っている私には︑このこ

ノーオハナシシテ
ワンワンーミ
十492囹
ースイトウモッテ
オモタイカラ
十496囹
十497園モタイカラモッテイッテアゲルノヨ
十497園カラモッテイッテアゲルノヨーワ

十441うめのれいにささげて︑その成功をしらせ

め︑おまえも喜んでくれ︒やっと眞円眞
＋4312園

ちがいのようになって︑死貝をどんどんみ
︑二藍をどんどんみていった︒すると︑五

十383 大きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか

十501かります︒家からでてしばらくいくと︑亡
十502 いぬが一びきすわっていました︒﹁クロイ
十503の黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にか
十504と︑ひふ病にかかっていて︑顔のあたりの

い眞円石珠が︑光っているではないか︒幸

れておいた核によって発生した半円眞珠で

は︑まえにさしいれておいた核によって早

ばい︑苦しみにたえて︑なん年かをすごし
︑母貝の中をしらべているうちに︑一つの

とまずこれを加工して︑かざり物として︑

に︑母貝はみな死んでしまった︒これは︑

十4411た第一の母貝を開いてみた︒はたして︑眞

をなんどもくり返してみたところで︑かわ

10985211297121211109665531104321116685

十385 ふしぎな宝石とされてきたが︑しらべてみ

十382 珠をてのひらにのせて︑大きなゆめをえが

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十546

十545

十542

わきで︑たき火をしていました︒そのけむ

︑﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道

ことをいいあらわしています︒自分で︑﹁

き︑すいすいとういてきたかと思うと︑ま

十603 かちゃんをだっこして︑おもての通りへで

十602園

十602園

十602園

にも︑みせてあげて︒﹂といったら︑お

ちゃんにも︑みせてあげて︒﹂といった

んに︑﹁そとへでて︑あかちゃんにも︑

十601 てきた︒まんまるくてぎれいだ︒おかあさ

十608

十547

十611 たけのこが一本はえてきました︒私は︑た

十504ひふ病にかかっていて︑顔のあたりの毛が
十504あたりの毛が︑ぬけていました︒﹁キタナ
十507で︑妹はびっくりして︑﹁アンヨナメテル
十507ナメテルワ﹂といって︑私に知らせたので

なふうにゆきづまってきたのでしょう︒四

十612 けのこのそばにいって︑せいくらべをした

十604 ︑おもての通りへでていらっしゃった︒そ

十558

とがどんどんと書けていたまえのころが︑

十616 は︑私のせいをすぎて︑おにいさんのせい

じたり︑考えたりしていることとは︑ちが

十559

ぐんぐんと書きつけているその力に︑おど

く︑すらすらと書いていることでしょう︒

︑ありありとうかんでいます︒七五三の記

十561

十622 ︒きのう︑風がふいて︑ガサガサ音がした

十557

十562

かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく

十623 ︑なんだろうと思って︑二階の窓からそと

十551

十511した︒母がこしらえてくださったパンを︑
十512ふくろからとりだして︑いぬにやりながら
十517イラナイノ﹂といって︑いぬにたずねてい
十518 って︑いぬにたずねているのです︒やはり
十563

ぬいで新しく成長していくように︑私も︑

十508うしろ足をもちあげて︑せなかをかくよう

＋5110園
に︑﹁オハナシシテ﹂という心らしいの
十563

十5011みのようなことをして︑﹁フッ﹂と息をは

っと︑うしろを向いてしまったわけです︒

十565

十564文のからをぬぎさって︑新しい世界にふみ 十624 な竹がにょつきりでていたので︑びっくり

十5610 ︑目をくりくりさせて︑とまり木の下にお 十625くなって︑風にゆれていました︒七ぶ

十625 じくらいに高くなって︑風にゆれていまし

も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやつ

モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にねだ

かちゃんをおんぶして︑そばを通りました

十5610

ました︒うちに帰って︑十まいずつたばに

の葉をたくさん落してくださいました︒み

ちょうの木にのぼって︑いちょうの葉をた

十645 自分たちの國が持っているこのよい藝術を

十644 ろのあるものとなっています︒みなさんも

十641 くらべて︑研究されています︒日本の絵画

十641 めんの算術とくらべて︑研究されています

れそれの人物によって︑それぞれのめんが

十584

十まいずつたばにして︑赤いひもでいわえ

十6310

十631 ︑そのうたいにつれて︑役者が美しい舞を

の門の中へ︑はいっていこうとします︒そ

十5610木の下におりていってしまいました︒男の 十636 べにでけしょうをして︑その役らしく顔を

とまり木の下におりていってしまいました

とき︑私をふり向いて︑﹁ゴメンクダサイ

十586

コス

十587

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びました︒

横になってねそべっていました︒﹁ワンワ

タッチシタ﹂といって喜びました︒﹁オス

たら︑たばが十あって︑五まいあまりまし

十6410

十6410

︑できているといってもよく︑それをみて

やかしなどで︑できているといってもよく

十587︑赤いひもでいわえて数えました︒そうし 十649 うとするのとちがって︑狂言は︑ひにくや

︑地べたに横になってねそべっていました

ネテルワ﹂といっていると︑いぬがもつ

の動作をことばにして喜びました︒そのと

十588

が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑学校から帰ると︑

てもよく︑それをみていると︑世の中のう

十592

ら︑すすきを取っておいで︒﹂とおっし

︑﹃ぶす﹄といって︑おそろしいどくが

十661 と︑ひとりでくらしていました︒あるとき

十657

しいどくがはいっている︒そちらからふ

狂言﹁ぶ

十667囹︒そちらからふいてくる風にあたっても

もしろい人物になっています︒

十656 れず︑そうかといって︑なにをしてもにく

十594園

つた︒ごはんをたべてから︑山の方へいっ

十666園

十6410

十596

から︑山の方へいって︑たくさん取ってき

十667園

︑﹁ごはんをたべてから︑すすきを取っ

いぬは︑立ちあがって︑のそりのぞりと︑

十597

がわにつくえをだして︑その上にすすきを

って︑たくさん取ってきた︒えんがわにつ

十594囹

ろでした︒あきらめて歩きかけると︑水お

十598
十5910

ほど︑きれいにさいていました︒妹は︑そ
︒妹は︑そこへいって︑水おけのふちにつ

十601

をかざった︒月がでてきた︒まんまるくて

けのふちにっかまって︑水の中をのぞきま

たすいとうをはずして︑手に持つといいま
︑ませたことをいって︑歩きだしました︒

いままでかたにかけていたすいとうをはず

十583

十572

11121198665422112129964312
した︒門からもどってきて︑道にでたとき
︒門からもどってきて︑道にでたとき︑あ

しい世界にふみだしていこうと思います︒

うといいだしたりしていましたが︑やっと

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十6612 ぬようなことになってはつまらないから︑

十6611 じゃは︑声をそろえて返事をしました︒そ

十668園 ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

十667園 てくる風にあたっても︑たちまち死ぬと

十726園︒﹂﹁まあ︑まかせておけ︒それから︑お

十724囹

十717

十716

十713
が︑からっぽになってしまいました︒﹁︿略

まい︑うまいとなめているうちに︑つぼが

せんすをほうりだして︑自分も指をつつこ

んならんぼうをしては︑いっそうしから

十672 も向けないようにしていました︒でも︑こ
十676園 風がどっきを運んできてはたいへんだか

十675 たちも︑そっといってみようということに

十7211

十729

十728

︑ガチャンとくだいてしまいました︒そこ

こう︑さしずをされて︑しかたなく︑ずつ

十727園

んながだいじにしているあの湯飲み茶わ

十676園 どっきを運んできてはたいへんだから︑
十677圏風を向こうへやってくれ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂次

十731

は︑あっけにとられてたずねました︒太郎

やも︑そのまねをして︑おいおいなきだし

十7212おいおい大声をあげてなきだしました︒次

こへ︑だんなが帰ってきました︒すると︑

十677園︑せんすであおいで︑風を向こうへやつ
十681 をあいずのようにして︑ぬき足さし足で︑

十736園は︑すもうをとって遊んでいました︒私
益736園もうをとって遊んでいました︒私が負け

十733

ました︒私が負けて︑ドサリととこのま

十6812 けをまえにつきだして︑あおぎつづけてい

十691 して︑あおぎつづけていました︒そのうち
十736園

のとおりひきさいてしまいました︒次郎

十683 かじゃが︑思いきって︑からかみをひきあ

十693 だいじそうにしまってあった︑ 一つのまる

十738園

十742

十741

は小高い丘があって︑そこからおきをな

︒だんなは︑おこって︑﹁︿略﹀︒﹂と追いか

こりわらい顔になって︑次郎かじゃといっ

ままでおいおいないていたくせに︑きゅう

やのまん中にかかえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂

十7410

十694

十695園O﹁なにかはいっているとみえて︑重た
十695園いっているとみえて︑重たい︒﹂﹁︿略﹀︒
十697囹︑どっきにあたって死んでいるはずじゃ
十697園きにあたって死んでいるはずじゃないか
十699園﹀︒﹂﹁ふたを取ってみようか︒﹂﹁︿略﹀︒

十一43

十7312囹

十7310園

い﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん

りとも︑命をすてておわびをしょうと考

十739囹飲みをはねとばして︑こなみじんにいた

こう︒ぐずぐずしているうちに︑どっき
＋6911囹

もとの場所において︑あっちへいこう︒
＋6910囹

船がけむりをはいて︑長いかげをひいて

長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か

十一44

十一48

遠くの山から運んでくるのもみえる︒な

︑長いかげをひいて通っていくのがみえ

十一49

つもここで練習していることだ︒川口の

十一45

十一51

をしたりして遊んでいるが︑それにあき

ごっこをしたりして遊んでいるが︑それ

かげをひいて通っていくのがみえるし︑

十702 ﹂﹁︿略﹀︒﹂思いきって︑ふたをあけてみま
十702きって︑ふたをあけてみました︒べつにど
十703なあまいにおいがして︑黒っぽいものがは
十704 っぽいものがはいっていました︒﹁︿略V︒﹂
十705園い︒ひとつ︑たべてみようじゃないか︒
十707囹﹁それだけはよしてくれ︒なみたいてい
十709園ない︑おれはたべてやる︒﹂ひきとめる

十一53

十一53

十一45

ばやく指をつっこんで︑すぐそれを︑口に
十7011

十一47が︑なん本も立っているのがみえる︒長

ぐそれを︑口に持っていきました︒﹁︿略﹀
十7011

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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のボートをながめては︑いろいろな話を

て︑自信をもって︑よしやろうという

︒﹂﹁そういわれて︑自信をもって︑よ

は︑きみについていきさえずれば︑だ

うえを考えていて︑いいことをはっき

そのうえを考えていて︑いいことをは

でもよくわかっている︒ただ︑わかつ
︒ただ︑わかっているだけではなしに

ぼくらのっかれているとき︑ぼくらの

くらのはりきっているとき︑ぼくらの

心持をよく知っている︒ぼくらのはり

のみたいに進んでいく︒これこそ︑い
︑きみはだまっているけれど︑ぼくは

くと︑乗り組んでいる者が︑みんなぞ
︑みんなそろって︑ 一つの生きものみ

糸みだれずこいでいくと︑乗り組んで

て︑整調をやってみたいな︒ぼくはか

のまえにすわって︑整調をやってみた

じょうずになって︑みんながさせてく
︑みんながさせてくれたら︑コックス

しい方向に進んでいく︒ぼく︑これが

ろからぬけだして︑新しい方向に進ん

トは向きをかえて︑あぶないところか

ぼくが力をいれて︑一本バックをやる

にあいてをぬいてしまう︒それを思う

ぎゅうとしなって︑船は︑ものすごい

ぐいぐいとこいでみたいな︒﹂﹁︿略﹀︒

だむちゅうになっているのである︒﹁︿略

学生に頼んで乗せてもらったうれしさで

て︑大学生に頼んで乗せてもらったうれ

は話に花をさかせている︒ついせんだっ

いうな話をしあつて渇しむ︒きょうも︑

4432211110109633221211101077・643129666544
園必発園園囹園園園囹園長言言長窪囹三園園園園園圏園園

大きな船が通っていくよ︒あれはどこ

︑四ばんをこいでいる︑ぼくたち強い

で責任をしょって立つ︑トップをこぐ

なることにきめているのさ︒﹂﹁︿略﹀︒

正しい方へつれていくのさ︒﹂﹁︿略﹀︒

足なみをそろえてくれるにちがいない

と︑ふえが鳴って︑ふいに一そうのボ

ートだよ︒頼んで乗せてもらおう︒﹂
二

めい

よ︒頼んで乗せてもらおう︒﹂子ども

ボートの方へかけていった︒

丘の上 春がさって夏がくる︒たんぽぽ

わた毛が遠くとんでいく日だ︒あげはの

つのかげから舞ってでる︒まつの木では

太陽の下でわらっている︒休みもなく︑

は︑長くおをひいて消えていく︒ああ︑

くおをひいて消えていく︒ああ︑われわ
︑遠い國から旅してきた旅人のような氣

の上の草にすわって︑いつまでも小鳥の

先生

十一196
十一．197

十一197
十一199
十一1911
十一1912

十一201
十一202
十一203
十一206
十一209
十一2012

十一211
十一213
十一215
十一2112

十一217

村の人たちが困って頼みにくると︑氣二
たり︑お金をかしてやったりしました︒

持よく︑物をわけてやったり︑お金をか
︑からだがよわくて︑よく働けませんで
かびんぼうになって︑その日のくらしに
んは︑なんとかして︑からだをじょうぶ

だをじょうぶにして︑身代をもとのよう
だと︑ほねをおっていました︒そういう
︑金次郎が生まれてきたのです︒だから
家の手つだいをしてよく働きました︒ま
分でわらじを作って︑お金をもうけたり
いぼう工事があって︑どの家からも︑お

毎日ひとりずつでて働くことになりまし
︑父親が病気でねていましたので︑金次
つたし︑働きつけているので︑役にたた
︒毎晩︑家に帰ってくると︑書まの働き

んだりむだ話をしているのに︑金次郎は
働きでつかれきっていながら︑わらをた

ら︑わらをたたいてわらじを作ることに
した︒これを持って︑朝早く工事場へい

お役にたたないで︑すみません︒どう

ん︑これをはいてください︒わたしが

わらじをさしだしていいました︒﹁︿略﹀

は︑わらじの切れている人もあります︒

十一2112

十一221
十一223

十一222
十一224

十一226園
十一228園

のかわりにはいてください︒﹂おとな

人たちはおどろいて︑すぐには受けてく

︑金次郎と相談して︑すえの子どもを親

もを親類にもらってもらいました︒﹁︿略

どもをよそへやってから︑夜になると︑

ため息ばかりついてねむれません︒﹁︿略

﹁おちちがはって困るの︒二三日目た

みちゃんを返してもらいましょう︒ひ

いって木を切ってきてもうけますよ︒

たしが山へいって木を切ってきてもう

て木を切ってきてもうけますよ︒﹂金

母親にすすめまし

なら︑今夜いって︑返してもらってき

夜いって︑返してもらってきましょう

︑返してもらってきましょう︒﹂母親

の晩のうちにいって︑子どもをつれてき

て︑子どもをつれてきました︒そうして

暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

て︑遠い山へいって︑しばをかったり木

り木を切ったりして︑村の人に買っても

て︑村の人に買ってもらいました︒その

たが︑四人が生きていくにはじゅうぶん
︑くたくたになってたおれるところを︑

格もりっぱになっていきました︒金次郎

は﹁大学﹂といって︑かん文で書いたむ

一まいめをめくって︑くり返しくり返し

返しくり返し読んでみると︑りっぱな人

はならないと書いてありました︒金次郎

は︑学問をしなくてはならないと書いて

十一234

十一231

んなはげましあって︑どうにかこうにか

でも︑父親の生きているあいだは︑みん

には︑喜んではいてくれました︒金次郎

しまいには︑喜んではいてくれました︒

十一277

十一276 ︒
たいこをたたいて︑家から家へやって

十一275

十一272囹子は︑どうかしているのではないだう

ろい藝をしてみせてくれます︒中には︑

おもしろい藝をしてみせてくれます︒
中

いかぐらがまわってきました︒
たいこを

十一235

て︑すぐには受けてくれませんでしたが

十一2210園

十一2212
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こうにか切りぬけてきましたが︑いまは
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6

鳥の鳴く声をきいていよう︒あれは︑あ
唱歌

いめいの歌を歌っている︒一つの太陽の

わた毛も遠くとんでいく︒

小鳥が︑はばたいてでて︑くるくる︑く

しなわれて︑のびていく命のわか葉︒わ
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が︑はばたいてでて︑くるくる︑くるく

が︑一まいこわれていて︑やがて︑小鳥
おかあさ

一まいこわれていて︑やがて︑小鳥たち

から遠い空へにげていった︒

ま︑わたしが知っているいいことと︑正
され︑やしなわれて︑のびていく命のわ
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ん︒母親と相談して︑戸をしめきって︑

て︑戸をしめきって︑息をころして︑だ

かきのわか葉に

げんげがさいて︑なの花ちって︑
て︑なの花ちって︑
夏

そらまめ・えん

冬のしたくをと

長さんのまえにでて︑だんをあがり︑両

が津軽海峡をこえて内地にきたのは︑ぽ

もぽっかりとういていたえぞ富士︒あの

たとき︑思いきってやりなおした︑その

ことだからといって︑ごまかさなかった

じょうをいただいて︑ささげ持つように

をずっとさしのべて︑おめんじょうをい

いみどり色にゆれて︑ぼくは︑船のかん

ふ じ

んとふたりで立っていた︒北海道の家に
︑ぼくによくなれていた︒うちではバタ

んな下向きになってしまった︒私は︑か

業のことを勉強して︑ぼくは︑いい農夫

あさんをおつれして︒デンマルクの農業

すぐかさをつぼめてしまった︒雨にうた

んなにおさないでください︒﹂といっ

なみだをこぼしています︒そんなにお

でいっぱいになってしまった︒そのとき

たがいにおしあつて︑しゃしょう台まで

んまり乗らないでください︑満員です

しの中をつき進んでいく︒一停留所ごと

うに車の音をたてて︑あらしの中をつき

にぽたぽたと落ちてきたりした︒けれど

うな乗客にまじって︑どうやら乗車ロへ

らずに走っていってしまう︒やっと一台

な満員の札をさげて︑とまらずに走って
︑とまらずに走っていってしまう︒やつ

車のくるのを待っていた︒電車は︑くる

私は︑かさをさして電車の停留所までで

なってもまだ続いていた︒庭のあさがお

す︒北海道へいって︑じゃがいもをつく
︑ちぢうしをかって︑自分でバターをつ

︑いつも本を読んでいた︒ぼくのいすは

つがるかいぎょう

45

だいこんの花に

青くしげるはま

45

らむを待ちかねて︑

すき・くわ持って野にいそぐ︒

晩にはかえるが

追う夜も重なって︑ 麦のとりいれこ
︑ 家内そろって田植えする︒ きの

畑は水田となって︑

はみどりにすんで︑ 日ましに日ざし
︑あぜまめのびて︑ ふくすず風に夕
続いてひびくらいの音︒

くわをかついで田をみまわれば︑

ずまに︑

い

ぎの種まきすんで︑

く黄色く色づいて︑

光はまともにえ

46

って︑息をころして︑だれもいないふう

もいないふうをしていました︒金次郎の

五日の翁忌で死んでしまいました︒おま
あふれて︑のこっていたわずかの田や畑

わ川がまたあふれて︑のこっていたわず

田や畑も︑流されてしまいました︒この
たが︑そこへいってからは︑いよいよい

て︑かわらへいって︑あき地にまいてお

ぶらなの種をかりて︑かわらへいって︑

日はまた照って水たっぷりと︑

葉みなちりはてて︑

さとはしぐれが

46

49

夕風ふけばたい

たむく日につれて︑

うらの山には白

かえでにう

小屋はみぞれして︑

色雲がたちこめて︑

もちつきすませて︑ しめなわをはり︑
ふきのとうでて︑ すいせんにおい︑

私が︑母にかわってでました︒ 正面のテ
なかびんがかざつてありました︒ ようち
となしくこしかけています︒ 園長さんが
氣のいい返事をして立ちます︒ それをみ
いっしょに呼ばれているようです︒ みん
んな読みあげられてから︑ おめんじょう

そこからでなおして進みました︒ ごんど

47
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47
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47

47

50

あせもおさまって︑

あま

さやまめ・

いももふとってくるようす︒

えすずしくなってきた︒

おりも高くはえてくるQ

きの人もえ正して︑

その足どりもい

3了

て︑あき地にまいておきました︒あくる
︑黄色い花がさいて︑たくさんの実がつ

つている人にかしてやったり︑植えると

もとにして︑困っている人にかしてやっ

のことを身につけて︑やがて︑村をすく

梅みなちりはてて︑ ひがんすぎれば
野山をかざると

畑にさいて︑れんぎょうは︑

にさくらがさいて︑

赤く

青い空には

海こえてきたつばくろが︑

麦のはしりほか

しずくすおうと

羽音高くみつば

ひばりは朝から

ねを黄色にそめていく︒

はかすみがこめて︑

まめみな花つけて︑
こすくすくのびて︑

上を ︑

のほわたがとんで︑
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︒これを油にかえて︑本を読み続けまし

るところをふやしていったりするうちに
︑親類の家からでて︑もとの自分の家に
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一5310 した心でおしあっていた人たちも︑きゆ

十一539 そのことばをきいて︑そこらの乗客は思
十一651

十一651

十一6411

ら︑看護人を呼んで︑少年をその父親の

の手紙をひと目みてから︑看護人を呼ん

はちのみ子もあって︑家をあけることが

十一7010園

十一709囹

十一708園

んです︒よくみてください︒ぼくがわ

がいなかからでてきたんですよ︒おか

十一608 ちからすすめられて︑ことわりかねてし

十一606 とかたくとめられていたのである︒が︑

十一605囹︑けっして渡ってはいけない︒﹂とか

十一593園 いことばを知っているよ︒﹂と答えた︒

十一589

十一675

十一672

十一671

十一6610

十一6610

十一664

ドが二列にならんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂

のはずれまで歩いていきました︒そうし

しごだんをのぼって︑長いろうかのはず

十一6611園

︑その後からついていきながら︑おどお

氣をふるいおこして︑その後からついて

は︑しばらく考えていましたが︑ふと思

十一7112

十一7112

十一7111

十一717園

それには答えないで︑ただ︑﹁︿略﹀︒﹂と 十一716

は︑少年をながめて︑それには答えない

十一724 ので︑びっくりしてとびあがりました︒

︑みおくっていって︑最後に船の上でわ

︒去年︑みおくっていって︑最後に船の

ろいうと思い返していました︒去年︑み

者さんがみにきてくださるだろう︒﹂

十一716 で︑こしをおろして待っていました︒﹁︿

十一715 顔からはなさないで︑こしをおろして二

十一715 ︑いすをひきよせて︑目を父親の顔から

十一714 しそうに息を続けていました︒少年は︑

十一714 ︑身動きもしないで︑苦しそうに息を続

かひとこといってください︒﹂けれど

十一542 う語がかかげられているのをみた︒﹁︿略

十一652
︑山雪から帰ってきた

親のところへっれていくようにといいま

十一546圃 おたがいにつめて︑座席にもうひとり
十一658囹

︑外國から帰ってきたのです︒﹂﹁︿二

十一609 て︑ことわりかねてしまった︒そうして
十一679

十一7212園 ︒﹂﹁心配しないでいらっしゃい︒先生

﹂と︑看護

十一549園 なみだをこぼしています︒﹂といった︑
たろう
十一6512園

十一6012 はまん中からおれて︑三人は︑川の中へ

十一6710

十一732

太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂というと

十一611 い近くの田で働いていた村の人たちに助

目を右に左に向けて︑青ざめた︑やせこ

十一586 いくどもくり返しているうちに︑太郎は

十一612 人たちに助けられて︑みんな︑ぬれねず

十一6711

やせこけた顔をしている病人たちをみま

よわ虫だといってわらうのです︒ぼく

きびしくただされて︑太郎は︑やっとき

し︑太郎はだまっていた︒その夜︑また

十一686

十一686

十一685

十一683

十一682

十一682

へやを歩きまわっていました︒その開き

くすりびんを持って︑へやを歩きまわっ

においがただよっていました︒看護婦が

ものようにうなっている者もありました

つと空間をみつめている者もありました

み開いた目をあけて︑じっと空間をみつ

十一747 病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

十一738 まりました︒待っているそのあいだが︑

十一737 しんさつをはじめて︑

十一736

十一735 うのはしにはいってきました︒さっきの

十一734 とりの助手をつれて︑へやの向こうのは

にもいわずにいってしまいました︒半時

十一721 苦しい希望をかけていたことや︑手紙の

しをおろして待っていました︒﹁︿略﹀︒﹂

十一612 ずみのようになって家に帰った︒父は︑

十一6712

十十十十十十十十十十十十十十十十

﹁わたしについておいで︒﹂といった

あぶないといっておいた︑あの橋を渡

からさきになって渡ってしまったので

の方に立ちどまって︑カーテンをあけて

十一695

十一691

十一688

げと少年をみつめて︑いくらかわかった

と︑かなしくなってなきだしました︒病

年は︑身をおこして父親の方をみました

たのところへさげて︑一方の手で︑ふと

︑カーテンをあけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

十一761

十一755圓︒﹂﹁心配しないでおいで︒﹂と︑医者

十一753 氣をふるいおこしてたずねました︒﹁︿略

十一748

十一748

した︒医者はいってしまいました︒そこ

十一758園

さわってみたりして︑そうして︑二こと

︑ひたいにさわってみたりして︑そうし

一つ一つのベッド

の看護人とがついていました︒その人た

きになって渡ってしまったのです︒﹂﹁

十一688

ぐっしょりとぬれて︑わきの下に着物の

十一697

︑顔ははれあがってどんより赤く︑ひふ

きその手にさわってみたり︑はいを追っ

ほかになにといってすることもできませ

︑イタリアへ帰ってきて︑ナポリに上陸

ある︒氣をつけておあげなさい︒きみ

者はちょっと考えてから︑こういいまし

ばんのまえへいって︑一通の手紙をみせ

十一699

十一763

十一762

十一7412

ぶかそうな目をしていました︒少年は︑

十一701

ち切れそうになっていました︒ただ︑ひ

雨の降っている三月のある朝︑

タリアへ帰ってきて︑ナポリに上陸しま

十一702

︵一︶

かに病氣にかかって入院したので︑家族

には︑どこといって父親らしいところは

61

十一703

61

たんな手紙を書いて︑帰ったことと︑病

61
64

64

64

63

63

63

63

62

62

62

62

61

くは︑ とめられているから渡らない︒

志まりがわるくて︑そういえなかった
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たびごとにかがんでみたり︑そうして︑

をその手から取って︑看護婦にかわって
︑看護婦にかわってそれを飲ませたりし

ンカチを目にあてているときには︑じつ

いすを二つならべて︑その上でねむりま

は︑じっとみつめていました︒こうして

た︒医者は二どきてみて︑いくらかよく

医者は二どきてみて︑いくらかよくなつ
︑自分をなぐさめて望みをかけはじめま

帰りを待ちこがれていたことなどを一
っと耳をかたむけているようにみえたか

と長々と話しかけて︑そうして︑あたた

ど︑看護婦が持ってきてくれる︑すこし

うけんめいになっていました︒一日に二

看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか

えながら氣をもんで︑心を休めるような
つたりと身を落して︑すすりなきしまし

たえずはらはらしていました︒ところが

十一829
十一832

︑助手がかけよってきました︒少年は︑

あさんはどうしているの︒それから︑

なにがっかりしていたかわからないよ

のところへっれていかれたのだな︒わ

少年にほおずりしてからいいました︒﹁︿

十一834園
十一836園
十一8310園

一みんなどうしている︒わたしは︑い

︒少年はふり返って︑病人の方をみまし

とことばをはさんで︑家族のようすを話

十一8311囹

十一842
十一848

のとき︑目を開いて︑じっと少年をみつ

十一8410と︑父親はあきれてうながしました︒少
十一8412

んなにぼくをみています︒どうか︑こ

しここにいさせてください︒ほら︑あ

すから︑ゆるしてください︒ぼく︑と

くすりを飲ませてあげるのです︒いつ

つでもぼくをみています︒ぼく︑あの

十一853園とうさん︒待ってください︒ぼく︑い
十一855園
十一856園
十一8510園

十﹇858園
十﹁8510園

︑ここにいさせてください︒ねえ︑お

らなくなっていて︑口もきけなかった

わからなくなっていて︑口もきけなか

す︒ここへっれてきたときには︑もう

つと少年をみつめていましたが︑やがて

十一8511園
十一8512

十一867園
十一868園
十一868圓

を少年の上にすえて︑うれしそうな色を

をいおうとでもしているように︑いくど

十一928

しだいに暗くなっていきました︒その晩

どおしそばについて︑病人をみまもって
︑病人をみまもっていました︒あかつき

から白くさしこんできたとき︑医者が︑

人をつれてはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

婦と看護人をつれてはいってきました︒

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

て少年をじっとみて︑そうして︑また目

ました︒﹁死んでしまった︒﹂と︑少

のあいだうつむいていましたが︑やがて

はすんだ︒帰ってしあわせにおくらし

がきみをまもってくださるだろう︒さ

わきのほうにいっていた看護婦が︑小さ

院の記念に持っていらっしゃい︒﹂﹁︿

ップの中から取ってきました︒そうして

︑

遠い道を歩いていくんですから︑し

﹂と︑少年はいって︑一方の手で花たば

すから︑しぼんでしまいます︒﹂そう

︿略﹀︒﹂そういって︑すみれをベッドの

んだ人にのこしていきます︒看護婦さ

で死人の方へ向いて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

さんを安心させてあげよう︒じゃあ︑

十二44 アメリカを発見して帰ったとき︑イスパ

十︻933

十﹁931

と呼ぼうかと思っているうち︑五日のあ

十一876園

に二円だけおいていくから︑こづかい

十一9210

つと少年の方をみていました︒父親はチ

十一9210 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑名をなんと呼ぼう

十一8612

いくらもいなくてもいいでしょう︒﹂

こだと思いこんでいるようすですよ︒

︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました︒

十一873園

十一876囹

のあいだ呼びなれていた名が︑しぜんと

十一875囹ぐにうちへ帰って︑おかあさんを安心 十一9211 ぜんと口にのぼってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

とに足音がきこえて︑やがて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一878 ﹂父親はそういってでていきました︒

十二47 かわるがわる立ってコロンブスの成功を

ト

十一878親はそういってでていきました︒ ︵四︶

十二410圏

一

十一885 ︑ずっとつきそっていました︒そのつぎ

十二53 ブスは︑つと立って︑テーブルの上のゆ

十二52

︑﹁︿略﹀︒﹂といってあざわらいました︒

へ西へと航海して陸地にであったのが

た︒男はみまわして︑ひと目少年をみる

＋一8812
くちびるを動かして︑なにかものをいい

十一889 いよよくせわをして︑ちょっとのまも︑

v男はそういって︑少年の方へとんで
︑少年の方へとんできました︒少年は︑

た︒夜は明けかけていました︒

︿略﹀︒﹂そういって︑少年は︑その小さ

どいさけびをあげて︑その場に立ちすく

十一9211

いっしんに看護していたときでした︒そ

十一8611園

5211972121095298554332
囹囹 園
圓荘園

園

そのへやにはいってきました︒少年は︑

︵三
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かない希望をもって︑いっしんに看護し

人のうでをつかんで︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

たが︑胸がせまって息もつけませんでし

〉。

了6
了6
了6
了6
了6
了6
76
7了
了了
了了
了8
了8
了8
78
了8
了8
了9
了9
79
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
82
82

にか飲み物を持ってくると︑コップなり

74311109433129641274121211843128811986654
82

て一て
50

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二55囹ブルの上に立ててごらんなさい︒﹂と
十二59 と思いながらやってみましたが︑もとよ
十二511

んの苦もなく立てていいました︒﹁︿略﹀

十二511 ーブルにうちつけて︑なんの苦もなく立

十二66 近くの家をたずねて雨具をかりることに
︿略﹀︒﹂こういつて戸をたたきますと︑

で︑﹁雨で困っております︒雨具をか

十ニー12

もしけがでもしてはかわいそうですか

い︒くつをはいている子どもはひとり

あの廣場で遊んでいる子どもたちをご

廣場の方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と答えま

十ニー13園
十四三14囹

フリカを招けんしていたときの話です︒

十ニー14囹
十ニー19

かげで書物を読んでいました︒それをみ
たるすにやってきて︑その書物を手にと

ばらしい力をもっているものだと考えま

三主ー110
十ニー21
十ニー23
十二ー24

ざくろの木があって︑夏じゅう美しい花

すえ︑がかを立てて写生をはじめた︒そ

十一一88 ︑母ははたを織っていましたが︑孟子の

十一一87

十一一85

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑母のそばへかけよ

校から家へもどってきました︒﹁︿略﹀︒﹂

十ニー45

十一一141

十一一141

十一一恰9

三つ四つかたまってしだれているところ

十一一144

から大きくのぞいているのもいい︒だが

たしゅの色がさしてきた︒文雄は︑それ

ごろは︑きわだって美しいつやつやした

十二ー48

はそれが氣になってしかたがなかった︒

たいものだと思って︑しきりに木炭を動

りに木炭を動かしていた︒下がきがすむ

から絵のぐをだして︑色をぬりはじめた

じさんからゆずってもらったもので︑子

スの上にぬりつけてみると︑思いもよら

よらない色になってしまう︒かきなおし

文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ

なおしして︑かいていくうちに︑ひとと

し︑ぬりなおしして︑かいていくうちに

翼然園平金囹囹園園園囹芸園園誤記園圏園園囹、一．．．．

十一一69

十二71園

十一一610 ひとりの少女がでてきましたので︑又略

ページをはぎとって︑たべてしまったと

十二73 ぶきの一枝をおってきて︑それをしずか
十ニー33

う美しい花をつけていたが︑あらかたち

十上弓24

十二73 の一枝をおってきて︑それをしずかにさ
客九二37

十号ー36

十二73 ふと庭さきにさいていだ黄色なやまぶき

十二78 れからのちになって︑道灌は少女の心が

はぎとって︑たべてしまったということ

十二83 した︒家をはなれて勉強にでかけていま

十一一138

が︑あらかたちって︑あとにいくつかの

十二83 れて勉強にでかけていましたが︑ある日

十二88 みると︑つと立って︑そばにあった小が

くつかの実がなっていた︒それが︑めき

十二810 孟子がびっくりしていると︑母は︑いま

かたまってしだれているところもいい︒
︑あれこれと考えていたが︑根もとをか

十ニー45

十二91

十ニー4至りをしてつみ重ねておいたかれ草が︑す

十三二46

十二811 んねんに織り続けていたぬのを︑小がた

十二96囹うとで家に帰ってくるのは︑ちょうど

十一一149

乱飲ー49

4

そこで絵をかいている文雄さんがいっ

げは黄色くぼけているでしょう︒わた

びしい氣持がでているので︑人の心を

大きな木になって︑美しいりっぱな実

ことをかえりみて︑貰年はもっともつ

もなん年も生きていますからね︒一年

わりでいやがっておいでだろうと思い

たいへん感心していましたよ︒﹂﹁︿略

に耳をかたむけて︑たいへん感心して

散歩にいらっして︑あなたの鳴く声に

じょうずになっていくようです︒﹂﹁︿

ある︒毎晩鳴いているうちに︑すこし

思ってよくきいてみると︑じょうずな

かまだなと思ってよくきいてみると︑

なと思ってやっているうちに︑だんだ

るんだなと思ってやっているうちに︑

ふと羽を動かしてみたら︑ピッピッと

にはだれも教えてくれるものがありま

ピッピッと鳴いていたときには︑ほん

短い羽を動かしてピッピッと鳴いてい

なりたいと思っているのですが一あ

きゃくにこしかけて︑またふでをとって
︑またふでをとってかきはじめた︒ ︵二

3

十二811 がたなでたち切ってしまいました︒孟子

十念ー02 ら︑なにかさがしては︑それをひろって

をとりかたづけてやろうか︒﹂ひとり

16

6
19

4

ころ︑草とりをしてつみ重ねておいたか

十四ー02 は︑それをひろってポケットにいれてい

十一一1411園

十ニー55

りのけるのをやめて︑また下がきにかか
しっかりとっかんで︑日のあたるところ

16

7
16
16
16
18
19

4

︒孟子はおどろいて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

十ニー03 てポケットにいれていました︒そのよう

十ニー52が一びき頭をだしていた︒そうして︑文

が︑すっかりくちていた︒文雄はそれが

十ニー04︒そのようすをみていたじゅんさが︑老

十五ー57園︒そのままにしておいてやろう︒﹂文

あなの中へかくれてしまった︒﹁︿略﹀︒﹂

老人のそばによってきて︑卸量﹀︒﹂とた

十二ー510
十二ー512

ままにしておいてやろう︒﹂文雄は︑

のそばによってきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

なものをひろって︑どうするのですか

十ニー58園

十ニー05

﹁なにをひろっているのですか︒﹂と

十ニー05

十ニー06囹

十一一1012園

十ニー09 したが︑とりだしてみせたものは︑ガラ

3
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二223園 心にけいこをして︑じょうずになった
十二225園 い理想をめざして︑いっしょうけんめ
十一一232 姉たちがひきあげてきました︒せまい家

十二233 氣のどくだといって︑いつもえんりょが
十二233 えんりょがちにしていますが︑母をはじ
十二236 ゆうが歓声をあげているといっても︑い
十一一236 あげているといっても︑いいすぎではあ

十二239 ばかりかいこんして︑さつまいもや野菜

十二239 ときのことを考えて︑近所の荒れ地を三

十一一242 のは︑父母にとってのことですが︑わた

十二2310 野菜を作ったりしていたので︑さしあた
十二246 がたいへんおくれていて︑かわいそうで
十二246 いへんおくれていて︑かわいそうです︒
早く歩くようにしてやりたいものです︒

十二249 やんをなんとかして早く歩くようにして
十一一249

十二2411 ︑いえるようにしてやりたいものです︒
が︑ちょっときいてもわかりません︒姉

十二2412 つものをいいかけていますが︑ちょっと
十一一2412

十二251 んなことばをいっています︒わたしも早
十二253 す︒学校から帰ってくると︑わたしは民
十二255 をさせたままほっておくと︑民ちゃんは
十二255 こらをはいまわっています︒わたしは時
十二256 しは時間をはかっては︑そとさえ寒くな
十二257 ︑ものかげへっれていって︑用をたさせ
十二257 かげへっれていって︑用をたさせるよう
十一一258 はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ
くなるようにしてみせます︒﹂﹁︿略﹀︒

十二258 ちゃんも︑よごれていないほうが氣持が
十二2512園

十二262園 つけができなくて︒﹂民ちゃんは︑つ
十一一267 すぐに立ちあがって︑そのまわりをぐる
十二2610 事の用意などをしていると︑とりついて

十二269 ︒ちゃぶ台をだして︑食事の用意などを

うれしそうにいって︑その包みをとりあ

んとうをこしらえて持たせているうちに

んかんにたたずんでいました︒午後の日

を愛するためにきてくださった一その

がおもしろくなって︑それをまねようと

くその人形と遊んでいますと︑先生は︑

という字をつづってみせました︒そのと
︑ことばをつかっていることや︑そんな

私をおへやに呼んで︑一つの人形をくだ

ものに向けて開いてくださるため︑いい

らゆるものに向けて開いてくださるため

とばかり思いこんで︑両手をさしだしま

た︒私は︑近づいてくる足音を感じまし

ふしぎが私を待っているのか︑すこしも

れをわすれてなでていました︒私は︑ど

たくわれをわすれてなでていました︒私

の顔に降りそそいでいました︒もう︑め

らのしげみをもれて︑みあげる私の顔に

21111110875531099771211743121111642111098

いると︑とりついてぐんぐんおしていつ
いてぐんぐんおしていって︑かべぎわに
んぐんおしていって︑かべぎわにおしつ
べぎわにおしつけてしまったりします︒
︑すぐに手をついて︑いざり歩きになり

かた足をなげだして︑おしりでいざって
︑おしりでいざって歩くのです︒たいへ

の包みをこしらえて︑天爵﹀︒﹂といって

次のへやにはいっているというように︑

やん︑これ持って学校へいきましょう

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑民ちゃんに持たせ

民ちゃんに持たせてみました︒﹁︿略﹀︒﹂

vたもとをひいてやると︑民ちゃんは
︒さあ立ったして︒﹂立ちあがると︑

そこへすわりこんでしまいました︒天工
︒こんなふうにして︑毎朝おべんとうを

ごしらえて持たせているうちに︑民ちゃ
日︑学校から帰ってくると︑姉が大さわ
から地面におりて︑ わたしのげたをひ

︑姉が大さわぎしていました︒﹁︿略﹀︒﹂

あとを追っかけて道まででていたのよ

げたをひっかけて︑正男のあとを追っ

このごろふとってきて愛らしくなった

かけて道まででていたのよ︒﹂﹁︿略﹀︒

のごろふとってきて愛らしくなった民ち
た民ちゃんをだいてやろうとすると︑か

のには︑おどろいてしまいました︒四

と︑かぶりをふって︑﹁︿略﹀︒﹂というの

私の一生を通じて︑わすれることので
サリバン先生がきてくださった日であり

31

31

31
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32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

らいく週問もたってからのことでした︒

生がおいでになってからいく週間もたっ

かけるのだと知って︑おどりあがりまし

ぼうしを持ってきてくださったので︑私

生がぼうしを持ってきてくださったので

した︒しばらくして︑先生がぼうしを素

せておいでになっているようすを感じま

たすみにはきよせておいでになっている

い人形を手にとって︑ゆかにたたきつけ

んしゃくをおこして︑新しい人形を手に

望して︑一時やめていらっしゃいました

た︒先生は失望して︑一時やめていらっ

がその中にはいっているものであること

のひざの上において︑﹁人形﹂という字

人形を持って遊んでいますと︑サリバン

新しい人形を持って遊んでいますと︑サ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

36

36

9

8

5

どの小屋をおおっているすいかずらのあ
いにおいにひかれて︑庭の小道をおりて
︑庭の小道をおりていきました︒だれか
かが水をくみあげていましたので︑先生

﹂という字を書いてくださいました︒三

いきおいよく流れているあいだに︑別の

指の動きにそそいでいました︒ところが

なにかしらわすれていたものを思いだす

すような︑めばえてこようとする心のは
かた手の上を流れているふしぎな冷たい
のが︑生命をもって動いているように感

生命をもって動いているように感じはじ
れは︑先生が與えてくださった新しい目
のことを思いだして︑いろりのかたすみ
つたので︑生まれてはじめて︑くやむ心

たすみに走りよってかけらをひろいあげ
ました︒全部覚えてはいませんが︑その
ったこの日もくれて︑小さなベッドに横

た喜びを思い返していたときの私ほど幸

う︒私は︑生まれてはじめて︑きたるべ
ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

たものです︒よんでわかるように︑ケラ
き︑大病にかかって︑みるはたらき︑き

親は︑なんとかして︑すこしでもものの
かる子どもに育ててやりたいと念じて︑

てやりたいと念じて︑もうあ教育に経験
サリバン先生にきていただくことにしま
いケラーをしつけていくのには︑なみな
らせることによって︑そのまつ暗なさび
き︑もの心がついて︑学校にいくように
とりのようになって︑勉強をはじめたの
くことから︑進んで︑手と手をにぎりあ

十二417
が夜中に集まっておどりだす話があり

生なしには︑生きていけません︒先生も

にぎりかたによって﹁ことば﹂をとりか

十二439囹

十一一4110

たあとで︑動いているのかもしれない

あ︑人形にきいてごらん︒はははは1
は︑文樂といって︑りっぱな人形しば

いわれる人がいて︑ものによっては︑

ものを︑どうして動かすんでしょう︒

ましいがはいっているように動くよ︒

十二4310園

十二447園

十二443園
十二449園
十一一4410園
十一一4411園

て︑ものによっては︑三人がかりで一

れそれ手わけしているんだが︑まゆ毛
わり説明がついている︒ほら︑分家の

とちがって︑みていると別世界にいっ

しばいとちがって︑みていると別世界

︒あれにあわせてしばいをするんだ︒

十二4411園

十二451園
十二454囹
十二455園

十二458囹

十二458園

十二467園令しばいができている︒ジャワのもの
十二469囹牛皮を切りぬいて︑美しい色がつけて

って時間をかけて絵をかくより︑三千

絵のぐをつかって時間をかけて絵をか

しろさが生まれてくるのだ︒たとえば

うままに動かして︑喜びや︑悲しみや

どんなにちがっていても︑心にあるこ

樂や歌にあわせてしばいをするわけだ

︑動物などもでてくる︒それが音聾や

あてて影絵にしてみせるのだが︑人間

これに光をあてて影絵にしてみせるの

十二469園美しい色がつけてある︒これに光をあ
十一一4610囹

十二4610園
十二4611園
十二4612園
十一一472圏
十二4711園

十一一476園
十二4712園

十二4712圏

十一一486覚し︑自分で作って自分で動かすのは樂
十二488囹もひとつ︑作ってみるといいよ︒﹂﹁︿

十二4810園作りかたを教えてあげよう︒お友だち
一雄の手
はがきを横にまいて︑ひとさし指のふと

十二4811園お友だちとやってごらん︒﹂
十二497
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36

49

いとも八つに切って︑そのうち一まいだ

を古く全國で調べてみると︑よくにたよ

して︑書きのこしておくということは︑

いた話を思いだして︑書きのこしておく

順々に消えていってしまうものもある︒

れて︑順々に消えていってしまうものも

のなくなるにつれて︑順々に消えていっ

だで語り傳えられているだけで︑そうい

章に書きつづられて有名になったものも

いだにおりこまれているからである︒傳

で︑木や家を作っておく︒ 六 工面

くえやいすを重ねて︑つかう人のかくれ

だけを舞台へだして︑つかう人の顔や早

て︑穴に糸を通してぬいつける︒︵
の顔

さきのほうをいれて︑穴に糸を通してぬ

からさかさにいれて︑首を着物にぬいつ

︵

らいにつぎあわせて︑図の形に切る︒こ
幻象まいあわせて︑図の点線のところ

両わきを切りこんで︑手さきをまるめ︑

ンチくらいに切って︑まん中にあなをあ

︵

によくのりをつけてはりかためる︒⑳
く
的よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔

本紙を細長く切って︑一まい一まいによ

も︑古新聞で作って︑のりでとめる︒︵
の

新聞にのりをつけてとめる︒⑥鼻や耳︑

かぶせてまるくしてから︑細長く切った

ほうからもかぶせてまるくしてから︑細

にのりをつけないで︑上から上からかぶ

ところだけのこして︑もんだ紙にのりを

まいにのりをつけてつつにかぶせる︒の
︵

ほかのはよくもんでのばしておく︒く
の
よくもんでのばしておく︒③正方形の
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

士士士士逸士士士士士士二士二士士再訂喜喜士士二士二士士二士二士士

ごろう
くつかの例をあげてみよう︒ みそ五郎
うんぜんだけ

雲仙岳にこしかけて︑ひなたぼっこをし

んの石だんができている︒すばらしい大

うのを姦しみにしていた︒雲仙岳の中ほ

おくにおにが住んでいて︑毎年村にあら

におにが住んでいて︑毎年村にあらわれ

毎年村にあらわれては︑田や畑を荒らす

て︑おにに向かって︑一つの難題をもち
︑けっして村へでてきてはならない︑も
つして村へでてきてはならない︑もしそ

にに人間をくわせてやるというのであっ

に工事がはかどって︑九十九の石だんが

は︑これを承知して︑ある夜︑石だんを

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるく
︒おにはおどろいてすがたを消してしま

いてすがたを消してしまった︒おには約

は約そくをまもって︑そののちはもう田

のことを鼻にかけて︑わがままをしはじ

く︑朝から集まってきた︒長者は︑なん

きょう一日で植えてしまえといいつけた

おとめの数をまして︑田植え歌勇ましく

ありさまをながめて︑得意になっていた

めて︑得意になっていた︒ところで︑も

はや西の山に傾いて︑くれそうになって
︑くれそうになってきた︒このとき︑高

き︑高どのに立っていた長者は︑日のま

るのおおぎをあげて︑しずみかけた日を

中ほどまでもどってきた︒それで︑のこ

と︑一同どのは消えてしまってあとかたも

植えも無事にすんで︑長者の望みはとげ

のは消えてしまってあとかたもなく︑き
か ぐ
る大きな池となっていた︒ 家具の岩屋
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
かりっぱなしにして返さなかった︒その

中にわるい人がいて︑かりた家具をかり

ことが評判になって︑だれもかれもかり

とそろってならんでいた︒そのことが評

がちゃんとそろってならんでいた︒その

うしてよく日いってみると︑頼んだ品物

はいつもここへきて︑岩屋の入口で頼ん

十二688

十二685

十二684

十二683

十二677

りのはは︑大きくてあつい︒小さなやわ

は︑あつみをもっている︒大きなかたい

十一一6710 て右と左によじっておかないと︑なんの

十二679

︑廣いはばをもっている︒こびきの大の

りのはは︑小さくてうすい︒糸のこは糸

つもやすりをかけて右と左によじってお

五十も六十も続いている︒のこぎりのは

と︑のどがかわいてきた︒水を飲もうと

が山でしごとをしていると︑のどがかわ

と頼んでも︑かしてくれなくなったとい

十二693

十二692

し︑いつも勉強してみがきをかけていな

つたのこぎりににている︒しかし︑いつ

十一一6810 さしわたしをもっている︒はたらきのあ

みきは高くそびえているが︑根はちっと

だんだん長くのびて︑おしまいにへびに

で︑のどがかわいてたまらない︒そこで

の魚をとってやいてたべた︒小魚はしお

津はその魚をとってやいてたべた︒小魚

しい小魚がおよいでいる︒八郎はその魚

十二714

十二711

十二7010

十二709

十二708

十二708

十二707

十一一707

十一一706

十二706

十二704

十二702

ばこそ︑毎日教えてもらえるので︑これ

た︒このようにして芭蕉につかえながら

して︑毎朝早くきては︑芭蕉のおきない

所に別に家をかりて住むことにしました

ひとりしずかにしているのがすきだとい

に住みこんであげてもいいけれども︑芭

のように住みこんであげてもいいけれど

いろお手傳いをしてあげたい︒下男のよ

芭蕉のことをきいてから︑その弟子にな

良という人が住んでいました︒曾良は︑

コリ

十二69落してみがきをかけていないと︑じき︑役

け︑深く廣くのびていく︒のびていく根

十二715

︑小川がひろがって︑みるみるうちに湖

十二7112

十二7111

どと︑はやしたてていました︒芭蕉は︑

︒まだなにも降ってきもしないのに︑﹁︿

そのあたりに遊んでいる子どもたちも︑

あと待ち遠しがっていました︒そのあた

て︑なにかにつけて不自由であろうから

ひとりで住んでいて︑なにかにつけて不

つたひとりで住んでいて︑なにかにつけ

のびていく︒のびていく根のさきをさえ

のうちに︑冬がきて︑くもった空がひく

まいにへびになってしまった︒家にはひ
︒八郎は思い切って︑水そこにとびこむ

い根が︑深くのびてみきをささえ︑廣く

十二717

十二7210 も遊び友だちにしていました︒﹁︿略﹀︒﹂

十一一723

ようにからみあって︑葉を育て花をさか
︒みえないが深くて長い︒深くて長い根

な草や木がしげっていく︒

十二733園

十一︻731園 たら︑なにをして遊ぶの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

じさんも手傳ってあげよう︒﹂話をし

二十も三十も続いている︒五十も六十も

左にすこしよじれて︑二十も三十も続い

のこぎり

深くて長い︒深くて長い根の上に︑みこ
歯のようにとがって︑一つおきに右と左

十二7110

ささえ︑廣くのびて枝をやしない︑それ

って小川の岸にでてみると︑美しい小魚

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

6541098532655109551111111101098432−Z11111110
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十二735 つぶのものが落ちてきて︑子どもたちや

十二734 パラパラと音がして︑白い小さなつぶつ

十二734

十二793園

十二7811

十二789

つたので︑よくみていますと︑どこかし

十一一877

にっこりとわらって︑﹁︿略﹀︒﹂とはっき 十一一877

十二785囹は︑きっと勝ってください︒﹂といい

十一一784

︑日本語を知っているの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十二878 手紙を書こうとして︑すずりばこをあけ

十二874園

十二868 ︒ネットをはさんで︑両選手はかたいあ

勝つことをいのってくれていることを知

十一一881 水をいっぱいくんで持っていくだろう︒

十一一8710 で湯をかきまわしている父にこういわれ

十二879

十二879

に水をいれて持っていくだろう︒ふろ場

水さしに水をいれて持っていくだろう︒

っぽいいれて持っていくだろう︒手紙を

水をいっぱいいれて持っていくだろう︒

十二876 え木の手入れをしている父にこういわれ

が︑﹁水を持っておいで︒﹂という︒

十二735 のものが落ちてきて︑子どもたちや︑芭

ことばに力をいれて答えました︒そのひ

とをいのってくれていることを知って︑

十二881 っぽいくんで持っていくだろう︒ことば

たちは︑これをみて︑うれしそうに︑え

十二736 蕉の足もとに落ちて︑はね返ったりころ
十二8012

十二809

︑にっこりわらって立っていましたが︑

ていることを知って︑胸がいっぱいにな

﹂﹁︿略﹀︒﹂話をしているうちに︑パラパ

十二738 手をしゃくしにして︑受けようとします
十一一7310

こりわらって立っていましたが︑子ども 十二813

れました︒たおれてはおき︑おきては戦

十二747 水をたくさんくんでおいてくれたし︑ま

十二744 くれがたから降ってきました︒みるみる

十一一8110

十二8110

十二819

れてはおき︑おきては職いました︒私は

十二883 声や身ぶりによって︑いろいろにその意

いう色があらわれていました︒日本とい

十二739 の手にはのらないで︑顔にあたったりふ
十一一7310

十二818

子どもたちのかけていく方に︑自分もい 十二813

十二747 くさんくんでおいてくれたし︑まきもた

十二8110

十二813

十一一7311

十二748 きもたくさんとってきてくれてあるし︑

十二894

けをよくききわけて︑それによくかなう

ように︑氣をつけて話さなければならな

︑相手の人のいっていることばをよくき

なうようにしなくてはならない︒もし︑
十二8812

十二888

少年のことを思っては︑ふるいたって戦 十一一887

ては︑ふるいたって戦い︑とうとう里下
のコートを目がけて集まりました︒まつ

の四ヶ月にわたって︑十一ヶ國のテニス

る︒﹁水を持っておいで︒﹂という三

十二748 たくさんとってきてくれてあるし︑その

十二8211

十二822

十二884園

十二749 んとってきてくれてあるし︑そのうえ︑

一心におうえんしている二少年のことを

十二758 は︑毎日ききなれている曾良の声です︒

十一一897

︑ただ口まねをして︑おうむのようにと

の力がうしなわれていく︒それは自分の

いいかたもかわってくるであろう︒食事
もののようになって︑はねとびました︒

十二8911

十二8312

十二902

十二833さんと降りそそいでいました︒そこへ両 十二896 感謝の心持をこめていうときと︑ただと

た︒かたずをのんで試合をみているうち

ボールを中心にして︑両選手はとぶ鳥の

十二7511園 ひとりでどうしていられるかと思うと

十二84一

十二762園 ︑火をたきつけておくれ︒﹂やがてい

十二843

十二766 てなにか持ちだしてきました︒それは︑

十二766 ︑えんがわにいってなにか持ちだしてき

かいのようになって︑大きなチルデン選

︑弟やいぬをつれていったこと︑くりが

ていたこと︑帰っておかあさんにゆでて

こと︑小鳥が鳴いていたこと︑帰ってお

サと落ち葉をふんでいったこと︑小鳥が

ざまな氣持をこめているにちがいない︒
十一一846

十二843

う然とたちなおって︑電光のようなボi 十二911

りがたくさん落ちていたこと︑カサカサ

むのようにとなえていたのでは︑そのこ

十二767 上に︑雪をまるめてこしらえたうさぎで

十二912

十二903

十二768 ぎの目らしくいれてありました︒船軍は

十二8410

ン選手の勝︑続いて第四霞めもチルデン

十二9010

十二775 美しくひるがえって︑きょうの戦いを物

十二841一

をのんで試合をみているうちに︑早くも

十二775 うの高いを物語っています︒スタンドに

も︑もうあきらめているときでした︒清 十二914

おかあさんにゆでていただいたこと︑み

十一一913

十二915

足をふみすべらせてしまいました︒そう
十二8511

十二915

十一一777 ユニホームをつけて︑練習のためにコi 十二855
十二778 かり手ならしをしてから︑休けい場にも

いところに︑送ってやったのであります

中にたたみこまれていることは︑太郎と

ルをやわらかくして︑しかも受けやすい

十二921

十二86一

げしいものになっていきました︒つぎつ

十二861

はしのぎをけずって戦いました︒タ日は

︑太郎とはちがっている︒となりの友だ

十二781 にえい語をつかって頼みました︒私は︑

十二865

十一一864

十二921

十二779 惹けい場にもどってくると︑中國人らし
十二782 ︑その少年の持っていたペンをかりて︑

日はすっかりおちてしまいました︒わず

十一一919 中にたたみこまれているにちがいない︒

十二782 ていたペンをかりて︑サインをしてやり

十二866
十二782 りて︑サインをしてやりました︒少年た

んぼ﹂﹁が﹂﹁とんでいる︒﹂1このよ

︒﹁︿略﹀︒﹂で動いているようすがすぐわ

がきだす︒﹁とんでいる︒﹂で動いてい

ある

生活や経験によって生かされてくる︒
十一

のことを思いだしてください︒貝つかか

ようか︒これをみて︑どんなことを感じ

の写眞帳をひろげてみると︑あなたがた

いさんの写眞がでていたり︑あなたがた

によって生かされてくる︒

どをたくさんだべていたようです︒この

はにわ

です︒いまつかっているお金とずいぶん

は

ら鎌倉時代にかけての藝術の中で︑とく

かまくら

手をふり足をふって︑おうえんをはじめ

さぎの耳をくわえて︑得意の足かけをし

にかきあらわされています︒絵巻物

かの毛皮がひろげてあります︒くだもの

とずいぶんちがっています︒向こうがわ

ともをふたりつれています︒この人たち

すがたがあらわれていることに氣がつく

るからだといわれていますが︑屋根の形

にほうおうがついているからだといわれ

べて︑お金ができてからはどれほど便利

つたときにくらべて︑お金ができてから

文字があったりして︑おもしろいお金で

々からたっとばれている作品です︒

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

四角なあながあいていたり︑クロスワー

なさい︒これをみても︑平和を愛した古

たまなどがかざつてあります︒このやさ

すがたをあらわしています︒手首やむね

は︑はにわといって古代人のはかからほ

名まえがつけられています︒

へんよくまとまっています︒この式の土

でたものをならべてみましょう︒石の矢

の貝つかを発見してからのことでありま

5

友だちにさそわれていったこと︑くりは
そんな

︵三︶ ﹁赤と

と︑だれでも読んで︑すぐにそのわけが

たに野はぎがさいていだので︑赤とんぼ
手にいっぱいつんで帰ったことを思う︒

この学校にうつってきたときのことを思
ぼりと校庭に立っていると︑赤とんぼが
分のまわりをとんでいた︒﹁︿略﹀︒﹂こん

﹁赤とんぼがとんでいる︒﹂こんな短い
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7

と︑りすをみつけて追いかけたこと︑も
もみじの枝をとってきたこと
がそれぞれちがってくるのも︑やはりこ

なことがふくまれている︒ほかの人がこ

に通じる力をもっている︒そこにことば

し︑たたみこまれているなかみはそれぞ

そう氣をつけなくてはならない︒前後の

話すこととちがって︑その場のようすが

こ と ばがみがかれてくる︒

ぐあいをよく考えて︑ことばを選び︑ひ

﹁赤とんぼがとんでいる﹂﹁赤とんぼ﹂

を赤とんぼがむれてとんでいる景色を思

ものが思いだされてくる︒太郎は︑秋の

が︑読み手によって︑三人三よう︑それ
︒いったん読まれてしまうと︑読み手の
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ても︑力があふれています︒仁王さまは

浮世絵

春は︑希望の帰ってくるとき︒新しい勇

にもちらちらとして︑あさい水には︑あ

ひじをつつきあって︑ことばのないかれ
︑ささやきかわしているけはい︒春は︑

らしてしずかにしている︑子どもたちの

るで︑息をこらしてしずかにしている︑

の命はわきあがって︑まるで︑息をこら

ほんとうに生かしていくよりほかに道は

からどうもりたてていけばいいでしょう

うな歩みをたどってきた日本を︑これか

からここに集まって︑いろいろなことを

い学問をきり開いていくときは︑いつの
︑日に日に進歩しています︒そうして︑

が︑この本によって︑日本の医学は︑は

からだがどうなっているか︑ほとんど知
︑ほとんど知られていなかったのですが

っぱなものとなって生まれたのです︒

人にもてはやされてきました︒

うきよ え

や貝が光をはなっているのは︑なんとも

や銀のこなをまいて︑もようをあらわし

は︑茶だんすににていますが︑そうでは

て︑どんどん育ってきました︒ まき絵

うな心をとりいれて︑どんどん育ってき

物が新しくはいってくることは︑外芸人

てローマ字で書いてあります︒外語から

のことばになおしてローマ字で書いてあ

外國から渡ってきていましたから︑こん

機も外國から渡ってきていましたから︑

や︑手ぶりによって︑このお面は︑生き

は運慶だといわれています︒ふたつとも

うんけい

まは寺の門に立って︑ほとけさまをおま
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勇氣や空想をもって︑春は︑また︑樂し
らここに帰って來て︑私たちの頭上にと

のたいまつをたいて︑おしよせて來る︒

らもせいぞろいして︑かげろうのたいま

たいて︑おしよせて写る︒ああ︑そのさ
︑よもにあらわれて︑目に見えぬかすみ

のようにたなびいている︑のどかな午前

空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

った小山をめぐって︑聞えてくる︒ああ

ても︑まだ知られていないことはたくさ

がいろいろに考えて︑原因と結果との関

関係を調べきわめている︒よいことやわ
︑知識をもととして考えなければならな

人は︑道理によって動かなければならな

め︑学問を研究して︑迷信をまったくと

どれほど害をなしているかしれない︒知

まったくとり去ってしまうようになれば

ら西の空に向かって動きます︒地面は平

かたがもとになって︑東洋でも西洋でも

東から西へまわっているように思われま

て︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説

iマに呼びだされて︑自分でも信じては

レオは︑年をとってもいたし︑めくらに

らぬ︑人にも説いてはならぬといわれ

すから︑いかにして︑國運をもとどおり

三つの島からなっている︑小さな︑しず

ぬまで眞理を求めていたのです︒ 三

︒﹁︿略﹀︒﹂と信じて︑死ぬまで眞理を求

ため︑考えをかえてしまったのかという

とにして︑ゆるしてもらいました︒では

たということにして︑ゆるしてもらいま

くらにもなりかけていたので︑やむを得

1

うにのんびりとして︑ゆめのように︑与
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8

ほほえみをたたえて︑つるぎで失ったも

き︑希望をいだいてたちあがったひとり

大事業をなしとげて︑さかえるのであり

19

9

き︑地はじっとしていて動かないという

19

4

地はじっとしていて動かないという︑い

20

5

の小もみを移植してみたらどうか︑とい

かならず解決してくれるにちがいない
十三215園

地力さえ︑のこしていませんでした︒し

年ならずしてかれてしまいました︒ユi

て︑実際に試験してみると︑もみの木は

育つだろうと思って︑実際に試験してみ

のは︑みぞをほって水をそそぎ︑平野の

ついに︑あれはててしまったのです︒こ

土地は︑年を追ってやせおとろえ︑つい

の半分以上もあって︑その三分の一以上

現する誠意にみちていました︒ユートラ

20

6

をめぐって︑聞えてくる︒ああ︑季節の

ことが︑目についてきたのです︒熱心な
えがいて︑まわっていることがわかり︑

大きく輪をえがいて︑まわっていること

20

る天動説が行われていました︒しかし︑

のまわりをまわっている星の一つだ︑と
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20
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ずかな午前にあって考える︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑しだいにましていく︒一人まえの人

対に︑地動説が出てきました︒これを最
です︒しばらくして︑ドイツ人でケプう
たり研究したりして︑そういう星
こ
︑だえん形であって︑太陽はいつもその

望遠鏡を組みたてて︑それで天体を観察
せん︒自轄といって︑一書夜に一どずつ
まった輪をえがいて︑一年に一回︑太陽

また︑公轄といって︑自轄をしながら︑

は︑天動説を信じていましたので︑ガリ
その説を人に教えてはならない︑といい
ばかりは︑だまって研究を続けていまし
まって研究を続けていましたが︑だまつ
ましたが︑だまっていられず︑本を尊い
られず︑本を書いて︑地動説を強くとな
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たり︑調べたりして︑しだいにましてい

のつとめをはたしていくために︑知識を

々の器械をつかって観察したり︑実験し

いくどもくり返してたしかめ︑すでに知

たことを材料として︑考えをおし進め︑

関係を明らかにして︑きまった法則を知

ようなくふうをして︑その実験を重ね︑

われる法則を知って︑ととのった知識と

むかしは︑星を見て世の中がみだれると

した考えがのこっている︒たとえば︑移

まえの字画を数えて︑運がよいとかわる

生まれた年によって︑その人の性質や運

運命をきめたりしている︒しかし︑よい

いった方角へ移って困った人もあれば︑

いった方角へこして︑つこうのよくなつ
いへん不幸になっている︒漢字で名まえ

13
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21

3

長は︑これによってはたされなかったの

問題はまだのこっています︒みどりの野

氣は︑年々高まってきました︒しかし︑

たってもかれないで︑よくしげりました

のもみの間に植えてみると︑両種のもみ
︑たがいにならんで生長し︑年がたって
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十三229

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれにせまりまし

十三2211 は︑父の質を受けて︑植物の研究がすき
十三232園 のそばにならべておくからです︒もし
十三233園 ある時期になって︑小もみを切りはら
十三233園 みを切りはらってしまったら︑大もみ
十三234園 をひとりじめして︑生長するにちがい
十三236 を︑実際にためしてみると︑そのとおり
十三238 うながす力をもっているが︑それをこえ
十三2312 発見と努力によってもたらされた︑よい

十三239 ルガス親子によって︑発見されたのであ
十三247 が︑植林が成功してから以後の農業は︑
十三255 のねだんがあがって︑あるところでは︑

十三258 した︒戦いによって失われたシュレスウ
十三259 すでにつぐなわれて︑なおあまりあるこ
十三263 熱誠な二丈によって︑あれ地をみどりの
十三266 の目のように通じている︒ホートンとい
十三268 いを立てめぐらしているので︑小路は︑

十三269 土べい続きになっている︒あまり飽くも

十三273︑ずっとのびだしている︒それで︑ホー
十三275 ネルのようになって︑どこまでもつなが
十三276 こまでもつながっている感じがする︒一
十三279 るが︑ここに住んでいる子どもたちにと
十三279 子どもたち忙とっては︑かけがえのない
十三281 風の通り場で遊んでいる︒遊ぶといって

十三2712 もたちがたむろして︑日だまりを寵しみ
十三282 や絵本などを持って遊ぶわけではない︒
十三283 面にこしをおろして︑あなをほったり︑

ぼうをにぎっていて︑ときどき︑毛ぬき
．つるつるにそられている︒糸屋が翻る︒

のつづみを鳴らしてやって來る︒﹁チャ

ら︑ゆっくり歩いて為る︒でんでんだい

の人たちが集まって來て︑糸屋さんをと

たちが集まって來て︑糸屋さんをとりま

入れた荷をかついでいる︒前の荷の上に

ふんどうをつるしておく︒歩いて行くと

て行くと荷がゆれて︑しぜんにふんどう

るしておく︒歩いて行くと荷がゆれて︑

大小さまざまあって︑音色もちがうし︑

のうちかたによって︑調子がちがう︒又

ちばんさわがしくて︑大きな音をたてて
︑大きな音をたててやって來るのは︑さ
︑はげしくたたいておいて︑てのひらで

しくたたいておいて︑てのひらで︑きゆ
︒これを聞きつけて︑子どもが大ぜい集

よとんとしてやめてしまったり︑とんで

うできよとんとしてやめてしまったり︑

する︒それが︑見ている人には︑かえっ
ものをつかわないで︑呼び声でやって來
ながら︑ふれ歩いて來る︒やっと目がさ
こんなことをいって通る︒アイスタリー
一けん︑水を運んで行かなければならな
だから︑車の動いている間︑たえまなく
が出ていれば︑出ていたで美しく︑星の

が美しい︒月が出ていれば︑出ていたで

もたちは︑あわてて家にもどって行った

う︒ふと氣がついて︑子どもたちは︑あ

﹁れん﹂が書かれてある︒れんは︑めで

わてて家にもどって行ったりする︒ボー

ぱな文字で書かれてある︒小さな子ども

で︑れんをながめている︒それが︑だん

んだん大きくなって︑文字であることが

字の意味がわかってくると︑いっそうそ

とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒ふ

ふえをむすびつけてとばすのであるが︑

が天から鳴ってきて︑ホートンをにぎわ

はとがむれになってとんで至ると︑ふえ

ぶえが天から鳴ってきて︑ホートンをに

むれになってとんで來ると︑ふえの音が

庭のあんずがさいて︑花びらがホートン

へちらちらと降ってくるのも︑このころ

ふわとまるくなって︑風がふいてくると

なくたくさん舞ってくる︒小さな光った

なって︑風がふいてくると︑ころころと

れをつかもうとして追いかける︒大通り

が鳴る︒だれも出て直ない︒一どとぎれ

そちらの方へ走って行く︒ 五 電話
︑電話がとりつけてある︒左手につくえ

がぞろぞろと歩いて行く︒あひるが︑﹁
︑ガア﹂とさわいで行く︒花よめ行列の

つたままとびこんで育て︑受話器をとる

ない︒ 一どとぎれて︑また鳴りはじめる

んかんがしまっていたから⁝⁝はい︑

ままとびこんで來て︑受話器をとる︒三

4

ほんとうにつれて行ってくださいよ⁝

日曜ね︒︵わらって︑︶いらない︒こち

ごろちっとも來てくださらないじゃな
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一つ一つがかがや
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な星がばらまかれて︑

の舞台をこしらえて︑そこで︑人形あや
けるのも知らないで︑見とれてしまう︒

もの心をひきつけてやまない︒夜のふけ
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十三436

︑それに氣がついて︑三郎﹁おかあさん︑

十三528一日と︑むすばれていくように︒七

十三444

十三443

も︑しばいになっています︒ただ︑あい

ばいは︑舞台に出て來る人が︑ただひと

から組みたてられています︒ところが︑

十三538 の手で︑こう書いてありました︒﹁︿略﹀

十三536

十三535

十三535

どもがよりかかっている絵です︒その三

ちゃんをだいていて︑その右の方に︑も

あかちゃんをだいていて︑その右の方に

十三438園眞ちゃんが帰って來たんだってね︒よ 十三533 まるく原色ですってあります︒まだわか

十三446

ンシュウから帰って來た眞二くん︑おし

⁝⁝じらさないでいって⁝⁝え︑おと

十三4410

十三449

じゃあ︑かわってください︒︵受話器

らさないでいって⁝⁝え︑おとうさん

待っている︒その間に︑ぼ

十三477

十三464

十三457

十三456

十三455

十三455

十三454

十三454

十三452

十三451

あぶが一びきとんで來る︒はるかな谷川

に︑しかがすわっている︒そのせなかに

ちょうの羽をひいて行く︒ああ︑ヨット

のいうことを聞いて︑それから三郎くん

たり長くしたりして︑電話の話らしくし

えて︑それによって︑﹁⁝⁝﹂を時間三

てのことばを考えて︑それによって︑﹁

︑文字にあらわれていないあいてのこと

いてがなにかいっているわけです︒です

うすを︑見せなくてはなりません︒そこ

とそれぞれ話をしているようすを︑見せ

の四人の声は︑見ている人には聞えませ

四人の人と話をしているわけです︒とこ

すから︑舞台に出ている人は︑四人の人

十三5511

十三5510

十三558

十三557

十三556

十三5410

十三549

十三546

十三546

十三542團

十三541国

そういって︑喜んでむかえてくださった

︿略﹀︒﹂そういって︑喜んでむかえてく

十三5412

ひきだしからだして︑見せてくださいま

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一まいの絵をひき

十三552て︑喜んでむかえてくださったので︑先

十三552

すりものとくらべてみると︑ずいぶんち

十三553 た絵はがきをだして見せますと︑﹁︿略﹀

十三552

︑ずいぶんちがっているのにおどろきま

ろ︑世界をまわって來た人です︒だから

かに話してみたくてたまらなくなりまし

を︑だれかに話してみたくてたまらなく

ます︒これを見て︑どう思いますか︒

ンナ﹄といわれています︒これを見て

だもの⁝⁝行ってもいいでしょう⁝⁝

えの方へ走りよって︑ひきだしをあける

やんが書きのこしていった手紙を︑とり

手紙を︑とりだして読む︒読み終ると︑
しんじ

⁝⁝眞二を呼んでいただきたいのです

のかかるのを待っている︒その間︑かた

みんなで心配していた⁝⁝うん︑そう

の手紙をくり返して読む︒︶はい︑はい

いまここに持っている︒なんべんもく

べんもくり返して読んだよ︒電話番号

電話番号が書いてあったもんだから⁝

る︒とやへ追われて行く︑白いレグホン

十三4412

十三4411

十三479

かれぎくをたいている︒とやへ追われ

るかな谷川を聞いているその耳もとに︒

はい︒早く帰ってくださいね⁝⁝︵わ

十三4710

わらいながら走っていく︒空氣までが︑

にちがうといってもいいな︒﹂﹁︿略﹀︒

そう生き生きとして︑その着物やはだの

からだして︑見せてくださいました︒ぼ

さいで︑本を読んでいらっしゃいました

物をごらんになっているだろうと︑思っ

が︑寝とまりしているんだよ︒ぼくの

十三486

イキングにつれて行くって⁝⁝ねえ⁝

十三493

十三487

いいロをまるくして︑ハ・ハ・ヒとわら

︑水がすむまで見ているかもしれない︒

を︑そうじに行って來るよ︒ちょっと落

れいな鳥がわらっている︒さあ︑元氣で

十三499
十三502
十三506
十三508

がら︑目を細くして︑ありありとその絵

じつによくかけている︒﹂おじさんは︑

からローマに出て︑へき画をかいたり

エルは︑前後して︑そこからローマに

ンスで︑研究しているうちに︑たいそ

う天才の集まっていた︑美術の中心の

絵のけいこをして︑たいへんじょうず

絵画館にかざってあるよ︒ラファエル

65211211985
囹園園丁園園丁園

︵わらって︑︶いいじゃないか

品だから︑とっておいたほうがいいよ

ん︑樂しみにしているよ⁝⁝おじさん

舞台のまん中に出て隠る︒ 三郎手紙を

十三432国園﹁生きて帰って來ました一か︒︵

十三432敵塁がら︑﹁生きて帰って來ました

れない︒すぐ帰って來るんだから︑きみ
をつかまえに行って重るよ︒母うしのぞ

十三509
十三511

んだよ︒すぐ帰って來るんだから︑きみ
でなければ︑死んでいたい︒おさな子は

十三515
十三523
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十三433 1か︒︵顔をあげて︑そのことばを味わ
十三433豊富うに︑︶生きて帰って志ました⁝⁝
十三433團園︶生きて帰って來ました⁝⁝﹂しば
十三435⁝⁝﹂
しばらくして︑うらの方で︑もの
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十三579園 たいへん美しくて︑いかにもおかあさ
十三5711圏 心持が︑よく出ているね︒絵は︑写眞
十三586囹 たいに︑旅行して來なくちゃだめです
十三589園 それはそうとして︑ラファエルのかい
十三5811園 わったのを見せてあげよう︒﹂おじさ

十三5812 じさんはそういって︑同じひきだしから
十三591 一まいえらびだして︑見せてくださいま
十三591 らびだして︑見せてくださいました︒﹁︿

十三593園 ンナ﹄といわれている︒これはどう思
十三594 がキリストをだいて立っていると︑老人
十三595 その前にひれふしている絵でした︒﹁︿略

十三594 ストをだいて立っていると︑老人のぼう
十三597園 あさんではなくて︑キリストのおかあ
十三598園 感じが︑よく出ているんじゃないでし
十三5911園 の長いすがおいてあったが︑見物の人

十三5912園んこにやって來て︑あいているときが
十三5912園 って來て︑あいているときがなかった

十三604 ながら︑目をあげて︑かべにかかってい
十三605 て︑かべにかかっている一まいの絵を見
十三6012園 一部だ︒くらべてみて︑うまさからい
十三6012園 だ︒くらべてみて︑うまさからいうと

十三614園 んぽいをしのいで大家になり︑自由に
十三614園 にふでをふるって︑りっぱな作品をた

十三619園絵はがきを送ってくださったんだろう

十三616園 んなことを考えて︑きみも勉強を続け

十四42のわが國に知られている人は︑けっして
十四45 別なひびきをもって︑ 私たちの心をうつ
十四46品の中にみなぎっている大きな愛の氣持
十四47持︑そこからさしてくるとうとい光のた
十四48 しいもの︑苦しんでいるもの︑ふしあわ
十四53 ずふり返らせないではいない強い眞実の
十四53実の力が︑こもっているのです︒それと

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
ことを考えないではいられませんでし

＋四912團ちのことを思って︑安らかに生きてい

＋四912團 ︑安らかに生きていてくださるのだと
＋四912団らかに生きていてくださるのだと︑思
十四102団いいことを教えてくれました︒くぎへ

＋四1012團
んのことを思っているのです︒じきに

書きつけがついているはずです︒よく
十四107團
十四107團す︒よく説明しておもらいになるとい
十四109團てべんりにできています︒では︑おか

きました︒たって以來︑一分間も︑お

ん︑おわかれしてから私がいちばんつ

をお考えになってください︒そうして

もたちがのこっている︑子どもたちは

じゅうぶん愛していてくれる︑だから

んがかなしがっていらっしゃるという

それは私にとって︑このうえもないた

ての手本になってくれるでしょう︒お

︑私たちにとっての手本になってくれ

十四1311團この手紙を書いているつくえの上︑私

んのことを思っています︒あなたがた
＋四1310團

十四135團んのことを思っております︒夜をどう
十四135團す︒夜をどうしてすごしておいででし
十四135團どうしてすごしておいででしょうか︑
十四137團の心をかたむけて︑さようなら︒ルイ

十四132團 コーヒーを入れていいのか︑おわかり

十四131国うなものがついていて︑どこまでコー
十四131團ものがついていて︑どこまでコーヒー

うぶん愛していてくれる︑だから︑自
︑お考えになってください︒どうして

も︑勇氣をだしてわすれてしまおうと

十四141団 ︑私の前においてあります︒おとうさ

だ幸福がのこっている︑なぜかといえ

んを幸福にしておあげしよう︒﹂と︑
＋四1411團園

十四149国圓れほどはなれてはいないのだ︑もう

十四141團とうさんに対しては︑このうえなくま
十四142團思い出がのこっています︒おとうさん
十四144国き写しで︑生きておいでになったとき
ども︑力をだしてしごとのことをお考

かあさんを愛しているからだと︑こう

ちゃんとしていてくださって︑どっち

が︑ちゃんとしていてくださって︑ど

十四153團ようにといのっています︒おかあさん

十四153團力をとりなおしてくださるようにとい

十四152国をお考えになって︑力をとりなおして

なことが思われてくるのです︒おかあ
＋四1412團

十四154穿 ︑いつでもとんで行きます︒おかあさ

つたことに対して︑しっかりしたかく
り︑自分を愛してくれる子どもたちの

ていてくださって︑どっちみちさける

をお考えになって︑この世の中には︑

んが力をおとしておしまいになったら

がまんして生きていきます︒どうして

いのをがまんして生きていきます︒ど

は︑わかりきっているのですから︒け

をだしてわすれてしまおうとお思いに

十四119国ご自分でなさってごらんなさい︒調子
十四126国ランプをつかっているというのが教え
十四127国というのが教えてくれたことなのです
十四129国プに満足しきっているそうです︒小包

んがかなしがっていらっしゃると思う

の胸にまでせまってくるではありません

は︑遠く海をこえて︑私たちの胸にまで

ためにパリーに出て︑市役所のガス係と

．一一

をいろいろとなめていたからのことでし
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＋四1610團
ないかと心配していました︒パリーに

十四159團
なようになさってください︒おかあさ
十四161團
まこころを書いてお送りして︑せめて
十四161国書いてお送りして︑せめてものおなぐ
十四総2團 にしたいと思っています︒私がそばに
十四164国
いつもこう思っていてください︒あな
十四164團もこう思っていてください︒あなたが
十四165国なたが私を思ってくださるとき︑私も
十四167団んのことを思っていると︒ランプがお
十四168團
プがお氣にいって︑うれしく思いまし
十四169團しこみいりすぎているとお考えではな

十四2411いっしょにはいってきたので︑たとえば

＋四2410︑外國と交通をして︑日本になかった品

十四245うな國からはいってきて︑日本語になつ
十四245國からはいってきて︑日本語になったの
十四246と︑ふしぎになってきた︒それで︑私は

十四155團
こそ︑私にとっては︑いちばんとうと

＋四1612団
なくおっしゃってください︒夜が長ず

十四211みんながおどろいていたが︑先生は︑つ

十四211
﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんながおどろい

十四207例だとおっしゃってこくばんにお書きに

十四203 で︑みんなは急いでそうじをすませた︒
十四204 ︑私たちのっかっていることばの中で︑
十四205 ︑外國からはいってきたことばが︑いろ
十四205 ︑いろいろまじっていることをくわしく
十四206とをくわしく話してくださった︒ そうし

＋四1912
話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

＋四2612
洋の油絵がはいってきたときに傳わって

＋四2610
いっしょに傳わってきたことばであろう

＋四2610
西洋音樂がはいってきたときに︑いっし

十四261ら︑日本にはいってきた西洋医学は︑は
十四263とから考えあわせてみると︑コレラは︑
十四264 ンダ医学がはいってきたときに︑また︑
十四266イツ医学がはいってきたときにそれぞれ

＋四2512いっしょに傳わってきたのにちがいない

＋四2510のことばがはいってきたのは︑品物から

十四238囹いろいろはいってきている︒たとえば
十四238園いろはいってきている︒たとえば︑こ
十四241囹ア語だといわれている︒そのほかのこ
十四243先生のお話を聞いているうちに︑私は︑

十四237園外國からはいってきたことばは︑英語

十四229園になったと考えていいだろう︒﹂とお

十四173團か︒どんなにしていらっしゃいますか
十四175團時間になにをしていらっしゃるか︑こ

十四253ことが心にうかんできた︒ものとことば
十四254 ︑いっしょになっているということは︑
十四256のが世の中にできてくると︑ことばも︑
十四257ばも︑それにつれて︑新しく生まれるも
十四259くれそうな氣がしてきた︒それから︑外

十四228園︑すっかりなれてしまって︑日本語に
十四229園りなれてしまって︑日本語になったと

十四182校で︑そうじをしているとき︑高山くん
たなか
十四187 ︑
窓ガラスをふいていた田中さんが︑﹁︿
のむら
＋四1810 った︒これを聞いていた野村さんが︑﹁︿

十四2511
学問などが傳わってきたときに︑そのご

＋四211が
2いっぱいになってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂

十四277囹

十四271きたときに傳わってきたのだということ
十四273なことばがはいってきたのだろうかと思

たかやま

十四191囹で︑なんといっていたんでしょう︒﹂
十四195んが答えられないでいると︑高山くんが

十四224園 だとばかり思っていました︒﹂と︑さ

い時代にはいってきて︑長いあいだつ

＋四2512がいない︒そうしてみると︑このあいだ

十四228囹 が長い間つかっているうちに︑すつか
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代にはいってきて︑長いあいだつかっ

星の光

びかれ︑星によって生きているといって
︑星によって生きているといってもいい

人間は︑星によってみちびかれ︑星によ

哲学も︑ふかまっていったのです︒よそ

えんがないと思っている人もあるでしょ

まりにかけはなれているために︑自分た

りっぱな國になっていくのです︒さて︑

る力が大きくなっていけば︑日本は︑見

からの日本にとってだいじなかたがたで

世界の中にはたっていけません︒あなた

たすことをわすれていたのは︑よくない

るかのように考えて︑世界全体を見わた

えは︑大きくなくてはいけません︒なん

ぼけなものになってしまったのでしょう

小さな浜匙に住んでいたために︑堅持ま

なものしか見ないで︑遠いもの︑大きな

星に親しみをもっていなかったようです
︑花がたえずさいていだために︑天上の

は︑空にかがやいている星です︒どうも

があるのです︒見てもらいたいなどとい
︑どこかにしまってあるもののように聞

あなたがたに見てもらいたいものがあ

なって︑家に帰ってきた︒ 三

ような氣持になって︑家に帰ってきた︒

い︒たくさん出てくるよ︒それから︑

たことばと思っていい︒たくさん出て

かたかなで書いてあることばは︑たい

國語辞典をひいてみると︑だいたいわ

だけたくさん調べてみたいと思った︒そ

のように思われてきたのだ︒﹂とおつ

いあいだっかっているうちに︑もとも
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＋四3212︑太陽を中心として回労していることを

生きているといってもいいすぎではあり
十四3211

十四331中心として回下していることを知ってい
十四331ていることを知っています︒この一むれ
十四333 つう太陽系とよんでいます︒しかし︑こ
十四338 ︑地球をとりまいている天の川の内がわ
十四343のです︒こうなってくると︑うちゅうと
＋四3410
うちゅうにくらべては︑太陽もごく小さ
＋四3412の地球の上に住んでいる人間などは︑バ

十四354それだからといって︑すこしもかなしむ

なやみ︑苦しんでいる他人のためにも

それが元手にしてくれる︒他人のため

十四488 ︑立ちおよぎをしていました︒歌を歌つ

十四487 の婦人がつかまって︑立ちおよぎをして

して︑客聞で歌っているのと︑ちっとも

＋四4812︑寒さに氣を失って︑まるたから手をは

十四4811︑平生で歌を続けていました︒助け船の

十四488ました︒歌を歌っているのは︑その中の

くちびる

れを︑こう話してやるのだ︒くちびる

だってふっとんでしまう︒

この歌に聞きほれていました︒かれは︑

養分をこしらえて︑送ってあげたから
＋四5310園

十四492 いように︑こうして元氣をつけていたの
十四492うして元氣をつけていたのです︒﹁︿略﹀
十四496は︑この歌を知っていたかどうか知りま
十四501 ッケンナがおよいで行ったように︑やが
十四502トが︑やみをぬって助けにきてくれまし
十四502をぬって助けにきてくれました︒やはり
十四503声を手がかりにして︒そうして︑マッケ
十四504も︑その歌を歌っていたおじょうさんも
十四509われの耳にひびいてくるように感じられ
十四514園ごちそうをたべて︑たいへんゆかいで
十四516園話しあいをやってみたら︑おもしろい
十四528園け︑め花がさいて︑はじめて︑かぼち
十四532園 ︑葉さん︑いってごらんなさい︒﹂葉
十四536園
根もとがふくれて︑そんな大きな実に
十四539園いいところに出て︑じりじりと暑い日
って︑ちんぼつしてしまいました︒千九

期船につきあたって︑ちんぼつしてしま

といい氣持になって︑自分が水の中にひ

いの來客を前にして︑客間で歌っている

なりました︒歌っている人は︑どういう

けしとんでしまって︑すっかり︑よみが

＋四5410園
地の上でくらしているかたには︑土の

十四541園ぼちやの花を見ています︒あれは︑私
中から吸いとって︑送ってあげたもの
十四549園
十四549園いとって︑送ってあげたものです︒み

急くなって落ちてしまったたくさんの
＋四5312囹

ら︑黄色くなって落ちてしまったたく
＋四5312園

えって波にのまれてしまったのに︑こん

も︑ごろごろしています︒そこへ細い
＋四5412園

しらえて︑送ってあげたからですよ︒
＋四5310園

分なんか︑およいでいるだけがせいぜい

どこかへけしとんでしまって︑すっかり

美しい歌に送られて︑死んでいきたいも

十四551園分とを吸いとって︑夜も書も送ってあ

にあわてふためいて︑そのためにかえっ

に送られて︑死んでいきたいものだと思
︑その方におよいで行きました︒近づい

十四552園 ︑夜も書も送ってあげるのは︑たいへ

＋四5412圓
細い根をのばして︑水と養分とを吸い
きました︒近づいてみると︑船がしずむ

ることも︑わすれてしまったほどでした

なければ︑ふるえてもいません︒まるで

も︑調子もみだれていなければ︑ふるえ

されいな歌が流れてきました︒それは女

ごとく波にのまれてしまったように︑死

した︒助けを求めてなきさけぶ声も︑い

ったい︑なにをしているのだろう︒かれ

い波の間をおよいでいました︒助け船は

からほうりだされて︑黒い波の間をおよ

ケンナも︑しずんでいく船からほうりだ

のことです︒乗っていた百四人のうち︑

が水の中にひたっていることも︑わすれ

1
2
5
5
6
6
8
9
1

12
1
2

大空の星をながめていると︑はてしのな
十四3511

3
7

十四371動から研究を進めて︑ついにラジウムを
十四373もつらい思いをしていますが︑そんなこ
十四373なことにへこたれてはいけません︒ひく
十四374ん︒ひくつになってはいけません︒心を

3
8

十四374 ︒心を大きくもってください︒世界全体
十四376す大きな目をもってください︒そうすれ
十四378 ︑しぜんにわかってくるはずです︒もし
十四379天上の星を見あげてください︒星は︑き

10
2
4
8
7
12

＋四3710がたに力をあたえてくれるにちがいあり

十四383なコの人﹂の見ている方を遠く見つめ
十四387 の人立ちあがって︑﹁︿略﹀︒﹂二の人﹁
が明かるくなってくる︒﹂三の人﹁朝が
十四388囹
十四399遠くの方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂四の人﹁
大空がほおえんでいる︒ばら色にわら
十四403囹
ばら色にわらっている︒﹂三の人﹁おお
十四404園
十四4011自
園由の光がさしてくる︒﹂みんな﹁平和

十四414囹 人﹁喜びにみちてかがやく光︒﹂みん
十四415みんな︑かたまって︑﹁︿略﹀︒﹂二の人﹁
十四416園 人﹁朝風がふいてきた︒﹂一の人﹁山も
もはっきり見えてきた︒﹂三の人﹁わた
十四417園
れが明かるくしてくれる︒くちびるに
十四431圏

圃園圃圏

1
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十四562園︑せっかく吸ってくださった地の中の
十四564囹 をお吸いになって︑養分におこしらえ
十四564園 でも︑私が運んであげなかったら︑り
十四567囹 こへっれて行ってあげるのは︑この私

十四567囹 が︑そこへっれて行ってあげるのは︑

十四569園 ら︑それについている葉でも︑花でも
十四5610園 も︑みんなかれて︑くさってしまいま

十四569園 でも︑なりかけている実でも︑みんな
十四5610園 かれて︑くさってしまいます︒ごらん
十四5612囹 きなきずができていますが︑私は︑い
十四5612園 いそれをなおして︑あなたがたがかれ

十四571園 れないようにしてあげたのです︒だか

十四576園︑戸の外で聞いていると︑あなたたち

十四574 どやどやとはいってきたものがあります
十四577囹 てなことをいっていましたね︒あなた
十四5712園 をゆたかに送ってやったからです︒さ

十四581園分のことをいっていらっしゃいました
十四583園葉さんではなくて︑私ですよ︒そうい
︿略V︒﹂水が続いていいました︒﹁︿略﹀

十四583園 いうことを考えてみたことがあります
十四585

十四588園 たり死んだりしてしまいます︒この大
十四5810囹 って︑水にとけているから︑根から実

るも︑首をひねって考えていました︒し

のばかりがのこっていて︑飛行機などで

んでいた雲が消えてしまったあとには︑

す︒空中にうかんでいた雲が消えてしま

んにたくさんういているのです︒空中に

者の研究でわかってきました︒そのしん

りに︑蒸氣がこってくっつくので︑もし

になるものがあって︑そのまわりに︑蒸

赤や青の色がついています︒これは︑白

は︑日光にすかして見ると︑湯げの中に

でもおいてすかして見ると︑しずくのつ

黒いぬのでもおいてすかして見ると︑し

日なたへ持ちだして︑日光を湯げにあて

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくにな
︑無数にむらがっているので︑ちょうど

うたがいがおこってくるはずです︒ただ
︑白い湯げがたっています︒これは︑い

よく氣をつけて見ていると︑だんだんに

が︑よく氣をつけて見ていると︑だんだ

がいっぱいはいっております︒ただそれ

にあげてしまっても︑さしつかえない

かり人間にあげてしまっても︑さしつ

わすれずにまいてもらうことができさ

ね︒公平にいって︑みんなのものです

つるも︑うなずいて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

人間がせわをしてくれなかったら︑私

間が來て︑まいてくれたのだった︒も

した︒人間が來て︑まいてくれたのだ

した︒しばらくして︑根がいいま．した︒

首をひねって考えていました︒しばらく

988776422774432110755398764211111010
園園園園 平倉園
で︑横からすかして見ると︑ちょうど︑

かりがのこっていて︑飛行機などで︑横

︑けむりが廣がっているように見えるそ

湯げの温度が高くて︑まわりの空氣にく

いろ自分でためしてみると︑おもしろい

りの空聾にくらべてずっとかるいために

れがまた︑よく見ていると︑なかなかお

空氣の温度によってもちがいますが︑お

むりがゆらゆらして︑いくつものうずに

いに見えなくなってしまいます︒茶わん

がり︑入りみだれて︑しまいに見えなく

大きなうずができて︑それが︑かなり早

って︑土のしめっているところへ日光が

りながら︑のぼっていきます︒これとよ
︑前日雨でも降って︑土のしめっている

に︑よく氣をつけて見ていてごらんなさ

ろへ日光があたって︑そこから白い湯げ

よく氣をつけて見ていてごらんなさい︒

氣をつけて見ていてごらんなさい︒湯げ

びに︑横になびいては︑また︑たちのぼ

に︑空中におこっている大きなうずです

ようなものになって︑地面からなんメー

かい空際がのぼっていくあとへ︑入れか

みがずっと大きくて︑うずの高さも︑四

からふきこんできて︑大きなうずができ

が下からふきこんできて︑大きなうずが

に︑らい雨をあげてみたのです︒湯げの

くにたものと思ってさしつかえありませ

んのそこをよく見てごらんなさい︒そこ

日なたへ持ちだして︑じかに日光をあて

湯は︑日かげで見ては︑べつにかわった

い茶わんにはいっている湯は︑日かげで

はこのくらいにして︑こんどは︑湯のほ

た︑見かたによっては︑茶わんの湯と︑

8

十四5811園 から実まで運んでいけるのですよ︒そ
十四591園 つたことを考えてごらんなさい︒﹂土

十四594囹 かし︑土にはえていないかぼちゃなん
十四595囹 から問題になっている養分だって︑み
十四596園 みんな私がわけてあげたのです︒水だ
十四597囹 て︑ためておいてあげたのです︒ほか

十四597囹水だって︑ためておいてあげたのです
十四5911園 くがとびまわって︑かふんをなかだち
十四5911園 んをなかだちしてあげなかったら︑実
十四602園 のものだといってもいいのです︒しか
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︑電燈の光をあてて見ると︑もっとよく

ますから︑よく見てごらんなさい︒それ

やんとふたでもしておけば︑ひやされる

げるためだと思っていいのです︒もし︑

では︑湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ

り︑下の方へ流れて︑そこの方へ向かっ

そこの方へ向かって動きます︒その反対

に上の方へのぼって︑表面から外がわに

ら外がわに向かって流れます︒だいたい
︑湯の中にうかんでいる小さな糸くずな

などの動くのを見ていても︑いくらかわ

の動くのを見ていても︑いくらかわかる

を︑ふたをしないでおいたばあいには︑

そのあとへ向かって流れ︑それが︑おり

くじぶんにはひえて︑そこからおります
︒こんなふうにして︑湯の表面には︑水

ところと︑のぼっているところとがほう

面には︑水のおりているところと︑のぼ

いうに入りみだれてできてきます︒これ

らず︑むらになって︑茶わんのそこを照

入りみだれてできてきます︒これに日光

です︒日のあたっているかべや屋根をす

べや屋根をすかして見ると︑ちらちらし

した空虚がふくれてのぼる︑そのときで

を︑日光にすかして見ると︑湯のおもて

がひと皮かぶさっており︑それが︑ちょ

にたて横にやぶれて︑そこだけがとう明

あまりよくわかっていないようです︒し
の水が︑冬になって︑表面からひえてい

了4

了4

了5

了5

了5

75

了5

了6

了6

了6

了6

了6

了6
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了了
三尊
7了
7了
了了
了8
78
了8
了8
了8
78
了9
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了9

ようのようになって︑ゆるやかに動いて
︑ゆるやかに動いているのに氣がつくで

6611986211118664332198874322111107421
て︑表面からひえていくときには︑どん
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なことにも関係してきます︒そうなると

とのほうを上にして︑上からはものをう
︑まっすぐに割れて︑けっしてそれるこ

て︑みごとに割っていました︒木のほう

ンチョンとたたいて︑みごとに割ってい

な木ぎれをはさんで︑チョンチョンとた

かるく四つに割って︑あとは︑十文字の

屋さんなどのやっているところを見ると

ののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなどの

先のほうから割ってみると︑もとまで︑

方へそれてしまって︑一方は太く︑一方
︑一方は細くなって︑まっすぐに割るこ

から横の方へそれてしまって︑一方は平

ぐにこれをためしてみましたが︑ほんと

うことわざを教えてくれました︒この簡

いると︑祖父が來て︑﹁木もと竹うら﹂

こしらえようとしていると︑祖父が來て

︑竹を割ったりして︑なにかこしらえよ

り大じかけになって︑たとえば︑アジア
︑これくらいにしておきましょう︒ 八

谷風と名づけられています︒これが︑も

と谷との間にあって︑山谷風と名づけら

︑反対の風がふいています︒これと同じ

海との間に行われております︒それは︑
︑海陸風とよばれているもので︑書間は

の上からとんできて︑森の上へかかると

り︑森ではくだつています︒それで︑畑
︑畑の上からとんできて︑森の上へかか

は︑飛行家にとって︑たいへんあぶない

めにあたためられてできるときのむらは

とえんがつながってきます︒地面の空回

43221エ109522295443128765431010921118
﹁水になげこんでごらん︒しずむほう
十四798囹
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︑ズ略﹀︒﹂と教えてくれました︒﹁木も

ひらの雪をとらえて︑それをいろいろな

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
︒ふんだんに降ってくる雪の中から︑一

は私たちに説明してくれた︒一ひらの雪

んなことばによって︑映画は私たちに説

天空を旅して降ってきたか︑おのずから

どんな天空を旅して降ってきたか︑おの

で︑どのようにしてできたか︑どんな天

をくわしく観察してみると︑その雪が︑

一ひらを受けとって︑それをくわしく観

つた︒空から降ってきた雪の一ひらを受

映画的手法によって︑よくわかるように

ざまな條件によって︑雪のけっしょうが

ることなどを写している︒また︑どうし

上から地上へ降ってくることなどを写し

たけつしょうをしていること︑その美し

にきれいな形をしていること︑しかも︑

の一ひらをとらえて映画にしたものであ

じゅんじょをおって︑とりあつかったも

をうれしそうに見ている雪國の子どもな

春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ

い雪の中で生活している人々︑春の光が

る︒雪が降りだしてから︑だんだんつも

人たちが雪と戦っているようすを︑映画

せいくらべ︒なくて七くせ︒二階から目

あのような︑短くて調子のいい︑氣のき

代もなん代もやってみた結果︑とうとう

からいい傳えられているのもあるかもし

民族から教えられて︑それからいい傳え

う前からつくられて︑子に︑まごにと傳

盟・なことを︑知っているのといないので

11116552211121210954321987654587542109
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の草花を見いだして︑それをたんねんに

をながねんかかって調べるのも︑ごくさ

感情をひろいあげて︑一首の歌をよむの
︑こごえ死にさせてしまうことすらある

ことばなどによって︑かなり生き生きと

の表情をあつかっても︑おもしろいと思
︑第一の人が歩いて行く︒その人の足あ

︑第二の人が歩いて行く︒やがて第三の

とをたよりに通って行く︒ぽつりぽつり

くねくねとゆがんでいる︒歩く人は︑お

つのまにか曲がってしまう︒どうしてこ

足がつめたくなって︑立ちどまったため

中で考えごとをしていて︑思わず方向が

考えごとをしていて︑思わず方向がちが

い土の上に集まって︑足でトントンとふ

年も雪にとざされていた地上に︑ぽちつ

でトントンとふんでみたり︑しゃがんで

みたり︑しゃがんで土のにおいをかいだ
︑てのひらでなでてみたり︑耳を地べた

を地べたに近づけて︑なにかもの音でも

独特の手法によって︑おもしろく編集で

ながめた人によって書かれた文である︒

あつかう人によって︑文章は︑どのよう

つきりなしに降ってくるQ寒いことも寒

つを足にひっかけていた︒その上ぐつは

で︑この子にとっては大きすぎた︒二台

けるために︑急いで道を横ぎったときに
その上ぐつはぬげてしまった︒かたほう
の男の子がひろって行ってしまった︒そ
たくはだしになってしまった︒だから︑

︒寒さがしみこんで︑足は赤く︑青くな
は赤く︑青くなっていた︒おおみそかの
一は

一はこも責ってはいなかった︒思い

チをすこしも費ってはいなかった︒
だ︒

かった︒思いきって︑その屋根うらの家
まだ一銭ももうけてはいないので︑父親
は︑おなかがすいて︑こごえて︑身をひ

くしかるにきまっていた︒かわいそうに
がすいて︑こごえて︑身をひきずって歩
て︑身をひきずって歩いていた︒その子
をひきずって歩いていた︒その子のきれ
とかなしげに通って行きながら︑その小
は︑亭々をとおして︑ちらちらとかがや

なたばを一つ持っていた︒ぼろぼろの前
とたくさんはいっていた︒女の子は︑ど
った両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の

それで火をともしてみたかったことだう
の着物の下で重ねて︑どうかして︑あた
でほとんどこ．こえていた︒その両手をあ

重ねて︑どうかして︑あたためようとし
かべにこすりつけて︑火をつけた︒まあ
︒それがもえ続けている間︑大きなろの
なろの前にすわっていた︒そのろの中に
き︑ほのおは消えてしまい︑ろはなくな
い︑ろはなくなってしまった︒女の子は
したマッチを持って︑つめたく︑いん氣

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
100 100 100 99 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 9了 9了 97 97 9了 97 9了 97

ルの一方におかれてあった︒そのとき︑

ブルからとびおりて︑ゆかの上をよたよ

上をよたよた歩いて︑その女の子の方へ

ッチはもえつくしてしまって︑女の子の

の方へずっとよってくるではないか︒あ

いかべしかのこっていなかった︒女の子

えつくしてしまって︑女の子のそばには

の木の下にすわっていた︒いかにも趣き

の間からかがやいて︑ちかちか︑ちかち

が美しくかざられていた︒たくさんの小

な人形が見おろして︑マッチ責りのむす

ッチはもえつくしてしまった︒けれども

責りのむすめを見てわらいかけた︒女の

うそくはもえ続けていて︑それが︑高く

くはもえ続けていて︑それが︑高く︑高
︑しだいにのぼって︑大空の星のように

とき︑空を横ぎって長い光のおをひいた

た︒じっと見つめているうちに︑一つの

のところへのぼっていくのだと︑話して

た︒この子にとって︑ただひとりのしん

いくのだと︑話してきかせたことがあっ

せつなようすをしていた︒けれども︑前

うとっくにわかれて神さまのおそばへ行

そうなようすをしていた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

んが見えなくなっては困ると思ったので

思ったので︑急いで︑たばの中にあった

ようにうすくなって︑その女の子は︑中

本のマッチをとってかべでこすった︒そ

はいられなくなって︑もう一本のマッチ

＋四捌−o 面から高くはなれて︑もう︑寒さも︑ひ

十四川7 子をうでにかかえて︑ふたりは︑いっし

十四m9園よにつれて行ってください︒﹂と︑女

十四㎜8圏 いっしょにつれて行ってください︒﹂

十四㎜8園 よにつれて行ってください︒ねえ︑い

十四鵬8園 いっしょにつれて行ってください︒ね

100

たかいいきをたてて︑テーブルの一方に

ん氣そうにすわっていた︒女の子は︑ま
︑またそうしないではいられなくなって
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な角度からながめてみることは︑つつま
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十四齪1 かのようにのぼって行った︒小雪の降っ
十四櫃8 で︑元日をむかえているかを知らないの

かわずだまりて人

十五64図幽 なら 家を出て手をひかれたるまつ

十五83圃人が子を歩かせて
十五84毛払 かわずだまりて人の足大きくすぐる
十五94圖 さから耳をだして まんじゅしゃげお

十五95圏しゃげおりすててある道のまんじゅし
十五101図魍 れんげつみて子といる母の黒いこ
十五108図魍さき虫の出でてとぶ見ゆ 人の家に
十五112図魍ス戸の外に來て鳴け病む人のために
十五114図魍もゆる庭に來てすずめあさりてとな
十五114図圃すずめあさりてとなりへとびぬ ガ
十五116図圏ガラス会すきてたたみにうつりぬ
十五126図囲の影のうつりて見えず 紙をもてう
十五137図圖ば家ゆるがして汽車ゆきかえる ば
十五144図魍る 目をあけてつくづく見ればばら
十五151図魍に おどろきてわが身も光るばかり
十五153図魍の花おどろきて見ればその花動く
十五155図魍く ひるすぎていよよにあかきばら
十五163図囲野にはたらきて︑土ぼこり顔よごす
十五172図魍つつあきないて︑つづれ着るとも︑
十五195山々がならび立っています︒ その中で︑
十五195だんと高くそびえているのが︑ このユン
十五198植物のさきみだれているけいしゃ面を︑
十五199言の流れをきざんでいる深い深い谷の上
＋五1910がわれわれを運んでいってくれます︒そ
＋五1910われを運んでいってくれます︒その登山

十五201かの停車場があって︑そこには︑氣持の
十五202 ここかしこに立っています︒ある夏のこ
十五205力人の一家族が來て︑しばらくとまって
十五205 ︑しばらくとまっていました︒両親と子
十五208 の家庭教師がついていました︒朝の十時

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20
らうようにそびえているのでした︒ある

つけた少女の立っているようなけわしい

られて︑散歩に出て來るのでした︒ニュ

庭教師につれられて︑散歩に出て曇るの

十五245

十五244

十五244

十五244

の女の子をつかんで舞いおりて來ました

をつれておりて立ていますと︑急に目の

つじをつれておりて來ていますと︑急に

こへひつじをつれておりて來ていますと

十五248

りと鳥のせにつけて︑右手で鳥のつばさ

子は︑どこへ持って行かれるかわかりま
十五2412

左手を長くのばして︑鳥が大づめでつか

つかんで舞いおりて來ました︒いまそれ

は︑小石を見つけては深い谷の中へなげ

十五251

十五247

谷の中へなげこんで︑それがコトコトと

十五252

が大づめでつかんでいる女の子のからだ

十五246

トコトと音をたてて下の方まで落ちてい

十五252

るように舞いおりて行きました︒けれど

庭教師につれられて︑めずらしい草花を

て下の方まで落ちていくのを︑おもしろ

十五2511

谷底の地面へおりてしまわなければなら

をそろそろと歩いていました︒男の子は

おもしろ．そうに見ていました︒女の子は

十五261

なの上へ舞いおりて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と

中に風をまき起して︑みんなの上へ舞い

十五276

十五275

十五274

十五273

少年の氣にかかってきました︒とにかく

もせず︑じっとしています︒もう呼吸も

それともおどろいて氣でも失ったのか︑

が︑下につかまれている女の子は︑あき

地を上からさがしているような氣持で︑

﹂という声をたてて︑みんな草の上へひ

︑少女を下にさげて︑ずんずん︑落ちる

十五2611

に︑思わずたおれてしまいました︒しば

﹁︿略﹀︒﹂といっている人々の目には︑

十五2710︑下へ下へとおりて行きました︒もう︑

十五279

しか見えなくなってしまいました︒その

頭の上が暗くなって︑なんだか大きなあ

した︒しばらくして︑ふと氣がついてみ

るところを目がけておりて行きました︒

うぶだ︑安心しておいで︑私がいます

て︑ふと氣がついてみると︑いままで先

十五2711

ろを目がけておりて行きました︒すると

き大きな声をだして人々を呼んだり︑と

ず︑両親があわててあたりをかけまわる

十五284

十五2712

で︑右手をはなして︑手早く︑自分のこ

十五2612

方へゆったりとんで行く大きなやまわし

十五284

十五271園

のつめにっかまれて︑女の子はばたばた

十五288

ていた短刀をぬいて︑鳥がそのあき地へ

自分のこしにさしていた短刀をぬいて︑

んなが︑おどろいてその音の方へ顔を向

の子はばたばたしているではありません

十五289

十五272曇霞がいますくってあげるから︒﹂とい

のせにしがみついて︑両足で鳥の腹をし

十五289

という羽音をたてて︑空中に風をまき起

めつけるようにしています︒だれでしょ

十五2812

︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑鳥
いる場所を見つけて︑そこへひつじをつ

地に︑草のしげっている場所を見つけて

音の方へ顔を向けて見ると︑三メートル

たえられなくなって︑羽ばたきも苦しげ

の上へ乗りうつって︑両足で鳥の腹をし

下の方にちらばっているひつじのむれを

十五265

ないこともわすれて︑思わず鳥のせにと

れて行きそうにしていました︒そのとき

師の手からはなれて行きそうにしていま

43118776443222111106441121111101098641010

へ︑谷の中へ落ちて行きました︒少年は

くるくる舞いをして︑下の方へ︑谷の中

がけてとびかかっていた大わしは︑空中

なって少年目がけてとびかかっていた大

でむちゅうになって少年目がけてとびか

のてきを相手にしているものには︑なん

︒血まなこになって目の前のてきを相手

鳥と少年との戦っている岩角近くまで來
︒けれども︑戦っている人と鳥とはむち

うやく道を見つけて︑この鳥と少年との

で︑大急ぎでおりて來たのです︒ようや

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來

という人声が聞えてきました︒少女の両

苦しい戦いを続けていました︒そのとき

はさけび声をたてて︑苦しまぎれに︑い

が︑まだこりないでやって來ました︒そ

いたでにおどろいて︑ぱっと一まず舞い

くまの胸をめがけて︑全身の力をこめて
︑全身の力をこめて投げつけました︒ね

ルほどまでせまって來たこのあくまの胸

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせか

にかばうようにして︑すこしあとずさっ

いきおいでせまって來ました︒その目︑

まき起すようにして︑少年の周囲をおお

だこうと︑向かって望ました︒けれども

相手を待ちかまえていました︒大わしは

い︑昔の物語に出てくる英ゆうのように

少年にとびかかって來ました︒両方とも

はすぐにとび起きて︑きずのいたみもか

た女の子をはなして︑あおむけにたおれ

とともに︑つかんでいた女の子をはなし

うげきにおどろいて︑思わず羽ばたきす
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漢字
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表わしかたとなっている︒ ローマ字

四 めぐ

︒ときどき焼いては︑この店に持って
十五471園
︑この店に持って來ますが︑なにぶん
十五471囹

のはちを手にとって︑かれは︑びっくり

る小さな店先に出ていた一まいの赤絵の

をひとりで散歩していた︒ひくい屋根も
︑のき先にかかっているおもしろいかん

本政府から頼まれて︑鉄ぼうのうちかた

工業の道をたどっていくようになった︒

新しい方法を学んで︑つぎつぎと近代的

えむずかしくなってきた︒そこで︑日本

かりようすを変えてしまったので︑それ

りが︑明治になってすっかりようすを変

られたいすにかけて︑樂しそうに語りだ

がね一﹂といって︑すすめられたいす

店の主人はあわてて︑﹁たいへん焼物が

インドにかざられてあるさらやはちを︑

しょうこうが歩いていたが︑ふと︑ある

をもっとよく考えてみよう︒

もの文字をつかっている國があろうか︒

る︒しかし︑考えてみると︑世界のどこ

の教育にも努力している︒しかし︑考え

類の文字をつかっており︑そのうえ︑ロ

表わすことができて︑標準語の教育に役

と︑字数が少なくてすむばかりでなく︑

ぼが書き表わされている︒日本のことば

て︑発音のちがっている多くの國々のこ

ローマ字を利用して︑発音のちがってい

字がローマに移って︑現在のような形に

ギリシアに傳わってギリシア文字となり

フェニキアに移ってフェニキア文字とな

の大半につかわれている文字である︒ロ

4321976543118541087651211988543105

︒少年はほっとして︑思わず後へたおれ
つじかいが集まって來ており︑父親のう

漢字

字の長所をいかして︑かなに漢字をてき

てこのかなによって書かれた作品である

日本の文化にとって︑ほんとうに大きな

字の一部分をとって作ったもので︑たと

った漢字をつかっているうちに︑その漢

たをちょっと考えてみただけでも︑この

しかも︑字によっては︑いくつかの音の

ふたとおりに読んできたが︑中國の発音

つた日本語をあてて読むこともした︒こ

み﹂などとっかって︑その漢字の意味に

﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・ハン﹂とい

側に﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂な

﹁林﹂︑三つ重ねて﹁森﹂が作られた︒

木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ねて

と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作られ︑﹁

文字を組みあわせて表わすこともくふう

ともと形をうつしてできたものであるが
︑それに線を加えて︑﹁もと﹂とか︑﹁す

したにおいたりして表わした︒﹁上﹂﹁下

は︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線の

になったといわれている︒

がだんだん変わって︑しだいに形のきま

んだんりゃくされてきたものが︑文字と

どでしるしをつけてしめすことも行われ

の太さなどによって︑いろいろな考えを

には︑なわを結んで︑その結びかたや︑

少年をほめたたえているようでした︒

主へ手をさしだしていました︒そのとき

かいが集まって重ており︑父親のうでに
︑にこにこわらって︑この自分のすくい

43116310843210877653210921749810321111
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は︑お庭焼といって︑自分の家でつかう

みよる私が手にしているしょうかい状に

時代からそん敬していたあの有名な﹁ち

十五586

十五585

の思い出にふけっていられるようすだっ

遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの

どういた︒こうしてなお語り続けようと

十五591園︑私はよく知っています︒私は小さい

十五5812 る博士をさえぎって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あり

十五5812

地質等をこのんで勉学す︒﹂とある一

十五541

ン博士からいってきている日本の学徒
おお
士からいってきている日本の学徒︑大

十五5810図

十五544
十五547園

うちに先手をうって︑かたわらにあった

い状に目をそそいで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私が

十数人かかえられていた︒そのほかに︑

十五549

十五547囹

十五545

ように︑保護されていた︒ところが明治

十五552

十五551

と︑話に聞きいっていたホランド博士は

︒あいさつを終って︑用事をきりだすと

くからすすめられていた︒あいさつを終

分の論文を出版してもらうことで︑恩師

十五599囹本人が舞いこんで來たものだ︒それな

十五597

十五596

︑つと立ちあがって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あっ

のあくほど見つめていた博士は︑つと立

きみたちが知っているはずがない︒﹂

と赤絵屋がわかれてしごとをしていたた

十五552

十五5412

かれてしごとをしていたため︑ひとりで

十五553

ころが明治になって︑はん主の保護がな

の技術をどうかして残したいと考え︑自

失敗に失敗を重ねていった︒職人のちん

＋五5512園
なもよおしをしていたものだ︒そのこ

十五558園それはそれとして︑きょうはきみがま

十五603

十五601

十五601

だいじに胸にだいてはぐくみ育てていた

出て︑横づけにしてあったりっぱな自動

に︑げんかんに出て︑横づけにしてあっ

はこね

十五559園日本の話をさせてもらおう︒私が日本

とうきよう

十五609

十五607

十五606

の愛を一身に集めていた身にとっては︑

に︑長男に生まれて父母の愛を一身に二

満ぼう﹂でとおっていた私は︑そのとき

教会をつかさどっていた私の父とは︑心

士の精神のやどっている札幌独立教会を

めいじ

幌のこう外に養っていたのは︑明治二十

いてはぐくみ育てていた新島のおじさん

ということを聞いて︑作品を東京や箱根

つかくうけついできたこのしごとは︑

十五604

十五564囹 ︑小手をかざして足の下にひろがる駿
十五565園の角度を目算して紙上計算してみたが
十五566囹して紙上計算してみたが︑その際算出
十五568囹はるばるたずねてみえたあなたへのこ

十五6010

めていた身にとっては︑天下におそるべ

ぼろ

十五563囹角測量が行われていなかったので︑富
する

＋五5610園
について話をしてあげよう︒そうそう

十五6011

匠の月日をへだてて︑いま︑まごたちに・
︑まごたちによってふたたび結ばれるこ

外國人にも話してあげましょう︒どう

ものが一つ消えてしまうことになりま

衛門さんに傳えてください︒﹂これを

＋五5612圓
私がまだわかくてアマスト大学の助手

十五6011

十五615

えてあったのを見ても︑その愛されかた

と︑必ず書きそえてあったのを見ても︑

ぼった︒七三こめて教えてくださった世
︒仁心こめて教えてくださった世界的魚

十五613

げんかんへ出かけて︑ふみ石の上にそろ

つた家につれられて行っても︑思うぞん

つた︒京都に帰ってから父に送った手紙

っぽいにふるまっていた︒新島のおじさ

十五615

士は︑別れに際して︑各地の大学者たち

十五611

十五571園きの室をつかっていた︒ところがある
十五572園
教授がやって來て︑きみは室を二つも
十五572囹室を二つももっているようだが︑その
十五573囹青年をとまらせて︑そのせわをしては

いところへっれて行ってあげるから︑

十五6110 の用意をととのえて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私を

十五617

ろへっれて行ってあげるから︑さあ︑

オード大学に学んでいた私は︑一年半の

十五573園 ︑そのせわをしてはくれまいかと︑や
十五576園さっそく承知して︑はじめて見る東洋

十五6111園

あげた論文を持って︑その出版の用事か

ろいうてはずをしておいたから︑ぜひカ

十五579園アメリカといって︑たがいに向かいあ

十五6111圓

︑﹁︿略﹀︒﹂といって私をかわいがった︒
きょうと

と無事に旅を進めて︑カーネギー博物館

＋五5711園スチャンになっていたが︑ある日のこ

十五621

いいながらうたせているしらがの歯しん

十五612

たのち︑意を決して大きなドアをコツコ

守衛にみちびかれておくまった館長室の

十五581囹り日本語を教えてくれと︑その申し出
十五582園し出でを承知して︑私はすぐに授業に

みつ

物にひきつけられていろいろな焼物を工

＋五5612園の助手をつとめていたころ︑寄宿舎で

とは︑ぜひ続けてください︒この焼物

十五604

がこれに目をとめて買うことがあるとい

黄色くなったりして︑失敗に失敗を重ね

十五5912︑あっけにとられているタイピストをし

者がだれものぞんでいるカーネギー博物 十五594園

田に赤絵町を作って住み︑この赤絵製作

焼物とかを作らせていたが︑そのお庭焼
︑いちばんすぐれていたという︒このお
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十五627

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

十五623 まちふくれあがってだだをこねだした︒

十五622 み石の上にそろえてある大小二つのくつ
十五677

十五675

十五673

︿略﹀︒﹂とさけんで︑しっかと私をだき

るのを待ちかまえていた老婦人が︑﹁︿三

マスの日がめぐってきた︒新島家のとな

︑しゅもくがそえてあった︒﹁︿略﹀︒﹂と

ねがつるしてあって︑これでたたけとい

あるかねがつるしてあって︑これでたた

十五6712
十五681

もなくドアがあいて︑半身をだした老婦

んは︑腹をかかえてわらいだした︒﹁︿略 十五6712

十五6211園 んのくつは光っているのに︑ぼうやの

十五684

十五6210

十五628園 おばさんにいってごらん︒﹂小さな声

十五6212園 はいやだといっているのですよ︒なん
十五6810園

十五685園

十五648 道ばたにしゃがんで︑自分のせをたたき

十五647園 ステッキを持っておくれ︒﹂おじさん

十五645 られたが︑門を出て十メートルとは行か

十五644 のあとを追って出て來られたが︑門を出

十五644 はそのあとを追って出て來られたが︑門

十五641 だされたくつを見て︑にこにことわらっ

十五639 なブラシをつかんで︑力のかぎりみがき

十五6910

十五699

十五699

十五698

十五697

十五693

十五693

十五691

びごとに︑どうしているかとたずねられ

十五6910︑朝所かわいがってくださったのだ︒手

都までもつれて点て︑朝夕かわいがって

を京都までもつれて來て︑朝夕かわいが

の写眞がかざられてあるではないか︒あ

が日夜ふでをとっていられたという大き

口もとがほころんで声さわやかに﹁︿略

いなしかやわらいで見え︑その口もとが

ままに︑顔をあげてへき面を見あげると

おじさんが生きていたら︑どんなにか

︒みんな早く出ておいで︑満ぼうが來

十五635 んは︑きちんと着ていた上着をかなぐり

十五651園 さん︑早く歩いてよ︒﹂と命令した︒

眞の主が︑こうしておじさんを見あげて

十五662 むしゃ人形にそえて︑ご両人の名まえ入

十五6512 ついたものは送ってくださるなと︑くじ

十五6511 ねむりをさまたげてしかたがない︒そこ

十五659 もちやを私に送ってくださった︒喜んだ

十五658 目についたといって︑車のついたみごと

十五657 いている︒秋たけてりんごのみのるころ

＋五7012園ンキで書かなくては見えないようにお

目がわるくなってね︑手紙でもなんで
十五7011園

十五7011園
んは︑年とられてから目がわるくなつ

いすにこしかけてごらん︒﹂とおっし
十五706園
十五709囹赤インキがおいてあるでしょう︒おじ

十五701

十五6912

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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つた︒ドアをおして︑つかつかと中にす

と︑テ

vと︑力をこめてさけびながら︑その
︑満面べにをさして語られたホランド博

テーブルをたたいて立ちあがった老博士

が︑ここからわいてくるのだ

とで︑それによって兄が特権を與えられ
︑同じ機会を與えて︑社会に巣だたせた

のちがいは別として︑一方が先に生まれ

はみな同じであって︑そこになんのけじ

がどんなにちがっていようとも︑かわい

ついて熱意をこめて語られた︒−親の

は︑きように乗じて︑アメリカの考えか

てその名を知られていた老博士は︑きょ

の中はがらんとしていた︒やがてお書ど

さをどこかにさけて︑家の中はがらんと

くえに白線をひいて﹁國境﹂をつくった

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくりひろげ

い思い出にうたれている私の目の前で︑

にさがしものをしておられたが︑やがて

は書さいにはいって︑しきりにさがしも

87421653312118541128653311212996641110

のは︑他人にとっても眞実だからである

とりの人間にとって急雷であるものは︑

世間の人にわかってもらえないかもしれ

の発表をためらってはならない︒はじめ

間の考えとちがっていても︑その発表を

う意をふかく謝して︑別れの手をさしの

満ぼうを守っていてくださったのだ︒私
︑停車場まで送ってくださった博士のこ

なお満ぼうを守っていてくださったのだ

た私のようすを見て︑大きな声でわらわ

の意味をときかねていた私のようすを見

のてんまつを傳えてくれといいながら︑

〉。

十五636 着をかなぐりすてて︑かた手に小さなく

十五655 しかけながらついていらっしゃった新島

十五6912

十五663 へと名ざしで送ってくださった︒それか

十五711園のペンをにぎってごらん︒おじさんの

十五656 私の胸にやきついている︒秋たけてりん

十五665 その人形をかざって︑ありし日をしのぶ

十五712園すにこしをかけて︑ペンをにぎってい

おじさんを見あげているのに︑おじさん

十五667 された願いによって︑私の父は︑同志社

十五713園 ︑ペンをにぎっている︒このすがたを

だ︒暗い心になって︑じっとおじさんの

十五668 ︑北海の地をすてて︑京都にすまいを移

＋五7112︑ｪ﹀︒﹂といって︑私をひきよせた︒

十五6610 とり父につれられて︑景色の美しい京都 十五714 たら ﹂といって︑おばさんは声をく
ひろし ま
十五715園よにお寺へ行って來ましょう︒そうし
十五671 んは堂島におられて︑学校のいきかえり

十五672 ︑かたくとざされてあった︒そのうちに

「〈
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て一て

て一て
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十五7911が︑いつもおかれてあります︒歴史の上

十五796親しくおたずねして︑町や︑家や森や︑
十五798ということを学んでいる日本の子どもさ

十五7811ような身ぶりをしてはならない︒すなお

十五858園いる︒歌を歌っている︒なんだか︑あ 十五924 はねまわったりしていました︒チルチル

十五858重る︒わらいこけている︒歌を歌ってい 十五923 くテーブルについて︑飲んだり︑たべた

十五857園

十五857圏
キャッ﹄といっている︒わらいこけて

福そうな顔をしているなあ︒あれ︑﹃

十五922

十五922

中にひきずりこんでしまいました︒チル

︑パンをときつけて︑えん会の中にひき

十五9312

チルびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂軸謡った﹁

十五8911囹

十五87一

ことばをつかってもらいたいものです

やでも幸福にしてしまおうじゃないか

もたちをひきずって行こうとする︒その

いほっぺたをしているのだろう︒なん

光﹁みんな知っているよ﹂チルチル﹁

そこらを見まわして︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁同じ

ころへにげこんでしまうのさ︒﹂チル

幸福﹂どもがにげて行くのを見ながら︑

十五9311園

テーブルをはなれて︑大きなおなかを両 十五9211囹 そこでなにをしているんだ︒﹂パンロ

十五946

かを両手にかかえて︑たいぎそうに︑子 十五931囹

た︑ぼくを知っているの︒あなた︑ど

十五948園

十五8510

うなおなかをしています︒これが﹃み

十五949

十五8511

あがった顔をしています︒︵﹁みたされ

十五9510園 の子たちを知っているの︒﹂光﹁みんな

で︑﹁物をたべているときは︑だれに

﹃のどのかわいていないときに物を飲

って來た︒かけて行って会おうよ︒﹂

十五963園︒あれだけ残っていればいいや︒﹂光﹁

十五9511囹

た︒かけて行って会おうよ︒﹂光﹁むだ

十五933口n国 かおまえについているな︒それから︑

十五871園

口は耳までさけているし︑だれもそれ

十五967園

の者にまで会っているひまはないよ︒

う︒それを受けてはいけない︒なにも

十五878園

十五876園

こし横の方に立っているひとりの﹁幸福

十五967囹

おくからかけだして來て︑子どもたちの

十五862園

十五879囹

まにはいらないで︑せなかをむけてい

﹁幸福﹂を指さして︑チルチル﹁それか

十五969圓

からかけだして來て︑子どもたちのまわ

だれにもかまっていられません︒なに

十五8810

十五887園

︑せなかをむけているのはだれです︒

十五9612

十五934園

十五8810

さんがたを待っていたのです︒あのと

十五9612

わりで︑わになっておどります︒チルチ

い︒なにも受けてはいけないよ︒でな

十五8811園

がたを呼びたてているでしょう︒わた

十五9612

ルチル﹁話をしてもいいの︒﹂光﹁まだ

だ︒どこから出て來たのだろう︒だれ

十五862園

十五805らず︑世をすごしてきたばかりでなく︑
十五807おそれあったりしてきました︒友愛の精
十五809ともっとひろがっていきますように︒そ
十五824 でいちばんふとっている﹁幸福﹂︵ぜい
十五826ねむりこけたりしています︒みんなびつ
十五827ないほど︑ふとっていて︑びろうどや︑
十五828ほど︑ふとっていて︑びろうどや︑にし
十五829頭にいっぱいつけています︒チルチルと

十五8812園

ちしょうかいしてはいられない︒なに

十五971園

あ︑きみを待っているのだ︒おことわ

＋五8210は︑はじめはいって來たとき︑すこしは

十五896園

やんと席がとってありますよ︒﹂チル

十五974囹

十五935園

十五8211 ︑すこしはにかんで︑みんな右手の前の

十五897園

︑たいへん急いでいるのです︒青い鳥

十五979園

十五939園

十五8211に︑光をとりまいてかたまってしまいま

十五898園

青い鳥をさがしているのです︒たぶん

の氣持をくじいてしまうよ︒人という

十五8211りまいてかたまってしまいます︒ねこは

十五902囹

︑どこにかくれているか︑こぞんじな

用むきをわすれてしまうからね︒﹂チ

＋五8212
方のおくへ向かって歩いて行って︑黒い

十五903囹

十五863園

＋五8212
くへ向かって歩いて行って︑黒いまくを

十五904囹

十五866園

＋五8310園︑あそこへ行ってもいいの︒﹂光﹁いい

十五831かって歩いて行って︑黒いまくをあげて
十五831 ︑黒いまくをあげて︑すがたをかくして
十五831 ︑すがたをかくしてしまいます︒チルチ
十五832園をたくさんだべて︑うれしそうにして
十五833園うれしそうにしているふとった人たち
十五837囹まにまよいこんでいないともかぎらな
十五838圏ンドを︑まわしてはいけないよ︒ほん
十五839囹間の方をさがしてみよう︒﹂チルチル﹁

十五986 んができなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁それ

十五9710園

︑大急ぎに急いでいる︒ごらん︑もう

ことは︑わかっているのだからねえ︒

が青い鳥を持っていないことは︑わか

いらしい服を着ているのだろう︒この

なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ

かそんな話をしていたっけ︒なんでも

十五9811園

十五9810園

十五989囹

十五908園

チルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂こんな話

十五907圏
十五911園

十五852園ルの光栄になっているさとうがしを︒

十五911一

＞︒﹂こんな話をしているまに︑﹁ふとつ

十五852囹うがしを︒いってみれば︑すばらしく
十五853園ばらしく美しくて︑この三間のなにも

十五921

なかまにはいって︑わたしたちのする

十五853園ものをもおさえている︒いや︑どこの
十五854園ものをもおさえている︒あのさとうが

らん︑もう行ってしまった︒やはり時

中にかけこんで來て︑ありったけの声を

けの声をはりあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑

もたちをとりまいて︑陽氣なおどりをし

た︑ぼくを知っている子がいる︒︵光

だん人に知られてくるね︒︵幸福に向

︒あなたの知っているのは︑ぼくたち

チルすこし困って︑﹁︿略﹀︒﹂幸福﹁お

︑息をしたりして︑くらしているので

りして︑くらしているのですもの︒﹂

幸福﹄でつまっているじゃないの︒ぼ

匿まえを聞かせてくれたまえ︒﹂幸福﹁

喜びをこしらえているのですよ︒でも

たちがなにをしていても︑あなたには

み色の着物を着て︑いつでもすこし悲

んどすきとおっています︒これは︑﹃

し悲しそうにしているのは︑だれもふ

だれもふり向いてくれないからです︒

どりの着物を着ています︒外へ出れば

い色の着物を着ていますし︑これは︑

ド色の着物を着ていますし︑これは︑

いたまの色をしています︒﹂チルチル﹁

びかの着物を着てついています︒それ

着物を着てついています︒それからお

をいっぱいつけています︒それから︑

いさけび声をたてて︑なにかにぶつかり

チルチルに近づいて來ます︒鼻を指では
く足でけったりして氣ちがいのようには

らあなからにげて來た﹃とてもたまら

105

きら光る着物を着て︑そろそろとやって
つもにっこりしています︒でもぼくは

十五麗4囹

のは︑目を閉じていると︑なんにも見

てこの着物を着ているのよ︒けれど︑

十五鯉3斜なの中にはいっているの︒﹂母の愛﹁い

をどこにしまってあるの︒それは︑お

幸﹄をなぐさめてやることがすきなの

十五皿12園

十五麗6園

十五麗1園

めなものになってしまうのです︒右の

れはわるくなってしまったのです︒わ

なかまにはいってしまった︒﹂幸福﹁そ

幸福﹄をさがしているのです︒﹂チル

十五鵬12園

十五備6囹

十五備2園

さな指わをはめている︒おまけに︑い

の中の星になってしまうのですよ︒﹂

十五備1園︑ほおずりをしてもらえば︑すぐその

のがいなくなってしまうわけですから

しに行きたがって︑つまり︑ぼくたち

それを妹にいってはいけません︒する

すっかりくさってしまったのですね︒

十五価1園

十五衡1園

十五網8園

十五M1園

の上まであがって來たのは︑これから

ぼろの着物を着ていても︑わかるだろ

十五網7園小さな家に帰って︑私がぼろぼろの着

十五柑5囹

れから下へ帰ってから︑どういうよう

まり用が多すぎて︑ひまがないのだよ

んなに白くなって︑光がさすのにね︒

十五価10園

︑つま先で立って︑やっと見えるくら

十五価11﹇n国 ることをわすれてはなりませんよ︒で

しい光線を加えていくのです︒﹂チル

にをしょうとしているの︒なぜ横つち

十五価12囹

十五価4園來ていると思っているけれど︑おまえ
喜び﹄をむかえているのですよ︒その

十五備1園地上に住みついてからこのかた︑いつ

十五価4囹まだけ天工に撃ていると思っているけ

ん底におちつけて︑よくごらんなさい

うあなたがやってみたって︑あれをす

人︑あなたを見ています︒そら︑手を

十五備1囹

さんをよく覚えて︑だいじにすること

ら︑手をひろげてこちらへかけてくる

十五備3 しくすこしさがっている﹁光﹂を指さし

よう︑ここにいて︑それはさびしかっ

び﹂を手をたたいてむかえます︒母の愛

ら急いでかけよって來た﹁喜び﹂たちは

十五備10囹

十五備9園

十五備8囚巴

十五備4園

十五柵3囹

の人がつれて來てくれたの︒﹂母の愛﹁

﹁あの人がつれて來てくれたの︒﹂母

おかあさんににているけれども︑ずっ

にが幸福といって︑これほどの幸福は

十五柵11園︑あなたを求めていた﹃正義であるこ

十五柵5園﹄がとうとう來てくれました︒﹂物の

十五摺2園

十五柵12園うって︑心配しているのですよ︒﹂母

いぶん待ちわびていることを︑知らな
の光がさしてきてね︒﹂チルチル﹁おも

と日の光がさしてきてね︒﹂チルチル﹁

なに顔をかくしているの︒あの人︑顔

んしんせつにしてくれるそうだね︒で

りをかわいがって︑たいへんしんせつ
あさんにだかれておくれ︒なにが幸福

もたずねあぐんでいた道が︑どうして

ここまであがって來られたの︒人間が

てこちらへかけてくる︒あれが︑あな
︒﹂方々から急いでかけよって來た﹁喜

で︑ちっとも出て來ないのは︒﹂幸福﹁

まえのせわをしているときは︑いつだ

かまとっきあっていたものだから︑す

しそうな顔をしているときでも︑ほお

る喜び﹄が立っていますが︑あれは︑
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チルびっくりしてひどくおこって︑﹁︿
してひどくおこって︑﹁︿略﹀︒﹂幸福﹁な
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十五佃2囹 ︑あなたをすいている﹃美しいものを
十五佃7圏 私たちは︑強くて︑純潔です︒﹂光い
十五佃8 よベールをかぶって︑﹁︿略﹀︒﹂母の愛
十五佃9囹 いいつけを守っているのです︒ときは
て

一

て

て

﹇出﹈︵名︶1

四788
で

てんてん手まりをつきましょう︒
出5おもいで・かどで・ふなで

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑
で

一643

おかあさんのこえで目がさめましたQ

を︑おおきなこえでうたいました︒﹁︿

こさんが︑﹁あとで︒﹂といいました︒

ことばを︑みんなであつめてみましょ

一649
二69囹

二44囹

二83 ︒﹂と︑へんなこえでいったので︑みん

もみじのはっぱで︑いろはあそびを

︵接︶！

十五鵬9圓
で

二222園

少年がベッドのそばのもとの場所に帰る

せまいはしの上で︑つのをおしあっ

のはしのまん中でであいました︒﹃︿

うたをうたえば﹂では︑くちにてをあ

ないで﹂のところで︑おともだちとて

うO
せみがどこかでなきだした︒九

二406

二404

二403

二402

と︑むこうのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

ろうが︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

と︑とおくのほうでも︑﹁︿略﹀︒﹂とな

ながめます︒どこかで︑かっこうが︑﹁︿二

した︒﹃いや︑目でみなくても︑手で

た︒﹁くつがなる﹂では︑あしぶみをし

二426園

二331園

二272囹

で﹇▽そこで・それで・それで

と︑病人はほっとしたようにみえました︒で︑チ
じゃ

二282囹

︵格助︶鵬

チロはまた看護をはじめました︒

十一8711

で

らにくつがなる﹂では︑てをうえにさ

みなくても︑手でさわったことが

9

二331園

17

5

は・ところで・なんで

22

5

﹇289囹
のう︑そのみみでなにをききました

なたは︑その目でなにをみましたか
一288園

二595園

二593圏

︒二年生も︑これでべんきょうをしま

二454園︒長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒

二439

︒三年生も︑これでべんきょうしまし

かっこうが︑とおくでしずかになきます

一307ませんか︒この手で︑なにをもったで

んなは︑小さな声で︑﹁しゅしゅしゅし

︒巳煙う﹁どこかで︑春の声がするよ

びかけです︒みんなでかんがえて︑やり
二672

とき︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

とき︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂という

二6610園
二675

二612
一412たる︒うちのなかではなした︒でんと

二694

一313でしょう︒この足で︑どこへ

一415だ︒はしらのかげで︑びかり︑びかり︑

二705

一315でしょう︒この足で︑どこへいくでし

ききますと︑どこかで︑﹁︿略﹀︒﹂という
一442

三56囹 ろいはたけの中で︒﹂さぶろう﹁たねま

三158 こりました︒こてんでは︑おしゃかさまが

三103圃

一552し
園のたまひろいで︑きれいなたまが

一543お
園月さんのくにでは︑一ねんに

三285園

三2310

三2310

三223

のいいくすのきでつくったふねだも

村でもこちらの村でも︑こういつて︑

略﹀︒﹂あちらの村でもこちらの村でも

いへんないきおいで︑ひるもよるも︑

小さなひしゃくでおちゃくんで︑

一468した︒つぎのへやで︑こしをかけてま

み
一6010
囹んな︑あまの川でだいやもんどをひ

一603た
囹だいたおかげで︑しろちゃんは︑げ

一ど

一473くしをむしめがねでのぞいてみながら

って︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一458した︒へやのなかでは︑しろいきもの

一443る
園すいよ︒ふたりでいっていらっしゃ

いったで

一311でしょう︒この手で︑なにをもつでし

きれいなことばでいえば︑あちらだ

23

7

十五冊11園もおそれず帰って來ます︒さようなら

て

23

＋五流12囹んな起きあがってお別れしましよう︒

十五佃7 す︒やがてはなれて顔をあげますと︑ふ
十五佃7 にはなみだが光っていました︒チルチル
十五湘8 チルびっくりして︑﹁どうしてないて
十五㎜8園 ﹁どうしてないているの︒︵ほかの﹁
十五湘9園 や︑みんなないているのだな︒でも︑
＋五㎜−o園 いなみだをためているの︒﹂光﹁まあ︑

＋五柵12二 ﹁まあ︑だまっておいでよ︑いい子だ

十五㎜2 先生のお話を聞いていると︑ずっとまえ
十五伽3 ことが思い出されてきた︒はじめてこの
十五伽4 ︑はっきりうかんできた︒在校生たちが
十五伽5 に送別の歌を歌ってくれた︒その歌を耳
十五㎜6 級生をかわいがっておけばよかったなと
十五梱1囹 この学校を愛してくれ︒﹂私が答辞を
十五梱4 とがすこしも書けていないことに氣がつ
十五梱6 いと思った︒読んでいるうちに先生がた
十五梱8 感謝の念があふれてきた︒それはなんと
十五慨1囹 あえ︒愛しあって生きていけ︒これが
十五擢1園 愛しあって生きていけ︒これがこの級
十五槻4 ような二五をだいて︑この日記のふでを
十五慨7 が︑私にも書かせてください︒きょうの

︵終助︶ −

十五槻9 みんなで︑合唱してくださった校歌や︑
十五旧5 年の思い出を残してくれたこの運動場︑
十五悩3 門出︑希望をもって︒校門のかしの木よ．
て

き き に なりました︒

三835園﹁あなたたち︑にじがみえて︒﹂とお

23

10

、

三293 した︒そのおかげで︑日かげになって

三川10

三撹2

三982

三965

三964

三964

やねの上まで︑人でいっぱいになりま

矢をもった人たちで︑いくえにもとり

ばあさんとふたりでだいじにそだてま

ものこります︒口ではなしたことは︑

かくことも︑ふででかくこともでき

できます︒えんぴつでかくことも︑ふで

できます︒クレヨンでかくこともでき

四624

四6010

四595

四554

四551

四502

︒山びこがむこうで︑﹁︿略﹀︒﹂とこた

わる︑つめたい水で︑あたまをひやし

よいがんが︑三ばで︑かっちゃんのお

四4910

五六は︑あちこちでみはりばんをしま

かなやぶのところで︑はばたきの音が

のがんも︑夜つゆでからだがびっしょ

︑いまのてっぽうでやられたという

三302
学校﹂というだいで︑作文をすること
へいって︑そこでかいていらっしゃ
三304園
三308わかれました︒あとで︑できた作文を︑

三川10

四677 おきましょう︒一組であつめた﹁早口あ

︑﹁その山の上で︑ふしのくすりと

四824 ねえさんとふたりで︑クリスマスツリー
四827 枝を立てて︑色紙でおったつるや︑ふ

四815圃

四829

さげました︒ぎん紙でこしらえた小さな

みんなでなかよくあそびま

んざつする町かどでは︑きちんとせい
がわたしのせなかでねんねした︒わた

よるを︑

三界3囹

うです︒ここは︑町でもひょうばんのか

四732 ＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなで︑﹁いろはがるた﹂

四93

四710
四157

ふると︑どこかで休んでいると思

四972

のそばで︑みんなであそびました︒一

かげながら︑みんなでかめをころがしま

四㎜8 さい︒﹂かめは︑手でなみだをふきなが
白なおさらの上では︑おひめさまのよ 四湿5
うらしまが︑海べでつりをしていま

お話をするつもりで書きました︒﹁︿略

四306團

かめ﹁おかげさまで︑このとおりじょ

いって︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂といい

んでいます︒すなで︑トンネルや︑いど

四307團︒それで︑みんなでなにかおみまいを 四慨1囹
とおい川の水で生まれたものです
いくと︑むこうでようちえんの男の 四慨2園 から︑みんなの手でそだてられ︑長い
四榴6早計

うものそろいでまえば︑

月はま

五1010続きのきかん車の中でさ︒﹂ビューッ︑ビ

にしげつたところで︑ねむったのでした 五109園 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁どこで走らせているの︒﹂﹁

んは︑すぐひもでげたのはなおを

︒あなたのお力で︑いのちびろいを

なる︒じぶんの耳できいたひびきを︑

四325国

四4310

ようもびょうきで休んでいます︒そ 四悩2園

しょう︒ていしゃばでは︑どんなひびき

うでしょう︒こうばではどうでしょう︒

四442

がんは︑大きな声でさけびました︒﹁︿

の紙 一まいの紙で︑いろいろなもの

うでしょう︒みなとではどうでしょう︒

四415

四317国

でしょう︒かいがんではどうでしょう︒

えるでしょう︒学校では︑どんな音がす

四342園さんの書いた文で︑なにか氣のつい 四鵬8圏國 うものそろいでまえば︑ 月は十
いました︒ものさしできちんとそろえた 五103囹 ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって

四261

四258国

四253團

四224国
た︒もうすこしでつかまりそうにな 四852 おしまいに︑みんなでトランプあそびを
四2310團 いっしょに︑ふねではたらきたいと思 四859 ＞︒﹂と︑大きな声でいったので︑みん
ことを︑みんなでお話ししない日は 四968園 子ども二﹁みんなでころがそうよ︒﹂み

四216團たちは︑わの中できょろきょろして

マスツリーのそばで︑みんなであそび

さんが︑赤いきれでなにかこしらえは

四鵬3

四189

四鵬10園

四844

四266国

ことかな︒じぶんでじぶんにきいて

話をするつもりで書きました︒﹁︿略

かあさんの手の上で︑力いっぱいひい
四835
びました︒みんなで手をつないで︑わ 四844

四278

89

89

89

89

89

89

四204国

三486囹だ︒早く川の水でからだをあらって
三513圃
つよいうでさきで︑ かっちんかっち
三552圏 あれた︑ かぜであれた︒ おびに
三572圏 やなぎのむちでぶちましょか︒
三588 ︒ある日︑みんなであそびにでかけま
三633た︒そうして︑そこでおもしろくあそん
三705︒﹂ピーターは大声でいいました︒ゆか
三762あげました︒みんなでさがしまわりまし
三769囹さまはよその國でなにをするの︒﹂

四297

三463まりません︒はまべでしくしくないて

三343囹
生のきょうしつでは︑花のしゃせい
三354囹
︒やねのところで︑すずめがないて
三356園
︒﹂﹁こうさくしつでは︑六年生が︑はこ
ります︒かなづちで︑くぎをうってい
三361園
三375囹
ぎが︑はこの中でねそべっています
三392 道 海のような空で︑ひばりがないて
三404 しょうかを︑大声でうたいながらある
三4410した︒もうひと足でりくへあがろうと

三麗2 めきったくらの中で︑しっかりとかぐ
三麗4 んは︑そのいり口でばんをしていま

㌔

三773囹ないから︑みんなでかわりばんこにお
三791のこかげのすなばであそんでいます︒
79

57654312
94

73
で一で

で一で
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五146園

五744圏

五719園
﹁女王さま︑これで︑あなたもごまんぞ

のおくさん︑これであなたもまんぞくで

六137 ました︒もうすこしで口が水にとどきそう

六136 た︒ありは︑川の岸で︑うつむいて水をの

﹁きっぷを改札口でおだし︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五158 すが︑私は︑三十銭でどこへでも旅をする

六2210園

ってあげる︒ここで樂しくあそんでおい

きりぎりす﹁ここでいっしょに音容会を

六175 といって︑大いそぎで木からとびたってい

ず︑力のない足どりで︑海へやってきまし

六2310囹

い︒あのひろい海で︑金のさかなをけら
りたい︑ひろい海で︑あなたをけらいに

﹂﹁︿略﹀︒﹂こんな話で︑かばんの中はにぎ 五754園

五766園

いわないで︑しっぽでピシャリと音をさせ 六254

五1610

五7610

＞︒﹂﹁おなじところで︑いつまでも高く鳴

れたのでした︒これで教室が明かるくなり

五1810 わかれでした︒そこで︑私たちは︑じょう 五758
五272囹 ところまで︑ 一日でいって帰ってきたの

五271園 て︑電車のおかげで︑あんな遠いところ

五795

五787

六286園

ぎりす二﹁ふたりでたのめば︑なんとか

六274囹 り一﹁そのおかげでさ︑いまこうしてあ

いで︑おもい足どりでかみてにさっていき

五272園 ですもの︒どこかでありがとうといいた

六4110園

子つばめ﹁みんなできみをおんぶするん

﹁こうして右の手でだいてな︑左の手で 六484圃 り︒ 海 どこかでだれかがめくってる

六535園

い︒雲が大いそぎでとんでいくでしょう

六562 かべ新聞私の学級では︑來週から︑かべ

って︑たまごのきみですりえをこしらえて
とうさん︑ひとりでとべるようになるま

六564

﹁ねこは︑こたつでまるくなる︒﹂

ぞ

一口

一世界じゆうで︑いちばん力のつよ

じかい文朝日の光で︑アルコールのびん

た︒しごと台のそばで︑ふさぎこんで下を

︒親子はそうがかりでさがしはじめた︒ね

六867 りのみことは︑海べでないている︒そこへ

六799 ︑いっか﹁こくご﹂でならった﹁あさがお

六685 それは︑むしめがねでよくみながら書いた

六652

新聞第一号は︑一組でつくることになりま

五958園

す︒いまにいい声でさえずりますよ︒﹂
五9610囹

と︑人なつっこい声で鳴きました︒さんち

五986園

﹁ひわが︑いい声でさえずりはじめまし 六629

五964園

五954

五9111囹うえんの下のいたで︑あたまをコツンと 六528 いで︑雲が幽いそぎでとんでいくようにも

五8811囹だいてな︑左の手でかかえてさ︑それか 六523 からでて︑大いそぎではなれていきます︒

五8811囹

六317 へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって立つ

こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

かんかんてるところで長くあそばないこと

早いようだ︒自分でえさをとったり︑遠 六573

子が︑学校にくる道で︑はき物に雪がつい

五827

六621圖

六585

かかし﹁みなさんで︒﹂親つばめ﹁南へひ

つたり︑かえでの枝で休んだりしていきま

六421園

こんなふうに︑自分でもさえずりはじめま

にをするか︑みんなで話しあいました︒た

五978

五842

五984

海岸のおじさんの家で︑海の作文を書くん

五283のおとうさんは︑店でそろばんをはじいて
五336す︒船は︑なんの力で走るのでしょう︒え
五341は工場町です︒ここで︑きかいや︑ひりょ
五347さんが︑だいどころで︑ごはんのしたくを
五356 ︒さかんに︑きかいで石炭をくずしてとっ
五384たは︑ほっかいどうで︑やはり先生をして
﹁︿略﹀︒﹂﹁こちらでは︑さくらの花も︑
五399團
けれども︑お手紙でよくわかります︒ひ
五422團
﹁︿略﹀︒﹂﹁こちらでは︑田うえがはじま
五426團
五433団けました︒そちらでも︑ほたるはとびま
すから︑花ばたけで︑よくいっしょにう
五437国
と︑ しずかな空で光ろうよ︒ やぶう
五462圏

五㎜7

五846

五465通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした
五474しい小道だ︒ひとりで通るときも︑みんな
五475通るときも︑みんなで通るときも︒たんぽ

六98

六9311園 た︒﹂海の神﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい

六925囚囹 こと﹁じつは︑海でつりをしていたら︑

五桝10

六83
六88園

︿略﹀︒﹂と︑いい声で鳴いて︑おしまいに

︑男の子はゆびさきでそれをつまもうとし
屋さんは︑﹁ここであそんではいけない

六942園

動いても︑それだけでは命があるとはいえ

たいだけは︑病身でねておりますので︑

六768 した︒ごろうが学校で︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六7410

六718 ︑まえに﹁こくご﹂でならった﹁よみかき

六687 ︒一組の人がみんなで考えてこしらえたま

六107

さっそくピンセットでねじをはさみあげて

略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さんち

五537 ︒﹁︿略﹀︒﹂大きな声で︑はるおが︑東の空
五539 ﹂それは︑南東の空で光っていました︒﹁︿
今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで
五557囹
︑ぼうえんきょうで星をみせますよ︒い
五557囹
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あとで写生してごらん︒お
五605園
五626はんのとき︑はたけではじめてとれたきゆ

やがて︑ピンセットでねじをはさんで︑き

＞︒﹂と︑すずしい声で鳴きます︒さんちゃ

五635んは︑この話をそばでおききになって︑﹁︿

六111

︑小さなねじまわしでしっかりととめた︒

五伽11

りは︑自分ひとりで︑大きくなったので
五6311園

六115

六114

南極8

やおかあさんの力で︑大きくなったと思
五641園
五656おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば
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六972園

︒たい﹁あ︑これですっかりらくになり

であった︒﹁これで︑いっか︑おとうさ

たち︑ みんなでまうやら︑うたうや

六973 の人はつりばりを水であらって︑海の神に
六986圏國
六㎜11園

六梱7 とき︑まいた紙を糸できりきりとまいて︑

六梱8 いようにした︒これで︑一本のつつができ
六餅3 で︑みんなは︑これで大わらいとなった︒

六価6 ﹂といって︑みんなで大わらいをした︒弟
六餌4 ぼくは︑このおかげで︑おもしろいことに
六研10 ましてから︑ひとりで︑なぜはながつまる
六㎜6 ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみ

六㎜7 そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑は
六佃10 しかとなった︒自分ではなをつまんで︑﹁
弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂

六欄11 ﹂といいながら︑耳できいてみると︑まる
六柵11

六相11 は︑ぜんぶはなの音でできていることがわ

六捌1 1という五十音の中で︑ナニヌネノという
六皿4 はいっている︒ここで︑もしやと思って︑

六佃3 の性質を考えたうえで作ったものであるこ
六備7 ました︒たこが青空で右や左にゆれると︑

六描5 ﹂と︑元氣のいい声でいいました︒たろう
六佃2 しました︒クレヨンで色をつけ︑バックを
六佃2 ごを切り︑小さな紙で上と下とまん中をは
六佃6 ︒じっさいに紙の上でいろいろとまげぐあ

園

りました︒﹁ここで︑かくれんぼしよう

七451

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でわらいました︒﹁︿略

七527 いると︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝

七4910

七499

い月夜です︒そこらで︑虫が鳴いています

た︑こんなつもりでひいたのでもありま

つた︒﹁︿略﹀︒﹂ここで︑ちょっとことばを

たたかいトンネルで︑今夜︑ゆっくりと
︑大きなけやきの下で︑まるくならんで︑

七5510

ました︒たんぼの上で︑つばめがちゅう返

七453園

たら︑このしかの角で︑うさぎさんたちを

七567

センチほどのところで︒ボタンと音がして

んたちは︑大きな声でじゃんけんをして︑

の大きなするどい角で︑つきあげられてし

七582

コーデオンを︑両手でぐっとひろげたかと

とが︑赤いクレヨンで書いてありました︒

七596

︑青年は︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂といって

やはならない︒角でついてやる︒﹂しか

いった︒ひとところで︑からすが鳴くと︑

七458

ぎさんたちは︑ここでゆっくり休むことに

七616

︑あっちでもこっちでも鳴く︒こんなに︑

すが鳴くと︑あっちでもこっちでも鳴く︒

七463

あらわれる︒どこかで小鳥が鳴いた︒チチ

七617

七617

きみたちが︑ここでわいわいやっていて

唱歌を︑大きな声で歌っていく子ども︑

七631 まって︑顔のところでとんでいるくれがた

七653 ︒あっちでもこっちでも︑だっこく機︒麦

七653 こえている︒あっちでもこっちでも︑だっ

七671 がさく︒方々のうちで︑ふとんほしてある

しもと﹁私のうちでは︑だいこんを︑至
るか︑みんな自分でしらべるようにと︑

るおくんと︑ふたりで︑本をよんでいる︒

七715

七677 いて︑それにねんどでだんだん肉づけをし

のずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑

︒なんでも︑自分でみつけていきましょ

七765 は︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そうです︒

七767 ちついたことばつきで︑旅人﹁そのらくだ
汽車の中は︑人でいっぱいでした︒﹁︿

︶

七368た︒﹁︿略﹀︒﹂頭の上で声がしました︒すぐ

七857園

七829園

れども︑いまの答で︑知っていたわけが

しあるなら︑ここで︑はっきりいうがい

七804園したが︑とちゅうでひと休みしているう

乙﹁いや︑あちらで︑あかしをたてても

七7710園 ません︒﹂甲﹁どこでみましたか︒﹂旅人

六梱6 林の中で︑まつかさで︑まりなげをしたり

七374ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元三

七865

七796園

川島9 は︑くるみの木の下で遊びました︒そこに

七3710
もせずに︑両方の手でまどわくをおしてい

七906

七903

うさぎがうしろ足で立ちました︒が︑す

︑うさぎも︑まえ足で︑耳や顔をなでてい

やいました︒私たちで︑めかたを計りまし

七3711︑せいいっぱいの力で︑すきまをこしらえ

七409 の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒
七413ようになって︑汽車でねむっていた︒ふい

うさぎは︑みんなで︑13びきになりまし

七428たとき︑向こうの席で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑点き

七893

六七5 じめました︒まえ足でほっては︑うしろ足

V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁石でたたいて︑わってい

占櫛5 ほっては︑うしろ足で土をはじきだしまし

六悩1園

六旧4囹 て︑山のてっぺんでたべよう︒﹂そうい

すようにと︑心の中でいのっていました︒

いし︑二時間ほどでっくのですから︒﹂

はるお︑おかしな声で︑はるお﹁おや︑ひ

つきから︑おもてで遊んでいますよ︒﹂

てんぷらは︑これであげるんだ︒﹂女の

︒五年生が︑運動場で︑たいそうをしてい

七524 ばんの先生のあいずで︑ぼくらは場所をこ

︒ぼくは︑うれしさでいっぱいになった︒

が︑わずかのちがいで勝った︒ぼくは︑う

いったり︑﹁この手でやってみよう︒﹂と

ネルの入口のところで︑だれかの声がしま

61035474957944562716411113310
囹
園園園 通園 囹
園
圓 園

六旧1 るみをひろって︑石でわってたべることに

六字5 さんは︑まつ林の中で︑まつかさで︑まり
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︵一︶

たまでかざった︑きれいな

八263

の川

すときに︑わらを足でけったりして︑あば
ふたりは︑毎日野原で樂しく遊びつづけま

になりますと︑これでは︑もうまにあいま

い﹂という考えだけでは︑この遠いきょり

八3110

八2810園すめたちは︑野原で遊んでいるのに︑う

八337

︒ふたりは︑天の川で算しくあうことがで

と︑親うさぎは︑足でけって︑のませませ
︑肯うさぎは巣の中でねていて︑親うさぎ
八3310

八381

しは︑世界じゆうでいちばん美しい庭を

さまは︑宝ぐらの中で︑宝物をかぞえてお

乗せたり︑てのひらで遊ばせたり︑口さき

八406園

と一きれのパンとでは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

八433囹

びんぼう﹄はうちじゃおことわりだ︒﹂

ん︒けれども︑それでは人の心がよくわか

あまりテーブルの上でぎょうぎのわるいま
八516園

八518

﹂はまた︑そこの家でもごめんをこうむり

八502

八528園

ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった

のは︑同じ日本の中でも︑土地土地でほお

の中でも︑土地土地でほおじろの鳴きかた

八536

ぬが︑おそろしい声で追いたてるように鳴

かたがちがうと︑本でよんだためです︒た

八581

さと︑かわきかたとで︑いまが夏だという

のふしぎなかしこさで︑もう大きくなりき

ません︒あぶらぜみでは︑七年忌かからな

て︑わずか二三ヶ月で大きくなって︑皮を

たかしこさで︑これでじょうずに生きてい

ぞなわったかしこさで︑これでじょうずに

いで知るのか︑なんで知るのか︑手ごろな

自分の小さなまえ足でトンネルをほりなが
︑虫たちは︑においで知るのか︑なんで平

くとがった口のさきで︑かたい皮にあなを

いたピオを︑かた足でふんでしまったので

だとたん︑うちがわでむじゃきに遊んでい

れません︒小さな家で︑小さなかっこうを

八876

八8610

八863

八847

八839

八7310

八729

八724

八718

八677

八617

八612

八588囹

︒雲は︑あられや雪で重くなってひくくた

らん︒世界じゆうで︑あの人ほどりこう

る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑空で鳴った︒そうして二

子は︑このあしの中で︑横になって休みた

あひるの子は︑ここで﹈晩横になった︒つ

くれるむすめには足でけとばされた︒そこ

のうなぎの頭のことであらそっていた︒そ

八637囹

方へさしのべ︑自分でもおどろくほどへん

八819囹

をみつけて︑木ぐつでこおりをくだき︑う

たしも︑一どそれでだまされたことがあ

て︑みどりの葉の下で︑あたりをみまわし

るどもは︑みずうみでおよぎまわるほうが

︒みんなその元氣でのぼろう︒﹂とおっ

はいりこんだ︒そこで︑つかれきって横に

をはりあげ︑火ばしであひるの子をうった
れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜ

くと︑まえ足のつあでかたくそれにしがみ

びんぼう﹄はうちじゃたくさんだ︒﹂と︑

が︑どうして︑一方では︑とてもむてっぼ

たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑すき

もきかなければ︑指で追ったりしました︒

事に︑テーブルの上でおしょうばんしたり

320g︑かるいので260gでした︒八348 が︑光のとどく時間ではかると︑あの星と

うさぎは︑おもいので320g︑かるいの 八345 毒します︒この早さで計算しますと︑太陽

まれてから︑きようで20日めです︒子うさ

八3211

なったので︑むしろで戸をこしらえてやり
︑わらの中の毛の中で︑元享に動いていま

51064717644953281044334111109973932心
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に苦しんだか︑ここで話すにはあまりにも
︑ぬまの草むらの中で横になっていた︒美

25度

みんなで植えたなえが︑いき

23度病氣でせいののびないいね

ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの

たま縣のあるところで︑こころみに︑しる

屋もあるフィリピンで︑ある年の十月のす

しぎである︒しばいで︑ゆめをみていた人

るが︑それをたいこであらわすというのだ

ウ﹂とかいうことばであらわしているが︑

た︒水の音をたいこであらわすことなどは
︒おしまいに︑海岸で波のくだけるところ

﹂をきいた︒その中で︑たいこのたたきか

このあいだ︑ラジオで︑﹁劇場音図の話﹂

ますか︒﹁月﹂だけで思いだした心の絵と

を耳にしたり︑文字でよんだりしますと︑

︵二︶ オルガンで一つの音だけひいて

ますと︑赤い色だけでは感じられなかった

やく12平方mの土地で︑41のげん米がと

した︒風のくる場所で︑目の高さぐらいの

いをつかわずに︑手でいねこきをした人も

は︑いちばん多いので16︑ほかのは︑だい

ぶのほの数をみんなでしらべてみました︒

のち雨

ことでした︒みんなで虫とりをしました︒

の一つぶを虫めがねでみると︑毛のような

が︑いちばん多いので15本になりました︒

もり

とったなえをみんなでわけました︒あいだ

へのびすぎて︑あとでなえがよくとれない

みがあったので︑手ですくってみますと︑

は︑すべての鳥の中で︑いちばん美しいと

えた︒それが︑いまでは︑すべての鳥の中

いできて︑くちばしでかるくなでてくれた

15211110693263856343141784246547210
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九197ら︑はじめて︑電話でこのことを知らせて
九198せてきました︒協会では︑喜んでつばめの
九199それと同時に︑協会ではすぐに︑寒氣のた
九209んあったので︑協会では︑おおいそぎで︑
九209会では︑おおいそぎで︑その家をつばめた

九6310園
判も︑もうきようで三日めだぞ︒いいか

九536圏らいうちに︑馬車で︑南の方へとんでい
九553ブ色のかやの木の森でかこまれていました
九567と︑その男は︑横目でいちろうの顔をみて
九612園も︑毎年この裁判で苦しみます︒﹂その
九614 いちろうは︑足もとでパチパチしおのはね
九626まねこは︑争いそぎでぎょしゃにいいつけ
九638どは︑草むらをむちで二三べん︑ヒュウパ

九184 ︒つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くと

しました︒航空会社では︑お金をとらずに
九2111

九662囹判も︑もうきようで三日めだぞ︒いいか
九674園判も︑もうきようで三日めだぞ︒いいか
九684囹でしょう︒この中で︑いちばんばかで︑

ば二十九日飛行機で
九2210
一千六百ぱ二日

一万ば十月一日

九6810にも氣どつたようすで︑しゅすの着物のえ

トリアの都ウイーンでのできごとです︒約
九1810

九226した︒汽車や飛行機で送られた数は︑だい
九227 月二十四日飛行機で二千ば二十五日
九229千ば二十六日汽車で五万ば二十九日
ば十月一日飛行機で
九2211

九425團した︒ぼくのうちでは︑五日めごとにひ
九428團ちじゅうがみんなでいもほりをしました
九448團の夏︑一ど︑用事でおばがそちらにでか

が︑みなさん自身で︑だんだんいろいろ
九8410囹

九3911国
たりしました︒下では︑兄や︑母や︑お

九393国る木の上で︑なたで枝をおろすのは氣が
九394国どんなに大きな声で話しかけられても︑

九393国．トルもある木の上で︑なたで枝をおろす

九242としある家ののき下で巣をつくったつばめ
九244て︑いろいろな方法でこのことをしらべて
九263圃中 上ばきを自分でつくるわらしごと
九338国どもがきょうそうでとりにいくので︑た
九346團妹と︑ぼくの五人で︑三日間かかりまし
九357国もなえは︑ぜんぶで三百五十本ありまし
九359團八日でしたが︑村でいちばんおそい植え

九692囹わたしだ︒この中で︑いちばんばかで︑
九701園を︑まるで一分半でかたづけてください
九732タ鳴りました︒そこで︑やまねこは︑大き
九735白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑
九743は︑とぼけた顔つきで遠くをみていました
九762七 貝づか みんなで︑学校から四キロほ
九766が︑店の人とふたりで︑せっせと貝をこじ
九784 く略V︒﹂もうすこしで貝つかに着くという
九784に着くというところで︑先生は一けんの農
九814囹トルぐらいのはばで︑東西に四五十メー
九821ならないで︑ひとりでたんねんにほってお
九833園﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁骨で作ったものらしいよ
九838園みつけたね︒あとでよくみてあげるから
九844園
貝つかからでる物では︑いちばん多い土
九849園めました︒﹁これで三十分ほりました︒

九4510国いま知りあいの家でみならいをしていま

九922 の男の子︑大きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂と数えな

九901

みんなでそれをおしとめる︒
うともがく︒

九854囹どがあります︒石で作ったもの︑それに
九888園やまだくん︑これでひきわけだ︒﹂やま

九468團
美い学校の運動場で︑先生とみなさんが
九499囹ら︑けさ早く馬車で︑東の方へとんでい
九514囹なら︑さっき馬車で︑西の方へとんでい
九523囹ら︑けさ早く馬車で︑南の方へとんでい
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数えながら︑大またでぴょんぴょんかけて

く略﹀︒﹂くもが︑手でさすっているあいだ

iンと︑遠いところで羽音がしました︒そ

だしました︒どこかであかちゃんのなき声

をほりくぼめ︑小石でどてをつくり︑泉を

る泉があって︑それでもう終りであった︒

がへっていた︒ここで茶人のしたには︑ま
︒茶人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそ

うきょうという景色で名高いところもすぎ

があっても︑中ほどでは︑いい味はたえな

られる︒右岸や左岸では︑その味がきえて

ころどころでその水でお茶をたてる︒する
︑もっと遠いところで感じられる︒右岸や

がら︑ところどころでその水でお茶をたて

の水をくんで︑それで茶をたててみると︑

こんでいた︒帰り道で︑父は次のような話

は︑その泉の水を手ですくって︑いくども

くると︑そこに小石でかこまれた美しい泉

なったので︑雪の上で樂しくおべんとうを

登った︒ジャンプ台では︑じょうずな人た

トルも登ったところで︑つえをあげて︑﹁︿

るもの︑まじめな顔でやってくるものなど

りてくる︒とちゅうでころんで︑雪だるま

と︑のだ先生がつえでさされる方をみると

かかると︑まえの方で︑のだ先生が︑﹁︿略

すすんだが︑谷あいでは一列になったので

れた︒はじめは二列ですすんだが︑谷あい

かけるが︑舞台はしで足をとめる︒やまだ

がいたいらしく︑手でさすっている︒その

もさがし物のようすででてくる︒首がいた

かけてきて︑﹁十﹂でとまる︒うしろを向
︑さがし物のようすで地面をみながらでて

91017611185443310354111119731066387243

ないものでも︑あとで開いてみると︑もと

＋一610園コックスが大声でいうだろう︒﹃︿略﹀

十一61囹 すごいスピードで走るだろう︒みるみ

＋一511園ろう︒その体格で︑思うぞんぶん︑長

十一51 ートがいつもここで練習していることだ

十401
発見した︒﹁これで成功しなければ︒﹂

十一52 ちは︑いつも砂原で︑すもうをとったり

十447園

によらず︑機械の力で動かすようにしたか

十381園

十一88園おりだ︒ぼくらですいせんしょうよ︒

おまえは︑せんすであおいで︑風を向こ
略﹀︒﹂と︑ふるえ声でいいながら︑いつで

して︑ぬき足さし足で︑そっとおくのへや
にげだせるかっこうで︑こしをうしろにひ
やは︑きゅうに両手で顔をおおい︑おいお

わんを︑ふみ石の上で︑ガチャンとくだい

7

なれていた︒うちではバターもつくった

かあさんとふたりで立っていた︒北海道

大ぜいの目のまえで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけん

︿略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒弟は︑

は︑すこし大またで四歩ほどまえに進み

たちは︑自分の席で立ちあがります︒子

をひろって︑大水でいたんだ田の水たま

す︒その油を自分でとりたいと思い︑と

が︑四五日の病氣で死んでしまいました

が︑金次郎のうちでは︑その十二文さえ

しくり返し︑大声で読みながら歩きまし

といって︑かん文で書いたむずかしい平

ると︑書まの働きでつかれきっていなが

とき︑父親が病氣でねていましたので︑

買うために︑自分でわらじを作って︑お

とがすきで︑一代でりっぱな身代をこし
︑さかわ川の大水で︑田や畑をみんな流

かがやくものの中で︑いちばん清らかな

︒一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょ

おりから︑港の方でふえが鳴る︒ふえの
︒一つの太陽の下で︑みんながめいめい

な海は︑太陽の下でわらっている︒休み

てでる︒まつの木では︑きょうからせみ

わしています︒自分で︑﹁イコウ﹂ときめ

まんでいうと二年三ヶ月に

わたしが︑研究所でどうしてもできなか

十348

三つになる

十465園

十一56 もらったうれしさで︑まだむちゅうにな

ころが︑私たちの足では十二三分のところ

にしたかった︒機械で動かせば︑もっと早

十475

十348

九側5園 夜は︑ぼらのかげでねむることにしよう
くも
九爾4 ︑いままでにこの手で︑この足で
九衛4 にこの手で︑この足で一くもは︑自分な

十479

珠︑これを︑人工で作りだすことはでき

十65 ある︒心がけひとつで︑われわれは︑どん
十82 がすきですから︑道で子どもたちが︑なわ
十85月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑おと
十89子どもの中には︑道でおとうさんを呼びと

十一107園ときに︑ひとりで責任をしょって立つ
十一116園あいだのレースで勝ったボートだよ︒

十545

かけると︑道のわきで︑たき火をしていま

話しかけたり︑そこで遊んだりしたからで

十547

らしく︑妹は︑ここでまた︑いろいろなも

れから︑きびしい声でいいました︒﹁︿略﹀

このだんなは︑用事で︑となり村までいか

で︑ずっと︑ひとりでくらしていました︒

きや︑ひやかしなどで︑できているといっ

すが︑能は︑その中でも︑もっとも日本ら

のですが︑能のほうでは︑めんをつけます

は︑おしろいやべにでけしょうをして︑そ

は︑ふつうのしばいでは︑役者がおじいさ

ばにして︑赤いひもでいわえて数えました

に︑先生が︑はしごでいちょうの木にのぼ

くろうのからだを手でいじりました︒ふく

十484

十109タナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑三
十135と頼みました︒方言でできた小歌のあるこ
十137こしかけているそばで︑コーヒ1茶わんの
十145ました︒その川の岸で︑おとうさんは︑ひ
十167がそばへきて︑外國ではどんなことばを話
十549

ように︑私も︑ここで︑いままでの作文の

十665

十662

十6511

十6410

十643

十637

十636

十634

十587

十582

十569

り︑﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私

十168囹 りゃあ︑フランスではフランスのことば
十564

十523

十169園 ことば︑イギリスではイギリスのことば
十172園 太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで
十178園 ︒わたしは︑外面でくらしてみて︑つく

十174園 も︑日本のことばでは通じません︒﹃︿略

十186 たるしずく︒その下で︑きょとんとしてい
十1810 落ちる雨水︒その下で︑雨やどりをしてい
﹁早く︑あの野原で︑遊びたいな︒﹂﹁︿

十205圓 かべに︑プリズムでわけた光を写してみ
十2112園

十223 友だちは︑水えのぐで写生をしている︒光
十2212 つれて︑つつみの上でつみ草をしている︒

十235 一﹂の文を大きな声で歌う︒自轄車に乗っ
十236 学生が︑ふたりつれでなの花畑を横ぎる︒

十7212

十729

十6811

十6811

十681

十677園

十2410 ける石炭︑シャベルですくう石炭︒20み 十6612 んなおそろしいどくで︑死ぬようなことに
十256 つくりとした足どりで︑家に帰ってくる︒

十308 たいと思います︒家では︑弟たちのめんど
十315 のでしょうか︒学校では︑組の友だちとな
十316 いと思います︒かげで人のわる口をいわな
十3110 ありのままのすがたで︑つきあっていきた

十322 ︒ぼくは︑この学校では︑かけがえのない
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一4710 がパンをやくそばで︑ぼくは︑いつも三

十一479 つたし︑こむぎこで︑おいしい︑やわら
十一486 花が風にゆれ︑畑では︑いちごがでさか
十一494 しをかって︑自分でバターをつくります

のに︑このごろでは︑いつも美しい実

十ニー810囹︑遠くの草むらでも︑ピッピッという
︒﹂﹁ほら︑そこで絵をかいている文雄

です︒ひさしぶりで︑姉やふたりのまご

十二202囹
十二208囹

十二235

に︑同じ屋根の下でくらせるのですから

ちゃんがひとりでおかって口から地面

教室でも︑どこでもやれるからね︒き

つつを作り︑のりでとめる︒②古新聞

この形も︑古新聞で作って︑のりでとめ

が︑あちらこちらで発見される︒その中

ただ人々のあいだで語り傳えられている
︒傳説を画く全面で調べてみると︑よく

は︑紙やいたぎれで︑木や家を作ってお

︵

聞で作って︑のりでとめる︒の日本紙

ながら︑まえの海で顔をあらうのを樂し

舞台

の田をきょう一日で植えてしまえといい

だんというところで︑いちばんどりが鳴

2

ころを作り︑まくでかくす︒

してから︑絵のぐで︑顔をかいたり頭の

54

﹁︿略﹀︒﹂﹁どこで生まれたの︒﹂﹁︿略

ずかな点のちがいで︑清水選手の負けと

すごさは︑ことばではあらわすことがで

いたこと︑みんなでたべたことll樂し

たら︑ただ口さきでいうだけのことにな

としていうときとでは︑いいかたもかわ

ろう︒ふろ場の中で湯をかきまわしてい

略﹀︒﹂という︒庭で植え木の手入れをし

スカップを︑日本では︑はじめてもらう
︑第一回は七−五で清水選手が勝ち︑第

とうとう五セットで勝つことができまし

︒なんどもコートでたおれました︒たお

﹁セントルイスで︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

しそうに︑えい語で︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

生は︑おひとりでどうしていられるか

蕉はたったひとりで住んでいて︑なにか

のこと︑八郎が山でしごとをしていると

きて︑岩屋の入口で頼んだ︒そうしてよ

ずかというところで︑日ははや西の山に

55

やんは︑二つ︑満でいえば一年三ヶ月で

十二273

でした︒おとなりで︑このごろ白いいぬ

十二296囹

ったが︑アジアでもヨーロッパでも︑

56

十二235

十一599 と一雄と三人つれで︑学校から帰るとき
十二303

でもヨーロッパでも︑りっぱな影絵し

56

十二245

十一611 さいわい近くの田で働いていた村の人た

くものを待つ氣持で︑じっとげんかんに
かけおり︑指さきで人形という字をつづ

にか美しいものであらわそうとする三

56

十一5310 くとげとげした心でおしあっていた人た

十一692 さげて︑一方の手で︑ふとんの上におか

のみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しんだあ

十一一3311

十二317

せず︑立ったままで︑全身の注意を先生

雲とか不便だけで物事を考えないとこ

6107106774511865411681072109549109411287
園囹 囹
一
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58

十一524 いがぬれたからだで︑おしたりおされた

十一7011 年をみつめたあとで︑目を閉じました︒

十二351

ださった新しい目で︑すべてをみるよう

わからないことばで︑わたしに知らせる

十一7112 て︑最後に船の上でわかれを告げたこと

十二372

十二259

十一7612 ならべて︑その上でねむりました︒そう

十二382

かずお

十一547圏 れたときの氣持でゆずりましょう︒﹂

十一777 いとねむったあとでは︑目を開いたとき

︑﹁私が命がけでせわをすれば︑ケラ
しずまったあとで︑動いているのかも

学をりっぱな成績で卒業し︑はかせにま
は︑三人がかりで一つの人形を動かす
いった文樂は手でつかうのだが︑その
︑そのほか︑指でつかうもの︑ぼうで

つかうもの︑糸であやつるものなど︑

かうもの︑ぼうでつかうもの︑糸であ

しろいし︑自分で作って自分で動かす

ｪ﹀︒﹂﹁日本ではあまりさかんでな

だよ︒こうえんでも教室でも︑どこで

48

49

51

50

54

60

60

げだして︑おしりでいざって歩くのです

十一784 のこもったことばで︑しっかりするよう
十一796 な失望とのあいだで︑たえずはらはらし
た︑看護人が小声でいいました︒﹁︿略﹀

十一831 方をみつめたあとで︑いくども少年にほ
十一874

十一919 いって︑一方の手で花たばを取りながら
ながら︑一方の手で目をふきました︒﹁︿

ら︑﹁︿略﹀︒﹂そこで死人の方へ向いて︑

十一9111
十一928

十二512囹 も人のしたあとでは︑なんのぞうさも
したので︑﹁雨で困っております︒三

十十十十十十十十十十十十十十十十十

61

62

70

75

了9

了8

了9

81

81

十二46 る日︑祝賀会の席で︑人々がかわるがわ
十二71囹

6
46
46

十二811 ぬのを︑小がたなでたち切ってしまいま

6

うえんでも教室でも︑どこでもやれる

3

分で作って自分で動かすのは摩しいも

「〈

10

4了

十一一95囹 学問のちゅうとで家に帰ってくるのは

て︑﹁あの出場で遊んでいる子どもた

ある町角の廣場で︑ひとりのみすぼら

十一一97園 織物をちゅうとでたち切るのと同じこ

十二911
十ニー13園

十二 10 グストンが木かげで書物を読んでいまし
十ニー68 し︑パレットの上でみたときは︑ずいぶ
十一一189園 となりの草むらでも︑遠くの草むらで
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﹂という同じ文題で書いても︑書かれた
です︒このほか魚では︑たい︑さば︑ま

す︒しかの角などで作ったつり針もあり

の風景で︑大和絵でやわらかにかきあら

かけての藝術の中で︑とくにすぐれたも

なおしてローマ字で書いてあります︒羊

雲のことを絵いりで説明した本を︑いま

十年目えに︑日本で出版したものです︒
よこはま

選び︑風の通り場で遊んでいる︒遊ぶと

十三537 ころに︑先生の手で︑こう書いてありま

十三533 方に︑まるく原色ですってあります︒ま

がなく︑しょさいで︑本を読んでいらっ

十三561 たが︑おじさんので見ると︑いっそう生

輪になったその中で︑さるがさまざまな

おいて︑てのひらで︑きゅうにどらをお

十三5711園

十三5711園

写眞で見ただけでは︑明暗はかなりわ

ね︒絵は︑写員で見ただけでは︑明暗

十三573園さんかいた︒中でも︑ラファエルは︑

心のフロレンスで︑研究しているうち

ノというところで生まれ︑早くから絵

さるは︑とちゅうできよとんとしてやめ

十三5411

十三5612園

十三568園

なをほったり︑土でおだんごのようなも

がとまると︑そこでは︑どこかの子ども

を︑てんびんぼうでかついでやって來る
︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよくしごく

ぐわかる︒その中で︑いちばんさわがし

わないで︑呼び声でやって曇る者もある

十四66團

十三618圓

十三613園

︑そんなお堅持で︑この絵はがきを送

二か三のわかさで︑せんぽいをしのい

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがは

十四121團

十四1111團

十四119團

れたら︑そちらでわけなくかわりをお

を︑ぼくひとりでつかうのは︑ぜいた

︑いまどこの家でも導けんぶんも︑三

十四239園げたことばの中でも︑クレヨン︑ズボ

十四205 ていることばの中で︑外記からはいって

と︑その木のかげで︑きれいな鳥がわら

き生きしたみどりでわらい︑きりぎりす
︑空しい景色の中でわらう︒メアリとス

りの丘が︑その声でわらいだす︒牧場が

かいなじょうだんでわらい︑みどりの早

の森が︑喜びの声でわらい︑波だつ小川

くんのことばだけで︑すっかりようすが

んの声と動きだけで︑四人とそれぞれ話

くして︑うらの方で︑もの音がする︒三

十四463

十四4410

十四433圃

十四385

十四346

十四318

十四314

せん︒博士の計算では︑うちゅうのさし

がたの考えひとつで︑日本はよくもわる

うちっぽけな考えでは︑とても世界の中

十四283誓書で︑かたかなで書いてあることばは

十四283園わかる︒その中で︑かたかなで書いて

十四2710

ほがらかな調子で︒日々の苦労に︑よ

のままのかっこうで︑﹁︿略﹀︒﹂三の人﹁

十四2710

の西岸のおきあいで︑ローマン号という

らきたことばの中で︑西洋からきたこと

︒私は︑自由研究で︑外國からきたこと

を前にして︑客間で歌っているのと︑ち

で︑母うしがしたでなめると︑よろける
︑自然をしたう心で︑一日一日と︑むす

園園囹

みなみのどりよくでなしとげられるもの

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ羊

な︑りっぱな文字で書かれてある︒小さ

プは︑かさなしでもりっぱに役にたち

学校で︑そうじをしている

ぶん︑とちゅうでこわれるだろうとい

ざりのような叢書で︑れんをながめてい

十四122團

︒きょうはこれでお話をやめます︒が

かたは︑ご自分でなさってごらんなさ

パの音が︑どこかでひびく︒子どもたち

十四177團

い旅をしたあとで︑七時にパリーに着

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

5

日︑はじめて日本で東京横浜間を走った

41

6

法は︑この議事堂でたんじょうしました

41

5

いのことば これで︑日本の面影を写し

43

1

いかれらのことばで︑なにごとか︑ささ

45

8

はるかな空のおくで︑鳴いているからす

45

2

えられたり︑自分で本を読んだり︑考え

だったか︑遠足で行きました⁝⁝お子

十四182 きたことば

49

4

などは︑日本語で︑なんといっていた

十四191園

49

5

つたよ︒みんなで心配していた⁝⁝う

うしをぬぎ︑指先でくるくるまわしなが

49

6

なっている︒漢字で名まえを書かぬ國の

．．

1．

園

31
49

7

とになって︑東洋でも西洋でも︑天は撃

4

49

2

て︑東洋でも西洋でも︑天は動き︑地は

かし︑この天動説では︑どうしてもかた

をしました︒自分で望遠鏡を組みたてて

組みたてて︑それで天体を観察し︑数学

に一どずつ︑自分で西から東へ一回些し

体を観察し︑数学でこまかに計算した結

まわります︒これで︑夜と書とがあるわ

びだされて︑自分でも信じてはならぬ︑

たたえて︑つるぎで失ったものを︑すき
ったものを︑すきでとり返そうと決心し

でのびると︑そこで生長をとめました︒

ます︒このおかげで︑ユートランドのあ
って︑あるところでは︑百五十ばいにな

．

28
31

6

33
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50

3

きだす︒ズ略﹀︒﹂で動いているようすが
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十四527園 んが︑それだけでは実はつきません︒

十四523囹根さんのご指名で︑私から申します︒

十四506 たマッケンナの話で︑あきらかになった

十四481 こんな海のまん中で︑よくあんな美しい

十四4710 けんのせまった中で︑なんというおちつ

十四467 しんみりした氣持で︑この歌に聞きほれ

十四941

十四893

十四892

十四889

十四886

十四862

どんなにか︑それで火をともしてみたか

いだり︑てのひらでなでてみたり︑耳を

上に集まって︑足でトントンとふんでみ

であろうか︒雪曇でいちばん樂しいもの

それとも︑心の中で考えごとをしていて

はない︒野原の中で︑一本の草花を囲い

十四568囹 の私がとちゅうで切れたりしたら︑そ
十四9412

十四9411

十四9410

つた一本のマッチで︑火をともすことが

に︑一本のマッチで

両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい

十四5410園明かるい地の上でくらしているかたに 十四948 ろぼろの着物の下で重ねて︑どうかして
十四573 つたとき︑高い声でわらいながら︑どや

ほんのたった一

十四574 れは︑頭のぼうしで︑日︑水︑土︑はち

十四576園︑いま︑戸の外で聞いていると︑あな 十四967 ッチをとってかべでこすった︒それがゆ

十四649 いて︑飛行機などで︑横からすかして見

十四645 ︑ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑

十四644 とが︑学者の研究でわかってきました︒

十四591囹あの雨のおかげで︑かれるのが助かっ

十五241

十五2112

十五2011

十五195

十四齪7

︑あぶない足どりで︑山の上の方に︑ま

iヨークの大都会で育てられた子どもた

十四撹4園︒あの子は寒さでこごえ死んだのだ︒

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私 十四9911 のマッチの火の中で︑もうとっくにわか

十四655 ら︑いろいろ自分でためしてみると︑お

十五2412

十四727 ところとのさかいで︑光が曲がるために

十四716 アルコールランプで熱したときの水の流

十四713 わんのまん中の方では︑ぎゃくに上の方

十四711 んに接したところでは︑湯は︑ひえて重

十四706 はんのおぜんの上でもやれますから︑よ

十四699 いる湯は︑日かげで見ては︑べつにかわ

十五266

十五266

十五262

十五257

十五255

十五252

十五251

が大きなくちばしで女の子の頭でもつつ

もしまたとちゅうで︑このわしが大きな

いおりるとちゅうで︑高い木の上へでも

とおしつけ︑両足でいっそうはげしく鳥

て︑からだの重さで上からぎゅうぎゅう

して︑鳥が大づめでつかんでいる女の子

せにつけて︑右手で鳥のつばさのっけね

りうつって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑

がみついて︑両足で鳥の腹をしめつける

ています︒その中で︑一だんと高くそび

神さまの学園の中で︑元日をむかえてい

十四6710 んの上や︑庭さきでおこるうずのような

十四678 ︑たいへんな早さで回轄するのを見るこ

十四758 められるので︑畑では空曇がのぼり︑森

十五2611

ふりかざし︑左手で女の子をかばい︑阻

かな 日本では︑中國から傳わっ

十四7911 いるのといないのでは︑たいへんちがい

十四7612 ありますが︑ここでは︑これくらいにし

十四765 すこし高いところでは︑反対の風がふい

十五299

十五296

十五291

十五287

十五2710

そろしいいきおいで少年にとびかかって

は︑必死のかくごで︑すばやく女の子を

うにするいきおいで︑ぱっと︑地面へす

上帯にかけたままで︑右手をはなして︑

＋五4710︑そのお庭焼の中でも︑﹁色なべしま﹂

十五478 いって︑自分の家でつかう食器とか︑お

十五487いたため︑ひとりでこの焼物を作ること
十五489たいと考え︑自分でまず︑焼くしごとか
十四836 うす︑深い雪の中で生活している人々︑

＋五4612﹁
園︿略﹀︒﹂﹁どこで作りますか︒﹂﹁︿略

語で︑町をひとりで散歩していた︒ひく

やら覚えた日本語で︑町をひとりで散歩

の考えかたや商責では︑ふだんの生活さ

じょうずな日本語で話しかけた︒店の主

しかた いま日本では︑漢字と︑かたか
︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒ウイ

とばも︑ローマ字で書くことができる︒

ローマ字は︑全部で二十六字である︒こ

る︒しかし︑いまでは漢字の長所をいか

このかなのおかげで︑日本のことばを︑

う︒

と考えてみただけでも︑このことがすぐ

このように︑日本では一つの漢字をふた

えであるが︑日本では︑﹁山﹂を﹁サン﹂

ものは︑この方法では表わすことができ

どに︑はものなどでしるしをつけてしめ

や︑あさなわなどであんだひももっかい

を頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒
︑それはいまここでいうまでもありませ

りました︒その中で︑女の子を後にかば

と︑鳥のくちばしでっき殺されます︒ま

かかります︒羽風で空身がゆれ動き︑ち

を持ちかえた右手で︑その石を取るが早

おい包むいきおいでせまって來ました︒

時に︑右手の短刀で鳥のつばさに一たち

めの最初の一げきで少年の頭をくだこう

11146441074121141263174121091273110

十四851 ︑その雪が︑どこで︑どのようにしてで

︒もう︑がけの上で﹁︿略﹀︒﹂といって

ているような氣持で︑少年は︑ときどき

十四759 空氣がのぼり︑森ではくだつています︒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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で一ていきせん

82

ふ

じ

ばんだい

ろう︒このへんでは︑みんなお金持な
＋五9710園

五189

十五567園 た︒そんなわけで︑私と日本とはふか

八295

七809園

十五5512園ずねた外人の中で︑富士山や磐梯山の ＋五9612どもたちのまわりで︑わになっておどり
十五5612囹 たころ︑寄宿舎で二間続きの室をつか
＋亀卜11園 っぱい﹃幸福﹂でつまっているじゃな

十五984園ものは︑地の上でも︑天の上でも︑い
十五984園上でも︑天の上でも︑いちばん美しい

おたがいに︑であったと思ったら︑すぐお

一びきのさるにであいました︒

そのとき︑この人にであったのです︒

すると︑

すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて

私は︑ひさしぶりで窓のあけはなたれた
＋五6710

十五645私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った
十五646のまん中で︑無言でつつ立ったまま動か
おたる
十五658の道すがら︑小樽で目についたといって

十五6311圓

﹁満ぼう︑これでどうだ︒おじさんの

十五629 ︿略﹀︒﹂小さな声でうったえる私のくり

＋五麗11園 愛は︑喜びの中でも︑いちばん美しい

十五m5園めと︑だっことで織ったのですよ︒お

＋五二11園 は︑まあ︑なんでこしらえたの︒きぬ

十五佃1囹 は︑たぶんここでいちばん純潔なもの
＋五mlo園えないが︑ここでは︑なにもかも見え

十五描7園 ︒そういうわけで︑あれにうっちゃら
十五佃2園 の中に︑つま先で立って︑やっと見え

＋五悩12 じいたり︑ひら手でたたいたり︑いそが

＋轟轟12 て來ます︒鼻を指ではじいたり︑ひら手

九808園

い

九襯11

九翌2 みつばちは︑そのつなをさけてにげようと

大洋を西へ西へと航海して陸地にで

十五681してあって︑これでたたけというように

十五備9園 ようだよ︒ここでは︑うちにいるとき

であう

︽ーイ・

ウ・

手足の力がなくなって︑なにをするこ

﹇手足﹈︵名︶3 手足

﹇手当次第﹈︵副︶1

手あたりしだ

くすりをのませるやら︑あたためるやら

﹇手当﹈︵名︶2 てあて 手あて

︵名︶1

D・D・T

いままでどおりのてあてを続けなさい︒

庭園

日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外野と

﹇庭園﹈︵名︶1

十四441一

ローマン号という小さな汽船が︑十ばい

﹇定期船﹈︵名︶1 定期船

んありますが︑

はおもむきのちがったおもしろいものが︑たくさ

十642

ていえん

せなかから︑腹までふりまかれて︑

七411 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑

ディーディーティー

十一752園

一あらゆる手あてをつくしましたが︑

八1111

てあて

よくなにかをほりあてたらいいが︑

もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

てあたりしだい

すわっていました︒

それで︑そのまま手足をちぢめて︑じっと

しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

ともできなくなってしまいました︒

三皿9

てあし

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒

十五683 ﹂とよんだつもりで︑私はかねをカーン
十五702ながら︑私は無言で頭をぴょこんとさげ

十二51園

くる︑わかい男にであいました︒

六675

わかれでした︒

十五5712囹 書をギリシア語で読みたいといいだし

十五578園ん中にチョークで線をひき︑向こうは

十五5911囹 うは︑もうこれでしごとはやめだ︒さ 十五悩3園 だなかまのうちでいっとういいのをし
みつ
十五悩7園 くたちのなかまでいっとう快活なので

んでも赤インキで書かなくては見えな
＋五7012囹

＋五備12囹 たかい︒この手でおまえのせわをして

十五609 ふつう﹁満ぼう﹂でとおっていた私は︑

十五734 ている私の目の前で︑博士は︑﹁︿略﹀︒﹂

十五M6園よ︒さあ︑これで︑おまえたち︑私に

だおれで とどまりぬ︒
︵五︶

二ひきのやぎが︑そのはしのまん中

7

で ︵接助︶1 で
十五55図魍 遠くそののちかしの木に︑矢はま

十五捌11 佐藤先生と︑教室でお別れをした︒先生

さとう

十五伽5 校生たちがみんなで︑私たちのために送

＋画塾12 り︑いそがしく足でけったりして氣ちが

＋五7512を見て︑大きな声でわらわれ︑こんどは

十五齪9 先生がたがみんなで︑合唱してくださっ

十五663満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五761園を︑カーネギーで出版することは︑ひ
十五801ります︒歴史の上で︑いろいろな國の人
十五822大理石のまるい柱でできた大客間のよう
十五823は︑この地球の上でいちばんふとってい
十五825たかなえなどの間で︑たべたり︑飲んだ
十五834園れがこの世の中でいちばんふとっただ

﹇出会﹈

ーッ︾

四404園

とばにいろいろであうでしょう︒

あなたがたは︑これから︑りっぱなこ ていきせん

でであいました︒

であ・う

十五873園は︑幸福なかまでいちばんふとった﹃
十五895囹ころです︒これでけさから十二どめで

二272囹

︑テーブルのすみで︑﹁︿略﹀︒﹂さとう

といった︒そこでなにをしているんだ
＋五9211園
十五934

＋五9310囹︒さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやで
んなで︑力ずくで︑いやでも幸福にし
＋五9310圓

83
ていし一テーブル

十五869園
わりなさい︒

もある定期船につきあたって︑

ていぼうこうじ

﹇停車場﹈︵名︶3

停車場

ていしゃじょう

ていねい
ていねいに

ります︒

四609

ていぼう工事

ていねいに︑しかしきっぱりと︑こと
﹇堤防工事﹈︵名︶1

弟妹たち

上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

ブルのはしからころげ落ちたりしました︒

八76 あとずさりして︑うしろに氣つかず︑テー

少女たちは︑︿略﹀テーブルをかこんで︑

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十一435 正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

いなかの歌を歌ってきかせてくれました︒

さかわ川のていぼう工事があって︑どの 十138

﹇弟妹達﹈︵名︶1

でいり口

停留所■いち

しかたがないので︑二十九わのがんは︑

テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ

テーブルのまわりにあつまって︑まるくな

テーブルのまわりにあつまりました︒
六209
ります︒

六2010

三ど三どの食事に︑テーブルの上でおしょ

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒

八611

客がきているときなど︑あまりテーブルの

うばんしたりしました︒

八71

みなさん︑こころみにこのたまごを

このときコロンブスは︑コツンとたまご

あのとおりテーブルの光栄になってい

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル

とにかく︑そいつは︑

一どもわたした

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

十五909園

した︒

をはなれて︑︿略﹀︑子どもたちの方へやって來ま

十五8510

るさとうがしを︒

十五851園

︵ぜいたく︶たちが︑︿略﹀食べたり︑飲んだり︑

十五823 テーブルのまわりには︑︿略﹀﹁幸福﹂

は︑

十五75一 テーブルをたたいて立ちあがった老博士

をせなかに立てたまま︑テーブルからとびおりて︑

十四975 やいた鳥は︑肉を切るナイフとホークと

いきをたてて︑テーブルの一方におかれてあった︒

十四972 まるやきの鳥が︑ほかほかとあたたかい

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

十四971 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

十一一264 民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑

のはしをテーブルにうちつけて︑

十一一510

テーブルの上に立ててごらんなさい︒

十二55園

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹 十二53

﹇出入口﹈︵名︶1

ていりゅうじょ

手入れ

私は︑かさをさして電車の停留所までで
﹇手入﹈︵名︶2

庭で植え木の手入れをしている父にこう

切りとるばかりで手入れをおこたったた
めに︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三203

いれて持っていくだろう︒

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい

十二876

ていれ

かけた︒

十一516

ていりゅうじょごと

﹇停留所﹈︵名︶1

三329園でいりロには︑げたばこがたくさんあ

でいりぐち

たちをあとに残し︑︿略﹀京都に移った︒

十五6610

ていまいたち

て働くことになりました︒

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

十一2012

ていし 尋きゅうていし・きゅうていしする

八584 足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺
の屋根や停車場が目についた︒

停車場があって︑

十五201 その登山電車のとちゅうにはいくつかの

ていしゃば

十五765 私は︑停車場まで送ってくださった博士
のこう意をふかく謝して︑
﹇停車場﹈︵名︶2

三893 ていしゃばでは︑どんなひびきがきこえ

ていしゃば

るでしょう︒

﹇丁寧﹈︵形状︶9
きず口を

あらって

三933 このていしゃばもみんなのものです︒
ていねい
一わが︑

やりました︒

四545

四棚6 かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の

方へいってしまいます︒
にかいておこうと思いました︒

五594 私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい
六295 捲め望りすていねいにおじぎをしながら︑
﹁︿略﹀︒﹂

かたい皮にあなをあけて︑ていねいに生みつけて

八146 親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑ テーブル ︵名︶23 テーブル
おいてくれましたの で ︑

九599 そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい
ちめんに波だち︑ぎょしゃはきゅうにていねいな
おじぎをしました︒

十435 研究のため︑死貝を一つ一つ︑ていねいに
しらべていった︒

ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑

十五529 博士は︑別れに際して︑各地の大学者た

ておけ一てがみ
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十五923 チルチルがふと見ると︑かれらはみんな
となかよくテーブルについて︑

十五925圏 みんなは︑テーブルにすわりこんでる
よ ︒ ﹂ 光 ﹁ 呼 び 返 しなさい︒

手おけ

十五934 いぬぶつぶついいながら︑テーブルの
すみで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇手桶﹈︵名︶6

六246園
おにも︑とんとこ︑とんとことさがしにで

さあ︑おそくなるからでかけよう︒

先生︑早くでかけましょう︒

かけました︒

六⁝⁝⁝2

七166圏
じゃあ︑でかけよう︒

もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで

七167囹

七657
かけていく︒

どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑

そこで︑みんなは鳥小屋にでかけた︒

八737園

八676

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

五919園それで︑手おけの水をかけてやると︑た 八473 王子も︑なんとかして父の病氣をなおした

ておけ

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒
らのいどばたに立ちました︒

五936 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさげて︑う

渡り鳥になる考えはないかね︒

先生がぼうしを持ってきてくださったの

満ぼう︑いいところへっれて行ってあ

弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでか

で︑私は暖かい日なたにでかけるのだと知って︑

十二362

十二9412
けたが︑

げるから︑さあ︑出かけよう︒

十五6111園

げんかんへ出かけて︑ふみ石の上にそろ

えてある大小二つのくつをちらと見た私は︑

十五621

一本の

マッチでも︑これを作りあ

﹇手数﹈︵名︶1 手かず

四慨9 ただ

てかず

げるまでには︑どれほど手かずがかかってい

←しでかす

ることでしょう︒
でかす

十二8710 ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで でかせぎにん ﹇出稼人﹈︵名︶2 でかせぎ人

そこで︑あひるの子はでかけていった︒

八834

ら帰ってきた

﹂と︑看護人がききました︒

でかせぎ人です︒﹂と︑少年は︑ます

ます不安をおぼえながら答えました︒

十一6510園

﹁年よりのでかせぎ人ですか︑外野か

九448国

わざわざ遠くにでかけなくても︑ふだん自
分の身のまわりにあるものを︑よくしらべて

うちの人のかいたてがみやはがきを︑

みかどへおわかれの手紙とふしのくす

ふしのくすりと手紙は︑かえってかな

五208園

手紙や小つつみなどをおくってくれま

﹁としおくんから手紙がきたよ︒﹂

書いた手紙です︒

五152 私は︑としおさんが︑みつおさんにあてて

す︒

四58

をやきすてよ︒

三解4囹その山の上で︑ふしのくすりと手紙

しみをますたねになるばかりでしたので︑

三描3

りをのこしました︒

三衡3

ここにいれます︒

三917

﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね てがみ ﹇手紙﹈︵名︶32 てがみ 手紙δおてがみ
でかけるとき︑太郎かじゃ︑次郎かじゃと

だったり︑そのくせ︑でかけようといいだしたり

十523
十663

のどまででかけたさけびを︑じっとおさ

私は︑かさをさして電車の停留所までで

いうふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑

十一516
かけた︒

十一816

おおたどうかん

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑

ある日︑太田道灌は︑たかがりにでかけ

えながら︒

十二64
ました︒

リビングストンがちょっとそとにでかけ
たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒

十一一122

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

十二83

十一658圓

こういわれたら︑手おけに水をいっぱいくんで

かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

持っていくだろう ︒

十四198園 バケツはね︑手おけさ︒

出かける

十275

十四199園手おけ︑手おけはちょっとおかしいわ 九鵬3囹 さあ︑でかけよう︒
ね︒

手がかり

十四199園手おけはちょっとおかしいわね︒
﹇手掛﹈︵名︶1

十四503 一そうのボートが︑やみをぬって助けに

てがかり

でかける

きてくれました︒やはり︑その美しい声を手がか
﹇出掛﹈︵下一︶30

りにして︒

でか・ける
︽ーケ・ーケル︾

一438園 いそいででかけよう︒
でか け ま し ょ う ︒

二615囹 さあ︑春をむかえにでかけましょう︒
一一617囹

た︒

三588 ある日︑みんなであそびにでかけまし
四599 かっちゃんは︑どんどんでかけました︒
﹁さ あ ︑ で か け よ う ︒ ﹂

五153 私も︑いまから旅にでかけます︒

四637園

85
てがら一できかた

きました︒

五383 けさ︑先生に︑先生のお友だちから手紙が

た︒

五385 手紙の中に︑こんなことが書いてありまし

三郎手紙を読みながら︑﹁生きて帰って

に出て來る︒

十三432

來ました一か︒

血まなこになって目の前のてきを相手に

なん年か

かかって︑

とうとう

一そうの

できあがったものをうしろのかべには

できあがる

しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

十五327

﹇出来上﹈︵五︶13

でき 5じょうでき

六梱8

あごひげを

つけた

サンタク

これができあがるまでには︑どれほど苦

これで︑一本のつつができあがった︒

できあがりました︒

六569 手わけをして︑やっとつぎのようなものが

心をしたことでしょう︒

四梱3

ローズのおじいさんができあがりました︒

四839 まつ白な

れをはいて︑元氣よくかけていって

四333團はなおができあがると︑男の子は︑そ

ふねができあがりました︒

三272

りました︒

三Z6

︽ーッ・ーリ・ール︾

十四61ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手 できあが・る
十四1311国

おふたりの写眞は︑いま︑この手紙を

紙の中にもよくうかがわれます︒

紙を書いてもらって︑きみの受持の子どもたちに︑

五387團 こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手

書いているつくえの上︑私の前においてあります︒
おかあさん︑これからたびたび手紙を

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

父に送った手紙のどれにも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

これから車のついたものは送ってくださ
手紙のたびごとに︑どうしているかとた

﹇手柄﹈︵名︶1

手がら

大洋を西へ西へと航海して陸地にで
﹇手軽﹈︵形状︶1手がる

■えいがてきしゅほう・かがくてきけん

分で作って自分で動かすのは聾しいものだよ︒

がつた︒

十375 そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら

かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

くうちに︑ひととおりできあがった︒

十ニー612

もっとも︑らい雨のできかたは︑いま

﹇出来方﹈︵名︶1 できかた

十四691

できかた

なく︑白く焼けるはずのものが黒くなったり︑

十五4810 そのしごとも簡盟・にできあがるものでは

九の石だんができあがった︒

十二589 みるみるうちに工事がはかどって︑九十

あがる︒

十二486園そのうえ︑手がるでおもしろいし︑自 十二537︵ の 顔と手をつけた着物を裏返すとでき

てがる

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒

十一一51園

てがら

ては見えないようにおなりになったのですよ︒

十五7011囹手紙でもなんでも赤インキで書かなく 十365 そこでやっと︑思いどおりの機械ができあ

ずねられたのもそのはずだ︒

十五6910

るなと︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

十五661

必ず書きそえてあったのを見ても︑

十五613

に空からの手紙にちがいない︒

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか

十四857

あげることにしましよう︒

十四1510国

それを送ってあげよう︒

九465国 ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜
んで書きだしました︒

十一636 少年が︑︿略﹀︑病院の門ばんのまえへ
いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒
十一644 にわかに病氣にかかって入院したので︑
家族の者にかんたんな手紙を書いて︑帰ったこと
と︑病院にはいったことを知らせました︒

十一651 門ばんは︑その手紙をひと目みてから︑

力をおとしたことなどi
﹃チ チ ロ を や り ま し た ︒ ﹄

って手紙が

十一722 手紙の着いたときに︑母親がどんなにか
十一835園

きたきり︑おまえがこないから︑
た父にこういわれたら︑

十二878 手紙を書こうとして︑すずりばこをあけ
十三394園 手紙が︑はい⁝⁝二番めのひきだしの
⁝⁝上⁝⁝はい︒

十三401 眞ちゃんが書きのこしていった手紙を︑
とりだして読む︒

十三407 その間︑かた手に持ったさっきの手紙を

﹇的﹈

きゅう・かがくてきちしき・きんだいてきこうぎょ

てき

う・じかんてき・じんしゅてき・せいしんでき・せ

くり返して読む︒

しょに︑そのマンシュウの子どもに︑お礼の手紙

十三426園 手紙がだせるようになったら︑いっ

かいてき・せかいてきぎょるいがくしゃ・せかいて
きめいしゅ・だいひょうてき

を書こうね⁝⁝

十三428囹 お礼の手紙を書こうね⁝⁝

十三431 また︑手紙を読みながら︑舞台のまん中 てき ﹇敵﹈︵名︶1 てき

できごと一できる
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できごと

いったようなばあいばかりでなく︑だいぶようす
﹇出来事﹈︵名︶4

のちがったのもあります︒
できごと

九1810 しょうわ六年の秋︑オーストリアの都
ウイーンでのできごとです︒

長いあいだかかって︑やっと切りたお

お米がはんぶんもできない︒

こをとおすことはできない︒
三238園
すことができました︒

三264

つまむことはできません︒

あとで︑できた作文を︑ひとりびとりよ

三716

はきだすこともできません︒

みました︒

三308

ているかを世界じゆうに知らせた大きなできごと

三722

九238 この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ
でした︒

一まいの紙で︑いろいろなものをおる

てきとう

できばえ

︽ーキ・⁝キル︾

できます︒

かおも︑先生の

つくえも

一まいの紙に︑えをかくことが

こともできます︒

けれども︑かぐやひめの

いうようには︑

三975 かん字をかくこともできます︒
三976 ローマ字をかくこともできます︒
三価7 それで︑かぐやひめは︑その人たちにと
てもむずかしいことをいって︑それができた
らおよめにいくといいましたQ
三価10

手足の力がなくなって︑なにをするこ

だれもすることができませんでした︒

もう︑ひきとめることもどうすること

ともできなくなってしまいました︒

三麗10

四麗6園

きません︒

ここから︑とおいとおい町へいくこと

かっちゃんをささえながら︑できるだけ

すっかり用意ができると︑みはりばんの

一つのこのでんきゆ

天人のはごろもなら︑なおさらお返し

でも︑その

はごろもがないと︑まう

四悩3園それがないと︑天へかえることがで

はできません︒

四駅1園

うがないと︑光ることができません︒

四駅6園 けれども︑ただ

四価9囹なんのおかまいもできませんでした︒

四733 たくさんおもしろいのができました︒

がんたちもあつめました︒

四579

早くとびました︒

四528

りません︒

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

ができます︒

四125

になることができませんでした︒

もできません︒

ふねをおることもできます︒

三雲2 みかどは︑︿略﹀︑かぐやひめをおわすれ

三冊6

三947

ピアノやふくすけをおることもできま

四66 ﹁︿略﹀︒﹂と声をかけて︑話ができます︒

この

おとうさんの

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑
クレヨンでかくこともできます︒

ちかい家も︑かくことができます︒

三963

かくことができます︒

三961

できます︒

三958

もおることができます︒

三953

す︒

三95一

きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど

ことができます︒

三946

十二391 できごとの多かったこの日もくれて︑
﹇適当﹈︵形状︶1

十五773 きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒
てきとう

十五404 しかし︑いまでは漢字の長所をいかして︑
かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文章のふつ
﹇出来映﹈︵名︶1

う分書き表わしかたとなっている︒
できばえ

できる

七117 じょうずなできばえをみたとき︑感心して︑
﹇ 出 来 ﹈ ︵ 上一︶麗

思わず手をたたきます︒
で・きる

■じつげんできる・はつおんできる︒へんしゅうで
きる

三964

一342園なににでもなることができるなら︑
ただおさんは︑なにになってみたいとおもい

えんぴつでかくことも︑ふででかくこ
また︑この

一まいの紙に︑字をかくこ

三965

も

く

三974
ひらがなをかく

ことも︑かたかなをか

三971はやくかくことも︑ゆっくりかくこと

とが できます︒

三969大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ

とが できます︒

三967

ともできます︒

ますか︒

二95園そろえることはできませんか︒
ニー41 にわに川ができました︒

ニー48 赤や青やむらさきのたまができました︒
ニー51 ふたこもできました︒

らえにかくことができるでしょう︒

二焉4 大きな︑あかるいお月さまは︑どうした
二328園 わたしたちはめくらだもの︑みること
なんかできないよ︒

三155園おまえさんのようなおろかものは︑ こ
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しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

﹁まあ︑よくできましたね︒﹂

せしました︒

六㎜2園

ねじは︑自分がここにはいったために︑こ

六野10

六119
の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ

ことができません︒
たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒

六㎜2園

﹁いいごちそうができた︒﹂

などということはできません︒

五155 このままでは旅はできません︒
できます︒

ありは︑ぶじに岸にあがることができまし

六864園

六711囹

これで︑いっか︑おとうさんのお話にき

いや︑ゆるすことはできない︒

﹁まあ︑よくできたのね︒﹂

六麗1

二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く

こうしてできた二本のつつは︑

さあ︑できたぞ︒

発音できることばと︑できないことばとが
はながつまったために発音ができなくなる
そうすると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑
けれども︑いっしょうけんめいに作ったら︑

のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの
なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

やっとできたので︑おかってにいらっしゃ
六三11圏︺

﹁やっとできましたよ︒﹂といっておみ

るおかあさんのところへとんでいって︑

六柵9

︿略﹀︑うまくできました︒

六宙10

りができました︒

六四7

できないことはないだろうと思いました︒

六三11

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒

六摺11

ような音は︑

六三3

ある︑ということに氣がついたのである︒

六野8

六観3園

のばしたりちぢめたりすることができる︒

六麗2

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六㎜11囹

な書の空︒

もにげることはできません︒

私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの

ちょっとのあいだに︑勝つことができた︒

文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり

みじかくなった文ですが︑まだ︑みがきあ

八147

八123

虫たちは︑どうしてこんなことができるの

寒い冬もぶじにこすことができました︒

もうどうすることもできませんから︑

あぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親

あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

ふたりは︑天の川で愛しくあうことができ

さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん

どうしたら王さまのこ病氣をなおすことが

できるかと︑相談をはじめました︒

八454

美しい庭をもつことができる︒

八407園

いきょりは︑おしはかることはできません︒

八338 ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑この遠

ました︒

八3211

われめができました︒

八223

になることができないといいます︒

八198

でしょう︒

八171

げられたことばということはできません︒

七592

写しだすことができるとはかぎりません︒

七553

七5211

の︑動くことさえできません︒

七349

たのが︑よくできたって︒

六504圃考えごともできそうな︑ああ︑おおらか 七2810園 あおむしがさなぎになったところを書い

ることもできるし︑

六275圏そのおかげでさ︑いまこうしてあたたま 六糊4 うさぎさんたちは︑もうにげようと思って

た︒

六158

五159 私は︑三十銭でどこへでも旅をすることが
五2011 私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま
まみつおさんにおったえすることができました︒
五3011園 まえからも︑やりたいと思っていました
が︑なかなかできなかったのです︒

五366 私たちは︑石炭なしには︑くらすことがで
きません︒

五367 石炭は︑どうしてできたのでしょう︒
五5410 空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ
の星をみつけることは︑できませんでした︒
こんなによくできたのは︑おかあさんの力ではあ

五6210園 たねはおかあさんがまいたのだけれど︑
りませんよ︒

五687園 帰るまでには︑新しいおけができていま
すよ︒

五7311 ちゃんとこてんができていて︑おばあさん

五698園家はちゃんとできていますから︒
は女王になっているではありませんか︒

五757 おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな
い足どりで︑海へやってきました︒

五8410園 いのうえさんの字びきができますね︒
五9611園 自分でえさをとったり︑遠いところまで
とんでいくことはできまいよ︒

るようになりました ︒

五価4 それで︑ひわは︑すっかりそのまねができ
五価9囹 まあまあ︑この鳥は︑いくつもげいがで
ぼくはおともができないのさ︒
近いところに製材所ができて︑

きるのね︒

五描11園
五佃10

できる一できる
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八641園 どんなにしても思いきってはいるように
してやることができなかった︒
はすわることもできますから︒

八647園 いままでだいていたのだし︑あと四五日
八764 できるだけ早くぬま地をにげていった︒

八771 風がひどいので︑あひるの子は立つことも
できず︑

﹁おまえさんは︑たまごを生むことがで

らしたり︑火花をだすことさえできた︒

八7711 ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴
八797園
きるかい︒﹂

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

八849 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは
くちょうをわすれることはできなかった︒

八855 どうして︑あの鳥のもっているような美し
さをもったらなどと望むことができよう︒

八884 すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ
をばたつかせることができた︒

八884 まえより強く空氣をうち︑とぶことができ
た︒

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑身動きも
画びきもとってくると︑うちの家族七人

できなくなってしまったのです︒

九3311團

まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

が︑じゅうぶんだべることができます︒

九491
ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま

ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

九768
す︒

九伽3

あみもはることはできませんでした︒

にげていくみつばちのうしろすがたをみて

いましたが︑くもはどうすることもできません︒

九鵬1

たまたま︑あの白いちょうちょにあうこと

九M2

いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

いいゆめをみることもできた︒

ができた︒

丈量1

九襯3

もがけば︑あるいは︑つばめのくちばしか

くこともできた︒

九帽3

心がけひとつで︑われわれは︑︿略﹀毎日

らころげ落ちることができたかもしれません︒

十66

の生活を︑ゆたかに︑蓋しくすることができる︒

十337

知らない外國人どうしでも︑こんなに親し
方言でできた小歌のあることを︑おとうさ
ぼくがいるために︑うちの中が明かるくな
ぼくがいるので︑みんな嬉しい氣持になる
﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

ようにできないものでしょうか︒

十314

るように︑できないものでしょうか︒

十312

んは︑きいて知っていましたから︒

十135

みをもっことができるものかと思いました︒

十95

とうさんには︑子どものお友だちができました︒

八鵬8 ですから︑1つぶの種もみから︑やく15 十87 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お
00つぶももみができたわけです︒
すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九93 二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

心持をあらわすことができるし︑

九105 たいこのたたきかたによって︑いろいろな
九106 さまざまな情景を写しだすこともできると
いう話がおもしろかった︒

九146 音というものは︑情景をあらわすばかりで
なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

九195 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒
きるし︑

これを︑人工で作りだすことはできない

十349 機械で動かせば︑もっと早く織ることがで
十381園

もし︑母貝の中に︑核をさしいれること

ものだろうか︒

ができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒

十394園

わたしが︑研究所でどうしてもできな

十4312園 やっと眞円眞珠ができたよ︒

十466園

狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ

かったことが︑二つあります︒

そういわれて︑自信をもって︑よしや

ぬきや︑ひやかしなどで︑できているといっても

十6410
よく︑

十一94囹

しごとがじゅうぶんできないので︑金次

ろうということができたら︑うれしい︒

十一219

すると︑秋の終りには︑一びょうあまり

郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒

十一296

三年めには︑二十びょうの米をとること

の米を自分のものにすることができました︒

あふれそうな乗客にまじって︑どうやら

一家をふたたびおこすことができました︒

やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑

ができました︒

十一2911
十一301
︿略﹀︑

﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさんの

その足も動かすことはできなかった︒

乗車ロへもぐりこむことができた︒

十一523

十一5410

十一527

おまえのようなよわ虫には︑ひょっと

ことばをわすれることができない︒

十一628園

すると命を失うようなあぶないときでも︑いいだ

すことのできないほど︑﹃いいえ﹄ということば

はいいにくいのだ︒
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いので︑

十一6411

ところで人形しばいだが︑これは人間

できるとも︒

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か
もしそれができなかったら︑これからの

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

どんなにはたらきがあっても︑それにあ

十二8111

私はいまでも︑あのときのことをわすれ

五セットで勝つことができました︒

十二824

大きなチルデン選手を追いつめるものす

この決勝職に勝つことができたら︑

十二906

やわらかなボールだったので︑無事に受
そうでないと︑相手の人に満足を與える
話すことばは︑その場その場にあらわれ

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十二892

け返すことができ︑

十二863

ごさは︑ことばではあらわすことができません︒

十二848

ることができません︒

十二8112

十二765園句か︑まだできない︒

をわたることができない︒

つみと廣さがなかったら︑正しくりっぱに世の中

十二698

おにに人間をくわせてやるというのであった︒

十二582

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑

十二5711

ら九十九だんの石だんができている︒

十二576

十二4810囹

﹁できるかしら︒﹂

十一一489園きみもひとつ︑作ってみるといいよ︒﹂

にできないことでも平出でやれる︒

母親は︑︿略﹀︑家をあけることができな 十二482囹

十一762 が︑ほかになにといってすることもでき
ませんでしたから︑病人のふとんをなおしたり︑
十一8211 少年は︑まだ声をだすことができません
でした︒

すんだことをかえりみて︑來年はもつ

ともっとよくしたいと考えることができます︒

十ニー911囹

十二202園 このごろでは︑いつも美しい実をなら
せることができるようになりました︒
十二2012園 あれがあれば︑どんなかげのところで
ま さお

も︑美しい色にできますがねえ︒

うひとり遊びができますが︑

十二244 おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も
十一一261囹 いそがしいものだから︑ついしつけが
できなくて︒

十二2612 かんじんの歩くことはまだできません︒
十二276 すこしもゆだんができません︒

十二277 立ちはじめには︑物を持たせると立つこ
ゆだ ん が で き な い わ ︒

とができると︑だれかがいったことを
十二296囚囲

十二313 私の一生を通じて︑わすれることのでき
ないいちばん大きな日は︑

んでした︒

十二354 私は︑いつまでたっても区別ができませ

話すこともできないので︑

十二402 みることもできず︑きくこともできず︑

るその人の面影ということもできよう︒

文を書くときには︑よく手をいれること
なんども書きなおすことができる︒

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938
十二939

お金がなかったときにくらべて︑お金が

十二403 話すこともできないので︑

十二403 みることもできず︑きくこともできず︑
十二467園 日本ではあまりさかんでなかったが︑

十一一鵬8

できてからはどれほど便利になったか︑

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな影絵しばい
ができている︒

十一一鵬9

どれほど便利になったか︑考えることが

いんさつ機も外國から渡ってきていまし

できますか︒

十二㎜10

ど

江戸時代にできたまき絵書だなです︒

こうして︑みんなの歩調がそろったとき

え

たから︑こんなりっぱな本ができました︒

十二m6

に︑はじめて︑日本が正しい︑美しい國となるこ

十二価9

とができましょう︒

職いに敗れ︑賠償として︑︿略V︑作物の

よくできる二州をとられました︒

十三1710

十三189 この苦しいときにうちかっことのできる

その三分の一以上が︑作物のできない土

國民だけが︑

十三紬10

みどりの野はできたが︑

地であります︒

十三223

どうしてもなれることのできないこと

のはないまでになりました︒

十三249 北ヨーロッパ産の農作物で︑できないも

十四87団

とてもわすれることのできないのは︑

があるとしたら︑

わかりきっているのですから︒

十四811團

どっちみちさけることのできなかった

ことに対して︑

十四910團

しないとか︑

十四旬3團 調節ができるとか︑ほのおがゆれたり

いたってべんりにできています︒

西洋からきたことばをできるだけたくさ

新しいものが世の中にできてくると︑

十四109団
十四256

人聞の力というものは︑︿略﹀︑すばらし

ん調べてみたいと思った︒

十四2711
十四358

こんなに大きなきずができていますが︑

いものだということができるでしょう︒

十四5612園

てく一てごろ

90

なった︒

どんな天空を旅して降ってきたか︑おの

十五4110
できる︒

十五786

一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ

ばんそうの音樂や︑︿略﹀によって︑か
思いきって︑その屋根うらの家へ帰るこ
一本のマッチで︑火をともすことができ
その女の子は︑中のへやをすっかり見と

十五802

友だちとして心のかよったおつきあいが

高い大理石のまるい柱でできた大汗間の

できるようになったのは︑

十五822

おまねきをいただきながら︑そうあた

ようなものがあらわれます︒

十五938囹

ふたとおいとますることもできませんからね︒

十五9310囹 おことわりはできませんよ︒

十五976園

チルチルがまんができなくなって︑

それを見わけることはできないよ︒

まだ︑お話はできないのだよ︒

ができるのだよ︒

十五951囹私たちはやっと︑物の眞実を見ること

十五983園

﹁︿略﹀︒﹂

ハイッテクノヨ

きょうの感謝会はわすれることはできま

十五986

せん

十五撚8

ゴメンクダサイッテ

﹁ゴメンクダサイッテハイッテクノヨ﹂

あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

﹇出口﹈︵名︶3 出口

駅の出ロまでくると︑でむかえにきていた
十一544圏

﹁え顔の入口︑感謝の出ロ︒﹂

おねえさんをみつけました︒

五259

ました︒

ぶっとこごとをいいながら︑出口の方へでていき

五217

でぐち

と︑おとなびたことをいいました︒

十5210園

十494園

てく︵助動︶2テク︽テク︾
発動機にこしょうのできた飛行機乗りが︑
形のないものは︑この方法では表わすこ
木は︑もともと形をうつし．てできたもの
このかなのおかげで︑日本のことばを︑

発音のこまかなところまで書き表わすこ

虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

﹇手頃﹈︵形状︶2 手ごろ
八165

てごろ

まなどがかざつてあります︒

十二棚9 手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

やがて︑思いどおりのものを作ることの てくび ﹇手首﹈︵名︶1 手首
いまその大先生にお会いすることができ
ほどなく︑みかたができるだろう︒

た私は︑なんというしあわせ者であろう︒

十五543

できる日がさた︒

十五494

とができて︑標準語の教育に役だつ︒

十五4112

日本のことばも︑ローマ字で書くことが

たやすくしかも自由にうつすことができるように

十五402

であるが︑

十五372

とができない︒

十五366

十五2610

おすことができた︒

十四9611

たならば︑どんなによかろうか︒

十四9412

ともできなかった︒

十四927

なり生き生きと表現することができそうである︒

十四872

しにはできるものではない︒

な角度からながめてみることは︑つつましい心な

十四861

ずから知ることができるというのである︒

十四852

たか︑

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私 十四851 その雪が︑どこで︑どのようにしてでき
が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

十四617園 しかし︑いちばんいい種を︑來年もわ
すれずにまいてもらうことができさえずれば︑

十四643 もし︑そういうしんがなかったら︑きり
は︑たやすくできないということが︑

十四659 つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい
ろのうずができます︒

十四667 茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑
茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑

十四6611 これとよくにたうずで︑もっと大きなの
が︑庭の上などにできることがあります︒
十四676 そうして︑大きなうずができ︑
らふきこんできて︑大きなうずができます︒

十四685 入れかわりに︑そのつめたい空女が下か

ます︒

十四7111 ところどころ特別につめたいむらができ
十四724 湯の表面には︑水のおりているところと︑
のぼっているところとがほうぼうにできます︒

十四726 熱いところと︑わりあいにぬるいところ
とが︑いろいろに入りみだれてできてきます︒
曲げるためなのです︒

十四733 そのときできる五流のむらが︑光をおり
十四741 湯がひえるときにできる︑熱さとつめた
さとのむらが︑どうなるかということは︑
十四75！ 地面の空氣が︑日光のためにあたためら
れてできるときのむらは︑

十四783 一方は太く︑一方は細くなって︑まつす
ぐに割ることができなかったのに︑

十四787 竹の先のほうから割ってみると︑もとま
で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒
十四846 どうして雪のけっしょうができるか︑

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

十五3010 ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の
﹇出盛﹈︵名︶1

でさかり

かけらが目にはいりました︒
でさかり

手さき

十一486 アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち
﹇手先﹈︵名︶3

ごがでさかりだった︒
てさき

デシリットル

︽デシ・デショ・デス︾

■さんてんごデシリットル・やくさん

1 です

あさ

一α1囹

一613園

一612園

︑よくこぞんじですね︒ここにいる

ひろってきたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お

ひろったなかまですよ︒﹂おじいさん

はやっぱりたまですよ︒﹂といって︑

一622囹︑みんないい人ですもの︒どなたが
一623囹
一629

八

どちらもおなじでしたね︒もう一ど

一633園

だあります︒なんでしょう︒

︵助動︶謝

てんろくデシリットル
です

一119囹

一175
んなえがかかれるでしょう︒どんなじ

一166

﹇176
んなじがかかれるでしょう︒だれがか

一635園
なにおおきいのです︒﹂と︑おじいさ

一178よう︒だれがよむでしょう︒せみがど

二54園﹀︒﹂﹁たべるあめです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿立

二53園

二52園

か︒たべるあめですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

略﹀︒﹂﹁ふるあめですか︒たべるあめ

んたちのおくにですよ︒それであん

さんがでるところでした︒﹁︿略﹀︒﹂と

﹇177よう︒だれがかくでしょう︒だれがよ
一308で︑なにをもったでしょう︒この手で︑

十一一525 のあなの両わきを切りこんで︑手さき
︵
をまるめ︑指の線をほる︒

一312
手で︑なにをもつでしょう︒この足で︑

三

こと

した︒大きなにじでした︒しゃぼんだま

︒ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑
ニー44

﹁先生︑たいへんです︒だりやの花が︑

ようきではないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒

W囹 ました︒どうしてですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

S かくことができるでしょう︒
Q園

一451ん
園さがあるようですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

二248園

二246囹

︵一︶

﹁

いちろ

略﹀︒﹄﹃おねがいです︒﹄と︑六人のめ

︑この五人のばんです︒

うかいをするのですね︒﹂ 五 おはな

きがつきませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

あれ︑ただの水でしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒

U園

一466せ
園ますと︑﹁いいですよ︒さあ︑あちら

二344園

二254

P囹

一502︑目
しのうさぎさんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

がひかっているでしょう︒﹂おとうさ

二462園

っしゃるとおりですね︒﹂㈱枇う﹁さあ

二526園

からもらったのです︒﹂こういつて︑

がします︒﹁ここですよ︑さちこさん︒

でてくるところです︒﹂ ︵二︶ でる

ようしてくるのです︒そうして︑つぎ 二544園

V園

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そうです︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略

X囹 V︒﹂﹁これはなんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

二435囹

これはあまの川ですよ︒そら︑ところ 二3710園 んとうに青い色でした︒﹂ 六 山びこ
一527囹

一526園

一522ました︒もうあさでした︒おおきな川

一368園うたいたいからです︒﹂ 十六 だんだ

一365﹀
園︒﹂﹁それはなぜですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一362園うかべたいからです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一355囹かざりたいからです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一349わ
園ってみたいのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ひ

︵
糸を通してぬいつける︒

十二534 の手は︑手さきのほうをいれて︑穴に

手ざわり

弟子

十四

山B3

でし

一斜6 足で︑どこへいくでしょう︒

一314で︑どこへいったでしょう︒この足で︑

十二m7 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま
﹇手触﹈︵名︶1

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒
てざわり

﹇弟子﹈︵名︶5

三55囹 かぜの手ざわり︒
でし

三112 おしゃかさまにはんたかというでしが
いました︒

りずつ︑はんたかのところへやって︑

三117 そこで︑まいにちかしこいでしをひと

て︑王さまのこてんにまいりました︒

三149 おしゃかさまはたくさんのでしをつれ
三151 はんたかもおしゃかさまのはちをもつ
しんしゅう

て︑でしの中にまじっていました︒

さなほしみたいですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

なだいやもんどですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

一529園

一531囹

十二704 曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう

Q4 Q3 Q3 Q2 P5

S5

S6

によくにたかたでした︒わたくしは︑

これはよびかけです︒みんなでかん

どんなかただったでしょう︒こんなご

ｿ2

二562
した︒おかげさまです︒﹂と︑おじいさ

のちのおんじんです︒﹂といって︑お 二581

にいたきょうだいです︒きしゃからか

一5410園

一587囹

一573
一608囹

と︑だいやもんどですが︑いじのわる

じょうずでしたが︑芭蕉のことをきいてから︑そ

にしの

一538囹

なだいやもんどですよ︒しんせつな
でしたち

一537囹

﹇弟子達﹈︵名︶1

の弟子になりました ︒

でしたち

もりた

手品

三159 でしたちはそのわきにならびました︒
﹇手品﹈︵名︶1
いしい

十五槻10 石井先生の手品や︑森田先生と西野先生

てじな

のバイオリンとピアノ合そうなど︑

一一
一一
一一
一一
一一
一一
一［
一一

91
でさかり一です

です一です
92

二706園

︑﹁はあい︑ここですよう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

までのばしたのです︒﹂とおっしゃい

ました︒そのときです︒ふしぎなこと

三114 がよくいえませんでした︒おしゃかさま
三1510
三171園

大きな木のことですから︑切るのにも

三206 ﹃どんな花がすきですか︒﹄二くみの人
三255立切っていいものでしょうか︒﹂といい
三261

学校

﹁

ふねの早いことです︒かいをそろえ

ない︑大きなふねでした︒海にうかべ

三262 るのにも大さわぎでした︒なん十人︑な
三273

三276
三298 いったということです︒ 五

三334園

ほんしつのまえです︒ほそ長いびん

三311園︒﹁ここはろうかです︒長くまっすぐ
でいそがしそうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

へやはあたたかです︒大きなかまど

三481

なかほどにあるのです︒それで︑おりれ

おなりになったのです︒おおくにぬしの

に光をあげるのですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

三795

ながめました︒雨でした︒﹁︿略﹀︒﹂バー

ひまもありませんでした︒にわかにパ

︑どんな音がするでしょう︒かいがんで

ひびきがきこえるでしょう︒学校では︑

ユデーは青がすきでした︒﹁︿略﹀︒﹂バー

四132です︒この町の耳です︒この町の手と

四131こも︑この町の目です︒この町．の耳で

かいがんではどうでしょう︒こうばでは
︒こうばではどうでしょう︒みなとでは

︒みなとではどうでしょう︒風の日に

しはみんなのものです︒ばしゃもとお
トもみんなのものです︒うちの人のか

︒﹂又略﹀︒﹂﹁そうですね︒﹂ここまで話
四3810囹

四324團あるけなかったのです︒その生徒さん
さしてあげたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
四355園
︒﹁︿略﹀︒﹂﹁そうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
四356囹
四358囹うさんのことばです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みん
四359園に氣がついたのです︒おとうさんが
四361園ひびいてきたのです︒わかりますか︒
四374囹うがありませんでした︒思いきって︑
あさんのことばでした︒﹃︿略﹀︒﹄と
四379園
略﹀︒﹄という声でした︒わたくしは︑
四381園
いで︑かえれたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
四385園
ばがとめたからです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ここ
四389囹

なくなってしまうでしょう︒どうぞお
ばもみんなのものです︒このでんしゃ
やもみんなのものです︒ここのしばふ

はゆうびんきょくです︒手紙や小つつ

十二

一まい

四4310ころで︑ねむったのでした︒﹁︿略﹀︒﹂とう

て︑ころしませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
四396囹
いろいろであうでしょう︒﹂ 五 がん
四404園
四426 ことあ
はりませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ごはけいさつしょです︒人々のたいせ
にはめこんだようです︒ここは︑町でも

ます︒ここはえきです︒となりの町と︑

たくしたちの学校です︒町じゅうの友

ここはとしょかんです︒ここはわたく

ここはえいがかんです︒ここはとしょ

はしようぼうしょです︒ここはえいが

ここはびょういんです︒ここはしよう

四558けてとびまわる音でした︒つぎの日の

四556かな︑星の光る夜でした︒かさかさと

四539えないいい氣もちでした︒みずうみの

四484 うちをされるからです︒山の上を高く
四512てとべば安全なのですが︑いまは︑かつ

四448たのは︑かっちゃんでした︒﹁︿略﹀︒﹂天耳

水のきれいないけです︒まわりには︑さ
ばんのかじゃさんです︒あさからばん

ここは︑町やくばです︒あかちゃんが

たねになるばかりでしたので︑あると

ことができませんでした︒そうして︑ふ

つばりききませんでした︒みかどは︑お

ことができませんでした︒かぐやひめの

た︒ある日のことです︒おじいさんが︑

にたのしいものですよ︒﹂とおっしゃ
三998園

も︑みんなのものです︒

ふもみんなのものです︒やわらかなも

ちあつかうところです︒ここはけいさ

おひめさまのようですね︒﹂たみおさん
四266国

四193囹のとおなじことです︒お話があいて
四207国びきは︑わたくしです︒先生が︑﹃︿略﹀
四209團囹︑用意はいいですか︒﹄とおっしゃ
四211国園︑﹃はい︑いいです︒﹄とこたえまし
四229團うちをかいたのです︒やねも︑かべも
四236團ねからおかえりですか︒そのときは︑
四256国わっているようです︒わたくしは︑み

3654174765434
12321842619624210106

三363囹

三364園
かわいらしい目です︒しょうかをう
てもたべたいようです︒かぜがふくと︑

三381園
三408

三585

げへしずむところでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

三479 たのおとうとさんです︒にいさまがたの

三7410

三763 はもうみえませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂おか
三771園

お目にかかるのです︒あなたたちが

三768囹その國へいくんですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

三774園

かえってくるのです︒だから︑だれに

三776囹をあげにいくのです︒それから︑あさ
三778囹

三797

ーターは赤がすきでした︒﹁︿略﹀︒﹂マノー

とよるがあるのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

三817

ルはみどりがすきでした︒﹁︿略﹀︒﹂ジュ

三779園

三82一
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四573 んなは大よろこびでした︒そこで︑その
四七4園
一本の

びをしてきたのです︒けれども︑ただ
わたくしのかおです︒﹂ただ

かかっていることでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂

四慨7園
四槻9

でしょう︒ついでですから︑

一つ持って

五299園

︒﹄﹃だいじょうぶです︒ぼくにも持てそ

いいえ︑はじめてです︒まえからも︑や

なかおもかったのですが︑ぼくは︑かた

五302園ぼくにも持てそうですがら︒﹄といって︑

五302園

五3010園

五304園

かできなかったのです︒ぼくにはすこし

こしおもかったんですが︑とてもうれし

五3011囹

五311園

﹁

とうにうれしいんです︒﹂ 四

とてもうれしいんです︒これからも︑い

石炭

五3111囹

五311園

たいて走っているのでしょう︒これは貨物

は︑なにから作るのでしょう︒なにをして

ガスがもえているのです︒あのガスは︑な

よう︒これは貨物船です︒かんぱんのクレ

五3210

五35一

にをしているところでしょう︒これは︑石

︑なんの力で走るのでしょう︒えんとつが

五352

をほっているところです︒まわりのかべに

五331

五152にあてて書いた手紙です︒私も︑いまから
手をはってもらうのです︒これは︑汽車の
五156
五157るのと︑おなじことです︒汽車のきっぷは

五353

のきかいを動かすのです︒ガスも石炭から

五336

四劫−o園 たやねがみえるでしょう︒﹂うらしま﹁

ばんの中はにぎやかです︒まもなく︑私た
五1610

五355

︑どうしてできたのでしょう︒みなれない

四伽1園 たくしはマッチです︒わたくしがこ
四伽1囹 しがひろったのです︒もってかえっ
四個9囹 うし﹁お氣のどくですから︑はごろもを
四苦8園 おしまいになるでしょう︒﹂天人﹁天人
五103囹略﹀︒﹂﹁トンネルですよ︒ここは︑みな
五104園
ださったトンネルですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五123囹︒﹂﹁ぼうや︑ここですよ︒おりましょう
五137囹
す︒このつぎの駅ですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五138二
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

しま﹁はい︑そうです︒﹂おとひめ﹁よく

五π1 ︒そこは私たちの山です︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
だから︑なお心配ですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そ
五177園

五362

している力は︑なんでしょう︒おかあさん

かかったところでしたので︒﹂おとひ

すぐおわかれでした︒そこで︑似た
たら︑

は大むかしのけしきです︒このような木が

ます︒ここは工場町です︒ここで︑きかい

いつもこうなのですよ︒﹂うらしま﹁す

五189

五368

って石炭になったのです︒蔑むかしのたい

五345

ももうたくさんです︒﹂おとひめ﹁それ

五371

五341

四㎜4園
四㎜8園
四川8囹
四榊2園

五212 ある日のゆうがたでした︒一だいの長い

五374

していらっしゃるのです︒手紙の中に︑こ

てはたらいているのです︒

四597 ︒﹂とこたえるだけでした︒﹁︿略﹀︒﹂かっ
四626がいているところです︒かっちゃんは︑
四634みて︑おおよろこびでした︒﹁︿略﹀︒﹂あん
四665くいってあそぶのです︒﹁かいぶんあそ
四671を考えだすあそびです︒﹁なぞあそび﹂
四722わん﹂というわけです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿前
四725略﹀︒﹂というわけです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
四728せん﹂というわけです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みん
四731略﹀︒﹄というわけです︒﹂みんなで︑﹁い
四834それはふじ山のえでした︒ねえさんが︑
四881 ぢまっているようです︒ ちらちらち
だいぶつもるでしょう︒﹂ すずめ親
四895圏國
四976園うがしているのです︒﹂うらしま﹁そん

四価−o園 いもできませんでした︒﹂うらしま﹁い

五2210囹ってくださったのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五379

五285園とてもうれしいんです︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿略

五409團黒ぶちのちぢうしです︒なかに︑子うし

花は︑こぶしの花です︒白くてゆったり
五404團
五405團く︑ひんのいい花です︒この花がよくさ

心と心

五234囹てもこんでいたんです︒それで︑どこか

五385

五2811園
人からもらったんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それ

五
五2311囹
けさせてくれたんです︒ところが︑ぼく

ぼんたのしいときです︒冬がすぎて︑ 出
五392團
五393團て︑春がきたからです︒山のてっぺんに

五293園 ﹁それはこうなんです︒店をでてすこし

五438團な花は︑あさがおです︒空色のあさがお

五436團ねえさんはいい声でした︒ぼくのうちは
ぼくのうちは花屋です︒ですから︑花ば
五436團
五296園くてかるそうな物です︒そこで︑ぼくは
五298園 へおいでになるのでしょう︒ついでです

五272囹 って帰ってきたのですもの︒どこかであ

五242囹わかい人がいるんです︒ぼくは︑はっと
五251園は︑もう大きいんですから︒﹄といって︑
五257園でうれしかったんです︒﹂ はるこさん

四柵1業 けないというのですか︒﹂おとひめ﹁そ
風柵2圓 ︒﹂おとひめ﹁そうです︒いつまでもそ
四㎜8圃 かしむかしの話です︒ 十一 一つの
四伽8 た一つのでんとうですが︑この光をだ
四梱2 たらいていることでしょう︒こんな小
四梱2 こんな小さなものですが︑これができ
苦心をしたことでしょう︒でんとうの
四捌4
四梱6 してこしらえたのでしょう︒光ってい
四梱7 ようなものはなんでしょう︒光がでる
四梱9 光がでるのはなぜでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂た
四搬1園 たくしはでんきです︒とおいとおい
四慨2囹 で生まれたものです︒それから︑みん
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五4310團 なカーネーションです︒そのたねをこん
五8610ぎ
囹ょう︑かわいいでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五821園
こんなに休んだのでしょう︒みんな︑か
五835囹
友だちが︑﹁いいですか︑写しますよ︒

六591の組のまつもとさんです︒七と五と私

六543 しぎでたまりませんでした︒ふみおはふと

六536園

六512

そぎでとんでいくでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

雲

か七になっているのです︒﹁空のうた﹂を

ばの声のかずのことです︒うたううたは︑

月の明かるい晩でした︒屋根も︑木の

五5411 ことは︑できませんでした︒まさこをおか

六594

六614 しろくてなりませんでした︒また︑ふしぎ

六598

六615 ふしぎでなりませんでした︒みなさん︑た

五439團︒空色のあさがおです︒それから︑まつ

うでも︑目は二つですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五555 たが︑わかりませんでした︒そこへ︑受持 五872園
めになると︑へんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五562園今夜みるのは土星です︒あそこに大きく 五882囹
五902囹
︒あれはどうしてですか︒﹂とたずねま
五562憂きく光っている星ですよ︒﹂私は︑﹁︿四
五928囹
︑たけのこごはんですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五937のぼってくるところでした︒﹁︿略V︒﹂りょ

六618

た︒﹁︿略﹀︒﹂﹁星ですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ま

六665 たそのつぎを書くのです︒そのようにして

んがわからないようです︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑

五945なっておちていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

六686 くみながら書いたのです︒まんがもいれま

五572

ちゃんは大よろこびでした︒ひなはすずめ
五9510

六688 てこしらえたまんがです︒クロスワーズパ

五579囹

五583 まだみていたいようでしたが︑やっと目を

ずめではありませんでした︒ひばりでもあ
五9511

うになるか︑吊しみです︒

七

だれの力

六8111園 一日だけでいいのです︒﹂編ぼ肋の﹁いくら

六794園しんぞうのこどうですよ︒あなたが︑そ
六796園ているの︒ちがうでしょう︒息と同じよ
六811園 ﹁お願いがあるのです︒﹂編㏄駒の﹁どうい

︑﹁やあ︑きれいですね︒だれがいけて

かおよりも大きな花です︒先生が︑﹁︿略﹀

︑
まんがのシナリオです︒1はげしい風︒
しのたんぼはどこでしょう︒﹂雲﹁山のか
六3311園

五779

五7910

六313

六384圏おかあさん︑なんでしょう︒あの屋根に

六822園どつりがしたいのです︒﹂編こで肋の﹁そんな

六788園たら動かなくなるでしょう︒けれども︑
六788園れども︑息はするでしょう︒だれがそう
六793園どきんやっているでしょう︒しんぞうの

六772園れを考えているんです︒ぼくたちは︑だ
六773園ら︑生きているんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

ら︑生きているんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六7610囹

命って︑動くものでしょうか︒﹂ズ略﹀︒
六745囹

六732園 ﹁雪だるまのことです︒﹂と︑とんでも
六737園まは生きているのでしょうか︑死んでい
六738園か︑死んでいるのでしょうか︒﹂早旦﹀︒

六698

六697 は︑むずかしいことでした︒第二号がどん

六695 いはりあわせたものです︒そんなに大きく

けさの温度は五度です︒毎朝︑このらん

五598 ました︒どれも空色です︒あやこは︑それ

ばりでもありませんでした︒あたまからせ
五9511

五607園︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そうです︒この春まいたの

五605園

こんなにさいたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五9810＞︒そ
﹂のばんのことでした︒バタバタと音

らしい︒ひわの子ですよ︒ほんとうは︑
五962園
︑まひわというのですが︑ふつうは︑ひ
五963園
っておいたらいいでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五987囹
五989園
うと思っているのです︒﹂そのばんのこ

︑たねをまいたのでしたね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五609園
しが水をやったんですもの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五602囹ましたね︒いい色ですこと︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五615囹

五607囹 ︒この春まいたのです︒たねをまいたか

五623園 くれたのは︑だれでしょう︒﹂あやこは︑

六2311囹あり；せっかくですが︑わたしたちは

元氣になったようですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お
五629園 あさがおとおなじですよ︒たねはおかあ 五999園
五641囹︑大きくなったのでしょうが︑わたしは 六127園たのは︑そのためでした︒﹂といってわ
六225園 ︑きりぎりすさんでしたか︒﹂あり二︑
六229囹 へ帰るところなんです︒﹂借財齢り費の﹁こ

五6711園 きて︑﹁なんの用ですか︑おじいさん︒

がほしいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじ

五694囹 した︒﹁なんの用ですか︑おじいさん︒
五696囹

六241囹そくをしているのです︒﹂諦躰卸物す﹁はた
五7011囹︺なりたいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじ
五7110囹 あなたもまんぞくでしょう︒﹂といいま 六246園ときにはたらくのですよ︒さあ︑おそく
六295園 がら︑﹁しばらくでしたね︒﹂あり一﹁お
五733囹 なは︑﹁なんの用ですか︑おじいさん︒
六296囹︒﹂あり一﹁お元氣ですか︒﹂きりぎりす

六3811圏
まあ︑かかしさんですね︒どうしたの︑

六847囹ものがなかったんですか︒﹂編π駒の﹁おま

六824園をつってみたいのです︒﹂編ぼ駒の﹁そうう

五7310 帰ってみると︑どうでしょう︑ちゃんとこ

たがたがまもるんですもの︒﹂かかし﹁そ
六3910囹

六392囹ふきとばされたんです︒きょうの大風に

五763園 した︒﹁なんの用ですか︑おじいさん︒

五782園 がいけてくれたのですか︒こごのずが工

五781園

きあがってくるようです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五787 持ってきてくれたのでした︒これで教室が
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七127

ことになってきたのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

の手﹂なども︑同じです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

や木のことをいうのです︒﹁きゅうりの手﹂

七431囹 しでがましいことですが︑わたしにちょ

七381

七3511

を作るのははじめてです︒けれども︑いっ
︑たこ糸やのりなどです︒紙は半紙でいい

六髄8

山㎜7

︑書ねをしていたのですが︑うさぎさんた

すこしも知りませんでした︒とらさんは︑

んがねむっていたのです︒うさぎさんたち

七359園 つたことがあるのですもの︒それに︑乗

七358園 ︑﹁だいじょうぶです︒おばさんのうち

七354 かと︑思われるほどでした︒私は︑ありっ

七345園 おしたって︑だめですよ︒﹂むりにわり

中は︑人でいっぱいでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

山導9

う一びきのとらさんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

七343

六欄3

れと同じつかいかたです︒ところが︑﹁か

ろうをつれてきたのでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

七3510園時間ほどでっくのですから︒﹂とうけあ

七455園 くのおこころざしですが︑このお金はい

らえてくれていたのです︒私は︑思わず︑

七1710園つきはじめたからでしょう︒﹂女の子四﹁

七1110

六瑠4園

︑しずかなところですよ︒安心して︑ゆ

七319園ような︑美しい羽ですこと︒﹂兄﹁あの羽

七128

七439園 みなさん︑いかがでしょう︒﹂はくしゅ

とくいとするところです︒しかさんも負け

七131

にっかわれているのでしょう︒それとよく

七454園 まぎれにひいたのです︒せっかくのおこ

七453園︑思っていませんでした︒また︑こんな

六柵1

七136

︑どんなつかいかたでしょうか︒﹁︿略﹀︒﹂

七321園 るのは︑はじめてですよ︒もんしろちょ

六849園
いえ︑つれませんでした︒つれないどこ
六872園
ていらっしゃるのですか︒﹂朧恥駒の﹁つり
六874園
ってないていたのです︒﹂年より﹁では︑
六877園
いなごてんにつくでしょう︒﹂願論酌の﹁
六878囹
と﹁なんのこてんですか︒﹂年より﹁海の
六879園
﹁海の神のこてんです︒そのこてんの門
六882囹
と﹁木にのぼるのですか︒﹂年より﹁そう
六883園
か︒﹂年より﹁そうです︒すると︑海の神
六884囹
を教えてくださるでしょう︒さあ︑早く
六921園
︑ほおりのみことです︒﹂海の神﹁あ︑さ
六927園
られてしまったのです︒﹂海の神﹁つりば
七141

いを︑しめしたものです︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀

山立11さんたちはいませんでした︒そうして︑木

六9210園︒﹂編論駒の﹁そうです︒兄のだいじなつ

七154

六備−〇

六柵5

て 骨 と よ こ 骨 の 二 本 で す ︒ ま ず ︑ たて骨か

六佃8 つぎに骨のとりつけです︒骨は︑ たて骨と
六佃−〇

六㎜5 へ弓なりにまげるのですから︑ めんどうで
六柵5 ですから︑めんどうでした︒じっさいに紙
六佃8 ているのでめんどうでしたが︑いろいろに
うさ

六伽5園 しちやん︑大喜びでしょう︒でも︑のり
六八11．しくてたまりませんでした︒ 十一

六伽4 ︒それはたぬきさんでした︒たぬきさんは

七783囹
旅人﹁その荷は麦でしょう︒﹂甲﹁たしか
七784園
に︑たしかにそうです︒﹂乙﹁どこにいる

七7611園
︒﹂乙﹁かた目なんですよ︒﹂旅人は︑思

七7610園
つたくそのとおりです︒﹂乙﹁かた目なん

七761園が
﹂甲﹁そうです︒﹂乙﹁さきほどか
七762園しつづけているのですが︒﹂旅人﹁もしや
七766園顔で︑甲乙﹁そうです︒そうです︒﹂旅
七766囹
﹁そうです︒そうです︒﹂旅人は︑おち

七7510囹
﹁はいはい︒なんですか︒﹂旅人﹁あなた

七171園くさんとんでいるでしょう︒﹂先生﹁よく
七182囹
実はなににするんですか︒﹂先生﹁そんな
七188園子一﹁あら︑そうですが︒﹂男の子二﹁あ
七193園よがでなかったんですね︒﹂女の子二﹁そ
七196園にかくれているんですか︒﹂先生﹁しげっ
七199園は︑なんのはたけですか︒﹂先生﹁知って
七203園 ﹁だいこんばたけです︒﹂先生﹁そうだ︒
七205園に二十本うえたんです︒そのうち︑たね
七236園を︑話していたんですよ︒﹂母﹁そう︑そ
七237園う︑それもお勉強ですね︒あなたは︑き
七258園くかわってきたんですよ︒﹂母﹁はっぱと
七264囹みつからないためですよ︒﹂兄﹁あ︑そう
七272園さなぎになったのですよ︒先生は︑あお
七275囹おっしゃっただけです︒﹂母﹁先生は︑い
七279園から︑どうかわるでしょうね︒﹂兄﹁観察
七305園
生にほめられたんですって︒﹂はるお﹁い

六933園
やってきたところです︒﹂海の神﹁そうで
六934囹
す︒﹂海の神﹁そうでしたか︒それはお困
六934園
か︒それはお困りでしょう︒では︑さっ
六957園
魚たち﹁ほんとうです︒﹂海の神﹁おかし
六977囹
あ︑これだ︒これです︒﹂海の神﹁みつか
六鵬2園 るくして︑﹁なんです︑まさおさん︒大
六餌1囹 でも︑よくみえるでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

さんたちのおとくいです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

七3011園 ︒母﹁どうしたんです︒そんな大きな声

六M3 かついていないたこです︒はじめてあげに

六麗2

つきあげるというのです︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎ

七478芸の鏡のようなものです︒心がはっきりと
七566ます︒明かるい月夜です︒そこらで︑虫が
七591 ︑みじかくなった文ですが︑まだ︑みがき
七592せん︒つぎのはどうでしょう︒なにかの花
七679にせていくやりかたです︒もう一つは︑だ
七685 っめていくのと同じです︒やりかたはいろ
七686やりかたはいろいろですが︑ねらいどころ
七686ねらいどころは一つです︒心に思ったこと

六悩2

七809囹 の人にであったのです︒﹂裁判官﹁それか

七788園 おききになったのですか︒﹂旅人﹁いいえ
七819園 んと知っているのです︒﹂裁判官﹁ほかに
人﹁それは︑こうです︒道のかたがわの

七832園 いかと︑思ったのです︒﹂裁判官﹁なるほ
七835園
七846園 うしてわかったのでしょう︒﹂乙﹁そうで

七836園 たべてあったからです︒﹂裁判官﹁なるほ

七847園しょう︒﹂乙﹁そうです︒それが麦だとい
七848園 ︑なぜわかったのでしょう︒裁判官どの

ぎのふんはまんまるです︒

6月28日

もくろく

一

㈱

のうさぎがかんだのです︒しばらく動かな

2㎝︑茶は一・5㎝でした︒そうじをしょ

おやうさぎがしたのです︒
11月26日

白︑もう一びきは黒でした︒ねずみ色の4

が︑草はたべませんでした︒

って︑のませませんでした︒うさぎは︑人

をのませたくないのでしょうか︒ 11月29

ら︑きようで20日めです︒子うさぎと遇う

12月2日
12月4日

かるいので260gでした︒

㎝︑ねずみ色は6㎝でした︒

といわれるほおじろです︒どうして︑ピオ

責っていなかったのですから⁝⁝︒それが

の人だかりだったのです︒私も︑すっかり
︑ことに美しいものです︒まるで︑一日の

いこうとさえするのです︒うちの中にいる

うは︑さるそっくりです︒また︑どうかす

つっついたりするのです︒ピオのゆうかん

でふんでしまったのです︒毛唐﹀︒﹂と︑直

るわせてもう虫の息です︒又略﹀︒﹂みんな

なしくてなりませんでした︒ころしたのは
︑もちろんあやまちですが︑でも︑信用し

いいようのないものでした︒それから十年

く一生なくならないでしょう︒ 二 あぶ
︑たまごはそのままでした︒暑い夏がやつ

中はどこもまっくらです︒せみの子どもた

いわくしごくなことですが︑せみの子から

ます︒そこは木の下ですから︑大小の木の

んなことができるのでしょう︒それは︑だ

うずに生きていくのです︒虫は︑はじめは
このうえなくふべんですが︑そのかわり︑

てこないから︑安全です︒同じ地中に住む
んという半長なことでしょう︒せみの子た
とうにおかしなものです︒皮がこわばって

皮をぬぐ日をまつのです︒上からつたわっ
けられたらたいへんです︒地上には︑一本
るのが︑うれしそうです︒朝日が山の上に
めておいでになるのでした︒けれども︑み

天帝が乗っておいでです︒馬車は︑七色の

ぎゅうというものです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

も︑みあたりませんでした︒馬車はふたた
んぎゅうというのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂請

八355星は︑二九・五光年ですから︑今夜のはた

八336 づきりとみえないのですから︑ずいぶん︑
八343 ﹁光年﹂という星位です︒一光年は︑光が
つぼうなきかんぼうでした︒たとえば︑近

と︑本でよんだためです︒たとえば︑﹁い

八334いるようにみえるのです︒この星は︑ 一つ
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八351いのきょりにあるのでしょう︒二十光年の

きいてみたりするのです︒﹁︿略﹀︒﹂という

予言してくれるようです︒思わずおきだし

．》、

＿．．＿

、乳

、、

てたもたれているのでしょう︒

がねになっていたのです︒王さまは︑おか

にそのようになるでしょう︒﹂み知らぬ

か︒たしかにそうですが︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そうですが︒たしかにそう

れば満足なさるのですか︒﹂三略﹀︒﹂﹁︿

ではないというのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑あなたはお金持ですね︒﹂と︑そのみ

なことはありませんでしたが︑もっとたく

四 幸福

しているということです︒このきそく正し

．、

．囹医1医1園園医1、

いことをしないのですから︒﹂と︑親あ

ごに長くかかるのですよ︒なかなかわれ

のおくは知れるものです︒それをうれしく

たとは知らないようでしたが︑なさけのあ

おまえさんはだれですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

しないかと思ったのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂と

おまえさんはだれですか︒﹂とたずねま

おまえさんはだれですか︒﹂とたずねま

ておいてくるつもりでした︒この﹁幸福﹂

う﹂だというつもりでした︒そんなまずし

いことはやまやまですが︑わたしには︑

うとしているところでした︒王子は︑いま

つともっているだけでした︒ひとりの男が

を通りかかったときでした︒中から人の声

はりみあたりませんでした︒王子も︑なん

まにお着せするのです︒そうすればすぐ

いう考えはでませんでした︒そこへ︑王さ

もとどおりになるでしょう︒﹂王さまは︑

あ︑かわいいひめです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂王さ

︒﹂﹁一きれのパンです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又略

﹀︒﹂コぽいの水です︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いせつであったからです︒﹁︿略﹀︒﹂そうお

〔奎〕園囹〔会〕

園

七851園 こぼれていたからです︒﹂裁判官﹁よしょ

988877654999898989了9了969594929189

七858園 けがはっきりしたでしょう︒もう︑うた

八八八八八八八八八七七七七七七七七七七七七

．

一

．

一

の日は︑きらいなのでしょう︒ 茶うさぎ

エ110428718839711047図3918
もっているのだそうです︒なんとりこうな
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ふうになっただけですよ︒﹂といってか
八6911園

八693園ほんとうにいいんです︒それに︑ほかの
八698園れば美しくもなるでしょう︒たまごの中
八814園ぐのは︑いい氣持ですからね︒それに︑
八8110囹
かりにな ら な い の で す ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、

八825囹ときは︑喜ぶものですよ︒あたたかなへ
八829園なのさ︒ほんとうですよ︒おまえさんの
八829園めを思っているのですよ︒いやなことを
八832園いと思っているのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこ
う﹂というのだそうです︒ やく3・6㎝の

5月7

がよくとれないそうです︒水のすむのをま

7月13日

業 きょうは雨降りでした︒花は︑1日開

ももみができたわけです︒10月25日㈱

たまごだということでした︒みんなで虫と
︑だいたい12ぐらいでした︒両方をくらべ

は︑1日開きませんでした︒ 9月14日
︑きっと実になるのでしょう︒ 9月21日

まださいていませんでした︒3時間めの終

ら︑ちょうど60日めです︒9月1日ω

いまにもほがでそうです︒9月22日㈱

をやるとうれしそうです︒9月7日㈹

︑もうだいじょうぶでしょう︒

︑風もなくあつい日でした︒なわしろから

いよきょうは田植えでしたので︑みんなう
︑みんなうれしそうでした︒よいお天蓋で

でそろってにぎやかです︒ 6月15日働

た︒いつ︑めがでるでしょう︒ 5月15日

ら︑ちょうど10日めでした︒はんごとにな

んとうにめになるのでしょうか︒

めがでるということです︒ 5月2日㈱

みともみがらばかりでした︒水をいっぱい

784147735123199275281074
のげん米がとれるのですから︑これは平年

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

ぬったら︑どうなるでしょう︒むらさきの

二

んなにうれしいことでしょう︒

︵二︶

オ

音という

四

夕や

古巣がなつかしいのでしょう︒春になると

思いうかべているのでしょう︒あの家のの

北をさしてすすむのです︒その小さな胸に

どってくるというのです︒近年になって︑

せた大きなできごとでした︒また︑飛行機

なおっていないころでした︒しかし︑この

計は︑約八万九千ばです︒このほかに︑オ

いたいつぎのとおりです︒九月二十四日

つつけて送ったほどでした︒汽車や飛行機

たのは︑九月十七日でした︒その日はたい

民が︑加わったほどです︒協会へは︑電話

くなってしまったのです︒ウィーンの動物

ィーンでのできごとです︒約十万ばのつば

わないくらいの早さですから︑なん百キロ

たいへん早くとぶ鳥です︒汽車や自動車も

のがあるということです︒日本のつばめは

と南へとんでいくのです︒南洋の島々から

遠い南の海のかなたです︒とうきょうから

けは親つばめと同じですが︑まだ︑口ばし

ばあいでも同じことです︒

とばを加えたらどうでしょう︒色の組みあ

のがあらわれてくるでしょう︒この﹁水﹂

てひいてみたらどうでしょう︒音をうまく

がこもっているものです︒この音と︑ほか

じはまたふかくなるでしょう︒

つの色の組みあわせですが︑三色の組みあ

ぬったら︑どうなるでしょう︒これは二つ

2525242424232323222221201919181817171了16987655554
10110938516562515410811618696329
九313團
は夏の暑いさかりでしたが︑いまはもう
九319團みなさんもお黒毛ですか︒ぼくは︑こち
九326團の中の小さな農家ですが︑家のまえをち

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
57 57 56 56 56 56 55 53 53 50 48 4了 47 47 44 43 42 41 40 40 39 3了 3了 36 36 35 35 34 33 33 33 33

いちばんの樂しみです︒ふながたくさん

きみがわるかったのですが︑なるべくおち

うなかたちだったのです︒いちろうは︑き

曲がってやぎのようですし︑ことに︑その

た︒その男はかた目でした︒そうして︑み

こっちをみていたのです︒いちろうは︑だ

ちょっと光っただけでした︒いちろうがす

りすはもういませんでした︒ただ︑くるみ

﹁ふえふきのたき﹂でした︒﹁ふえふきの

くまでねむれませんでした︒けれども︑い

しくてたまりませんでした︒はがきをそっ

して指につくくらいでした︒けれども︑い

そうで︑けっこうです︒あした︑めんど

もついていったのでした︒ぼくはみなさ

のかきはしぶがきですから︑ほしがきに

く︑うれしいことでした︒いちばん小さ

鳥がみつかるからです︒ぼくたちがこの

たたき落せませんでした︒なたをふりお

ばっておりませんでした︒木が動くので

らだじゅうがあせです︒一ど︑すぎの木

なにかでてきそうです︒なん十メートル

きではありませんでした︒だいいち︑じ

あびるのが愛しみでした︒また山へ登る

五六分ほど登るのですが︑そこは︑深い

んおそい植えつけでした︒たきぎをとり

ルあまりのところです︒母と︑おばと︑
︑七月の二十八日でしたが︑村でいちば

たいそうにぎやかです︒らいぎょは︑大

ろな魚がいたそうです︒このほかに︑大

んへってきたそうです︒まえは︑もっと

514321811107898599775471058210959652
宗国唐国團團團国團團国恩團團国夢心團團

た︒それできたんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑ぼく︑いちろうです︒けれども︑どう
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十106 た景色のよいところですから︑橋のたもと

さんでおきたいのです︒なるべく︑小さ

十115 ばかりの子どもたちでした︒ある日のこと
十121園

十148 の学年ぐらいでしたでしょう︒おとうさん

十148 校の下の学年ぐらいでしたでしょう︒おと

十141 になってくれたからです︒ビエンヌという

十1410圏︑どちらがきれいですか︒﹂とたずねま

九579園 かなかうまいようでしたよ︒﹂といいま 九782園う︒あれが貝つかです︒﹂もうすこしで
話していた貝つかです︒この土の上に白
九585園
ました︒﹁うまいですね︒四年生だって 九794園
九796園ろいうな貝のからです︒むかしの人は︑
九585園 んなには書けないでしょう︒﹂すると︑
九5810園 え︑大学の四年生ですよ︒﹂すると︑男 九801園かることがあるのです︒ひとっこれから
﹂﹁︿
九806圏て︑どんなところでしょう︒﹂﹁
九594園 い︑あなたはたれですか︒﹂とたずねま

︑ここは員ばかりですよ︒﹂口々にごん
九8110囹

をさがしてくるのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂くも

本の海はどんな色ですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

そうな目つきの少年でした︒自分の國の

きとおった青い色ですか︒﹂と︑日本の

十164

みんなフランス語です︒えんぴつ一本買

すかとたずねるものですから︑﹁︿略﹀︒﹂と

十221囹

略﹀︒﹂﹁もうじきですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂12

みえる太陽の光線ですが︑わけてみると

十3010

子どもになりたいのです︒そうして︑うち

十299 にうかべてみたいのです︒もようをみたと

十278 まかにしらべたいのです︒トマトが畑に植

十209囹

十1711囹 どんなにしあわせでしょう︒﹂．三 日の

十173囹

十168

十1512園

十158園 きとおった青い色ですよ︒﹂と︑おとう

十157園

十154 ︑やはりそのとおりですから︒おとうさん

う︒これがふつうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
九6011園 いと思いましたのです︒まあ︑ゆっくり 九8011囹

九618 かびか光っているのでした︒よくみると︑

九6110 百でもきかないほどでした︒ワアワアとみ 九844園いちばん多い土器です︒とっておきなさ
九6111 なにかいっているのです︒﹁︿略﹀︒﹂やまね 九852園かった物があったでしょう︒それには︑
九644囹
︒﹁いいえ︑だめです︒なんといったっ 九859囹がと思うような物ですが︑これはたいせ
九646囹 いちばんえらいのです︒そうして︑わた 九861ひとりもありませんでした︒四人が話しあ
九648園 るいのがえらいのです︒いちばんまるい 九佃6聖 ﹁先生︑もういいでしょう︒﹂といった︒
血梛4 のついた大きなくもでした︒ある日の夕が
九649園 まるいのはわたしです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
九665園
﹁いえいえ︑だめです︒なんといったっ 九伽3 ることはできませんでした︒星が光りだし
九㎜6 ンいっているところです︒くもが︑いきな
九666園 いちばんえらいんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
九柵5 り歌もきこえませんでした︒風が思いだし
九667園 るいのがえらいのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ガや
九676園
﹁いえいえ︑だめです︒頭のとがったの 九柵3 どうにもなりませんでした︒しばらく︑目
九6711園
た︒﹁このとおりです︒どうしたらいい 九悩3 くさんさいていだのです︒いいにおいをか
九悩7 れは白いちょうちょでした︒又略﹀︒﹂くも
たことはありませんでした︒また︑口にし

九6711園 ︒どうしたらいいでしょう︒﹂いちろう

九衙9

九柵6園

十313 うに︑できないものでしょうか︒ぼくがい

九714囹 ︑はがきのもんくですが︑これからは︑

九683囹 いわたしたらいいでしょう︒この中で︑

きあつていきたいのです︒ぼくは︑学校の

九条10

十323 ようになりたいものです︒いつも︑全体の

日本人もいかないのです︒日本人をみたこ

九㍑4だそうとはしませんでした︒つばめは︑麦

九衛10

もと遊ぶことがすきですから︑道で子ども

十485 ぐこともありませんでしたので︑妹の氣の

十484 で遊んだりしたからでした︒私は︑べつに

十481 はそうはいきませんでした︒四十分もかか

十479 は十二三分のところですが︑妹にはそうは

十478 ていこうと思ったのです︒ところが︑私た

十471金星にもあたらないでしょう︒﹂六私の

いま一つは︑眞珠でした︒あなたが自然

九723園

十75

りの実の落ちるころでしたから︒おとうさ

十4810

た︒﹁もう夜ふけですよ︒おやすみなさ

九724園 のどんぐりがすきです︒﹂やまねこは︑

十81

らしい愛情のしるしでした︒ちょうど︑プ

十3110
九備6

十469園

十314 ようにできないものでしょうか︒学校では

九715園 し︑と書いていいでしょうか︒﹂いちろ

蔓立7園

たこともありませんでした︒いま︑ちょう

九717園 あ︑なんだかへんですね︒それは︑やめ

九二7ねむつてしまったのでしょう︒くもが︑月

けたのは︑ばらの花でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁−

九722囹 こできようのお礼ですが︑あなたは︑こ

九717囹 やめたほうがいいでしょう︒﹂やまねこ

九754 きは︑もうきませんでした︒やっぱり︑﹁︿

十92

もっとも介しい季節でした︒どこへいって

すいととんできたのでした︒くもは︑この

九755 うはときどき思うのです︒ 七

十910

︑どちらがおすきですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂や

九776園 れからいく貝つかですよ︒﹂先生につい

十912

貝つか

九781囹 のいりえだったのです︒そう︑あの向こ

に書きとめてみたのです︒クロイワンワ

九782園 ちらちらとみえるでしょう︒あれが員づ
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おそらくわからないでしょうが︑そのとき
つたのは︑そのためです︒黒いいぬは︑ま

ときさけんだことばです︒その黒いいぬに

受けてくれませんでしたが︑おしまいに

といっても子どもです︒しごとがじゅう

土や砂を運ぶほどでした︒しかし︑なん

十一219

十一218
十一231

多くはありませんでしたが︑四人が生き

︒﹁どうしたのです︒おかあさん︒﹂﹁

は︑そのとき二つでした︒どんなに病氣

くにはじゅうぶんでした︒夜になると︑

十一2312園

十一233

﹁︿略﹀︒﹂というのです︒そのとき︑いぬ

十一257

十一257

て︑私に知らせたのです︒いぬは︑うしろ

﹂という心らしいのです︒とうとう︑くる

ぬにたずねているのです︒やはり︑いぬは

どこかへいくところでした︒あきらめて歩

チャンネテルワ﹂でした︒妹は︑また︑

向いてしまったわけです︒﹁ワンワンチャ

十一284

十一2712

十一279

十一264

さえもありませんでした︒そんなわずか

いたむずかしい本でした︒その一まいめ

ゆきづまってきたのでしょう︒思うことが

も︑思いでにはなるでしょうが︑ことばの

す︒わずかのことばですが︑この中には︑

十一455

十一448

十一444

十一287

はまちがいませんでした︒園長さんのま

れました︒弟の名でした︒私は︑自分が

呼ばれているようです︒みんな読みあげ

ことのない金次郎でしたが︑そこへいっ

次郎はたった十六でした︒そこで︑ふた

んなにもびんぼうでした︒ところで︑そ

なものをながめるのです︒わずかのことば

らと書いていることでしょう︒すこしのこ

十一595園

ってしまったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いってわらうのです︒ぼくはくやしく

んということばですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

は︑ほかにないでしょう︒﹂というと︑

ください︑満員ですから︒﹂と︑声を

十一5211囹

さをしたりするものですが︑かぶきや︑ほ

十一622圓

十一591園

んなに早くのびるのでしょう︒きのう︑風
︑きいたことがあるでしょう︒能は︑その

をこしらえあげるのですが︑能のほうでは

十一624囹

ある村からきたのでした︒少年の父親と
ランスへいったのですが︑数日まえ︑イ
ポリへよこしたのでした︒門ばんは︑そ

りのでかせぎ人ですか︑外國から帰っ

を思いだせませんでした︒﹁年よりので

十一658園

十一657

十一6412

十一6310

十一639

十一6211渋いえなかったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂九

ばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそうで

言の中の有名なものです︒狂言には︑よく
なければなりませんでした︒でかけるとき

ずっとおくびょう者でした︒それで︑いよ
はおかあさまの愛です︒わたしをまもる

ん早道と思ったのです︒が⁝⁝︒﹂と︑

かわ川にそった村です︒この村に︑ぎん

うか︒どうなんでしょうか︒﹂と︑少

vといっただけでした︒ふたりは︑は

みのおとうさんですよ︒﹂といいまし

病人は動きませんでした︒少年は︑身を

らかわかったようでしたが︑くちびるは

びるは動きませんでした︒こうもかわれ

ても思われませんでした︒かみの毛は白

ころはありませんでした︒息をつくのも

のもやっとのようでした︒﹁︿略V︒﹂と︑

ました︒﹁ぼくですよ︒わかりません

せんか︒チチロですよ︒チチロがいな

からでてきたんですよ︒おかあさんが

んがよこしたんです︒よ．くみてくださ

い︑どうしたんですか︒ぼくは︑おと

うさんの子どもですよ︒おとうさんの

子どものチチロですよ︒﹂病人は︑身

それは看護婦でした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

たのおとうさんですか︒﹂と︑看護婦

父はどうしたんでしょう︒﹂と︑少年

でぼくがきたのですが︑どこがわるい

ました︒﹁そうです︒それでぼくがき

どこがわるいのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

人のむすごさんです︒きょう︑いなか

めな顔をした老人でした︒医者が︑まだ

父はどうしたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

くが顔にでたのです︒だいぶんわるい

がわからないんです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂少年

︑よく働けませんでした︒そのうえ︑さ

人が金次郎の父親でした︒りえもんは︑

十一662園

十一6512囹

十一6512囹

十一6510園

いへんわるいのでしょうか︒どうなん

いつ入院したのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂看

ら帰ってきたのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

よりではないのですが︑外宮から帰っ

す︒でかせぎ人です︒﹂と︑少年は︑

十一791とんどたべませんでした︒少年は︑父親

十一788ようにみえたからです︒そうして︑二日

十一768ようすはしませんでした︒でも︑ハンカ

十一762 こともできませんでしたから︑病人のふ

＋一7512たが︑いえませんでした︒医者はいって

ました︒﹁そうです︒でかせぎ人です

が生まれてきたのです︒だから︑金次郎

十一668園

十﹁6510園

2弐

次郎が十二のころです︒さかわ川のてい

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ことはありませんでした︒それどころか

いへん情ぶかい人でした︒村の人たちが
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十一803 ようにみえたことです︒病人は︑だんだ
十﹁8010園 しっかりするんですよ︒しっかりする
十﹁8010園 しっかりするんですよ︒もうすこしの

十一8011園すこしのあいだですから︒﹂といって

十一812日の午後四時ごろでした︒ちょうど︑少

ことができませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︿略﹀︒﹂というのでした︒おとなりで︑

こしも知りませんでした︒私は︑近づい

そのことをいうのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂上

に指を動かすだけでした︒それからいく

ことがわかったのです︒私の手にふれる

ることになったのです︒こうして私は︑

足を覚えたばかりでした︒しばらくして

区別ができませんでした︒先生は失望し

めに苦しまれたのですが︑私は︑いつま

へん苦しんだあとでした︒サリバン先生

たってからのことでした︒ある日︑私が

35

とは︑むずかしいでしょう︒私は︑生ま

としましたがだめでした︒私の目にはな

たちも︑同じ氣持でした︒まだなにも降
︑子どもが面すきでした︒そのあたりに

をみるのが面しみでした︒芭蕉は︑くも

い句の話をきくのでした︒先生の近くに

だいそうじょうずでしたが︑芭蕉のこと

﹁そりゃ︑そうですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

し︑それに便利でしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

なものがあるんですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

り人形のしばいですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

かにまだあるんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︒﹂﹁おもしろいでしょうね︒﹂ズ略﹀︒

うして動かすんでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

しばいをするんですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

つになったおかげです︒ 五 人形しば

がすくわれるのです︒どうぞ神さま︑

勉強をはじめたのです︒手のひらに文字

語になおしたものです︒よんでわかるよ
︑そのうえつんぼでした︒それなのに︑

ようになったからです︒へやに帰るとす

35

十一813 看護していたときでした︒そのへやのす
十一821！

十一827て息もつけませんでした︒看護婦や︑看
十一853園 く︑いけないんです︒ここにあのおじ
十一856園 ませてあげるのです︒いつも︑ぼくが
十一857園 いといけないのです︒あの人︑いま︑

ました︒﹁だれですか︑あの人は︒﹂

4119435814107105612310836311101244282372
囹園医〕園園囹忍男 囹
35

38

十一858園 ひどくわるいんですから︑ゆるしてく
十一862園

十︻859園思いきれないんです︒ぼく︑あしたう
十一864園 ︑いなかのかたですがね︒﹂と︑看護
十一867園 に︑入院したんです︒ここへっれてき
十一869囹 きけなかったのですよ︒たぶん︑遠い
十一869園 に家族があるのでしょう︒どうやら︑
十一8611園 んでいるようすですよ︒﹂病人は︑や

十一882 しもかわりませんでした︒チチロはまた

十一873園 いなくてもいいでしょう︒﹂と︑また︑

十︻886 わるくなるばかりでした︒顔はむらさき
十一8810 からはなしませんでした︒病人はしげし
十一一71園旦ハをかりたいのですが︒﹂とたのみま

十一921園 を歩いていくんですから︑しぼんでし

十二82 まだ子どものころでした︒家をはなれて

十二77 みくらべるばかりでした︒それからのち

十二93園どうなさったのですか︒﹂とたずねま
十二98囹 るのと同じことです︒﹂といいました︒

て︑どうするのですか︒﹂とききまし

スのかけらばかりでした︒じゅんさは︑

十ニー06園 ひろっているのですか︒﹂とたずねま
十ニー010
十ニー012囹
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二729 きれいではないのですが︑芭蕉は︑いつ
十二752 まくらにひびくのでしたが︑その夜は︑
︑もうおやすみですか︒﹂その声は︑

十二753 たようなしずかさでした︒そのしいんと
十二757園

はいられませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂や

十二758 れている曾良の声です︒芭蕉はすぐ戸を
十二7512園

十二764薄雪の句はいかがですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂芭

十一一767 こしらえたうさぎでした︒なんてんの三

十二774 合をする日のことでした︒テニスコート
十二776 たいへんな見物人でした︒時間がせまつ
十二788 ことはありませんでした︒あまりかわい
らって︑﹁そうです︒﹂とはっきり答

とばれている作品です︒

はじめてのお

え

名高いほうおう堂です︒ほうおう堂とい
大和絵

能面

これは

あ︑うさぎが勝つでしょうか︑かえるが
におう
仁王さ

むろまち

室町時代の占術品です︒

じ

ほくさい

解体図

三

これ

みどりの

せまい︑小さな國ですのに︑そのもっと

理を求めていたのです︒

ことはありませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と信

つかりわかったのです︒しかし︑そのこ

た熱心な天文学者でした︒いっしんに観

ルニクスという人です︒しばらくして︑

目についてきたのです︒熱心な学者が︑

に行うということです︒こうして︑みん

たてていけばいいでしょうか︒それは︑

れていなかったのですが︑この本によっ

本で出版したものです︒表紙の文字は︑

なって生まれたのです︒

との共同作品なのです︒三人がひとつに

じみの富士山の絵です︒この絵は北斎と

ふ

もいえない美しさです︒まき絵は︑日本

をあらわしたものです︒また︑なまりや

きたまき絵書だなです︒まき絵というの

年ほどまえのことです︒いんさつ機も外

う人が書いたお話ですが︑これをキリス

イソップ物語

は能につかうお面です︒舞う人のあるき

して代表的なものです︒

か︑かえるが勝つでしょうか︒

ぐれたものの一つです︒さあ︑うさぎが

たが︑たおれそうです︒たまりかねた二

とに氣がつくことでしょう︒

やまと

られた日本のお金です︒いまつかってい
︑おもしろいお金です︒お金がなかった

74 1
眞にすぐれた愚民でしょう︒國のおこる

ら帰ったダルガスです︒かれは︑その胸

はててしまったのです︒これを生かすの

そうと決心したのです︒ダルガスは︑職

のこしていませんでした︒しかし︑ダル

に木を植えることです︒ダルガスは︑こ

らべておくからです︒もしある時期に

植物の研究がすきでしたが︑かれは︑も

らないじゃないですか︒え︑え︑はい

ることがあったのです︒そのころ︑ユー

︑はい⁝⁝そうですが︒ほんとう⁝⁝

ものにすぎませんでしたが︑植林が成功

︑帰って來たんですか⁝⁝いつ⁝⁝え

全國民のたましいでした︒デンマルク人

︑うちに來たんですか⁝⁝へえ⁝⁝は

つたんじゃないでしょうか︒げんかん

たいへんだったでしょうね⁝⁝四十日

しもし⁝⁝そうです︒あ︑おばさん︒

れかと思ったんですよ︒だって︑おば

︶今晩⁝⁝そうですが︒あいたいな︑

うと︑思ったからです︒ちょうど︑おじ

をまわって來た人です︒だから︑この絵

りかかっている絵です︒その下の白いと

かいっているわけです︒ですから︑文字
︑たいせつなことです︒ 六 そよ捻

話をしているわけです︒ところが︑この

いだけです︒そうでしょう︒電話のはじ

目につかないだけです︒そうでしょう︒

人が︑ただひとりです︒それでは︑これ

いただきたいのです⁝⁝はい︒︵電話

田さん︑おいででしょうか︒はい︑眞

だ

︑五千二十五番ですか︒きょう︑マン

⁝行ってもいいでしょう⁝⁝はい︑は

38

十二7810園 みたちは日本人ですか︒﹂とたずねま
十二7812園

十二807囹 でもなく︑日本ですよ︒﹂と︑ことに

十二827 手はチルデン選手でした︒チルデン選手
十二828 リカきっての名手です︒身長は一・八七
十二849 がにチルデン選手です︒このままおされ
十二859 つこうのチャンスです︒チルデン選手も
ことば

十二8511 きらめているときでした︒清水選手は︑
十二8610 手をおしみませんでした︒ 十

十二963 に︑写眞帳があるでしょう︒それにはあ
十二966 の写眞などもあるでしょう︒その二型帳
十二968 まに思いだされるでしょう︒なつかしい
十二969 いことなどもあるでしょう︒次の二型帳
十二971 は︑なんの写眞帳でしょうか︒これをみ
十二972 んなことを感じるでしょう︒ 貝つか

十二975 のかわりもない貝ですが︑いまから三四
十二976 四千年もまえの貝です︒四年生のとき習
十一一983 んたべていたようです︒このほか魚では

十二9910いれるためのものですが︑もちろん︑水
十二川6 ほりだされたものです︒赤色のすやきの

十二㎜1 にもつかったことでしょう︒土器には︑
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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んなにちがうのですか︑おじさんQ﹂﹁

れたりはしませんでした︒こうしたフィ

ていたからのことでした︒しかし︑ブイ

ともに苦しんだのです︒だから︑フィリ
︑こもっているのです︒それというのも

とさをみつけたのです︒そうして︑心の

とい光のためなのです︒フィリップは︑

うつのです︒なぜでしょう︒それは︑フ

たちの心をうつのです︒なぜでしょう︒

も︑西洋の名画でしょう︒ぼくには︑

いるんじゃないでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒

ひれふしている絵でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

來なくちゃだめですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お

らしい と 思 う の で す ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

421108127128121185312810797319755885796
園囹 園並置
見つけになれるでしょう︒それに︑ラ

ろうということでしたが︑もしこわれ

ちらにまわすのです︒いっしょに小さ

たほうがいいのです︒ランプはかべに

を思っているのです︒じきに九月にな

ついているはずです︒よく説明してお

と︑思いたいのです︒ランプとコーヒ

のたりないことです︒私は︑おかあさ

お考えになるのです︒おかあさんの生

りきっているのですから︒けれども︑

やるということです︒なにも︑西諸を

ふかいものなんですから︒私には決心

いせつなことばです︒が︑おかあさん

になってくれるでしょう︒おとうさん

うにすぎないのです︒私たちは︑おと

やると思うことでした︒子どもたちの

はいられませんでした︒なつかしいお

団団谷町団團団七国團團團直上國團富国
くするためなのです︒これは︑私の友

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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くれたことなのです︒その友だちの母

つながりがあるのです︒人間は︑星によ

て関係がなさそうですが︑じつは︑ふか

かまっていったのです︒よそ目には︑星

さかんになったのです︒宗教も︑科学も

数学が発達したのです︒航海術がさかん

文学が生まれたのです︒数学が発達した

よみが作られたのです︒天文学が生まれ

農業が進歩したのです︒こよみが作られ

っている人もあるでしょう︒けれども︑

國になっていくのです︒さて︑私は︑あ

もわるくもなるのです︒あなたがたのも

だいじなかたがたです︒あなたがたの考

は︑よくないことでした︒そういうちつ

なってしまったのでしょうか︒むかしの

ていなかったようです︒ですから︑星の

かがやいている星です︒どうも日本人は

見られるものなのです︒それは︑空にか

たいものがあるのです︒見てもらいたい

本語になったのでしょう︒﹂とおたず

口々に︑﹁英語です︒﹂と︑そくざに

といっていたんでしょう︒﹂とたずね

私にはわかるのです︒では︑おかあさ

時間が早くたつでしょうから︒たとい

とうとい宝なのです︒おとうさんのお

かあさんがご用でしたら︑いつでもと

思われてくるのです︒おかあさんが︑

たときそのままです︒そうして︑おか

すごしておいででしょうか︑お知らせ

のせるためなのです︒おかあさんのこ

きっているそうです︒小包二つは︑お

6109877666412973986528525126412664107
園園王国團富国團国團国国團
にしかすぎないのです︒このぎんが系と
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んの星のむれなのです︒それでは︑この

たいへんゆかいです︒それで︑よきょ

まつりの晩のことでした︒﹁︿略﹀︒﹂こう

きらかになったのですが︑おしいことに

った人というべきです︒さて︑おじよう

かした人は少ないでしょう︒このおじよ

氣をつけていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂このお

かいおじょうさんです︒頭から大波をか

なげだされたものでしょう︒たいていの
︑その中のひとりでした︒まだわかいお

れてしまったほどでした︒寒さも︑つか

ことはありませんでした︒なんだか︑す

いような歌いかたです︒マッケンナは︑

氣ではありませんでした︒助けを求めて

月のない夜のことです︒乗っていた百四

わかってくるはずです︒もし︑くしゃく

ウムを発見したのです︒みなさん︑あな

つかまなかったのですが︑その感動から

受けたということです︒夫人は︑星はつ

えを説かない教えです︒むかしからすぐ

︒ことばのない詩です︒教えを説かない

おごそかなすがたでしょう︒じいっと大
︑声のないことばです︒ことばのない詩

なんという美しさでしょう︒なんという

んというしずけさでしょう︒なんという

いうことができるでしょう︒みなさん︑

ほどの小さなものでしょう︒しかし︑そ

くごく小さなものです︒したがって︑そ

もごく小さなものです︒地球などになる

るほどの廣さなのです︒この廣大なうち

億光年ということです︒二十億光年1

おいくつかあるのです︒こうなってくる

537119210851195728112113221110108311109729
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十四519
︑美しいわかい女でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

るしをつけた老人でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑元氣のいい青年でした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ふしぎもないようですが︑よく氣をつけ

十四619二
いますが︑どうでしょうか︒﹂﹁︿略﹀︒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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＋四7710とうにそのとおりでした︒竹を割るとき

十四778がいいという教えでした︒私はすぐにこ

十五204す︒ある夏のことでした︒このユングフ

十四796 ︑わからないことでした︒そのことを友
十四801 ことを発見したのでしょうか︒ことによ
十四854園空からのお手紙です︒﹂こんなことば
ふ じ
十五196 ユングフラウの山です︒これは︑富士山

ちりのようなものです︒空氣中には︑そ

十五2011
散歩に出て巡るのでした︒ニューヨーク

十五Z1 かいな噛しいものでした︒朝ぎりの中か

十五207わいい子どもたちでした︒それに︑この

かります︒熱い湯ですと︑湯げの温度が

さんういているのです︒空中にうかんで

おいがよわいわけです︒湯の温度を計る

十五2311があります︒だれでしょうか︒その人は

＋五2310﹂とさけぶばかりです︒と︑そのとき︑

を見ることがあるでしょう︒茶わんの上

十五241しています︒だれでしょう︒それは︑十

十五216にそびえているのでした︒ある朝︑この
十五229がしました︒なんでしょう︒みんなが︑

ている大きなうずです︒陸地の上のどこ

十五242ひつじかいの少年です︒このひつじかい

ると︑おもしろいでしょう︒もちろん︑

八キロとかいうのですから︑そういう︑

さまに落ちこむのでした︒さいわいにそ
＋五2410

十五254かたくにぎったのでした︒そうして︑か

十五249せにとびついたのでした︒ 一つまちがえ
雨をあげてみたのです︒湯げのお話はこ

十五263それこそたいへんです︒少年はいつ鳥の

たことがおこるのです︒しかしまた︑見

いるのに氣がつくでしょう︒これは︑夜

十五308たく大きなあくまです︒少年が女の子を

＋五2910
方とも必死の職いです︒少年は︑右手に

十五316しい少年との戦いです︒少年の投げつけ

十五272にはいられませんでした︒ところが︑下
くらかわかるはずです︒しかし︑茶わん

十五324ぎでおりて來たのです︒ようやく道を見．

だと思っていいのです︒もし︑表面にち

もようが見えるのです︒日のあたってい

十五326と鳥とはむちゅうです︒血まなこになっ

＋五3310たたえているようでした︒ 三 文字の

かっていないようです︒しかし︑それも
ことだけはたしかでしょう︒湯がひえる

十五466園これは費りものですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十五468囹略﹀︒﹂﹁いくらでしょうか︒﹂そのね

＋五4411園ンスというものですが︑じつは︑私の

十五449園がおすきのようですが︑あなたはー

十五444園い焼物そっくりですね︒﹂ と︑じょう

かった風になるのです︒茶わんの湯のお

いのようなところですと︑畑のほうが︑
︑きけんになるのです︒これと同じよう

というものがそれです︒たとえば︑森と

へんあぶないものです︒とつ風というも

り曲げるためなのです︒つぎには︑熱い

なものになるわけです︒これは︑湯の中

くらべるのはむりですが︑ただ︑ちょっ

かおもしろいものです︒せんこうのけむ

ように見えるそうです︒茶わんからあが

と同じようなものですQこの茶わんをえ
︑にたようなものです︒この色について

おもしろい見ものです︒第一に︑湯の表

おこってくるはずです︒ただ一ぽいのこ
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十四522

十四525囹ちゃは私のものです︒私の花がさかな
十四529園 やの実がつくのです︒こんな︑十キロ
十四533

十四5212園 れただけのものです︒だから︑それは

十四537囹ぞんじないようですね︒それは︑私が
十四5310園 ってあげたからですよ︒私は︑せっか

十四543園 をさかせたからですよ︒だから︑この
十四549園 ってあげたものです︒みなさんのよう
十四553園 へんなほねおりです︒だから︑私は︑

十四5411囹 とはわからないでしょう︒そこは︑暗

十四567園がおすきなようですが︑そこへっれて
十四568細るのは︑この私です︒もし︑つるの私
十四571園 にしてあげたのです︒だから︑私は︑

十四579園 か考えないようですが︑もし︑私︑つ

十四5711囹熱帯地方のものです︒それがこの日本
十四581園 ってやったからです︒さっき︑葉さん
十四583囹 ではなくて︑私ですよ︒そういうこと
十四587園 のは︑私たち水です︒水がなかったら

十四589囹ぶんかたいようですが︑やっぱり︑こ
十四5810園 この大部分は水です︒いまのお話の養
十四5811園 運んでいけるのですよ︒それから︑空

十四5812園︑あれだって水ですよ︒あのかわきき
十四594園 ばんじみなものです︒しかし︑土には
十四596國 わけてあげたのです︒水だって︑ため
十四597園 おいてあげたのです︒ほかのことはわ
十四598囹 すれになれないでしょう︒﹂すると︑
十四5912園 つかなかったのですよ︒だから︑あの
ずいて︑﹁そうです︒このかぼちゃは

十四603園 いってもいいのです︒しかし︑ぼくは
十四615園

十四616園︑みんなのものです︒しかし︑いちば
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十五908囹だそうじやないですか︒とにかく︑そ

きゅうしゅう ありた

＋五4611園︑もうこれだけです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

だが︑まあいいでしょう︒もっといい
＋五9011園

＋五9010囹ことはないようです︒というのは︑そ
は思わないからです︒だが︑まあいい
＋五9011園

ちばん幸福なのですが︑いちばん悲し

かむずかしいのです︒なにしろ︑﹃不

ちばん悲しそうです︒あれが﹃不幸﹄

ことがすきなのですから︒そういうわ

ってしまったのですね︒でも︑それを

美しい喜びなんですよ︒それに︑おか

にはお金持なのですよ︒もう︑びんぼ

ことで織ったのですよ︒おまえたちが

それは同じことですよ︒まあ︑おまえ

んはひとりぎりです︒それは︑いつだ

心配しているのですよ︒﹂母の愛﹁あの

も天國にいるのですよ︒おかあさんに

さな家に帰るのですよ︒おまえたちが

私も下へ行くのですよ︒小さな家に帰

それは同じことですよ︒私も下へ行く

なってしまうのですよ︒﹂チルチル﹁あ

もかも見えるのですからね︒﹂チルチ

幸福とがますのですよ︒おまえがにっ
︑わかくなるのですよ
うちにいる

母の愛の喜び﹄です︒﹂方々から眠い

あさんの喜び﹄です︒くらべるものも

人を知らないのですか︒まあ︑よくご

ばん純潔なものでしょう︒﹂幸福﹁あな

むかえているのですよ︒その﹃喜び﹄

る﹃喜び﹄たちです︒﹂チルチル﹁ほか

の大きな喜び﹄ですよ︒まあ︑どうあ

を加えていくのです︒﹂チルチル﹁それ

つてしまったのです︒わるいなかまと

そりゃあ︑そうでしょう︒あれはわる

さがしているのです︒﹂チルチル﹁だっ

ってしまうわけですからね︒さてここ

なってしまうのです︒右の方には︑﹃

9

十五471囹 ︒﹂﹁九州の有田です︒ときどき焼いて
十五501園である︒﹁そうですが︒よくわかりま
十五504園れはおしいことです︒品物は私が買い
十五518囹んのおまごさんでしたか︒じつは︑私
十五519園ごにあたるものです︒﹂と︑自分のこ
おおしま
学徒︑大島くんでしょう︒まあ︑かけ
十五548囹
十五592囹わいがられたのですから︒﹂と︑あり

十五912園な見るといいのですよ︒﹂チルチル﹁な
十五913囹 ﹁なにをするのです︒﹂軸慰つた﹁それは
十五914園とをしないことです︒わたしたちは︑
十五918園ないはずはないでしょう︒それがこの
十五919園 この世のすべてですもの︒﹂光﹁あなた
十五931園もらいたいものですね︒﹂チルチル﹁な

といっているのですよ︒なんとかしな
＋五6212囹
じさんのおへやですよ︒あれをごらん
＋五6812園

＋五9412囹
うのは目のせいです︒私たちはやっと

くらしているのですもの︒﹂チルチル﹁

の幸福のかしらですよ︒それから︑こ

にも知らないのですね︒ぼくは︑あな
いる幸福﹄どもですよ︒﹂チルチル﹁ぼ

しらえているのですよ︒でも︑ぼくた
﹃健康の幸福﹄です︒ぼくは︑きれい

十五齪7園 たいせつなものです︒こんどあったら

十五皿6園

十五梱2園
十五梱5園
十五棚6園
十五棚7囹
十五麗2園

＋五言12園 まわりにいるのですよ︒ぼくたちは︑

なことあるものですか︒﹂チルチルす
＋五9910園
十五㎜11囹 ︑ぼくたちだけですよ︒ぼくたちは︑

十五978園らうことはどうです︒なんてかわいら

キがおいてあるでしょう︒おじさんは
＋五7010園
なりになったのですよ︒そのペンをに
＋五7012囹

十五712園かいなれたペンですよ︒ああ︑満ぼう
十五723囹がら︑﹁満ぼうですよ︒﹂と︑おばさ
十五799たことがあるからです︒私のつくえの上
十五843囹されいなおかしでしょう︒﹂いぬ﹁それ
十五872園あなた︑どなたです︒﹂誕．た﹁わたし
十五874園お金持の幸福﹄です︒失礼ですが︑こ
十五874園福﹄です︒失礼ですが︑この中のおも
＋五8712園︑足はうどんこです︒︵ふたり︑よう

十五885園はもものジャムですよ︒さて︑いちば
十五888園うものはないのですよ︒﹂﹁はちきれそ

ったら︑わかるでしょう︒これは︑﹃

十五皿8園

十五撹11園 てくれないからです︒これは︑﹃青空

＋五8812園ているのはだれです︒﹂軸紐つた﹁あの男
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1

6

十五佃7園 え︑ええ︑そうですとも︒それから︑
十五獅4園 うかいしませんでした︒まもなくやつ
十五梱5園 んのようなものですからね︒その名は

106

4
10了
112
115

7

十五掴6園 な考えの幸福﹄です︒それは︑ぼくた

っしょに遊ぶのですもの︒まず第一に

﹃大きな喜び﹄ですよ︒﹂チルチル﹁き

十五姐7園 っとう快活なのです︒それから︑これ
十五鵬5圏 くなるゆかい﹄ですよ︒﹂せの高い︑
十五価8囹
＋五価−o園
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十五894囹しをするところです︒これでけさから
十五895園さから十二どめです︒わたしたちは︑
十五896園を待っていたのです︒あのとおり︑さ
十五897園呼びたてているでしょう︒わたしは︑
十五899囹おびただしい数ですからね︒︵ふたり
十五902囹も行かれないのです︒ぼくたちは︑た
十五902園ん急いでいるのです︒青い鳥をさがし
十五903囹さがしているのです︒たぶん︑あなた
十五904園 ︑こぞんじないでしょうね︒﹂ふとつ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五

12

です一です
104

105
ですから一てっぺん

＋五宙−o囹

十五㍑6囹
十五柵7園
十五柵7囹
十五宙9園
十五帯9囹
たは﹃光﹂なんですね︒私たちは︑ち
の私がおわかりですか︒私は﹃物のわ

とも知りませんでしたよ︒あなた︑こ

ですから︑舞台に出ている人は︑四週号

人と話をしているわけです︒

十三4410

の火

十五73圃

みんてききりの中鉄のひびきのかじ屋

宗教も︑科学も︑哲学も︑ふかまって

いったのです︒

十四328

三郎くんのことばの間に︑あいてがなに てつがく ﹇哲学﹈︵名︶1 哲学

かいっているわけです︒ですから︑文字にあらわ

十三454

は︑それは幸福ですけれど︑自分たち

デスク

︽ーギ︾

また︑図画工作の時間によくいう︑デッ

てつだいをすることかな︒

四294 おばさんのうちへ

おてつだい

てつだい ﹇手伝﹈︵名︶3

いって︑

てつだい

いもほりの

手つだいε

サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611

どうも日本人は︑むかしから︑あまり星 デッサン ︵名︶一 デッサン

ですぎる

ですぎたことかもしれませんが︑このか

﹇出過﹈︵上一︶1

︵名︶一

﹇手遊﹈︵名︶1

手すさび

事触は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが
てすり

︽ーイ・ーッ︾

てすりはつるつるしています︒

﹇手摺﹈︵名︶1

でそろう

どこの田も︑たんざくがたにでそろってに

﹇出揃﹈︵五︶2

三322囹

てすり

すっかりうれしくなりました︑

十二769

てすさび

六42

手助け

ほがでそろいました︒
﹇手助﹈︵名︶1

小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには
さまれて︑明かるいところへだされた︒

てつだう

いらっ

手傳う

ひいて

じゃあ︑おじさんも手傳ってあげよう︒

﹇鉄道﹈︵名︶1 鉄道

道路・鉄道は︑いたるところにしかれま

﹇鉄瓶﹈︵名︶1 てつびん

とうとう︑そのてっぺんは︑空のくもに

﹇天辺﹈︵名︶9 てっぺん

五393團山のてっぺんには︑まだ雪がのこってい

五48 山のてっぺんのすぐちかいところ︑

とどくようになりました︒

三228

てっぺん

にある︒

四712てつびんととく︒こころは︑﹃ろ﹄の上

てつびん

した︒

十三256

てつどう

十二733園

しゃつた︒すぐてつだった︒

四179 おかあさんが︑石うすを

︽ーッ︾

てった．う ﹇手伝﹈︵五︶2

家の手つだいをしてよく働きました︒

十一205 だから︑金次郎は︑子どものときから︑

ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒

十五5310廣いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑ 五4210国 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る

デスク

んしゃの氣持を︑あらわしたいとぞんじます︒

七437囹

です・ぎる

星のおとぎ話は︑日本にはあまりありません︒

に親しみをもっていなかったようです︒ですから︑

十四298

れていないあいてのことばを考えて︑

﹁私をこぞんじですか︒私は︑それは

は︑見えないのです︒﹂証悟硬勘鵬﹁私を

＋五柵12園 それは幸福なんですけれど︑やはり︑

十五佃1園 のは見えないのです︒﹂躾肌励獣働﹁あな
十五佃2園 ︑私をこぞんじですか︒私は︑あなた
十五佃4囹 ちは︑幸福なのですけれど︑私たちの
十五佃5囹 ︑見られないのです︒﹂色感働か﹁さあ︑
十五佃7囹 ︑強くて︑純潔です︒﹂争いよいよべ
十五稲9園 を守っているのです︒ときはまだ來な
十五佃9園 はまだ來ないのです︒でも︑いまにき
＋五佃−o園 まにきっと掌るでしょう︒そうしたら

十五㎜3園 れはこしんせつでしたね︒﹂光﹁私は︑
︵接︶8 ですから

十五櫨7 きょうの日記当番ですが︑私にも書かせ

でそろ・う

ですから

このつくえやこしかけを︑かわいがって

から︑

二606囹そうして︑これをつかいますよ︒です

てだすけ

八観7

ぎやかです︒

八982

やりましょうね︒

五436團 ぼくのうちは花屋です︒ですから︑花ば
たけで︑よくいっしょにうたいました︒

八鵬7

家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄
手だて

このゆめを実現するために︑ダルガスの

﹇手立﹈︵名︶1

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1912

てだて

や姉の手助けとなりたいと思います︒

1本のほに︑多いのは190ぐらいずつつ 十308

いていました︒ですから︑1つぶの種もみから︑

やく1500つぶももみができたわけです︒
ることができます︒ですから︑はじめて実をつけ

十ニー912園 來年はもっともっとよくしたいと考え

のもっともよい土地を失いました︒ですから︑い

た二三年忌︑︿略﹀だったのに︑このごろでは︑
てちょう ←かずおのてちょうから
十三182 もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ てつ ﹇鉄﹈︵名︶2 鉄
かにして︑財嚢をもとどおりにするか︑

てっぽう一てのひら
106

ます︒

六325 てっぺんのぬけたかんかんぼうしがふきと
ばされる︒

六窩4園 このくるみを持っていって︑山のてっぺ
んでたべよう︒

六槻3園 決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒
六鵬3園 あの山のてっぺんさ︒

印旗4園あの山のてっぺんか︒
六鵬9 ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑
てっぺんにたどりつきました︒

十三2812

ででむし

ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ

﹇虫﹈︵名︶1

﹇手﹈←おてて

くしごく︒

てて

ででむし

二

手ということば

﹁手ならいをはじめましょう︒﹂

すこしばかり手ならしをしてから︑休け
︹課名︺2

︵名︶2

テニス

テニス

十四219 ボール︑テ＝ス︑ピンポン︑

テ＝スコートには日本とメキシコの國旗

．テニスコート ︵名︶一 テニスコート

が美しくひるがえって︑

十二774

十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清

﹇手拭﹈︵名︶3 手ぬぐい

﹁︿略﹀︒﹂と︑てのひらにのせてかえり

﹇手並﹈︵名︶7 てのひら 手のひら

指さきへとまらせたり︑かたへ乗せたり︑

十四893

﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし

しゃがんで土のにおいをかいだり︑ての

うように聞える︒

おさえるので︑﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ﹂とい

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

十三311

十一一413 手のひらに文字を書くことから︑

をえがいていた︑ひとりのわか者があった︒

十382 天然眞珠をてのひらにのせて︑大きなゆめ

てのひらで遊ばせたり︑

八510

ます︒

七119 このときの﹁手﹂は︑てのひらをさしてい

ました︒

三鯉1

てのひら

たくをしていましたQ

うなものをかぶった女の人たちが︑ならんでせん

十142 ビエンヌという川の岸には︑手ぬぐいのよ

いくのがみえるの︒

一328 お日さま一おかあさん一かがみ
く
し
手ぬぐい一ふきん一おへや
四174 わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ

てぬぐい

水選手は︑

十二822

いよいよ試合をする日のことでした︒

十二773 メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの テニスせんしゅ ︵名︶2 テニス選手

こすくすくのびて︑しずくすおうとででむしが︑

十一323圃

手と足

手ということば

手と足⁝⁝⁝二十九
手と足

︹黒眉︺2

十三

十三

︹課名︺2

つのをふりあげのぼりだす︒

てとあし

一35
一291
てということば

七111

一461 かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも 七23 二 手ということば⁝⁝⁝十一

てっぽう ﹇鉄砲﹈︵名︶7 てっぽう 鉄ぼう

のはみんなとりあげられてしまいました︒

なにも受けてはいけないよ︒でないと︑

に困ることになるから︒﹂
︽ーシ︾

十五927下平﹁呼び返しなさい︒でないと︑いま

かんじんな用むきをわすれてしまうからね︒

十五863園

四496下の方から︑てっぽうの音がひびいて でないと︵接︶2でないと
きました︒

たということがわかりました︒
ひびいて

でなおす

弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

﹇出直﹈︵五︶1

そこからでなおして進みました︒

十一453

でなお・す

四4910 かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ
四5010 二はつめの てっぽうの音が︑
きました︒

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

八761 たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑

七129

十五328 ふいに﹁ドン︒﹂という鉄ぼうの音がし てならい ﹇手習﹈︵名︶1 手ならい
たかと思うと︑

テニス

十二35九テ＝ス⁝⁝⁝七十七
十二771九テニス

テ＝ス

い場にもどってくると︑

十二778

十五459 プリンタリーが︑日本政府から頼まれて︑ てならし ﹇手慣﹈︵名︶1 手ならし

鉄ぼう

鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって來たのも︑
﹇鉄棒﹈︵名︶3

そのころのことであった︒
てつぼう

七937 茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
がなかったので︑かこいの鉄ぼうを︑かじってい
ました︒

どちらをおうえんするの︒

十三2811 かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの 十二7911園 じゃあ︑きょうのテ一一スの試合には︑
を持ち︑かた手には︑面ぼうをにぎっていて︑
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では一デビッド

︵接︶33

では

ひらでなでてみたり ︑
では

二74園 よくおもいっきましたね︒ では︑

﹃あ

さ﹄ということばのつくものを︑あつめて
みましょう︒

ニー12園 では︑めいめいのかんがえどおりに︑

そろいました︒﹂巳煙う﹁では︑しゅつぽ

よろしい︑ではやりますよ︒

わけてごらんなさい︒
一一445園

つ︒﹂

二634囹

しをしてみよう︒﹂とおっしゃって︑はんたか

三125園 おしゃかさまは︑﹁では︑わたしがはな

﹁では ︑ は い て ご ら ん ︒ ﹂

をおよびになりました︒
三719園

三743園 ﹁では︑光のとおり道をさがしてみ
﹁では︑つれていくのはやめよう︒﹂

ましょう︒﹂
おとひめ﹁では︑

おもしろい

三目2囹
みんなに

四川10園

おどりをおどってもらいましょう︒﹂
四慣9園 えび﹁では︑にぎやかなおどりをして︑

﹁カ1テンは︑まどかけさ︒﹂﹁では︑

だ︒

︵名︶一 デパート

八53 ぎんざの大通りを歩いていましたら︑ある

2

ではじめる ︽一

デパートのまえのうすくらがりに︑大ぜい人が

﹇出始﹈ ︵下一︶

立っているので︑

メ︾

ではじ．める

㈱

晴

28度

いねのほがでは

五395国山の木のめがではじめました︒

八撹3 9月22日

﹇手筈﹈︵名︶2 てはず

じめました︒

てはず

カーネギー博物館に館長ホランド博士をたずねる

十五529 いろいろではずをしておいたから︑ぜひ

ようにとおっしゃった︒

十五551 用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行

物として自分の論文を出版してもらうことで︑恩

師ジョルダン博士は︑そのためのてはずを早くか

︽ーク︾

ほうたいをもっていたがんが︑手早く

﹇手早﹈︵形︶2 手早い

くもは︑ちょうちょを手ばなしました︒

﹇手放﹈︵五︶1 手ばなす ︽ーシ︾

らすすめられていた︒
てばな・す

九髄11
てばや・い

くるくるとまきつけました︒

四546

ぬいて︑

十五288 手早く︑自分のこしにさしていた短刀を

十二825

もし︑この決勝職に勝つことができたら︑

デビスカップ ︵名︶一 デビスカップ

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本では︑はじ

﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがいいます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがいいます︒

では︑花さんからおはじめなさい︒

デパート

六916園海の神﹁では︑そのかたをこちらへこあ
それはお困りでしょう︒では︑さっそく

んないしなさい︒﹂

六934囹

おもしろいそとぼくは思った︒では︑なん．

さがさせてみましょう︒

六佃2

青年は︑大きな声で︑﹁では︑ありがた

という音が︑はなから声のでる音なのだろうか︒

裁判官﹁では︑まえ歯のぬけているとい

くいただきます︒﹂といって︑おじぎをした︒

七459園
七8310園

天帝は︑このようすをごらんになって︑

うことは︑なぜわかったのか︒﹂

﹁では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅうとあう

八326園

では︑庭のいけの水をすくって︑こがね

では︑その願いどおりにしてあげましょ

ことをゆるしてやろう︒﹂とおっしゃいました︒
う︒

八396園
八437園

では︑実力があって︑力いっぱいはた

になったものにふりかけなさい︒

十一103囹

自分の説はあやまりであったということ

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十三165

ごらんにいれましょう︒﹂

にして︑︿略﹀︒では︑ガリレオは︑はく害のため︑

では︑バケツやカーテンなどは︑日本

では︑おかあさん︑さようなら︒

では︑おかあさん︑さようなら︒

四描3囹 おとひめ﹁では︑おみやげにたまてばこ

十四177團

十四1010團

考えをかえてしまったのかというと︑

をさしあげましょう︒﹂

十四197圓

語で︑なんといっていたんでしょう︒

十四191囹

四撹1園 はごろもをお返し いたしましょう︒﹂

天人﹁それは︑ありがとうございます︒では︑こ
﹁では︑としおさん︑さようなら︒﹂

ちらへいただきましょう︒﹂
五161園

バケツは︒﹂

三596

十四521園

では︑つるさん︑どうぞ︒

三5910

きません︒では︑石炭は︑どうしてできたので

五367 私たちは︑石炭なしには︑くらすことがで

十四545囹

なに︑そうじやない︒ではどうしたの

では︑おさきに申します︒

︹人名︺1一 デビッド

しょう︒

十四547園

めてもらうことになります︒

六875囹 では︑私がいいことを教えてあげましょ

十五625園

デビッド

う︒

デビッドスタージョルダンはくし一ても
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三609

﹁︿略﹀︒﹂デビッドはこういいます︒

﹁︿略﹀︒﹂デビッドはいいました︒

﹁デビッドもそれでいいかい︒﹂

三627
﹁︿略﹀︒﹂デビッドがいいました︒

三625囹
三712

三715 そこで︑デビッドはいすからおりて︑つ
﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがたずねます︒

まんでみました︒
三767

三782 ﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがききますと︑

﹁︿略﹀︒﹂デビッドがいいました︒

﹁︿略V︒﹂と︑デビッドがいいます︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ ジュデーがいいます︒

三802

デ

三831

デビツドスタージョルダンはくし ︹人名︺一
ビッド・スター・ジョルダン博士
十五527 眞心こめて教えてくださった世界的魚類
﹇手袋口︵名︶1

手ぶくろ

学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑

﹇手振﹈︵名︶1

手ぶり

二484
す︒
二502
す︒

六547

ね︒

うしろをふりかえって手まねきをしま

四351

四298 じぶんでじぶんにきいてみても︑なか
なかはっきりした返事をしてくれない︒

四265團

おもちに

3

手まねきする

なっても︑

おとうさんがおいでにならなくても︑

だかわかりません︒

かずこさんの耳には︑おとうさんのことばが︑

四3510囹

ひびいてきたのです︒

が生きているということが︑わかりますか︒

四362園そこにいなくても︑その人のことば

ぬけて︑おとなりま

どんなにつもっていても︑おかってから

四424 どのように列のかたちをかえても︑ば
らばらになってしまうことはありません
四901

ではいていく︒

はきはじめて︑かいどうへ

らしまは︑︿略﹀︑氣がつきません︒

四鵬1うらしまさん︒﹂かめがよびかけても︑う

いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒

四冊6園 この たまてばこは︑ どんな ことが
あっても︑おあけになってはいけませんよ︒
五483

るが︑どれをみても大きくてえらそうである︒

六68園 かたちも大きさもそれぞれちがってはい

ありさん︑ありさん︒﹂よばれても︑あり

たちは氣がつきません︒

六222

六491圃 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの

たとえ動いても︑それだけでは命があると

書いても書いても書きたりぬ︑

心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒
六491圏

はいえないと︑ごろうは思いつきました︒

六7410

のみの手もとはくらくても︑かっちん 六7710 風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息

はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑

をしないから︑命がないんだと︑
かっちん石を切る︒
りんごさんは︑どこへいってもきれい 六期11 なぜはながつまるといえなくなることばと︑

三517魍

ここまでいわれても︑まだ︑なんのこと

うしろをふりかえって︑手まねきをしま

︵サ変︶

﹁ここへきてごらん︒︿略﹀︒﹂と︑手まね

きをしました︒
﹇手招﹈

﹁︿略﹀︒﹂こういつて︑さちこは︑じろう

てまねき・する
︽ーシ︾

二541

﹁ねえさん︑こっち︒﹂と︑私を手まねき

を手まねきします︒
七407
しています︒

いちろうは︑すぐ手まねきして︑それをよ

びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

九532

手まり尋こでまり

て一てんてん手まりをつきましょう︒

﹇手毬﹈︵名︶1

四788

てまり

どなたが

やっぱりたまですよ︒
に︒

二331園

くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑

ことがあるかい︒

いや︑目でみなくても︑手でさわった

ニー94園ねむつていても︑みえるものはなあ

たまは

駅の出口までくると︑でむかえにきていた
おねえさんをみつけました︒

五2510

十五82圃 みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか でむかえ ﹇出迎﹈︵名︶1 でむかえ

てぶくろ

く
てぶり

てま

一623園

十二㎜10 舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ ても ︵接助︶皿 ても でも与どうしても
りによって︑このお面は︑生きもののように︑い
手本

ろいろな表情をあらわします︒
﹇手本﹈︵名︶1

十四711團 おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

てほん

﹇手間﹈︵名︶1

ての手本になってくれるでしょう︒
てま

手まね

手まねき

おかいこさんでなくてもたべたいようです︒

十五472囹 ときどき焼いては︑この店に持って來 三408
﹇手真似﹈︵名︶1

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十五344 私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ

てまね

﹇手招﹈︵名︶3

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒
てまねき
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ても一ても

六鵬6 そうして︑はながつまっても発音できるよ
うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

六幽3 うさぎさんたちは︑もうにげようと思って
もにげることはできません︒

ところまでは︑なかなか︑いきつくものではあり

七476 どこまで書きたしても︑それでいいという
ません︒

七4710 心がくもっていると︑いくらなおしても︑
文章のくもりはとれません︒

八92 ときたまそとのろじへだしてやっても︑す
ぐまいもどってきます︒

八93 うじどころか︑庭の木にとまらせても長く
はいません︒

か︑向かっていこうとさえするのです︒

八911 のらねこが通りかかっても︑にげるどころ
八108 ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑︿略﹀
は︑まだいくら書いても書ききれません︒
八148 春がきても︑たまごはそのままでした︒

八163 だから︑湿たちが︑いいかげんにすすんで
いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八447 王さまは︑ご病氣をなさって︿略﹀︑いく
ら手をつくしても︑よくおなりになりません︒
八4910 だれでも幸福のほしくない人はありません
から︑どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
えてくれるにちがいありません︒

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八506 そんなまずしいなりをしていても︑それで

生まれがはくちょうのたまごであってみれ

ていないだろうね︒

オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

八912
九58

いい心証をきいても︑それがわからないの

その音には︑ある感じがこもっているものです︒

九147
は︑

しかし︑なんといっても子どもです︒

どんなことがあっても︑親子四人︑わ

かれないようにしましょうね︒

十﹁251園

もまだ続いていた︒

十一512 ゆうべからの大あらしは︑けさになって

なんだかうれしそうにその話す声に︿略﹀耳をか

十一786 たとえわからなかったとしても︑病人が

たむけているようにみえたからです︒

だいたい人間には︑顔の色やくらしか

﹁ありがとう﹂というあいさつにしても︑

なかみはそれぞれちがっても︑﹁︿略﹀︒﹂

十二柳10 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

じようにわかり︑

といい︑﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同

十二9211

ても︑書かれたことがそれぞれちがってくるのも︑

十二929 みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で書い

も︑そのなかみは︑︿略﹀同じではなかろう︒

十二926 ほかの人がこれと同じ文を書いたとして

心持があらわれるはずである︒

﹁ごちそうさま﹂にしても︑そのときそのときの

十二898 食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

とおり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑

ほんとうに感謝の心持をこめていうときと︑ただ

十一一895

つみと廣さがなかったら︑

十二695 どんなにはたらきがあっても︑それにあ

かった︒

十二632 いくら飲んでものどのかわきがとまらな

してくれなくなったという︒

十二624 そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

なにか美しいものであらわそうとする氣持がある︒

たがどんなにちがっていても︑心にあることを︑

十二473園

んでした︒

九395團下からどんなに大きな声で話しかけられ 十二354 私は︑いつまでたっても区別ができませ
むかしといっても大むかしのことだが︑

ても︑きこえないときがあります︒

九773園

岸では︑その味がきえてしまうことがあっ

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

九慨5

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

ても︑中ほどでは︑いい味はたえなかった︒

どこへいっても︑遊びたわむれている子ど

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九幽6
九襯6

十101

お友だちにさそわれても︑どうしてもおと

もにあいました︒

十127

わざわざ遠くにでかけなくても︑ふだん自

うさんのそばへこない女の子もありました︒

十275

分の身のまわりにあるものを︑よくしらべてみる

私は︑同じものをみるにしても︑どうして

心がまえを︑つくりたいと思います︒

十291

そのものがこうなったかということを︑考えてし

あざけられ︑からかわれても︑その助力者

らべたいと思っています︒

十409

めうえのいばったものに対してもおそれず︑

八6311囹 なにしろ︑水をこわがるのだから︑どん

十656

なにをしてもにくまれない︑おもしろい人

となってくれたのは︑つまのうめであった︒

なにしても思いきってはいるようにしてやること

十656
十一219

物になっています︒

ができなかった︒

八822園 わたしのことはいわないとしても︑おま
えさん︑ねこやおばあさんよりかしこいとは思っ

でも一でも
llO

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十三118 もとより世の中には︑科学的研究によっ
ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑

十三151 地は動くといっても︑それは一種ではあ
りません︒

十三186 たとえ職いに敗れても︑精神的に敗れな
い記憶こそ︑眞にすぐれた國民でしょう︒
十三2110 両三のもみは︑たがいにならんで生長し︑
年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

十三282 遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵
本などを持って遊ぶわけではない︒

十三3212 なんといっても︑いちばん耳に親しいも
のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

十三338 夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ
ままれてもわからないほどである︒
十三522 やがて老いても︑そのように︒

十三613囹 なんといっても︑二十二か三のわかさ
で︑せんぽいをしのいで大家になり︑

しても︑とてもわすれることのできないのは︑わ

十四810団 なにしろ︑おかあさんにしても︑私に
かりきっているのですから︒
十四810国 おかあさんにしても︑私にしても︑

十四93團妹にしても︑私にしても︑心からおか
あさんを愛しているからだと︑

十四98團 おからだをおいためになるなんて︑ど

十四93團妹にしても︑私にしても︑
うあっても考えのたりないことです︒
どちらをおつかいになってもかまいません︒

十四117團 このランプは︑石油でもきはつ油でも︑
十四1512團 たとい︑からだはこちらにいても︑こ
のまこころを書いてお送りして︑
十四303 かりにそれがほんとうのことだとしても︑

自分の身近なものしか見ないで︑遠いもの︑書き
なものに心をくばることがたりなかったのは︑

でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

んだん人に知られてくるね︒

あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ

あなたには︑なんにも見えないし︑

十五麗3園

十五桝8園

︵接︶61 でも

の着物を着ていても︑わかるだろうね︒
でも

頭から大波をかぶっても︑平舘で歌を続

けていました︒

十四4810
名まえはわからなくても︑あの美しい歌

は︑いまも︑われわれの耳にひびいてくる

十四509

わたくしは︑みつちゃんが空をとんで

かっちゃんがおしまいにしてくれっ

氣がらくにはらくさ︒でもね︑つらい

つかまえたのだも

よろしいではございませんか︒﹂うらし

お礼にまいましょう︒でも︑そのはご

でも︑あのかた︑わかったかしら︒

たねをまいたから︑こんなにさいたので

﹁でも一って︑なにか︑おかあさん︒﹂

五612園 でもね︑そのたねからめがでなかったら

五6011園

すね︒﹂﹁でも︒

五6010園

れません︒でもいいの︒

五276園 いそがしいから︑わからなかったかもし

五275囹

ろもがないと︑まうことができません︒

四麗5園

ま﹁でも︑うちのことも氣にかかりますので︑

四価3囹

ども二﹁でもかわいそうだな︒﹂

四9810囹子ども三﹁ころがしてあそぼうよ︒﹂子

の︒﹂うらしま﹁でも︑ゆるしておやり︒﹂

四981園 だって︑ぼくたちが

んだよ︒

四457囹

四455園 でもじゃないよ︒

も︒﹂

ていったから︑そうしたんじゃないか︒﹂﹁で

四454園

ふると︑どこかで休んでいると思います︒

いるだろうと︑ときどき思います︒でも︑雨が

四257團

十四5311園花が開いても︑とちゅうから︑黄色く 一619園でも︑わたくしがもったら︑ただのい
しころになってしまわないかしら︒
なって落ちてしまったたくさんのかぼちゃの花を

ほかのことはわすれても︑この土のこ
はじめにまん中になたをいれても︑きっ

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒

十四597囹
十四781

雪叩でいちばん悔しいものは︑なんと

ぼろを着ても心はにしき︒

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑
十四828

十四8810

よし︑どんなにお金に困っても︑どん

いっても︑春さきの雪どけごろである︒

十五508囹

しかしなんといっても︑日本の古い美術

どんなに苦しんでも︑

なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒
十五508園

十五513

東洋の青年をひきとったが︑室は二つ

に対する愛着がふかく︑

十五577園

私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ

そうせい

あっても︑つくえは一つしがなかった︒

十五618

れられて行っても︑思うぞんぶんにふるまった︒

それからいく年たっても︑せっくがくる
ごとにその人形をかざって︑

十五664

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

きみたちの考えが︑たとい世間の考えと

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

十五671

十五781

︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だ

ちがっていても︑その発表をためらってはならな
い︒

十五997園

lll

でも一でも

なると︑へんでしょう︒

五882囹 でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめに
五988園 このままかっておいたらいいでしょう︒﹂
﹁でも︑おかあさん ︒

六234園 わるいことはいわない︒さあ︑はいりた
まえ︒﹂あり二﹁でも︒﹂

六245囹 高しむために生きているんじゃないか︒﹂

あり三﹁でも︑わたしたちは︑はたらけるときに
はたらくのですよ︒

六271囹 たきぎをあつめておいて︑よかったね︒﹂

あり二﹁ほんとうだ︒でも︑夏のころはあつくて
たいへんだった︒﹂

こぼす︒二つばめ﹁でも︑村に帰らなくちゃ︒

六397囹 もう帰れないんだ︒﹂なみだをぼろぼろ

六405園 帰るといったって︑あんな遠いところ
一でも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒
六537園 でもね︑雲をじっとみていてごらん︒
六825園 溺㏄抽の﹁そううまくつれるものではない

六716園 でも︑こんな口じゃ︑だめだわ︒
よ︒でも︑つってみるがいいさ︒

じゃないの︒

六鵬10囹 まあ︑よくみえるね︒でも︑さかさま

でも︑信用してくれていたものを︑あやまちのた

おい︑ボタンついたか︒﹂やまだ﹁つかな

でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣持で

でも︑もうすこしだいてみましょう︒

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑
八646園

八814園
すからね︒

九987囹

たかぎ﹁だから︑あいこだ︒﹂やまだ﹁で

くたって︑いいよ︒﹂たかぎ﹁でも︑あいこだ︒﹂

九991園

たかぎ﹁だから︑あいこだろう︒﹂やまだ

も︑きみはひどいよ︒

﹁そりゃそうさ︒﹂たかぎ﹁でも︑ぼくは二つなぐ

九997園

たかぎしずかに︑﹁でも︑いやだな︑け

られて︑三つきみをなぐった︒﹂

九欄9囹

首は一﹂たかぎ﹁なかなおりしたら︑

んかしたあとの氣持って︒﹂

昌昌11囹

よくなった︒﹂やまだたかぎの首をのぞきながら︑
﹁でも︑みてあげよう︒﹂

はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな

いようにしていました︒でも︑こわいものはか

十672

自分たちも︑そっといってみようという

えってみたくなります︒

十676囹

ことになりました︒﹁でも︑風がどっきを運んで
病人は︑︿略﹀︑わかったようなようすは

きてはたいへんだから︑

十一768

しませんでした︒でも︑ハンカチを目にあててい

六伽5囹 ただしちゃん︑大喜びでしょう︒でも︑

るときには︑じっとみつめていました︒

ごめんなさい︑こおろぎさん︒でも︑

のりがかわかないうちにあまりいじると︑すぐは

十一一443園

まあ︑そう︒でも︑いっそんなことを
さあ︑人形にきいてごらん︒はははは

覚えたんでしょう︒

十二299園

で︑人の心を動かすのだって︑

あなたの歌には︑そのさびしい氣持がでているの

十二2110園

がれますよ︒

七452園 でも︑わたしは︑こんなことになろうと
は︑思っていませんでした︒

七787園 旅人﹁いや︑わたしは︑そのらくだをみ
たのではありません︒﹂甲﹁え︑でも︑そんなにく
わしくこぞんじではありませんか︒﹂

八132 ころしたのは︑もちろんあやまちですが︑

でも︑生きた人間のほうがうまくやれ

でも︑動く人形だってあるよ︒

十二478園

でも︑おばさんだって︑このごろちつ

るし︑それに便利でしょう︒

十三383園

きょう︑うちに來たんだって⁝⁝うん︑

とも來てくださらないじゃないですか︒
十三4010園

うん⁝⁝でもよかったよ︒

十三508 ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒で

でも︑ラファエルのうまさは︑普通の

も︑水がすむまで見ているかもしれない︒

十三612囹

それを︑﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひ

人にもわかるだろうね︒

十五963園

あれだけ残っていればいいや︒

どい目にあわせたのだよ︒﹂チルチル﹁でもいいや︒

えを聞かせてくれたまえ︒

十五川3園思い出したよ︒でも︑きみたちの名ま

あなたには︑なんにも見えないし︑なんにも聞え

十五撹2囹 でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

ないんだなあ︒

にっこりしています︒でもぼくは︑まだわかいか

十五描1囹 不正がしかえしされたときに︑いつも

ら︑あの人のわらうのを見たことがありません︒

十五衙6園 わるいなかまとっきあっていたものだ

から︑すっかりくさってしまったのですね︒でも︑

それを妹にいってはいけません︒

十五㎜4園 チルチル﹁でも︑あなたは︑うちのお

かあさんににているけれども︑ずっときれいだも
の︒﹂

ずっときれいだなあ︒

十五備4囹 ほんとうにおかあさんの目だ︒でも︑

十五佃8囹 いっかランプをつけるときやけどをし

たあとまであるよ︒でも︑ずっと色が白いな︒

でも一でも
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十五M3園 声までそっくりだよ︒でも︑うちにい
をみると︑すぐなおりました︒

はらのたっときでも︑このかぐやひめのかお
三鵬3

はらのたっときでも︑

るときよりか︑ずっとお話がうまいな︒

たとえ動かない木でも︑草でも︑命を

もっているのだよ︒

六784囹

六797園息と同じように︑あなたがねむっている

いくら一日でも︑いやだ︒

十五M11病母の愛﹁でも︑それは同じことですよ︒

どんなことでもして︑おわびいたします︒

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六821園

三鵬6園光るようにうつくしいかぐやひめに︑

六859園

十五備11囹 おかあさんをよく覚えて︑だいじにす

一どでもかぐやひめをみた人たちは︑

ひと目でもあいたいものだ︒

三悩2

さかさまでも︑よくみえるでしょう︒

なんでもいいから︑きてください︒

ることをわすれてはなりませんよ︒でも︑おまえ
たちは︑どうしてここまであがって來られたの︒

六悩1園

山霧4囹

どうでもいいや︒

どんなところへでもとどけてくれます︒

四642園

四62

ね︒でも︑なんで︑あんなに顔をかくしているの︒

四聖8 ただ 一本のマッチでも︑これを作りあ
げるまでには︑どれほど手かずがかかってい

それが︑海へ帰してくれ︑お礼はいくら

私は︑三十銭でどこへでも旅をすることが

ることでしょう︒

五159
できます︒

五6611園

新しいことがあたまにうかんだので︑もう
六柵5

カキクケコでも︑サシスセソでも︑︿略﹀︑

カキクケコでも︑サシスセソでも︑

そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六柵10

けだ︒

あったら︑﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわ

六柵3 なんでも︑﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばが

けではない︒

六柵7 しかし︑どんなことばでも発音できないわ

十五稲9園 たいへんしんせつにしてくれるそうだ

にきっと來るでし ょ う ︒

十五佃10囹 ときはまだ來ないのです︒でも︑いま
おや︑みんなないているのだな︒でも︑

どうしてみんな︑目にいっぱいなみだをためてい

十五㎜10園

るの︒

でも ︵副助︶齪 でもむそれでも・なんでも．ひと

おばあさん︑氣でもちがったかね︒

でもあげるといったが︑

五727囹

六備5

つのものでも

一342囹 なににでもなることができるなら︑

おまつさんか︑あなたがみえなかったか
どのおにんぎょうでも︑目は二つですよ︒

なんでも︑自分でみつけていきましょう

うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

ピオのほうでも︑その氣になったらしく︑

同じ地中に住むものでも︑こがねむしや︑

八499 だれでも幸福のほしくない人はありません

月で大きくなって︑

かぶとむしの子どもたちは︑︿略﹀︑わずか二一二ヶ

八189

そのあわてかたといったらありません︒

八95とつぜん︑上へ飛行機でもとんでくると︑

八9一

きらいなのでしょう︒

七897

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

七734 ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま

ね︒

七276園

ちがった性質をもっているにちがいない︒

一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょうとは

五868園
五872園

それでな︑さどが島をうたうときには︑

小鳥でも感心なものだ︑新しいことをど

どれどれ︑ゆうごはんでもたこうかな︒

いつでもおじぎをするのだよ︒

五906囹

ら︑かぜでもひいたかと思って︒

ただおさんは︑なにになってみたいとおもい
ますか︒

一347囚囹 かぜになって︑どこでもどんどんふ
きまわってみたいのです︒

五935園

一627 でんとうでもついたのかとおもってみ
まわすと︑山のうえから︑おおきなお月さんが

五燗6園

﹁それでは︑自分のようなものでも︑役
小さなありでも︑力まかせにかんだので︑

どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

たとえ動かない木でも︑草でも︑命を
もっているのだよ︒

六784園

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六581

かりうどもびっくりして︑

六169

にたつことがあるのかしら︒﹂と喜んだが︑

六95園

んどんおぼえていく︒

でるところでした︒

三968 大きな字でも︑小さな字でも︑かくこ
とができます︒

三968 大きな字でも︑小さな字でも︑

三991 どんなとおいところでも︑紙は︑字や
えをはこんでくれます︒

三994忌みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ
いじにしまっておきなさい︒
おじいさんは︑きもちのわるいときでも︑

三994園えでも︑字でも︑
三⁝⁝⁝2

l13
でも一でも

から︑

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔
をしかめて︑

じことです︒

九96 これは色のばあいでも︑音のばあいでも同
九96 音のばあいでも同じことです︒
九165 つばめが︑ならんでいるのをみると︑なに
かしら相談でもしているようにみえます︒

九316国 ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ
とを︑一日もわすれたことはありません︒

九342團 せめて︑貝だけでもおみせしたいと思っ
ています︒

な小さな根っこでも︑すっかりとりのぞいておか

九3410国 ちょまはふえる力の強い草なので︑どん
ないといけないといわれて︑ほねをおりました︒
はえているところは︑書でもうすぐらく︑

九3711国 なん十メートルもある高いすぎやまつの
九383国 かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑
おってよいことになっています︒

九461團 セドリックは︑七つ八つのころでも︑せ
んきよのことを話していますけれども︑

九771園 いまでもこうやって︑人は貝をたべてい
ます︒

九8510園 これはたいせつな物だから︑どんな小さ
なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九⁝⁝2 くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる
ように思いだされてきました︒

十62

心がけひとつで︑われわれは︑どんなにで

いつでも︑どこにでも︑

十一287

十一1011囹あの町でも︑あの工場でも︑

電車は︑歯ぎしりでもするように車の音

ひょっとすると命を失うようなあぶな

びっくりでもしたように︑大きくみ開い

その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ

そうして︑なにかいおうとでもするよう

に︑すこしくちびるを動かしました︒

十一775

かりかけでもしたようにみえました︒

十一772

た目をあけて︑

十一681

いときでも︑いいだすことのできないほど︑

十一627園

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一528

郎でしたが︑

いままででも︑なまけたことのない金次

十65

知らない外懸人どうしでも︑こんなに親し

も毎日の生活を︑ゆたかに︑樂しくすることがで
きる︒

十94

旅の記念として︑本のあいだへでもはさ

みをもっことができるものかと思いました︒

十121囹

﹁子どもでも︒﹂と︑また太郎がたずね

んでおきたいのです︒
十1611園

太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで

ましたので︑おとうさんは答えました︒

十172園

やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒

も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒
もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑

十一806

おじさんは︑いつでもぼくをみていま

ものをいおうとでもしているように︑

十一855囹

もしけがでもしてはかわいそうですか

あれがあれば︑どんなかげのところで

たった九十センチぐらいのところでも︑

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

ところで人形しばいだが︑これは人間

にできないことでも溶岩でやれる︒

十二482囹

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二405

︿略﹀︑すぐに手をついて︑いざり歩きになります︒

十一一271

も︑美しい色にできますがねえ︒

十二2011囹

らね︒

十一一114囹

す︒

このように︑なんでも︑そのもとのことを

十172園
十302

十304

自分ひとりぐらいどうでもいいというよう

しらべていくような心がけを︑

十3112

はきだしもせず︑死にもしないものでも︑

な︑無責任な︑ひきょうな考えを
十401

道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

能を知らない人でも︑︿略﹀うたいを︑き

それに話しかけたり︑

十483

十629

きみはなんでもよくわかっている︒

﹁︿略﹀︒﹂という簡軍なことばでも︑相

どんなたっといことばでも︑ただ口まね

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑そ

十二902

手の人のいうことばのわけをよくききわけて︑

十二885

ることができません︒

いつでもにげだせるかっこうで︑こしをう 十二8111 私はいまでも︑あのときのことをわすれ

よわい人間のしそうなことを︑なんでもや

いたことがあるでしょう︒

ります︒

十655
十6811

しろにひき︑

十一811園

十45 いまも︑美しいものはどこにでもある︒

工場でも︑また︑日本の國全体だって︑同じこと

十一1011園船ばかりではなく︑あの町でも︑あの
だと思う︒

十57 美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒
も︑その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

十62 しかし︑われわれは︑いつでも︑どこにで
もちつづけたいものである︒

でも一でも
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のことばは︑すこしの力も発きしないから

十四295

だれでも︑どこからでも︑

花さんでも︑葉さんでも︑

十四569囹

なりかけている実でも︑

それについている葉でも︑花でも︑

ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の現象を

日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ
せんこうのけむりでもなんでも︑︿略﹀
せんこうのけむりでもなんでも︑

前日雨でも降って︑土のしめっていると

ころへ日光があたって︑

十五569園

茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

同じ題の作文でも︑それをとりあつかう

どのような文章でも︑読む人の心がひか

ただひと目でも︑火の光とごちそうとを

火の光とごちそうとを見るだけでも︑

まつ査問でも︑それ以上に明かるくはな

女の子は︑︿略﹀下の方にちらばってい

とちゅうで︑高い木の上へでもとまろう

そんなことのないうちに︑どこでもいい

女の子は︑あきらめたのか︑おそろしい

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

日本留学生第一号とでもいおうか︑

ばしでつき殺されます︒

十五3110

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

十五319

のか︑それともおどろいて氣でも失ったのか︑

十五274

から︑安全な場所へおりなければならないと︑

十五268

つつけば︑大けがをするか︑殺される心配がある︒

わしが大きなくちばしで女の子の頭でも

ものなら︑それこそたいへんです︒

十五263

るひつじのむれを追いでもするように︑

十五222

いと思われるくらいであった︒

十四㎜11

十四9310

見るだけでも︑満足したであろう︒

十四939

よって書かれた文である︒

れるのは︑ものごとをあたたかくながめた人に

十四899

れる︒

人によって︑文章は︑どのようにも書きあらわさ

十四897

も聞こうとしたりする︒

十四894

でもありますが︑

十四7611

なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別 十四7011 表面にちゃんとふたでもしておけば︑
なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別
こんな︑十キロもあるような大きなか

しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく
葉さんが︑︿略﹀︑養分におこしらえに

花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる

十四566園

つるの私がとちゅうで切れたりしたら︑

十四569囹

る実でも︑みんなかれて︑くさってしまいます︒

それについている葉でも︑花でも︑なりかけてい

十四569園

ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四566園

りっぱなかぼちゃの実にはなりません︒

なったものでも︑私が運んであげなかったら︑

十四564園

ださった地の中の水や養分でも︑

十四563園

もとが︑大きくふくれただけのものです︒

ぼちゃでも︑それは︑花の一部であるめしべの根

十四5210園

の國ででもあるかのように考えて︑

十四311

の國ででもあるかのように考えて︑

十二9212 ﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同 十四3012
じようにわかり︑

すぐにそのわけがわかる︒

十二946 このようにまとまると︑だれでも読んで︑
十二皿11 夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの
人々からたっとばれている作品です︒

十二佃3 新しい学問をきり開いていくときは︑い
つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ
るものではありません︒

十二榴10 汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑
船でも︑自動車でも︑

日に日に進歩しています︒
十二佃10

十三103 今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ
ている︒

十三304 同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに
ょ っ ︐ て ︑ 調 子 が ちがう︒

十三413囹 なんでもあるよ︒

十三446 これはしばいではないかというと︑そう
ではなく︑これでも︑しばいになっています︒
十三551囹 なにかおもしろいことでもあるのか︒

十四671

十四6511

いくらかの高さまでは︑まっすぐにあがりますが︑

十四6511

のでもおいてすかして見ると︑

十四634

おもしろい見ものです︒

観察し︑研究することのすきな人には︑なかなか

十四627

たり死んだりしてしまいます︒

十三5512 絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思 十四587園水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ 十五266
いましたが︑

十三564囹 これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒
十四116團 このランプは︑石油でもきはつ油でも︑
どちらをおつかいになってもかまいません︒

十四116團石油でもきはつ油でも︑
とんで行きます︒

十四154團 おかあさんがご用でしたら︑いつでも

るものなのです︒

十四295 だれでも︑どこからでも︑自由に見られ
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てもと一てる

十五7011園 手紙でもなんでも赤インキで書かなく
ては見えないようにおなりになったのですよ︒

十五7011園手紙でもなんでも

町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

をおまもりします︒

十五719
のおはか︑

でも︑この人たちのなかまにまよいこんでいない
ーシ・ース︾

あくる日はいいお天氣で︑太陽は︑ごぼう

おかあさんが︑月にてらされて︑水をく

十五836園青い鳥だって︑ことによるとちょいと てら・す ﹇照﹈︵四五︶9 てらす 照らす ︽ーサ・
四164

てり

じりじりと暑い日に照らされながら︑

太陽はあたたかく︑おだやかにてらした︒

その光が同じようにならず︑むらになつ
たくさんの小さなろうそくが︑︿略﹀︑ち
うえの
月照らす上野の森を見つつあれば家

舞台は清らかな︑ごうごうしい︑ばら色
それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

照りそう

︽ール︾

︽ーウ︾

おどろきてわが身も光るばかりなり

﹇照返﹈︵四︶1

■ひでり
てりかえ・る

十五151図圏

﹇照添﹈︵四︶1

大きなるばらの花照りかえる

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146棄石青くればばらはたちまち火となれり

てりそ・う

照りかえる

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒

十五研11園

の美しい光に照らされます︒

十五945

ゆるがして汽車ゆきかえる

十五137図圃

かちか︑ちかぢかと女の子の上を照らし︑

十四985

て︑茶わんのそこを照らします︒

十四728

十四539園

八937

の上をてらしていた︒

八658

む︒

ともかぎらない︒

十五839囹 ほんの形だけでも︑廣間の方をさがし
てみよう︒

幸福にしてしまおうじゃないか︒

十五9311園 さあ︑みんなで︑力ずくで︑いやでも
十五麗10園 いつでもすこし悲しそうにしているの
は︑

ちは見られます︒

十五鵬2雲外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た
十五鵬6園 みんな︑いつでもあんなにきれいなの︒
十五鵬12園 ﹃もののわかる喜び﹄が立っています
が︑あれは︑いつでも︑兄弟の﹃なにももののわ
からない幸福﹄をさがしているのです︒

十五m1園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして
いるときでも︑ほおずりをしてもらえば︑すぐそ
のなみだは︑目の中．の星になってしまうのですよ︒

十五衡5園 おまえと私とが︑かわいがりあうとき
は︑いつでも天國にいるのですよ︒

手もと

十五欄4園私は︑愛しあう人たちには︑いつでも
﹇手元﹈︵名︶2

しんせつにいたします︒
てもと

三517圃 のみの手もとはくらくても︑かっちん
かっちん石を切る︒
みている︒

てりはじ・める

﹇照始﹈

︵下一︶

1

てりはじめる

七654麦のとりいれ︑日がてりつける︒

ル︾

九949 やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手もとを てりつ・ける ﹇照付﹈︵下一︶1 てりつける ︽ーケ

十二佃1 仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま

てら ﹇寺﹈︵名︶2 寺←おてら

︽ーメ︾

太陽がてりはじめ︑ひばりが歌いだしたと

てる 照る ︽ーッ・ーリ・一

おてんとうさまは空にてり︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇照﹈︵四五︶7

八881
き︑

ル︾

て・る

三534圏

ねるまえにたべないことや︑日のかんかん

といいました︒

屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

日がてっている︒

てるところで長くあそばないことなどを︑

五826
七624

九備5図圃

げんげがさいて︑なの託ちって︑かき

かるさ日のてる中に

十一331圏

くわをかついで田をみまわれば︑日は

のわか葉に日の照るころは︑

十一362圏

かっこうがないてる︒

まどのきのはがうこいてる︒

︽テ・テル・デル︾

照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

また照って水たっぷりと︑

十五135盗食

根にうつりし影なくなりぬ

一173

︵助動︶28 テル てる

一404

つつじからないてる︒

てる

一407

どこかでだれかがめくってる︑大き

﹃もりの方︒﹄っていってます︒

三685囹︸ ﹁風はなんていってるの︒﹂
三688園

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六484圃海

七1810園
ああ︑とんでる︑とんでる︒

七189園
ああ︑とんでる︑とんでる︒

七1811園
きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒

七234囹なにしてるの︒
七326園おや︑ひげをはやしてる︒
七663ふろからみてる十三夜さん︒

でる一でる
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十491園 キタナイワンワンチャンーアンヨナ
メテルワー
ミテルワウシロー
十492囹ワンワン
十494園アカチャンネテルワー
十495園ワンワンチャンネテルワ
十498園 ハナガサイテル
十499園アッポタイテル
十507囹 ﹁アンヨナメテルワ﹂といって︑ 私に
知らせたのです︒
十527園 ﹁アカチャンネテルワ﹂でした︒
いると︑いぬがもつくりおきました︒

十532囹 ﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といって

さ

かぐやひめのからだは︑すうっとそとへ

でてしまいました︒

三角5

四206圏

四163

ちこ おかあさん

二468でる人いちろうじろういもうとの
二476いちろうがでてきます︒
二504さちこが︑走ってでてきます︒

すみがまの上に︑雲がでています︒
四878

かっちゃんはねつがでてきたので︑
四549

ねこが一一ひき︑わのぞとにでました︒

いけばもりへでます︒

いなかったら︑

一どに十もでたかと思われ

でる人 りょうし天人
ひとりのりょうしが︑みほのまつ原へ

まつの木のうしろから︑ひとりの女が

みんな︑ぶつぶつとこごとをいいながら︑

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑

げんかんにむかえにでました︒

五228

出口の方へでていきました︒

五217

五54 村にでましょう︑町にでましょう︒

でましょう︑町にでましょう︒

五54 さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に

でてきます︒

四伽3

でてきます︒

四協2
四桝1

四梱9 光がでるのはなぜでしょう︒

いきます︒

四佃4 かめが︑うらしまの手をとって︑でて

じ︒

四佃2 でる人もところも︑三のばめんとおな

な おんがくにあわせておどりはじめます︒

四皿2 魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか

の うしろから︑おとひめさまがあらわれます︒

四柵9 いろいろな魚がでてきてならぶと︑そ

四佃2 でる人うらしまたろう

四繊6 そこへかめがでてきます︒

四繊3 でる人うらしまたろうかめ

でる囲うらしまたろう子ども四人
四963

二542じろうが︑走ってでてきます︒

ねずみが三びき︑わの中にはいり︑

ゆうがた︑水くみにでた︒

二486そこへ︑じろうがでてきます︒

き

二546いちろうが︑走ってでてきます︒
二578そこへ︑ひとりのおじいさんがでて
ました︒

三233 まいあさ日がでると︑この木の西がわ
のなん十という村々が︑日かげになります︒
三434 ある日︑はまべにでてみると︑わにざ

のぼれば大きな木のあるところへで

おりればみずうみへでられますし︑

めがいましたので︑

三586

﹁ハナガサイテル﹂

三587

十543圓

十ニー72園 あのざくろの色もかけてないや︒

そうして︑そこでおもしろくあそんでか
みずうみを右へ

ら丘をおりてみずうみへでました︒

三634

られます︒

十一一208圓 ほら︑そこで絵をかいている文雄さん
がいってましたよ ︒

十三512 母うしのそばに立ってるんだが︑
十三521 おとなになってる︑いまもそうだ︒

三6310

だって︑もりへでたいんだもの︒

三6310左へいけばたきへでます︒
たきへでたいんだもの︒

よQ

十五926園 みんなは︑テーブルにすわりこんでる

三657園

出る

三659囹

でる

︽デ・デル・デレ︾

﹇ 出 ﹈ ︵ 下 一 ︶脚

十五価9囹 きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒
でる

いって︑それからた

はじめにもりへ

でて

まいあさ

その光の中をあるいていって︑まつす
雲さえ

そのとき︑おかあさんがえんがわにで

あえますよ︒

三787囹

ぐにまどぎわへでました︒

三746

きへでようね︒

三695囹

Oあふれでる・おでる・さしでがましい・すすみで
る・すべりでる・ながれでる・はしりでる・ふきで
る・ほとばしりでる・もうしでる・わきでる
るところでした︒

一629 山のうえから︑おおきなお月さんがで
一一143 あめがやんで︑にじがでました︒

お月さまが

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

三麗5

ていらっしゃいました︒

一一382 でる人 たろうおとうさん山びこ︵声 三833
ばかり︶

でてくるところです︒

二467園 いいえ︑これは︑お月さまが︑くもから
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五268 かるくあたまをさげて︑そこをでました︒

六斜7

そのとき︑しもてから︑ありが三びき︑
風がでてこなければいいね︒

ゆっくりでてきます︒

六265囹

口をもぐもぐさせている11五戸がでないの

五293園店をでてすこしくると︑
五355 まわりのかべに︑石炭がでています︒
六3411

書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

六517

月はいま雲からでて︑大いそぎではなれて

でたかと思うとまたすぐはいります︒

弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん
わたしもせきがでたらいいなあ︒

にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい

六895

六869

そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも

そこへひとりの年よりがでてくる︒

らっしゃるが︑

六805園

六636

ぽをいれている︒

六634

いきます︒

六522

たかと思うとまたすぐはいります︒

六517

心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六493圃

である︒

五495團 のたりのたりとわたし船︑なの花ざかり
の岸をでる︒

五496圃子うしが水のむ岸をでる︒
五498圃 のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ
風のせてでる︒

五501圏 子どもや荷物のせてでる︒

五503圃 のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ
ゆれ岸をでる︒

五504圃 かげをちらして岸をでる︒

五526 私は︑まさごをうば車に乗せて︑はるおと
大通りにでました ︒

五551 食事をすませてから︑またちょっと︑家の
まえにでてみまし た ︒

五553 もうすっかりくらくなっていて︑空いちめ
﹁ あ っ︑でた︑でた︒﹂

んに︑星がでていました︒

六⁝⁝8

そうして︑はながつまっても発音できるよ

ぼくは︑いままで︑ものをいうときに︑声

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

がはなからでるかでないかということを︑考えた

六鵬10

声がはなからでるかでないかということを︑

ことがなかった︒

六佃10

音なのだろうか︒

六㎜2 では︑なんという音が︑はなから声のでる

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると︑

六欄5 すると︑これらははなからでる音なのだろ
う︒

いかにもはなから声がでているような氣がする︒

六㎜6

六佃9 はなから声がでる音であることはたしかと
なった︒

六麗7 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ

あとは︑︿略﹀︑みんなはなから声のでる音

モの二ぎょうだけで︑
六麗10

ではないことがわかった︒

六儒1 やがて︑うさぎさんたちは︑大きな岩のと

谷川にそって︑山のふもとにでてきました︒

五575園

六三8

やっとしずかな弛い野原にでました︒

ころにでました︒

六襯9

うとする︒

そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒

﹁ あ っ︑でた︑でた︒﹂

六909

五575園

五612園 でもね︑そのたねからめがでなかったら

まもなく︑ほおりのみことをあんないして

風のない日は︑ちょうちょがよくでるの

このまえきたときは︑風が強かったから︑

あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで

家をでるとき︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と

うけあって︑さぶろうをつれてきたのでした︒

七357

そうね︒

七3111園

ちょうちょがでなかったんですね︒

七193園

だったね︒

七173園

七72園 かたを組んで話しながらでていく子ども︑

七69囹手をつないで校門をでていく子ども︑

六918

女の人は︑魚たちをたくさんつれてでてく

だいじなだいじなつりばりが︑でてき

女の人は︑たいをつれてでてくる︒

古いめがねのたまと︑おとうさんにかって
発音ができなくなるような音は︑もともと
はなから声のでるような音にちがいない︒

六㎜5

いただいた小さな虫めがねがでてきた︒

六995

て神さまお喜び︒

六982圏國

六963

る︒

六939

でてくる︒

五614園 めがでないことはありません︒
五6510 ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな
げました︒

五6710 おじいさんが金のさかなをよびますと︑す
ぐでてきて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

五762 金のさかなは︑でてきていいました︒

五848 いのうえさんは︑國語の本にでていること
ばを︑五十音にわけてみるといいました︒

五924園みんな︑もっとまえへでてごらん︒
んだん大きくなりました︒

五956 ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

でる一でる
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七427 トンネルをでたとき︑向こうの席で︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があった︒

まったので︑

七491 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし
七506 ぼくたちは︑コートへでていった︒

七五6 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
ンターまで︑外野にでてしまった︒
七581 雨がはれて︑にじが大きくでました︒

七704 すぐうしろに︑月は︑音もなく︑のっそり
とでていた︒

したが︑

七923 小屋からだすとき︑みんな喜んですぐでま
七924 1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑
おくへはいってでてこないので︑

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から
でて歩いていました︒

朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

きのようなものが︑おもてに立っていました︒

八562
り︑美しい砂地がみわたされた︒

︑00
八615
ひなは鳴いて︑はってでた︒

どのたまごからも小さなひなの首がでた︒

えに︑もうつかれきっていた︒

ノρ01 けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

八651

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

いっしょに畑にでたり︑

九321国

九327團家のまえをちょっとでると︑はるか下の

方に美しい湖がみえます︒

一かぶから七本も八本もでていて︑

九348團 ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように

て︑なにかでてきそうです︒

八832園私は︑廣い世界へでたいと思っているの 九379團 名も知らない雑草がいちめんにはえてい
です︒

どんどんすっていたら︑こんどはすぐには

きれいなお米がでてきました︒

おもてにでてみると︑

これはじょうもん土器といって︑貝つか

ここからでるのは︑このとおりうちくだ

しばらく︑間一やまだ︑さがし物のよう

だんだんのぼり坂になると︑からだがほ

ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か

ら地上にでてくる︒

十254

十2110園 ﹁ごらん︑にじがでているよ︒﹂

な心からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十98 その少女のわけてくれたくりは︑むじゃき

てってあせがでる︒

九価8

すででてくる︒

九937 しばらくすると︑たかぎもさがし物のよう

すで地面をみながらでてくる︒

九932

いて作った物で︑

九855園

からでる物では︑いちばん多い土器です︒

九843囹

九826囹 ここからも︑でるかもしれないそ︒

九825園 先生のところは︑いろいろでるらしいそ︒

ておいでになりました︒

九786 しばらくして︑そこの主人といっしょにで

九491

少年のように︑

﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリック

九435團 朝早く庭にでて︑

天40こうすると︑なわしろにまいてから︑早く

いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ

新しい葉は︑まるまってでてきます︒

八鵬9

九452團

ノ0り一

もみのもとのほうから︑はりのようにほそ

めがでるということです︒

八957

いつ︑めがでるでしょう︒

い︑白いめのようなものがでました︒

八967

種もみから黄みどりのめがでました︒

ひたさない種もみからも︑やっとめがでて

ひたさないほうは︑まだめがでません︒

八969
八9610

水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒

きました︒

七985 お書ごろみたら︑子うさぎは︑7ひきとも︑ 八974
巣からでて歩いていました︒

八976

1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑
葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたくさん
八棚1

葉のついているもとのところがら︑黄みど

八㎜4

りのほがでました︒

八麗4

がでそうです︒

八齪1

でてきました︒

八欄9

5㎝ぐらいになりました︒

八㎜5

でてきました︒

どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが

八137 いなかのしものふかい朝の野にでたとき︑

馬子2

かえて地の上へでていきます︒

八192 わずか二三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎ

八228 頭がでます︒

八227 せなかがでます︒

八292 こうお考えになった天帝は︑そのままそと

八229 足もでました︒

へでて︑

八319 けんぎゅうも︑はたけにでてはたらかなく
なりました︒

八455 これという考えはでませんでした︒

八456 そこへ︑王さまの病氣をなおすというもの
がでてきました︒
ノrO− そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ
天ハ﹂−
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でる一でる

そうもない空想になりがちであった︒

十3411 小学校をでただけのかれには︑手のとどき

にでました︒

十476 私は︑きのう︑︿略﹀妹をつれて︑さんぽ
十501 家からでてしばらくいくと︑
十5212 門からもどってきて︑道にでたとき︑あと
をふり向きました︒

十601 月がでてきた︒

げて︒

十602園 そとへでて︑あかちゃんにも︑みせてあ
十604 おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑
おもての通りへでていらっしゃった︒

にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

十623 二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が
十一126 あげはのちょうが︑まつのかげから舞っ
てでる︒

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑

十一157 オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色
十一211 さかわ川のていぼう工事があって︑どの
家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで
て働くことになりました︒

が︑そのかわりにでることになりました︒

十﹁214 父親が病氣でねていましたので︑金次郎
十一301 やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑
もとの自分の家に帰り︑

もあせがでる︒

十﹁355囲あぶらぜみの声さわがしく︑書の休み
十一426團 ふきのとうでて︑すいせんにおい︑

十﹁434 弟が卒業するので︑私が︑母にかわって
でました︒

十一456 園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑

十一708圓 チチロがいなかからでてきたんですよ︒

たんどくが顔にでたのです︒
父親はそういってでていきました︒

十一757囹
十一878

戸をたたきますと︑おくからひとりの少

女がでてきましたので︑

十二610

でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2111圏

民ちゃんがひとりで

︿略﹀︑正男のあ

あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒

十二298園

これに光をあてて影絵にしてみせるの

とを追っかけて道まででていたのよ︒

十二4611園

もしそれができなかったら︑これからの

だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十二581

ふとしたことから︑この岩屋からぜんや

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑

十一一619

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

わんなどの家具のでることを知った︒
十一一6210

おおつなのようなたくましい根が︑深く

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十一一664

のびてみきをささえ︑︿略﹀︑それからでた細い根

そのあたりにいるのは︑︿略﹀︑のりをと

が︑つなのようにからみあって︑

十二727

時間がせまったので︑私はユニホームを

りにでるりょうしの子どもたちで︑

十二778

でんせん病がはやると︑ほうき星が出た

つまり︑天動説とは反対に︑地動説が出

からだといったり︑

十三912

てきました︒

十三1312

う人が出ました︒

十三143 しばらくして︑ドイツ人でケプラーとい

十三339 月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星
十三339

だれも出て來ない︒

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑

の夜であれば︑またさらに美しい︒

十三375

來る︒

十三431 手紙を読みながら︑舞台のまん中に出て

ですから︑舞台に出ている人は︑四人の

る人が︑ただひとりです︒

十三444 ところが︑このしばいは︑舞台に出て來
十三4410

ミケランジェロとラファエルは︑前後

人と話をしているわけです︒

いかにも︑おかあさんの喜びという心

して︑そこからローマに出て︑へき画をかいたり︑

十三572囹

十三5711囹

キリストのおかあさんという感じが︑

持が︑よく出ているね︒

よく出ているんじゃないでしょうか︒

十三598園

のガス係という職についたとき︑

十四511 文学修業のためにパリーに出て︑市役所

十四506 このことは︑あくる日の新聞に出たマッ

十四284園たくさん出てくるよ︒

十四538囹

けむりの出るところがらいくらかの高さ

いつも日あたりのいいところに出て︑

それにはあなたがたのおとうさんや︑お

火のでるようなはげしい試合が続きまし

つけて︑練習のためにコートにでました︒
十一一817
た︒

十一一965

十四6511

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ

十四907 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒

までは︑まっすぐにあがりますが︑

貝つかからでたものをならべてみましょ

じいさんや︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

十二979
りますが︑

十二992
う︒

てわけ一てんき
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十五64図團家を出て手をひかれたるまつりかな
十五102圃月が出る山の家にうしをつないだ木
十五2010 このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

手わけする ︽一

そこで︑よういの車にのって︑しずかに

天へのぼっていきました︒

の

それがないと︑天へかえることがで

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒

三備5囹 天にいちばんちかい山はどこか︒
三備9園 するがにある山がいちばんみやこに

きません︒

四悩3園

天人は︑まいながら︑だんだん天へ

天と地にかがやくものの中で︑いちばん

ぼっていきます︒

四型3

十一164

わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天

清らかな︑すみきったたま︑

十二247

天は動き︑地はじっとしていて動かない

にものぼるほどうれしかったのです︒

十三132

コペルニクスのいったとおり︑天は動く

という︑いわゆる天動説が行われていました︒
十三1412

ものではない︑地球が動くのだということを︑

早春になると︑はとぶえが天から鳴って

天には雲︑地にはあらそいがたえなか

きて︑ホートンをにぎわわせる︒

十三3510

十四425國

ろうが︑心に太陽をもて︒

天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし
たに人をつくらず︒

十五812

も︑天の上でも︑いちばん美しいものに見えるも

十五984園子どもの幸福というものは︑地の上で

のだからね︒

わずかな点のちがいで︑清水選手の負け

色のあるのは︑その点はよいが︑すり

人々の目には︑小さな小さな黒い点かな

︹課名︺2

四

田園

田園

四 田園⁝・⁝・⊥二十

ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

﹇田園﹈︵名︶1 田園

長男に生まれて父母の愛を一身に集めて

﹇天下﹈︵名︶1 天下

てんき

誓言ゆおてんき

よい天氣︒

てんきになあれ︒

このごろは天美がわるいので︑うさぎは︑

あした

﹇天気﹈︵名︶7
七665

九467国

天守のよい日は︑あの言い学校の運動場

かわきました︒

八佃6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

がつづいていることなどを知ります︒

きかたとで︑いまが夏だということや︑よい品評

八207 上からつたわってくるあたたかさと︑かわ

元氣がありません︒

七913

一184圃

てんき

なく︑わがままいっぱいにふるまっていた︒

いた身にとっては︑天下におそるべきなにものも

十五6011

てんか

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三241一

でんえん

十一305

十一28

でんえん

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五2711

がうまくいかないから︑また困る︒

十三582園

となりました︒

十二867

しまう︒

し1点になって︑おしまいにはみえなくなって．

六368 高くふきあげられて︑空にきえていくかか

そうして︑近所からわけてもらったさつ てん ﹇点﹈︵名︶4 点畢けっしょうてん

らべることにしました︒
九355団
まいものなえを︑手わけして植えていきました︒

からだ全体と右手を受け持つ人︑左手

だけの人︑足だけの人と︑それぞれ手わけしてい

十二451囹
るんだが︑

教師につれられて︑散歩に出て残るのでした︒
ものように散歩に出ました︒

十五217 ある朝︑このアメリカ人の家族は︑いつ

手わけ

3

三備9

十五2911 昔の物語に出てくる英ゆうのように︑こ てん ﹇天﹈︵名︶13 天
のたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五412 ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五463 ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこみ︑

十五601 げんかんに出て︑横づけにしてあった
十五644 おじさんとおばさんはそのあとを追って
出て來られたが︑
十五645 門を出て十メートルとは行かないうちに︑

﹁︿略﹀︒﹂と呼びかけようとしたが︑声

十五685園 みんな早く出ておいで︑満ぼうが來た
よ︒

十五727
が出なかった︒

十五971囹 どこから出て來たのだろう︒

十五鵬2園外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た
ちは見られます︒

﹇手分﹈︵名︶1

かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃8園 あすごに︑ずっと後の方に︑ベールを
てわけ

︵サ変︶

六568 手わけをして︑やっとつぎのようなものが
﹇手分﹈

できあがりました ︒
てわけ・する

三196 手わけして︑そのかたちや色をよくし

シ︾
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でんき一でんせつ

で︑先生とみなさんが︑ゆかいに遊んでいるだろ

てんぐ

天空

電光

せの高い︑美しい︑天使のようなすがた

をした者が︑

十五価6
点字

ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字

﹇点字﹈︵名︶2

電車←とざ

このでんしゃもみんなのものです︒

でんしゃ

ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上
﹇電車﹈︵名︶16

三935

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい

だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと
しんきちくんは︑電車をおりてから︑元氣
にあるいて帰りました︒

五279

ころまで︑一日でいって帰ってきたのですもの︒

五271囹

らめっこをしているようだったのに︑

五254意ええ︑はじめは︑電車の中は︑まるでに

んです︒

五233園あのね︑帰りの電車はとてもこんでいた

乗せて︑終点につきました︒

五213

んでんしゃ

でんしゃ

をすべっていく︒

十199

を読んでいる︒

十198

天氣のよかったこと︑山へいったこと︑ てんじ

うと思います︒

十二9011

でんき ﹇電気﹈︵名︶1 でんき5すいりょくでん
き

でんきゅう

四槻1園 わたくしはでんきです︒
﹇電球﹈︵名︶2

四槻5園 けれども︑ただ 一つの このでんきゆ

でんきゅう

うがないと︑光ることができません︒
﹇天狗﹈︵名︶1

四槻6園 でんきゅうはわたくしのかおです︒
てんぐ

﹇天空﹈︵名︶2

のようにとびだすこともある︒

十二453囹 ときには︑したをだしたり鼻がてんぐ
てんくう

十四852 その雪が︑どこで︑どのようにしてでき
たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑

十四856 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか
﹇電光﹈︵名︶1

に空からの手紙にちがいない︒
でんこう
ボールをうちだしました︒
﹇天国﹈︵名︶2

天六

している︒

かけた︒

十一516

ていた︒

十一519

﹁そんなにぶらさがっちゃ︑電車は動
十一536園

このごろ︑電車の中に︑つぎのような

電車もなみだをこぼしています︒

けませんよ︒﹂とさけんだ︒

十一531園

十一541

﹁電車もなみだをこぼしています︒﹂

ひょう語がかかげられているのをみた︒

﹇天上﹈︵名︶6

天上

といった︑しゃしょうさんのことばを

十一548園
てんじょう

なってとんで來ると︑ふえの音がおのずから和音

十三362 ふえには大小があるから︑はとがむれに

日本は景色のよい國で︑花がたえずさい

をふくみ︑それこそ天上の音樂である︒

ていたために︑天上の花を見ようとはしなかった

十四2910

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか

のだろうという人もありますが︑

十四323

もし︑くしゃくしゃするようなことが

みなさん︑ごらんなさい︑あの天上の星

けはなれているために︑

十四359
を︒

十四379

その美しい雪が数かぎりなく︑天上から

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

てんじょう

竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん

﹇天井﹈︵名︶1

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四844
てんじょう

じょうのくものすをはらいました︒

五808

でんせつ

六

六

傳説

早舟

傳説

傳説⁝⁝⁝五十五

︹課名︺2

んじょう画の一部だ︒

十三6011囹あれは︑ミケランジェロのかいた︑て

雨にうたれながら︑電車のくるのを待つ てんじょうが ﹇天井画﹈︵名︶1 てんじょう画
電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

十二32

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一519

私は︑かさをさして電車の停留所までで

ぶほどの自動車や電車が︑ひっきりなしにゆきき

十二8410 もう然とたちなおって︑電光のような 六3710 ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑豆つ
てんごく

に來ていると思っているけれど︑

十五衡4囹 チルチルや︑おまえは︑いまだけ天田

天才

は︑いつでも天國にいるのですよ︒

十五価6囹 おまえと私とが︑かわいがりあうとき
﹇天才﹈︵名︶1

十二551

十三5611園レオナルド︒ダ・ピンチだの︑ミケラ

てんさい

電車は︑歯ぎしりでもするように車の音

﹇伝説﹈︵名︶4

やっと一台の電車がとまった︒

でんせつ

十一528

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一522
天使

ンジェロだのという天才の集まっていた︑美術の
﹇天使﹈︵名︶1

中心のフロレンスで︑研究しているうちに︑
てんし

てんせん一てんどうせつ
122

命のない人形を思うままに動かして︑

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台

十一一476圏
にあらわそうとする望みもあるのだ︒
のあいだにおりこまれているからである︒

十二555 子どものときからききなれた傳説が︑そ

六麗7

てんで

てんで

長い物がぼんやりみえる︒︿略﹀︒電柱だ︒

︵副︶1

天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが

中には天帝が乗っておいでです︒

︵感︶1

四788 て

てんてん

てんてん

てんてん手まりをつきましょう︒

与おてんとうさま

でんとう 電燈

でんでんだいこのような︑ブリキのつづ
てんとう

でんとうのしたを︑くろくすうっとと

﹇電燈﹈︵名︶8

でんとうでもついたのかとおもってみ

でんとうがっきました︒

でんとうの

まるい

ガラスは︑

たらいていることでしょう︒
四温5

かやこしの電燈のたまみておりぬ

こしらえたのでしょう︒

これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

もっとよく︑あざやかに見えます︒

十四703

家々みなまくらなり

九備2図魍階上のわが電燈のきえにけりみわたす

九294図圏

どうして

をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は

四伽7たった一つのでんとうですが︑この光

四伽2

でるところでした︒

まわすと︑山のうえから︑おおきなお月さんが

一627

んだ︒

一413

でんとう

みを鳴らしてやって煮る︒

十三294

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく でんでんだいこ ﹇太鼓﹈︵名︶1 でんでんだいこ

ちゃで︑てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう

九693園
なやつが︑いちばんえらいのだ︒

八274

八265

十二556 傳説には︑正しい歴史にもとづいたもの てんてい ﹇天帝﹈︵名︶11 天帝
もあるが︑昔からいい傳えられたというだけのも

それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ
天帝は︑そっとこてんの中へおはいりにな
そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり

天帝は︑その男にたずねました︒

こうお考えになった天帝は︑そのままそと

八298

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む

てんでに

天は動き︑地はじっとしていて動かない

しかし︑この天動説では︑どうしてもか

つまり︑天動説とは反対に︑地動説が出

しかし︑そのころの教会のぼうさんたち

は︑天動説を信じていましたので︑

十三157

てきました︒

十三1311

たつかないようなことが︑目についてきたのです︒

十三135

という︑いわゆる天動説が行われていました︒

十三133

それをみた天帝は︑たいへんおおこりに てんどうせつ ﹇天動説﹈︵名︶4 天動説

天帝は︑このようすをごらんになって︑
﹇手手﹈︵副︶1

おとうさんの歩いていくそばを︑足ばやに
のぞきこむようにしました︒

かけぬけていって︑てんでに︑おとうさんの顔を

十78

てんでに

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八325

にもどしてしまい︑

なって︑はたおりひめを天の川の東の岸のこてん

八321

すめのむごにもらいました︒

八312

おつきになりました︒

ようと考えて︑黒うしのしっぽのあたりを一つき

八301

へでて︑

八292

おみとれになりました︒

八288

りました︒

八285

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

八277

すようになさいました︒

ののほうが多い︒

十二564 傳説を廣く全國で調べてみると︑よくに
点線

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒
﹇点線﹈︵名︶1

十一一5211 ②二まいあわせて︑図の点線のところ

てんせん

をぬう︒

でんせん ﹇電線﹈︵名︶4 でんせん 電線
とまっています︒

一一247囹 先生︑でんせんに︑つばめがたくさん

四擢3園長い長いでんせんをつたわって︑こ
こまでたびをしてきたのです︒
をふいている風である︒

九123 町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物
九152 つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい
ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒

天体

十三911 でんせん病がはやると︑ほうき星が出た

でんせんびょう ﹇伝染病﹈︵名︶1 でんせん病
からだといったり︑
﹇天体﹈︵名︶1

十三1410 自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体

てんたい

天地

電柱

子どもたちにとっては︑︿略﹀︑なつかし

﹇天地﹈︵名︶1

を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑
てんち
十三2710

﹇電柱﹈︵名︶1

い思い出の天地である︒
でんちゅう

123
てんとうむし一でんりゅうがわ

てんとうむし

﹇天道虫﹈︵名︶1

ように︑一つ一つはねる︒
﹇天人﹈︹話手︺5

天人

てんとうむし

十一554圃 てんとうむしのように︑みずすましの
てんにん

できません︒

山鴫3 天人﹁それがないと︑天へかえることが
四慨1 お氣のどくですから︑はごろもをお返し
いたしましょう︒﹂天人﹁それは︑ありがとうご

天人のまいをまって︑みせていただ

けませんか︒

四物3囹

天人は︑まいながら︑だんだん天へ

天人は︑それをきて︑しずかにまいます︒

ん︒

日量10園天人は︑うそということを知りませ
四欄2

の

四掛2

天人たち

いつのまにやら天人は︑春のかすみ

ぼっていきます︒

四燭1圏

﹇天人達﹈︵名︶2

につつまれて︒
てんにんたち

ざいます︒

四麗5 天人のまいをまって︑みせていただけ
三柵1

ろってまいじょうず︒
﹇天然真珠﹈︵名︶3

一つぶの天然眞珠をてのひらにのせて︑大

てんねんしんじゅ

た︒

十388

てんびんぼう

﹇顛末﹈︵名︶1 てんまつ

十五757 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ

てんまつ

︹地名︺7

デンマルク

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
デンマルク

くは︑いい農夫になろう︒

十一506 デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ

︿略﹀のほかには︑鉱山があるのでもなく︑

十三172 デンマルクは︑みどりの牧場と︑もみと︑

これが︑デンマルクの操守者たちの心をくだいた︑

十三183 いかにして︑國運をもとどおりにするか︑

もっとも大きな問題でありました︒

もあって︑その三分の一以上が︑作物のできない

十三199 ユートランドは︑デンマルクの半分以上

土地であります︒

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三2112

年々高まってきました︒

十三221 そこで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑

十三227 デンマルクの農夫たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と

︵名︶一

デンマルク人

いって︑かれにせまりました︒

デンマルクじん

ました︒

天文学が生まれたのです︒

﹇天文学者﹈︵名︶1

天文学者

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり

世界の学者の研究によって︑天然眞珠と 十三251一 デンマルク人のたましいは︑ダルガスの
﹇天秤棒﹈︵名︶1

てんぷら

﹇天竜川﹈︹地名︺3

でんりゅう川

ところが︑でんりゅう川の中流の水をくん

で︑それで茶をたててみると︑いままで味わった

九梱10

でんりゅうがわ

な天文学者でした︒

十三144 この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

てんもんがくしゃ

十四326

せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑
てんもんがく ﹇天文学﹈︵名︶1 天文学
﹇天麩羅﹈︵名︶2

こおりのてんぷら︒
でんぽう

てんぷらは︑これであげるんだ︒

いそぐときには︑でんぽうをうってく

﹇電報﹈︵名︶1

れます︒

四61

でんぽう

七186囹

四726

てんぷら

てんびんぼうでかついでやって來る︒

十三2810

てんびんぼう

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十4511

天然眞珠となることがわかったからである︒

み︑それに︑貝のだす眞量質がまきつき︑︿略﹀︑

貝の中に︑砂のような小さなものがいりこ

きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか者があっ

十382

天然眞珠

四榴4圃心月の都の天人たちは︑みんなそ

雲にのっておりてきました︒

そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑

ませんか︒﹂天人﹁それでは︑お礼にまいましょ
う︒

せん︒﹂

四撹10 天人﹁天人は︑うそということを知りま

天人

雨雪4 天人﹁月の都の天人たちは︑みんなそ
ろってまいじょうず︒
﹇天人﹈︵ 名 ︶ 1 2

三掴6 天人がはごろもをきせようとすると︑

てんにん

か ぐ や ひ め は ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂といって︑

三価5 天人は︑いそいでかぐやひめにはごろも
をきせました︒

四望2でる人りょうし天人
四民3囹 それは︑天人のはごろもと申しまして︑

あなたがたには︑ご用のないものでございま
す︒

四個1囹 天人のはごろもなら︑なおさらお返し
はできません︒

四梱6 天人は︑かなしそうなかおをして︑空を
みあげます︒

四梱8 天人のしおれた︑このようすをみて︑
りょうし﹁お氣のどくですから︑はごろもをお返
しいたしましよう︒

こともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

九伽10 ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水
かさがへっていた ︒

電話番号

戸呂あまど・ガラスど・せど

すると︑しめきっておいたくらの戸が
このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ

芭蕉はすぐ戸をあけました︒

女がでてきましたので︑

︵接︶3

女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

と

福﹄でつまっているじゃないの︒

十五川11園戸や窓のやぶれるほど︑いっぱい﹃幸

ずいぶんかってなことをいっていましたね︒

十四576囹戸の外で聞いていると︑あなたたちは︑

十二758

と

十四988

﹁あれあれ︒﹂とさけぶばかりです︒と︑

と︑そのとき︑マッチはもえつくしてしまった︒

そのとき︑だれか︑その大わしのせの上へ︑がけ

十五2310

の中ほどからとびついたものがあります︒

と︑見るまに︑黒の肉じゅばんを着たわ

んばくこぞうのようなのが︑︿略﹀︑チルチルに近

十五脳10

づいて來ます︒

ふっと︒ぶらりと・ふわりと︒ぷんと・べたんと・

と・ぴょいと・ぴょこんと︒ひらりと・ぴんと・

ぱっと・ぴかりと・ぴしゃんと・ぴゅつと・ひよい

ぱあと・ばさりと・ぱたんと・ばちりと・はっと・

か・なんとなく・にこつと・にやあと・にやっと・

と・どっと・どぶんと・とんと・なんと・なんと

るつと・つるりと・つんと・てということば・どう

と・ちょいと・ちょこんと・ちらと・ちらりと・つ

そっと・それどなく・だらりと・ちくっと︒ちくり

と・ずらりと・するりと・せっせと・そうっと・

と・じっと・すいと・すうっと・すっと・すらり

りと・さんさんと・じいっと・しいんと・しっか

と・ごろんと・ざあっと・さっさと・さっと・さら

るつと・ぐるりと・こつんと・ころっと・ごろり

ぎょっとする・きょとんと︒きらっと・ぐっと・く

がちゃんと・がらんと・きちんと・きゅっと・

曙 ト と■うんと・おとというもの・
きりぎりす一が︑戸をトントンとたたきま と ︵格助︶2

おや︑だれかたずねてきたらしい︒﹂あり
おはいり︒﹂戸をあけて︑きりぎりす一︑

寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて
﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をピ
あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ
おりよく戸があいていたので︑あひるの子
母親と相談して︑戸をしめきって︑息を

戸をたたきますと︑おくからひとりの少

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

十一2710

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八872

いているのをみつけたので︑

八775

シャンとしめてしまいました︒

八517

やりました︒

七952

二がはいってきます︒

六293

一︑二が戸の方をみています︒

六291

す︒

六288

きたずねてきます︒

六281

ひとりでにあきました︒

三鵬3

﹇戸﹈︵名︶14

電話番号が書いてあったもんだから

﹇電話番号﹈︵名︶1

読み終ると︑また電話口に行き︑電話を

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

かける︒

十三402

十三411園

でんわばんこう

電話口

と

ころの近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の

﹇電話口﹈︵名︶2

十三3911 三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ 十二69

でんわぐち

りして︑電話の話らしくしなければなりません︒

﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした

t＾

と

九悩3 まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると
ほとりを流れてい た ︒

きょう

でんりゅうきょう ﹇天竜峡﹈︹地名︺1 でんりゅう

山止8 でんりゅうきょうという景色で名高いとこ
ろもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒
でんわ ︹課名︺2 電話

電話

十三28 五 電話⁝⁝⁝三十七
でんわ

もっといそぐときには︑でんわをとり

﹇電話﹈︵名︶9

十三371五電話
でんわ

四64
ついでくれます︒
九197 ウィーンの動物ほこ協会に︑︿略﹀︑電話で
このことを知らせてきました︒

九203 協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ
右がわのか

て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒

十三374 ところ 三郎のうちの一室
べに︑電話がとりつけてある︒
電話のベ ル が 鳴 る ︒

電話を

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

電話のかかるのを待っている︒

o

読み終ると︑また電話口に行き︑

6そ86る25

それからおとうさん︑

十 十十 十十
三ん三三か三三
45
、 44 40 ｝ナ 40 3了

でんりゅうきょう一と

124

125

と一と

わっと

ぼうっと︒ぽちっと・ほっと・まんまと・わざと・

一204團んだ︒ つぼんだとおもったら︑ みる

﹇196圃いた︒ ひらいたとおもったら︑ みる

んおもしろかったとおもいます︒

十一

︑ひだりみぎ︒手となかのいいこと

一659

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさ

こさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒する

︒では︑﹃あさ﹄ということばのつ

おさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略

二610
二72

S園 うは︑木のみきとおなじじゃないか

た︒ ﹃︿略﹀︒﹄ とうたいながら︑か

なでて︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒おし

つこうが︑ズ略﹀︒﹂となきます︒すると︑

T囹
Q

ほうでも︑﹁︿略﹀︒﹂となきます︒たろう

X園

R

ほうで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびます︒たろ

な声で︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびます︒する

りのへやへいこうとして︑きゅうにた

S

二406

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねになりま

こさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえでい

二了4園
二83
X7

二483

︑わけたらいいとおもいます︒﹂と

︑わけたらいいとおもいます︒﹂と

ニー03

おさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒はる

ニー06園

やいます︒﹁︿略﹀︒﹂という︑さちこの声

まだあります︒足となかのいいこと

二525

二499 りんごをたべようとします︒けれども︑

こさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ただ

ほうで︑﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

かたは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑にこにこ

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂となく︒すずめ﹁まあ

おもわず︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑その

二697

二584

P19
じめはむずかしいとおもいましたが︑
二214囹 までみていたいとおもいましたが︑

二678

二586

一374
さかぜが︑そよそよとのはらをふきます

︒それがだんだんととおくになるよう

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂という声がする︒

二713

かさまにはんたかというでしがいま

からひょっこりと︑

︵

三95圃

ました︒﹃︿略﹀︒﹄といいました︒﹂

たいへんあついとおもいました︒び

二266厚Q国

三112

やって︑いろいろとものをおしえる

人にしてやりたいと︑おおもいになり

おでになった
?@ました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑べつのやぎがい

三116

一524た
囹︒﹁これはなんという川だろう︒﹂

二333園

ました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑またたずねまし

三132囹

二3210園ました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑ほかのものがい 三128園

︒﹁そのひとことというのは︑きたな

ことをしっかりとおぼえなさい︒﹂は

かさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑は

一534﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑わたくしがいっ

三拾4囹 ばをつかわないということだよ︒わ
三141 まれてくるものだということがわか

りました︒﹁︿略﹀︒﹂とさとりました︒あ

んなは︑﹁︿略﹀︒﹄といいました︒こん

三146

三145囹れいな心になれということにちが

二336園

ました︒﹁︿略﹀︒﹄と︑ぞうつかいがい

二337園と︑どしんどしんというおとがして

一607ん
囹も︑おともだちとなかのいい︑やさ

よっとそのぞうというものに︑さわ

三1610園

あ︑ぞうはかべとおなじだ︒﹄二ばん

三166

かさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

しにとどけようとして︑手をここま

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

た手が︑するするとおしやかさまの目

三172

Q囹

二341園

一609 ︵十︶ ﹁︿略﹀︒﹂と︑おじいさんはお

をみて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑とおして

わって︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒四人

三161
二353園

わって︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒五人

︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄と︑六人のめくらが︑

うでもついたのかとおもってみまわす

二359園

かいは︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぞうをと

8

W園

61

4

︒﹁︿略﹀︒﹂詳略﹀︒﹂といって︑わたくし

62

8

二362園

りだして︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略

一一
一一

62

1

いますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おじいさんがい

R4 R4 R4

63

6

ろでした︒﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑﹁︿略

T園

三156

一588
きました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おれいを

三126

三118
二327園

二325圏 ﹃みんなは︑ぞうというものをみた

ました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑一びきのやぎが

二708

︑わけたらいいとおもいます︒﹂と

とばから お日さまというひとつのこ

Q囹

一一
一一
一一
一一
一一

︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄といって︑大さわぎ

二276囹

二232園

一442︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とききますと︑どこ

S0 S0 S0 R7 R6 R6

一559﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぽけっと

とりが︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒﹃︿略

一517
れあって︑ぐうぐうとねてしまいました

R19囹

P0

一395
ゆうべ︑おとうさんときしゃにのって︑

一377
す︒川が︑さらさらとながれています︒

しさんは︑﹁︿略V︒﹂といいました︒﹁︿略

?@

ニー07

になってみたいとおもいますか︒﹂﹁︿
P11

P0

﹇381
のまえをさらさらとながれています︒

かぜになりたいとおもいますか︒﹂﹁︿
︒かぜがそよそよとふきます︒あさか

P0

Q7

﹁493
りました︒びいいっと︑しゃしょうさんが

どこかで︑﹁︿略﹀︒﹂というこえがしま
一445

一一
一一

一一

ころで︑おともだちとてをつなぎました

353183656
芸園
ことばを︑つぎつぎとかいてみました︒

P0

一一

一一
一一
一一

一一

22

24

29

30

31

32

34

34

37

63

一一

んな虫がいい虫とおもいますか︒﹄三
三484

三4610

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

﹁︿略V︒﹂といいました︒

けました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーが
いいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドが

いいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーが

いいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドが

なって︑ ﹁︿略﹀︒﹂とおききになりまし

みつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒みん

三㎜2

三999

いって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑竹やぶをみまわ

﹁竹とりのおきな﹂というおじいさんが

︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

どり色につやつやと光ったしばふ︒﹁︿

三㎜9

いれて︑おばあさんとふたりでだいじに

ろこんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑てのひらにのせ

てました︒それからというものは︑おじ

三二1

三麗4

で︑﹁かぐやひめ﹂という名をつけま

あいだに︑すくすくとせいがのびて︑ふ

三田2

三柵1

三二8

おそばにいたいと思います︒﹂とい

人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と思って︑みんない

三佃8 人たちは︑又略V︒﹂といって︑まいにち
三桝5

三位4

三価8

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とお思いになりまし

たらおよめにいくといいました︒けれ

三価2やひめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑どんなり

三価1園

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑男の子たちがい

ましたが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑かぐやひ

なさって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑

三一9につれてかえろうとなさいました︒す

いさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

三鵬3

みかどは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑

三欄7

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがお

三㎜6

三柵10

みあげました︒青々とした中に︑ふんわ

三佃1園

いうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑男の子たちがい

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑またおかあさん

しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ふたりはいろい

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子たちがい

ねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがお

三川1

三口6やひめは︑﹁︿略﹀︒﹂とこたえました︒こ

います︒﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがたず

うこうをしたいと思いましたのに︑

の中で︑しっかりとかぐやひめをだい
一どに十もでたかと思われるほど︑あ

かどは︑おじいさんとこそうだんになつ

﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがきき

三皿2
三鞭5

あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑きていた

三下8

ラ︑ポトポトポトというおとがきこ

三M2

三脚8園

三柳1

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デビッドがいい

ごろもをきせようとすると︑かぐやひ

なしみになるかと思って︑いままで

いいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑マイクルがいい

三価3やひめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑みかどへ

三嗣7

きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいい

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑マイクルがきき

いました︒﹁︿略﹀︒﹂とおききになりまし

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュデーがいい

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子たちがい

イクルが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略

三938

たがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒ 三846

﹁︿略V︒﹂といいました︒

三527圃 ねて︑
三531圃さは︑

ぼり︑

みことも︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねになりま

立ち︑

﹁︿略V︒﹂といいました︒

てり︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三533圃

まり︑

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこ

三535圃

三523圃

よるも︑ぐんぐんとのびていきました
三525圏

木を︑どうするかということになり

なん十人︑なん百人というきこりが︑切

いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこ

そうして︑﹁︿略﹀︒﹂とこぎました︒おど

1こllllll鶯寝巽

ーターが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いいました︒﹁︿尊

65

65

ませんか︒﹁なんという早いふねだ
三2710囹

くばんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおかきになりまし

三282 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑
だから︑はやとりという名をつけよ
三287園
三288いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒その
三297かになっていったということです︒
三302 五 学校 ﹁学校﹂というだいで︑作文
三306りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃ
ります︒﹃︿略﹀︒﹄とかいてあります︒
三327囹
な花をかきたいとおもいました︒﹂﹁︿
三348囹
ゆげがもうもうとたっています︒大
三367園
みんな大きいなとおもいました︒﹂﹁＜
三371園
になって︑麦のほとすれすれにあるき

くへいってみたいと思いました︒ある

ので︑これはいいと思って︑﹁︿略﹀︒﹂
思って︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わに

にざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐにな

をみて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わに

うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞえながら︑わ

でりくへあがろうというとき︑白うさ
なって︑﹁︿略V︒﹂とおたずねになりま

うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいまし

59

59

59

60

61

64

66

64

66

6了

了4

67

了6

73

了8

了8

了9

80

80

83

くりして︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おじ

の西がわのなん十という村々が︑日か
︑東がわのなん十という着々が︑日か

5952965448
77197185369
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26
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2了
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41

43

43

43

44

44

44

45

45

46

と一と
126

127
と一と

四337團
くしに︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑わかれて

ちとかけて︑なんととく︒ボンボンど

ｪ﹀︒﹂﹁ラジオとかけてなんとと

く︒ボンボンどけいととく︒こころは︑

u〈

v﹁︿略﹀︒﹂﹁すずとかけて︑なんとと

︒あきの花ばたけととく︒こころは︑

ジオとかけてなんととく︒あきの花ば

」。

るとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきのものに

四394園ありをころそうとしたとき︑にいさ
四397園らの枝をおろうとしたとき︑おじさ
四443園きょうも︑きのうとおなじじゅんばん
四448ところが︑﹁︿略﹀︒﹂といったのは︑かっ
四459囹
とりのこされるかと思ってさ︒それに︑
四461囹
てきやしないかと思ってね︒﹂﹁︿略﹀
四462園
こにならびたいというの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四469囹んにならびたいというんだね︒﹂﹁︿略
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三描6

四376園．
略﹀︒﹄といおうとしました︒そのと

四363囹ばが生きているということが︑わか
四368うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑つぎのよ
四376園
さんに︑﹃︿略﹀︒﹄といおうとしました

＝而1 ものは︑﹁︿略﹀︒﹂ともうしあげました︒
＝而5 みかどは︑﹁︿略﹀︒﹂とおいいつけになり

四65くれます︒﹁︿略﹀︒﹂と声をかけて︑話が

お話をするのとおなじことです︒

四3710で
園した︒﹃︿略﹀︒﹄という声でした︒わ

ｧ9 名を︑﹁ふじの山﹂というようになりま
四96 カントッテンカンとはたらいています
四122 です︒となりの町と︑いったりきたり
四133です︒この町の手となり足となって︑

四192園︑
﹁さっき︑みんなとねこねずみをして

四133 町の手となり足となって︑はたらい
四181 は︑ゴロンゴロンといった︒おかあさ
四186あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂ときいたら︑﹁︿略﹀︒
四188きいたら︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒そ
四203国
んなは︑﹃︿略﹀︒﹄とこたえました︒ね

四4810
くりさせるのだろうと思って︑べつに氣

先生が︑﹃︿略﹀︒﹄とおっしゃいました︒ 四488︑ちゃんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声をたてました︒

四212国

四2010團

四215團

四233團

四2110

四219團

つかまえようかと考えました︒ねず
四492らわきにそれたかと思うと︑石ころか
へもぐりこもうとしました︒みんな
四4910 っぽうでやられたということがわか
みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂といってしゃがみま 四514 なって︑にげようとするものはあり
どから︑にいさんとよく星をみまし
四533のところへいこうと話しあいました︒
四539は︑この風がなんともいえないいい

四2310国 ったら︑にいさんといっしょに︑ふね

四2310團
ではたらきたいと思います︒﹂すみこ 四5310 島には︑こんもりとした林がありま
四248團 のまさこちゃんと︑あのいけのそば
四547 ︑手早くくるくるとまきつけました︒
四257團
んでいるだろうと︑ときどき思いま
四557夜でした︒かさかさという木のはの音
四258国 かで休んでいると思います︒さよう 四575快いわいをしょうということになり
四282国 いかな︒ふわふわとして︑氣もちがい 四581六わ︑二十七わ一と︑だんだんそろい
四594 がんは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒山

四287 わたくしがしたいと思うことは︑なん

四303 きいてもらいたいといって︑文を書き 四597むこうで︑﹁︿略﹀︒﹂とこたえるだけでし
四311国 をかいてもいいと思います︒わたく 四618ちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おいのりをしま
四313團 の花をあげようと思います︒﹂かずこ 四621ませると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑出発がかりのが
四314 な﹂に知らせたいといって︑つぎのよ 四625 びからぬけだそうとして︑もがいてい
四698 ﹁なぞ﹂︒﹁ゆうだちとかけて︑なんとと
四331團くしは︑﹁︿略﹀︒﹂というおとうさんの

四伽2

﹁︿略﹀︒﹂と下すずめ︒

すず

﹁︿

﹁︿略﹀

ちらちらちらと雪が降る︒

ろう︒

雪だと

雪だというと︑あさ早く

さらさらさらと雪の音︒

と雪の音︒

る︒もくもくもくと︑えんとつからす

もたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑いっ

四952 まったり︑ふわふわとながれたりして︑

四943

四898

四897圏

四894團 ずめ︒ ﹁︿略﹀︒﹂と︑曝すずめが︑

四893圃

四883圃

さざいが︑﹁︿略﹀︒﹂とないた︒冬がきた

た︒弟が︑﹁︿略﹀ゆ﹂と︑大きな声でいっ

と︑弟は︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑ねえ

た︒弟が︑﹁︿略V︒﹂といって︑一まいの

たくしは︑ねえさんとふたりで︑クリス

はいつもはっきりと︒と一とんぼ︑と

あげます︒﹃︿略﹀︒﹄というわけです︒﹂

﹃あげられません﹄というわけです︒﹂﹁

︒これは︑﹃︿略﹀︒﹄というわけです︒﹂﹁

ととく︒あさつゆととく︒こころは︑﹃
︒﹃にやあ・わん﹄というわけです︒﹂﹁

字とかけてなんととく︒あさつゆと

ろはの﹃ろ﹄の字とかけてなんとと

ととく︒てつびんととく︒こころは︑﹃

字とかけて︑なんととく︒てつびんと

ろはの﹃い﹄の字とかけて︑なんとと

ととく︒かみなりととく︒こころは︑

ずとかけて︑なんととく︒かみなりと

〉。

一一

と一と

128

四鵬4 な声で︑﹁︿略V︒﹂といいます︒うらし
四鵬5園 ま﹁おや︑だれかと思ったら︑かめさ
五309園

五303園

の人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときいたので︑ぼくは

︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹄といって︑小さいほう

五313園

五312園

なけむりをもうもうとはいて︑どんどん走

だして︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑ぼくにくれ

ぼくは︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒すると

︑いつもやりたいと思います︒﹄といい

五665

さかなは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじい

五642園

五637

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑は

五629園だって︑あさがおとおなじですよ︒たね

みつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒天略﹀

五319園

五668

あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒あくる

五601

五595ねいにかいておこうと思いました︒八

五324

けむりが︑むくむくとたちのぼっています

五677

五6611園

＞︒﹂あやこは︑なんとこたえていいのか︑

五339

うすが︑いろいろとわかるだろう︒﹂

しいおけがほしいといっています︒﹂﹁︿

でてきて︑ズ略﹀︒﹂とききました︒﹁︿略﹀

五624

そこらをぐるぐるとあるきまわります︒

五389團

んにおみせしたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

五681

んは︑家がほしいというのです︒﹂﹁︿略

からも︑やりたいと思っていましたが︑

うも︑三のばめんとおなじ︒ある日の

五398国

︒白くてゆったりとさく︑ひんのいい花

五683園

五3010囹

四鵬4
四備2

五404国

く年は︑ほう年だといいます︒いま︑た

五705

五696園

へおつれしょうと思って︑ここまで

四描−o園 ︑おいとましょうと思います︒﹂おとひ

五406団

ります︒ひろびうとした︑きれいなとこ

四悩−o園

四帽1園 けてはいけないというのですか︒﹂お

五423團

きれいなところだと思います︒ほんとう

五7410

もう女王はいやだといっています︒海の

波が高く︑ゴーゴーとうなっています︒お

けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒そ

いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おばあ

五7511

をけらいにしたいといっています︒﹂金

五7111

五7011囹 くさんになりたいというのです︒﹂﹁︿略

あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじい

いくらでもあげるといったが︑わしはお

で︑大きくなったと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

になって︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おわらいに

四伽10 のをもっていこうとします︒まつの木

五423国

一どいってみたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒

五765園

︑しっぽでピシャリと音をさせて︑海の中

なの花

︑女王になりたいといっています︒﹂﹁︿

さかなは︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒又略

をさそって︑はるおといっしょに︑学校へ

になって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さそってください

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と思って︑西の空をみ

五7911

五796

五7810

五784

るように︑らくらくと流れていきます︒﹂﹁

＞︒﹂﹁ピシャピシャと︑あがったりさがっ

五772 いさんは︑すごすごと︑おばあさんのとこ

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おばあ

五5511

ん星よ︒あれ土星というのよ︒﹂じゅん

五746

五736園

のたりのたりとわたし船︑

おもさ

五494圃

のたりのたりとわたし船︑

五739 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじい

︒

うさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると

五566囹

五559

はるおも︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒私は︑

は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎの

五591

くりして︑﹁︿略﹀︒﹂といってとびあがった

火きょう︑先生といっしょに︑学校の

︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

といって︑かるくあた
五267 とうございました︒

五593

五811

ぼくは︑﹃︿略V︒﹄といいました︒﹃︿略﹀
五2911囹

五272園こかでありがとうといいたいと思ったけ
五273囹がとうといいたいと思ったけれど︑いう
五292園ら︑うれしかったというのはどんなこと

五502圃

五497圃 ︒ のたりのたりとわたし船︑ かふん

船

五7211 いさんは︑とぼとぼと海へやってきました

五526

通ります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑あいさつをしてい

五767囹

声がした︒﹁︿略﹀︒﹂というようにきこえた

五529

まさごが︑﹁︿略﹀︒﹂というので︑西の方を

五7610

五466

五531

いました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をたたい

しずかな空で光

︵

四㎜2園 たからにしようと思います︒﹂女﹁そ
四獅3園 天人のはごろもと申しまして︑あな
四魏−o園 人﹁天人は︑うそということを知り
四悩4圃 に左にひらひらと︑ ゆれるたもとが

五425国

なかよくきらきらと︑

五59とびおりて︑さかなとジャブジャブはしゃ
五61 おりる︒川は友だちとあくしゅして︑川は
五74くなると︑ゆっくりとながれていく︒汽船
五461圃

こうからきた汽車とすれちがったのさ︒
五113園
しょうとつしたかと思った︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五115園
五157旅にきっぷがいるのと︑おなじことです︒
五162れられると︑友だちといっしょになりまし
五165人がきて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑私たちをみ
ころにやられるかと思って︑びくびくし
五181囹
五189たがいに︑であったと思ったら︑すぐおわ
五216 みんな︑ぶつぶつとこごとをいいながら

五534

五734

るとき︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑かけさせて
五2310園

五5410

と︑また︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いた︒春になった

五246囹がって︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑みんなを立

五554

五468

五252園れども︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑とうとうか

五2410囹ついて︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑せきをすこ

、
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五五五五五五五五五五五五
86 85 84 84 84 84 84 84 83 83 83 82

と︑それから一﹂と︑先生がおっしゃい
五㎜11

五㎜7

五㎜2
︒ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人なつっこい声で

かかれた羽がぶらりとなって︑半分しかひ

六97

六96 しかった︒﹁︿略﹀︒﹂と喜んだが︑﹁︿略﹀︒﹂

ヤー︑ジャージャーと︑音をたてて流れて

ろこんで︑又略﹀︒﹂と︑早く︑おそく︑高

六115

六109

六910

じまわしでしっかりととめた︒りゅうずを

︑思わず﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒時計屋さ

︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびたくてたまら

喜んだが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑それがまた心配に

念に転炉を写したいとおっしゃいました︒

五梱6

五撹4

ねをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑すずしい声で鳴き

︑ひわは︑又略﹀︒﹂と︑へんな声でさえず

だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂とわらいだしたので︑

友だちが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったとき︑

んは︑え日記を書くといいました︒たなか
五皿8

すべって︑又略﹀︒﹂というまに︑川の中に

つむいて水をのもうとしました︒もうすご

︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心からまんぞくし

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってわたした︒ね

ることができたのだと思うと︑うれしくて

五湿11

六128

かいそうにカチカチと音をたてはじめた︒

しばをたくさん作るといいました︒ささき

︑ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いてみせました︒

六1211

六117

んは︑星をしらべるといいました︒いとう
五欄4

すずめは︑﹁︿略V︒﹂と鳴きました︒ひわが

六119

海の作文を書くんだといって︑よろこんで
五鵬7

六138

は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑でた

六136

うとすぐで︑でたかと思うとまたすぐはい

︒ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さわがしく鳴いて

六517

いります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑よしおがいいまし

︑ひわが︑﹁︿略V︒﹂と鳴きました︒すると

しますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをしま

五十音にわけてみるといいました︒﹁︿略﹀
五佃10

＞︒﹂ふいにバタバタと足音がして︑小さな

六517

みえます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みちこがいいまし

五餌4

上のものをあれこれといじりはじめた︒二

六521

くりして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をたてま

六73

みつけて︑﹁︿略V︒﹂というと︑男の子はゆ

六531

さざいは︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげに

五869園
かぜでもひいたかと思って︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五874園つも四つもあるかと思っていたよ︒あは
五901園ま︑﹃さどが島﹄とおうたいになったと
五903子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略

六79

きでそれをつまもうとしたが︑あまり小さ

五餌6

五909囹
ギャア︑オギャアとないたのだよ︒それ

六83

た︒やっとつまんだと思うと︑すぐにおと

ませんか︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで

五9010園
ちをコップコップといただいて︑こんな

六83

六171

五913んさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おくざしきにつれ
五918園
たので︑﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と た ず ね る と ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀
五918囹
ねると︑﹃︿略﹀︒﹄というのだよ︒それで
五936 ってから︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手おけをさ
五942んちゃんが︑友だちと︑山へわらびをとり
五954うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑たま
五963園んとうは︑まひわというのですが︑ふつ
五963囹うは︑ひわ︑ひわといっています︒いま
五965りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさん
五981のなかまの鳴き声だと思いました︒そうし．
五989園
いって︑はなそうと思っているのです︒

六84

六533園 さまが走っているといったね︒みちこさ

六175

とでした︒バタバタと音がしましたので︑
五9810

屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑しごと

ってきて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いい声で鳴いて︑

五991んで︑ひわをとろうとしていました︒﹁︿遣

六89

五㎜5

五㎜1

五二7

五八10

五鵬5

五価1

うな物が︑ごたごたと耳にはいり︑目には

︑すぐに︑又略﹀︒﹂と︑まねをしました︒

こまった︑こまったといっていました︒し

を︑つぎからつぎへときかせました︒そこ

のひわが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀

をみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑せきこむように︑

しまいに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑本をよむようなひ

六248

六247

六243園 で︑いつあそぼうというんだね︒樂しむ

六239

六231園 で︑いつあそぼうというのさ︒わるいこ

六225園

六1911園

六1810

一が︑戸をトントンとたたきます︒あり三

うぶんたべられるというわけだ︒﹂あり

な荷物を︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かけ声をかけて持

からでかけよう︒﹂といって︑あり一︑二

たいこをドンドンとたたいて︑﹁︿略﹀︒﹂

り一﹁あ︑だれかと思ったら︑きりぎり

しいときは︑二どとありませんね︒﹂し

﹁上でき︒上でき︒﹂と︑さもまんぞくそう

六45

んでいる︒カチカチと氣ぜわしいのはおき

六288

六277囹

具や時計をあれこれとみくらべて︑あれは

︑カッタリカッタリとおうようなのははし

六62

し︒かかし﹁帰るといったって︑あんな

六411 のまどに︑一つ二つと火がつく︒34ビル

六405囹

よんちょんすずめと

かれるのだろうなどと考えているうちに︑

らさきにほのぼのと︑

明かるくそまる

か

六472圃

およんだ︒﹁なんという小さい︑なさけ

六66園

六497圏

どこへいく︒

六71園ない︒ああ︑なんというなさけない身の

六64

六511

六59

五悩10

五992いました︒﹁︿略﹀︒﹂というと︑ねこは︑お

の方から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふし

︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と よ び な が ら ︑ 走 っ て

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃい

5711975438615

六542 ﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいあつているのを
六547ましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手まねきをしまし
六554 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑みちこも感心しま
六559みました︒動かないと思ってみた月は︑も
六565れから︑二組︑三組と︑じゅんじゅんにへ
六568んなものにしようかといろいろ相談しまし
六595なぜうたいやすいかと考えました︒どうし
六596話がうたえないのかと考えました︒そのわ
七ホノボノト五アカルクソ
六601圏
六627りました︒﹁︿略V︒﹂といいました︒ みじ
六673いました︒お友だちと遊ぼうと思って︑山
六674 ︒お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を思
六679いました︒﹁︿略V︒﹂と︑子ぐまがいうと︑
六681わがって︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にす
六681 ︑木の上にするするとのぼっていってしま
六702ろうは︑妹のはるえといっしょになって︑
六717 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑はるえは本玉にな
六727もちろん生きているとは思わないが︑死ん
六727ないが︑死んでいるとも思えない︒死んで
六733ねられて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話を
のには︑みんな命というものがあります
六742園
六744あさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒
とをつぎからつぎへと考えました︒たとえ
六7410
れだけでは命があるとはいえないと︑ごろ
六7411
があるとはいえないと︑ごろうは思いつき
六7411

六753さんから︑﹁︿略﹀︒﹂ときかれて︑ごろうは
六756ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒﹁︿略﹀
六764れをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒ごろう
六766ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑この手
六767まは命がないのかなと思いました︒ごろう
から︑命がないんだと︑ごろうは考えつき
六7711

六786うさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

六7810

六791

えさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ごろう

たい

てんへいくようにと教えてくださいまし

︑いどの水をくもうとする︒いどの水をみ

げる︒糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる

がうでしょう︒息と同じように︑あなた

︑それを動かそうと思って動かしている

をきいて︑なるほどと思いました︒﹁︿略﹀

六795園
六8310

六796園
六896
六932園

いたい︑いたいとないていた︑

は︑これで大わらいとなった︒ぼくのまね

の一まいをぐるぐるとまいた︒ちょうど︑

︑大きくしてみようと思って︑右の手に虫

でてきた︒﹁︿略﹀︒﹂と思いながら︑ぼくは

六㎜11園 と︑まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒

六柵10園 つまんで︑﹁ナ﹂といいながら︑耳でき

つまねをしてやろうと思った︒なにかよい

六麗11 た︒ぼくは︑五十音というものは︑一年生

六皿3 方とも︑マミムメモという一ぎょうの中に
六鞭4 る︒ここで︑もしやと思って︑はなをつま
﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これ
六麗4
かよいおりはないかと思っていたら︑ちょ
からブルン︑ブルンというばくおんがきこ
と思って︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒いってから

すこしふしぜんだなと思った︒みんなもあ

六斯2玉 やんと︑ピコーキといえるよ︒﹂といっ
什柳3 い︒弟が︑只略﹀︒﹂といったので︑みんな

っくりさせてやろうと考えたからである︒

六梱6 みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました

六佃11

六稲6 にか︑ほかのぎょうとはちがつた性質をも
六備9 らわせてやろうなどという巡覧は︑どこか

る︒ぼくは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂と

をまねて︑﹁︿略﹀︒﹂といったのである︒ぼ

いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなで大

いうのが︑﹁︿略﹀︒﹂ときこえたので︑にい

さっきも︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑﹁︿略V︒﹂

える︒﹁にいさん﹂というのは︑﹁リイサ

のが︑﹁アドデエ﹂ときこえる︒﹁にいさ

しい︒﹁あのねえ﹂というのが︑﹁アドデ

ちょうど︑するするとはいるくらいの大き

画用紙を︑ぐるぐるとまいた︒そうして︑

た紙を糸できりきりとまいて︑動かないよ

六相11 すると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑ぜ

であることはたしかとなった︒自分ではな

﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒苦しい

二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自分で声をだしてい

思った︒では︑なんという音が︑はなから

これはおもしろいそとぼくは思った︒では

からでるかでないかということを︑考えた

とがあるのだろう︑と考えてみた︒そのわ

いことばとがある︑ということに氣がつい

10962111183

六佃1 うにして︑﹁はな﹂といっているんだなと
六柵1 といっているんだなと思うと︑きゅうにお
六柵3 なんかわけはないそと思った︒なんでも︑
六佃4 めしに︑﹁なんだ﹂というかわりに︑﹁ダ
六柵5園 りに︑﹁ダンダ﹂といってみると︑いか
六欄9 わらわせてみせるぞと思ったが︑そのとき
六相1 オ︑カキクケコーという五十音の中で︑
六相1 の中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中に
六川3 か︒ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけている
六相6 て声をだして﹁ヌ﹂といってみた︒これも
六相9 をつまんで︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じ
六棚9 で︑﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに苦し

みん

10了

︑まえに︑﹁︿略﹀︒﹂ということばを︑その

めでた︑めでたとさかなたち︑
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127

123

ちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といってにこにこしま

そばから︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ただし

たものも︑﹁︿略﹀︒﹂といって感心しました

六鵬7

六価11

六野5

六野3

んのもっともとくいとするところです︒し

かさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元旦のいい声をか

六悩11

て︑すってんころりところげました︒﹁︿略

んたちは︑しかさんとならびました︒しか

七3511 あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とうけあって︑さぷろ

七354 だになってしまうかと︑思われるほどでし

七346

七303園

﹂むりにわりこもうとする男の人もあり︑

ていたの︒まだかと思った︒﹂母﹁いま︑

七298憂いるようなものだと思った︒ぼくは︑学

ています︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ただしちゃんがい

もいいことではないと︑うさぎさんたちは

りなので︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑ただし

七3610 ばさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心配そうにいいま

七365 じにつきますようにと︑心の中でいのって

いきなり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑われがねのような

ｪ﹀︒﹂﹁なんだと︑ひとをばかにして

六㎜8

六僻5圓

わきから︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と き き ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀

七378

七374をかけて︑﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒人

だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんな

ちは︑もうにげようと思ってもにげること

をかきわけていこうとしました︒しかし︑

︑思わず︑﹁︿略﹀︒﹂と︑頭をさげました︒

ん︒助けてくださいと︑お願いしたところ

七383

六糊3

七386

六襯5

が︑いまたべようとしていたところだ︒

そのとき︑﹁︿略﹀︒﹂という︑それこそかみ

いことはないだろうと思いました︒うちへ
六川2

きました︒﹁︿略﹀︒﹂と答えましたが︑ほん

六箇7園

︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑いきなりさ

七398 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑送ってくれました

男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といったかと思うと︑

七3910

七391

どき︑チュンチュンと鳴く︒その声が校庭

た︒つぎからつぎへと︑子どもたちがやつ
子どものクレヨン画と同じだ︒﹁︿略﹀︒﹂お

七391

んの顔が︑生き生きとうきあがってきまし
六鴇6

きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑いろいろ考えまし

七510

んできて︑﹁︿略V︒﹂と︑うたいながらいい

でいって︑﹁︿略﹀︒﹂といっておみせしまし

に紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ

七92

七87

とんとこ︑とんとことトンネルの中を走つ

つぶって︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒四ひ

そこへちょろちょろと︑りすさんがきまし

ら︑カチン︑カチンとわっていると︑そこ

みの実が︑ころころと落ちていました︒う

七138

七131

七123

七122

七121

るのでしょう︒それとよくにたつかいかた

︑どうして︑﹁手﹂ということばが︑文字

す︒また︑﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は

これは︑持つとこ・うということになります

七1110

七115

たで︑﹁まいの手﹂といったり︑﹁︿略V︒﹂

とか︑﹁なべの手﹂となると︑人の手では

﹂の﹁手﹂も︑これと同じつかいかたです

︿略﹀︒﹂同じ﹁手﹂ということばにも︑い

七463 でぐっとひろげたかと思うと︑しずかにひ

七452囹

七448囹

七447

七4210 うの席で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした

七引11

七407

﹁たいへん失礼だと思いますが︑これは

七441 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

七439囹

んなことになろうとは︑思っていません

た私には︑しみじみときかれた︒汽車はト

に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私を手まねきして

が︑三人め︑四人めと︑高いところをメデ

まつかさをあげようと︑話しあいました︒

あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめてくださいま

とんとこ︑とんとことさがしにでかけまし

七138

七474 きり書きあらわそうとすると︑文章が︑だ

一つ一つ︑ぽんぽんとおさるさんになげて

しながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うまくにげ

七1310

＞︒﹂これは︑﹁腹﹂ということばを︑いろ

七476

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い お う と す る と ︑ う

﹁︿略﹀︒﹂といおうとすると︑うさぎさん

かさんは︑のっそりと立って︑山の方をみ
︑あの角をおるなどということはできませ

んたちをつきあげるというのです︒﹁︿略﹀

七493

ドッジボール大会﹂という文章が︑ニへん

に︑ひがし村の学校とやった︒ぼくのほう

ンターが︑﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒それで︑

七4810

七484 よむ人に︑はっきりと︑そのようすがわか

七48一

七478 です︒心がはっきりとしていますと︑文章

しても︑それでいいというところまでは︑

七4510 きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじぎをし

︒老人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえ

を︑あらわしたいとぞんじます︒みなさ

べらせて︑ころころと︑下の方へころがり

七153

が︑弟のはるおくんと︑ふたりで︑本をよ

2

するように︑﹁手﹂ということばも︑さま

て︑またはじめようとしたとき︑トンネル

七218

9
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︑今夜︑ゆっくりとねむりたかったのさ

きさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でわらいまし

七259園すよ︒﹂母﹁はっぽと同じ色になったのね
七259園どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑
七263囹と︒ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥
七274囹でしらべるようにと︑おっしゃっただけ
七295園だいこんのはっぱと同じ色にかわってい
丁297示べられないためだと︑おかあさんが教え
4

ノ、
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130

は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元受のいい声でい
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には︑にし村の学校としあいをした︒これ

それから

﹂といってから︑ちょっ

でもさいているのかと思ったら︑まあ︑子

か雨は︑ぐっしょりとぬらした︒うまもう

音もなく︑のっそりとでていた︒もやが深

月明かり たっぷりと︑春は︑小さな川に

はっきりと写しだすということにほかなり

たことを︑はっきりと写しだすということ

をきりつめていくのと同じです︒やりかた

うかんでいる︒青々とはれて︑すすきすご

とし竹が︑ざわざわと︑動いている︒うす

またしても︑ポトンと音がする︒さきだけ

のところで︒ボタンと音がして︑まりが︑

きあげられたことばということはできませ

ます︒心にはっきりとえがかれた一つのか

しだすことができるとはかぎりません︒そ

のたびに︑﹁︿略﹀︒﹂という声がおこった︒

ま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はげましてくださ

めは︑にし村の学校とやることになった︒

︒どちらが勝ったかと思って︑心配してい

ていると︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴った︒どちらが勝

なく︑ぼくたちの勝となった︒﹁︿略V︒﹂し

︒やがて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ふえがひびいた︒

んだんが︑軍略﹀︒﹂と︑大声をたてる︒の

︑喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒ぼくは氣

えがまた﹁︿略﹀︒﹂と鳴って︑しあいがは

の先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくらの

ださった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑用意のふえが鳴っ

ま先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣づけてくださ

さいごに︑町の学校とやることになった︒

3424277542872733596621111053111086

うから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑たずねるのでござ
七811園
きたのではないかと︑思ったのです︒﹂
七832園

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
7了 了3 71 70 69 68 68 68 66 61 60 59 59 55 55 54 53 52 52 52 52 52 51 51 51 51 50 50 49 49

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七七七七
いるにちがいないと︑考えました︒﹂裁

え歯のぬけているということは︑なぜわ

ど︒して︑びっこということは︒﹂旅人﹁

らくだがかた目だということは︑どうし

八138

八133

にあわれに死なせたというなさけなさは︑

八129 て︑﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせき

八115

だの︑﹁︿略﹀︒﹂だのと鳴いているほおじろ

八101か︑向かっていこうとさえするのです︒う

たのです︒又略﹀︒﹂と︑女の子ばかりでな

です︒それが麦だということが︑なぜわ

一わの小鳥のことをと︑わらわないでくだ

八175 かってちぢをのむのと同じように︑しぜん

八1310

八139 のすがたがありありとうかんできて︑思わ

八198 なることができないといいます︒なんとい

八199 いといいます︒なんという氣長なことでし

へいれたら︑キューと︑高く鳴きました︒
11月22

八207 たとで︑いまが夏だということや︑よい五

の子どもだろうなどと︑早がってんしては

八246

八243 もようも︑はっきりとしてきます︒黒いと

八242 みの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑も

八235 がておきなおったかと思うと︑からだはす

ばんたくさんいる鳥といわれるほおじろで

うより︑ほおじろ屋といったほうがいいか

ていました︒小鳥屋というより︑ほおじろ

るので︑なんだろうとのぞいてみると︑ひ

八254

八252 はみえずせみの声

八248 すっととびたったかと思うと︑その鳴いて

八247 になって︑そろそろと歩きだしました︒は

きだして︑﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑なでてや

をすると︑﹁︿略﹀︒﹂としかったり︑それで

とったり︑﹁︿略﹀︒﹂とよんでひざをたたく

八297囹

八296 目といい︑ふえの音といい︑申しぶんのな

八295 がたといい︑その目といい︑ふえの音とい

八295 ました︒そのすがたといい︑その目といい

っぴつけいじょう﹂と歌ったり︑﹁ツンツ

八308 天の川へ落ちこもうとしましたが︑そのせ

八302 でをためしてみようと考えて︑黒うしのし

八2910園 ﹀︒﹂﹁けんぎゅうというのですか︒﹂﹁︿

そ

だけ︑けんぎゅうとあうことをゆるして

首をかるくポンポンとたたきました︒うし

八299園私は︑けんぎゅうというものです︒﹂﹁︿

ツンつっころばし﹂とさえずつたり

八3010

るのです︒﹁︿略﹀︒﹂というのは︑同じ日本

かたのちがいだろうと思う人もありましょ

八332 川は︑なん千なん万という星がかさなりあ

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八335 一つ一つがはっきりとみえないのですから

八328

八326囹

っこんだりします︒といえば︑いかにもお

と︑そのあわてかたといったらありません

安心なところはないというようにL庭さ

いのふかい鳥だろうと︑それを知ってから

の鳴きかたがちがうと︑本でよんだためで

あなたの名はなんといいますか︒﹂天帝
やったり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑きいてみたりする

︑あたりもひっそりとしずかになります︒

と︑むかしの人がうた
り︑あくる日︑ピオという名がつけられま

らぜみが﹁︿略﹀︒﹂と鳴きはじめました︒

れるようになったかといえば⁝⁝︒秋のは

ぎが︑ちぢをのもうとして︑謡うさぎのち
︑私のうちに︑ピオという︑うちじゅうの

ようぶにそだてたいと思います︒

ると︑毛がふわふわととびます︒寒くなつ

た︒そうじをしょうと思って︑首のところ

がいははれたことと思う︒早くいってら

9998888888776655544449了96959392858484838383
9641085543211410566498438411109731073
園園囹園囹園
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八343 ︒それは︑﹁光年﹂という七型です︒一光

八339 私たちは︑メートルという軍位を用いてき

八337 ちの︑ただ﹁遠い﹂という考えだけでは︑

八3410 ん︒﹁光年﹂を軍位として計算しなければ

八356 どまえに発した光だというわけになります
八361 の川をみると︑なんともいえない大きなふ
八364 正しく運行しているということです︒この
王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

八375 んこがねを集めようと願っておいでになり
八379
きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そのみ知らぬ人が

まだ満足ではないというのですか︒﹂﹁︿

いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑お答えになりまし

八385
八389
八3810囹

八403 した︒着物を着ようとなさいました︒着物
八4010 るうちに︑ぴかぴかと光ったこがねになつ
八4011 はんをめしあがろうとなさいました︒まず

きました︒﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいましたが

八412 かなをめしあがろうとなさると︑これもこ

八411 iをおのみになろうとすると︑コーヒーは
八422
八452

王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂というおふれを︑おだ

八454 おすことができるかと︑相談をはじめまし
八455 た︒けれども︑これという考えはでません
八456 さまの病氣をなおすというものがでてきま
を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おいいつけになり

幸福

びこんだ︒﹁︿略﹀︒﹂というと︑ひなたちも
八6511

八642囹たしは︑﹃︿略﹀︒﹄とないたり︑﹃︿略﹀︒﹄
八642圓いたり︑﹃︿略﹀︒﹄といったりして教えた
八651がわれた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひなは鳴いて︑は

︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略V︒﹂と︑そこの家の人は︑

のをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略

るの子をさ︒なんというかっこうだろう
八6710圏

八668およいだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑親あひるはいった

︑自分は﹁幸福﹂だといわずに︑﹁びんぼ

に︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

その男は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

は︑﹁幸福﹂がきたとは知りませんから︑

も︑﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみ

たとは知らなかったとみえて︑いやなもの

八681わの鳥が︑﹁︿略V︒﹂というと︑もう一わの
八685みついた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑親あひるがいった
︑
8ー
ノρ01 あひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると親あ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふ

しかめて︑﹁︿略V︒﹂とたずねました︒﹁︿略

んでいきはしないかと思ったのでしょう︒

八715からまで︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒親あひる

天
00
ノ了− れるので︑しみじみとなさけなく思った︒

八694園れに︑ほかのものと同じようにおよぐし
八696園よりうまくおよぐといってもいい︒大き
八701あひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といってかばった︒み
八705 ってきた︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑顔をまっか
人も﹁幸福﹂がきたとは知らないようでし

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいましたが︑そこ

でしょう︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわと

ってきて︑﹁︿略﹀︒﹂といってくれました︒

が︑なさけのある人とみえて︑台所の方か

八7210のませてもらいたいとも思ったが︑それも

あとをつけてみようと思って歩きだした︒

れました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うさぎは︑高いび

八717るですら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒あひるには
八721くいばかりに
﹂と︑あひるの子は思つ
八728まをみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かもがいった︒あ
八729横になって休みたいと思った︒また︑ぬま
いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒ある
︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑さき

六

さわいだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんがいつ

わとりは﹁︿略﹀︒﹂とさわいだ︒﹁︿略﹀︒﹂

が︑ねことにわとりといっしょに住んでい

八747が︑ピシャ︑ピシャとぬま地へはいってき
八752からピシャ︑ピシャと︑どこかへいってし
いぬもかみつこうとしない︒﹂しばらく︑
八758囹

／71ゐ きである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑空で鳴った︒そう
八7311で落ちた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑また鳴った︒がん

天30

八735であった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑その一わがいった
八737園どうだ︑われわれといっしょにでかけて

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車によびかけた

︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

しきがみえるだろうと思った︒そのことを

がわれた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑どのたまごからも

八621園
︒﹁これが世界だと思っているのかい︒

9

八464

八469 なくくらしているかと思うと︑友だちがい

八623はいった︒﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑親あひ

8

首がでた︒﹁︿略﹀︒﹂と親あひるがいうと︑

八472 の病犬をなおしたいと考えて︑幸福な人を

八627あがった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいっ

2

八465 いたちは︑あちこちとさがしまわりました

八475 うしばらくさがそうと︑歩いていきました

八629おろした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よ

5

八466 福な人は︑やすやすとみつかるものではあ

をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つかつかと

7了

8

てやった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひなたちはいった

八487

ノ、

78

わとりは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にたず

く︑ねこやにわとりとはまったくちがつた

ノ、

了9

50

八631園
略﹀︒﹂﹁われないというたまごはどれか
八633 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのお客さん

ノ、

了9

ノ、

59

八487 と喜んで︑つかつかと小屋の中へはいって

ノ天

三9

49

八491 ごろりと横になろうとしているところでし

八

八
50

八467 ありません︒金持だと思うとからだがよわ

4118961041843エ1429411741446
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八8011

話をした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にわとりがさけん

八822園 のことはいわないとしても︑おまえさん
八823囹 さんよりかしこいとは思っていないだろ
八828園 から︑おまえさんとおつきあいするのが
八832園 廣い世界へでたいと思っているのです︒

八844 國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒高
八85一 へとんでいったのかということも知らなか

八855 しさをもったらなどと望むことができよう
八865 はいつしょに遊ぼうとしたが︑あひるの子
八865 またいじめられるかと思って︑おそろしさ
天ρ0ー の子をつかまえようとして︑ころげまわっ
ノ001

八8810 ︑つばさをサラサラと鳴らし︑かるく水の
八901 をひろげてゆったりと近づいてきた︒﹁一

八904 は︑ころされるものと思いながら︑水の上
八914 のの中に︑しみじみと幸福をさとったので

みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑年をとった

もたちも︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ︒子どもたち

︑
1ー
ノ0σ− 子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒すると︑
八929

八922

八935 で︑いちばん美しいといわれる身のうえに
八938 ︑つばさがサラサラと音をたてた︒わかい
八9311園 幸福があろうなどとは︑ゆめにも思わな
5

八944 よい﹁農林1こう﹂というのだそうです︒
八9410 から︑早くめがでるということです︒

八986 した︒種まきのときとちがって︑こんどは
黛㎜7 のほうが育ちがよいと思いました︒

9月

7月

八㎜6 どのなえも生き生きとしています︒根が翠
八森5 こしのあいだだけだと思いました︒

八燗1 ︑うんかのたまごだということでした︒み
八価5 のいねは︑いもち病という病氣にかかった
八価6 病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

八㎜5 をするものではないと思いました︒やく12
八欄8 から︑これは平年作ということになります

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
の感じをあらわすのと同じように︑音の組

ひいてみると︑まえとはちがつた感じがし

ません︒四色︑五色と数をましていけば︑

九2310しごとにっかわれたということを︑たいへ

九199事をしました︒それと同時に︑協会ではす
九201しました︒﹁︿略﹀︒﹂という運動に全恋盛が
九212られました︒いく千というつばめたちは︑
九239した︒また︑飛行機という文明の利器が︑

九196 のランネルスドルフというところがら︑は

うことぽに︑﹁水﹂ということばをそえた

します︒この﹁月﹂ということばに︑﹁水﹂

九241同じ家に帰ってくるといわれています︒つ

九2310んありがたいことだといわずにはいられま

﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川ともなり

で思いだした心の絵とは︑いくらかちがっ

ともなり︑ちらちらと光るいけともなり︑

らさらと流れる小川ともなり︑ちらちらと

ちらちらと光るいけともなり︑また廣い海

もなり︑また悪い海ともなります︒さらに

さらに︑﹁虫の声﹂ということばを加えた

感じをつくりあげると同じように︑ことば
こさせます︒﹁風﹂ということばに︑ほか
︒﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑これにいろい

しだすこともできるという話がおもしろか
た︒川波がザワザワとたちさわぐところで
の音をたたいた︒風といえば︑﹁そよそよ﹂

れた︒ドドンドドンとなる大だいこの音は

九3411団
かないといけないといわれて︑ほねをお

九388団ろします︒ポキンという音がして︑ガサ
九389国がして︑ガサガサと落ちてくると︑うれ
九436団かきが︑ころころと二つ三つ落ちている
九441国の葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひろい集めて

九455国意を向けるようにといわれました︒ぼく
九458團しんけんにやろうと思っています︒兄は
九469団遊んでいるだろうと思います︒先生︑み
団486や︑そのめんどうだという裁判のようすな
九495くりの木はバラバラと実を落しました︒い

ってお話がしたいと思いましたが︑いそ
九4410国

ん︒これからいこうとする遠い國のことを

九4911になって︑軍略﹀︒﹂と答えました︒﹁︿略﹀

九498みあげて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒くりの

ゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑雨

いなんに︑あわないともかぎりません︒し

九5011になって︑ゴウゴウと谷に落ちていました

九505てまた実をパラパラと落しました︒いちう

きさだけは親つばめと同じですが︑まだ︑

たいこをたたく︒音というものは︑情景を

かにも雪がしんしんと降りしきっているよ

アまでいくのがあるということです︒日本

けてばなしたものだということがわかりま

をたいこであらわすというのだからおもし
︑もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降

九342国へっりにいけたらと︑いつも思っていま
九343團でもおみせしたいと思っています︒せん

九243じ巣へもどってくるというのです︒近年に
九248ん︒日本に春がくると思うと︑もう矢もた
九257 ︑きっと︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒わ
九258自分の家へいそいそと帰ってきたつばめを
九291図幽い道をきちきちととぶばったかな下
九321国きてから︑おとなといっしょに畑にでた
九341団︑先生やみなさんといっしょに︑この湖

︶

あった美しいひびきとなってきこえるにち

します︒三音︑四二と組みあわせてみると

ここに︑﹁月﹂という一つのことばが
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九519 ︑ドッテコドッテコと︑へんな樂隊をやつ

九897

がら︑﹁もうきみとは遊ばないからな︒

の手からぬけだそうともがく︒みんなでそ

﹂と︑つれていこうとする︒やまだ﹁はな
九8910
九909園

﹂と︑やまだのせなかを

だれがきみなんかと遊ぶもんか一﹂五

ういいったら

ぎ﹁あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑やまだの顔

﹁一︑二︑三1﹂と数えながら舞台はし

きな声で︑﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑大また

九963

九929

九973

︒やまだ︑みせまいとしてからだをねじつ

糸にむすびつけようとする︒たかぎ︑それ

たんじゃないか︒﹂と︑ボタンをとる︒た

﹂やまだ﹁なんだ︒﹂と立ちどまる︒たかぎ

九975

いたのはだれだ︒﹂と︑首をさする︒やま

タンをみたまえ︒﹂と胸をみせる︒たかぎ

つなぐってやる︒﹂と︑げんこをかためて

九99一

九㎜1

︑ぼくも負けまいと思ったんだ︒じまん

九鵬1

九価4

だ先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけら

集まった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑のだ先生が先頭に

いちばんりっぱだと思うもんだね︒なん

六義9園

九993

九9611

九967

九922

ね︑やまだくん︒﹂と︑つれていこうとす

九891

九529 ︑ドッテコドッテコと︑へんな樂隊をつづ
九531 すが︑ぴょんぴょんととんでいました︒い

になって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒男は︑

れながら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒いちろ

こらえて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑男は

る手をふりはなそうとする︒二﹁まだやる

九6910
チッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒やま

九9010園

九5710

九583

になって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そのと

ました︒﹁四年生というのは︑小学校の

九595

九587囹
九597

九5910 ちろうは︑おかしいと思ってふり返ってみ

九602 てとがっているな︑と思いながらみている
九6011園 えをうかがいたいと思いましたのです︒

九619 どんぐりで︑その数といったら︑三百でも
九6110 どでした︒ワアワアとみんななにかいって

九8011囹
らないと︑だめだと思ってやめてしまう

六下10園

九634 ラン︑ガランガランとふりました︒すずの

九629 して︑ザックザックとやまねこのまえのと

九897

九705まねこは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀
九709園ねたいちろうどのと書いて︑こちらを裁
九709園︑こちらを裁判所としますが︑ようござ
九711 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑やまね
九715 ︑明日出頭すべし︑と書いていいでしょう

九9011

かがめて︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると

びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒する

九7110いかにもざんねんだというふうに︑しばら

九522

さがって︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると

きのこは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒いちろ

九534

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて

九525

九577

九573

九725なくてまあよかったというふうに︑口早に
九753 と︑﹁やまねこ辞﹂というはがきは︑もう
九754やっぱり︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえ
九754 vと書いてもいいといえばよかったと︑
九755いといえばよかったと︑いちろうはときど
九763 ︑待っているようにとおっしゃったので︑
九766かみさんが︑店の人とふたりで︑せっせと
九773囹ています︒むかしといっても大むかしの
九782園白い物がちらちらとみえるでしょう︒あ
九784こしで貝つかに着くというところで︑先生
九785くして︑そこの主人といっしょにでておい
九791わらかで︑ずぶずぶと︑ステッキのたけい
九797囹しの人は︑貝がらといっしょに︑いらな

九635 ラン︑ガランガランとひびき︑こがね色の

の方から︑﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒その声

九柵11 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑みんながいうと︑

九川3

だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声にさけんだ︒

九鵬4

九639 チッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒﹁︿略

しますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しずかにおっしゃ
九8311

九8810くだっていやだ︒﹂と︑つかまれている手

九柵2

がいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いしい先生がうし

だ先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくたち

︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑の

とも︑まだ上へ上へと登っていかれたが︑

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた

九m7 られると︑もうもうと雪けむりが立つ︒雪

九柵2

九鵬11

九佃2 つになって︑ビュウとうなる︒まるで︑空

丁零10

九佃7

であった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑のだ先生がつえで

九843園はじょうもん土器といって︑員つかから

九644園︑だめです︒なんといったって︑頭のと 九8210園
のところにあるのと同じだね︒﹂﹁︿略﹀︒
九659園 しい︑ここをなんと心える︒しずまれ︑

九687 まねこは︑なるほどというようにうなずい

九686園 てないのがえらいとね︒﹂やまねこは︑

九6611囹 しい︒ここをなんと心える︒しずまれ︑ 九858園
はじょうもん土器という種類で︑こんな
九672 むちをヒュウパチッと鳴らしました︒やま 九859囹
ともののかけらがと思うような物ですが
九678囹 しい︒ここをなんと心える︒しずまれ︑
九862 ってしらべ︑へんだと思う物は︑みなかご
九679 むちをヒュウパチッと鳴らし︑どんぐりは 九864ました︒ピリピリッとふえが鳴りました︒
九889やまだ﹁いやだい︒﹂と︑たかぎをにらみつ

九665囹︑だめです︒なんといったって︑頭のと 九8411囹
ことを知ってくると思います︒みなさん

九6510 むちをヒュウパチッと鳴らしましたので︑

九鵬11

九812園っていくのがいいと思います︒﹂﹁︿略V︒

〉。

している︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ

九関3

心気11

口をあいてたべようとしたとき︑ちょうち

九餅3囹

は︑このおかあさんということばを︑長い

ところへいきたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

九二11囹

十1210

十123

十104

十103

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりの少女が︑

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼み

は︑センテチェンヌというお寺の高いとう

があって︑イエンヌという川が︑その下を

九㎜4園

しをたべてもいいと思っているんだけど

うちょに︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑きゅうに

十1411

十142からです︒ビエンヌという川の岸には︑手

十1311

十134

ようどあなたたちと同じ年ぐらいな子ど

十1211囹︸ ﹁おいで︑わたしといっしょにお話をし

白な羽をひろげたかと思うと︑ひらりひら

九㎜8園もう︑命はほしいとは思いません︒﹂﹁1

九梛11

うと︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

十1212園

いだから︑ブツブツと音をたててわきだし

九柵3

りながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいい

ろへいってみたいと思いませんか︒﹂﹁1

さけんだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ

んでいく︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがさけんだ

九僻8

で︑先生は地上の人となられた︒お書にな

ころから︑さらさらと流れだしていた︒撃
九即8

九柵3

いなかはつまらないと︑わるくいう旅人も

してから︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒この

たらしく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさ
たろう
ことば ﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎がそばへきて

十159︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑力

十161

せました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずね

十167

十179囹

十171

9暗室︒﹁︿略﹀︒﹂という先生の声ととも

た︑あみをかけようと考えました︒くもは

十207

子どもが︑よちよちと歩いてくる︒母親が

＞︒﹂という先生の声とともに︑七色の光が

九柵10

でた水は︑さらさらと走って︑やがて︑す

九川3

十207

の友だちは︑その兄といっしょに種まきを

んなことばを話すかとたずねるものですか

副署11

して︑とりすがろうとしました︒そのひよ

︿略﹀︒﹂おかあさんときいて︑くもは︑手

十213

た︒くもはのそのそと歩きました︒けれど

さがしだしたいものと思った︒茶人は︑日

掌襯7

九襯6

って︑ポタリポタリと落ちてきました︒く

十227

九柵10

があるのではないかと氣がついた︒舟をや

九麗10

﹂くもは︑なんといって返事をしてい

ですから︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがいっ

遠い上流にあるのだとさとった︒けれども

九鴎2

の光にちらりちらりと光りながら落ちてく

女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑﹁こくご一﹂の文

十169

から︑やめて帰ろうといった︒しかし茶人
︑でんりゅうきょうという景色で名高いと

九備9

十237 とりの友だちは︑母といっしょに汽車に乗

十234

十167

いいい味がはっきりと感じられるようにな

九衛8

ふいてきました︒風と思ったのは︑そうで

めました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑いまみた

しながら︑しげしげとみつめました︒﹁︿略

大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま
︑右岸からさらさらと流れ落ちる小さな谷

︑べつににげだそうとはしませんでした︒

もは︑うつらうつらとねむくなってきまし

まからちょろちょろとわきでる泉があって

九帽4

九衛9

てみて︑つくづくと︑自分の國のことば

て︑心から疑しんだということである︒

だも︑もうみにくいとは思えなくなりまし

十267

十261

十2511

呼吸︒23﹁︿略﹀︒﹂と呼ぶ声︒その声をき

︒どこからきこえるともないが︑どこから

十274 とつづけていきたいと思います︒わざわざ

十2510

十256 22坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に
九酩1

とうさんは︑子どもと遊ぶことがすきです

十276 まえを︑つくりたいと思います︒庭の木に

いままで︑みにくいと思っていた自分のか

十55

びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとう

十2710 ︑たんねんにみようと思います︒また︑く

九品11

九椰7東の空が︑ほんのりとしらみかけてきまし

十81

ことができるものかと思いました︒その少

十282 ︑しらべておきたいと思います︒こんな動

に受けた︑はればれとした父と子︒

四

＞︒﹂また︑﹁︿略﹀︒﹂とさけぶ︒﹁︿略﹀︒﹂工

をきいて︑にっこりとわらう顔︒﹁︿略﹀︒﹂

十811

ようど︑プラタナスという木の葉が黄色く

ン︑ブンブンブーンと︑遠いところで羽音

九二1 だをしばりつけようとしました︒みつばち
九齪2 なをさけてにげようとしましたが︑どうし

十96

の町には︑ポンナフという石の橋があって

九㎜−〇

九翌11 いました︒ゆうゆうととんで︑にげていく

老911

九榴5 と︑また︑パタパタという羽音がきこえて
九柵9 あたってはたいへんと︑くもが思ったとた
九悩6 います︒おかしいなと︑ふしぎに思ってよ

十102

九桝8圓 かな︒この二三日というものは︑ちっと
九㎜1 けました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑足をふん

をくんでつれの茶人と茶をたてて︑心から

88628181072715429

︑歌を歌ってほしいと頼みました︒方言で

のまましみてきたかと思われるようにつめ

て︑それをすくおうとすると︑おく山の雪

九備6密着 中に ちろちろと岩つたう水にはい遊
九帽5図魍 うすずめの子らと日なたぼこする ふ
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120
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121

122

122

122

123

124

125

126

126

126

うちょは︑﹁︿略V︒﹂と頼みました︒こう頼

れるすがたは︑なんという勇ましさであろ

1097104

九九九九九九九九九九九九九九九九
126

と一と
136

137

と一と
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︑しらべていきたいと思います︒観察すれ

一

十4411

十419
十454

ていた︒第二︑第三と母貝を開いていくと

もこのわる口のたてとなって︑幸吉をかば
セイロン島をはじめとして︑オーストラリ

りかたを︑こまごまと話した︒エジソンは

によって︑天然眞珠とまったく同じである

十4510︑まがいものであるといった︒しかし︑世
十4511

たが自然をあいてとして︑眞珠を世界の

十462
十4610園

れをさがしてみようと思います︒もし︑弟
︵三︶

ぼくは︑みんなといっしょにはたらき

心がけを︑ も ち た い と 思 い ま す ︒

︶

なたの光明を太陽とするならば︑作製に

十482

ワンワンチャン﹂といったのは︑そのた

これは︑足がおそいというためばかりでな

かったのではないかと思いました︒これは

十505

ンヨナメテルワ﹂といって︑私に知らせ

︑まえ足をあげたかと思うと︑その足をな

そこへっれていこうと思ったのです︒とこ

の手助けとなりたいと思います︒父や母の

十506

十481

けないようにしたいと考えます︒ぼくがい

十507

十478

校では︑組の友だちとなかよくして︑助け

しょにはたらきたいと思います︒家では︑

助けあっていきたいと思います︒かげで人

十5010

ぐらいどうでもいいというような︑無責任

十5011

とをして︑﹁フッ﹂と息をはきました︒妹

ら︑﹁ハイ﹂﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返し

ながら︑﹁フッテ﹂と︑ひとりごとをいい

そのパンをたべようとしません︒﹁イラナ

十5012

十514

発

十516

五

の勇氣を︑もちたいと考えます︒

するとともに︑なんともいえないかた身の

十525

十524

十523

十522

へ︑はいっていこうとします︒そのとき︑

た︒五六歩いったかと思うと︑よそのおば

のくせ︑でかけようといいだしたりしてい

ここで遊んでいたいと︑私にねだったり︑

こちらを向かせようとしたり︑﹁モット﹂

﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせよ

ある︒人間の衣食住というものは︑みんな

ん︒﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたず

考えぬき︑これならという一台の機械を作

十529

チャンネテルワ﹂といっていると︑いぬ

十517

れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑しら

十5210

ヤンタッチシタ﹂といって喜びました︒

︑﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです

髄質がまきつき︑年とともに大きくなって

十532

︒﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの

十5110

くなって︑天然眞珠となることがわかった

十534

十522

とは︑そうやすやすと︑ひとつになるもの

十534

から左︑左から右へといききするのである

れても︑その助力者となってくれたのは︑

はずして︑手に持つといいます︒かたにか

︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ほ め た た え た

り︑かれを氣ちがいとよび︑やましとさえ

十537

ハイッテクノヨ﹂と︑おとなびたことを

がいとよび︑やましとさえののしるように

なければならない︑というのである︒佐吉

て︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉の

分があっての全体︑というつながりをわす

せなかに﹁︿略﹀︒﹂というのです︒そのと

おに学んでいきたいと思います︒自分をえ

り︑兄や姉の手助けとなりたいと思います

十4612園

考えていってみようと思います︒このよう

︑よく考えてみたいと思います︒また︑

ものがこうなったかということを︑考えて
︑考えてしらべたいと思っています︒たと

8810998511124741166412865198775315226

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
64 64 64 64 64 63 63 63 63 62 62 62 60 60 60 60 59 59 57 56 56 56 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53

いから手に持つのだと︑ませたことをいっ

私が︑重手﹀︒﹂といって︑学校から帰

みなさんは︑能というものをみたこと

といっしょに︑狂言というものが演じられ

ろうと思います︒能といっしょに︑狂言と

ことを︑喜ぶだろうと思います︒能といっ

たところのあるものとなっています︒みな

や︑建築にも︑外國とはおもむきのちがっ

の︑同じめんの藝術とくらべて︑研究され

ん︑わかい女のめんと︑それぞれの人物に
︑能は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッ

きや︑ほかのしばいとも︑いろいろちがう

て

ました︒もう︑親竹と同じくらいに高くな

たから︑なんだろうと思って︑二階の窓か

ちゃんは︑ズ略﹀︒﹂といった︒ たけのこ

た︒私も︑ズ略﹀︒﹂といって︑月の方へ手

そうして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒私も

あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑おかあさ

あさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒ごは

見

男の子は︑﹁︿略﹀︒﹂といって喜びました︒

にふみだしていこうと思います︒妹の作

りもなく︑ぐんぐんと書きつけているその

けもなく︑すらすらと書いていることでし

思うことがどんどんと書けていたまえのこ

えたりしていることとは︑ちがったものに

は︑作文がすらすらと書けなくなりました

になるのではないかと︑ふと︑こんなこと

すがたが︑ありありとうかんでいます︒七

自分で︑﹁イコウ﹂ときめてあるきかける

すいとういてきたかと思うと︑また︑すぐ

が一びき︑すいすいとういてきたかと思う

って︑のそりのぞりと︑どこかへいくとこ

7764212111038521086352252197521262297

十648 ︑美しさを現わそうとするのとちがって︑
十649を現わそうとするのとちがって︑狂言は︑
＋6410などで︑できているといってもよく︑それ

十656もおそれず︑そうかといって︑なにをして
十664かじゃ︑次郎かじゃというふたりの下男に
十664 の下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけ︑それから
十666園れには︑﹃ぶす﹄といって︑おそろしい
十668園も︑たちまち死ぬといわれるくらいだ︒
十675そっといってみようということになりまし
十6811になると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ふるえ声でいいな

奈川縣のかやま村といって︑さかわ川に

ながわけん

十一191
村に︑ぎんえもんという人がいました︒

高したらなおると思うけれど︒﹂﹁︿略

︒母親は︑金次郎と相談して︑すえの子

人たちにすまないと思いました︒そこで

た︒しかし︑なんといっても子どもです

うにしたいものだと︑ほねをおっていま

どもに︑りえもんという人がありました

十一193

十一195
十一219

十︻201
十一2110

十一237
十一241囹

次郎が︑﹁︿略﹀︒﹂というのに︑その晩の
うして︑﹁︿略﹀︒﹂といいあいました︒そ

十一2410
十一253

わずかな金がないということはいえませ

︒それは﹁大学﹂といって︑かん文で書

十一2710

いえません︒母親と相談して︑戸をしめ

十﹁2512

十一2710

やぶ
つの

しとしとと降る春雨に︑
しずくすおうとででむしが︑

げん
晩にはか

いねのかぶばり

たきと落ちくる大ゆうだち
って水たっぷりと︑

こよい弔しいぼ

いの音︒

のうの畑は水田となって︑

すうい︑すういととびまわる︒

ぶ︒

を自分でとりたいと思い︑となりのおば

夜おそくこっそりと勉強を続けました︒

なくてはならないと書いてありました︒

十一289

十一267

にかはいっているとみえて︑重たい︒﹂﹁
十695園
十716 て︑うまい︑うまいとなめているうちに︑
十722きはらい︑﹁︿略﹀︒﹂といいながら立ちあが
十728かたなく︑ずっしりと重い︑大きな湯飲み
が負けて︑ドサリととこのまにたおれた
十736園

十一2810

︒中には︑正月だというので︑そのうえ

ておわびをしょうと考え︑それには︑大
＋7311囹

十一277

それには︑大どくとうかがいました︑お
＋7311囹
が︑いちばん早道と思ったのです︒が⁝
＋7312園

＋7412おこって︑﹁︿略﹀︒﹂と追いかけました︒

十741 いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そこまで話したと
十742なって︑次郎かじゃといっしょに歌いだし
十一59園iルをぐいぐいとこいでみたいな︒﹂﹁

い歌声あちこちと︑

かきねににおう

あぜに火とさくまんじゅしゃげ
ちれ

ことを︑いろいろと思いださせる︒ぼく

≦％％ぽこ道さささい

んに︑おかあさんとふたりで立っていた

り』』』かだ一』しいL道L雄お』』んLしらLLLLLたうだんんんう

また︑おかあさんといっしょに北海道へ

くは︑おとうさんと同じように︑ちぢう

ぐらは︑北海道だといいます︒さっぽろ

も北海道へいこうと思う︒北海道へじゃ

つの上にぽたぽたと落ちてきたりした︒

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声をかけた︒﹁︿略

かけた︒﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒大きな声

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒そのことば

たろう

︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょう

太郎は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらと

︑早口にすらすらといえるようになった

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

なって︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑父はにごに

答えた︒﹁なんということばですか︒

略﹀︒﹂﹁﹃はい﹄ということばと︑﹃い

まさお

かずお

と︑﹃いいえ﹄ということばだ︒﹂﹁︿

だちの正男と一雄と三人つれで︑学校か

あった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑一

成した︒その近道というのは︑田のあぜ

ら父に︑﹁︿略﹀︒﹂とかたくとめられてい

えからあぶないといっておいた︑あの

︒父は︑﹁︿略﹀︒﹂と．たずねた︒しかし︑

とき︑﹃︿略﹀︒﹄と︑きっぱりことわら

︒父は︑﹁︿略﹀︒﹂とせめた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ると︑よわ虫だといってわらうのです

よいええの虫話

く︒

どりもいそいそと︒

しとしとと降る秋雨に︑

太た

なな

ら成あだ

。

十一512園 がぎゅうぎゅうとしなって︑船は︑も

だいじょうぶだと思うんだ︒﹂﹁︿略﹀︒

りっぱなものだと思う︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

い︑

す︒それをみようと︑父兄の人たちは︑
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59854211175612129665428898212631131051
園囹園園園 囹 園
囹園囹

。

十一69園 たりひき返そうとしたりするときには
十一93囹

十一84園

十一94園 て︑よしやろうということができたら

十一95囹なか︑よしきたとはいえない︒﹂又略

たとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でいいました
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がこわいものかと︑自分からさきにな

■

とに﹃いいえ﹄といいきるには︑ほん

−．

ど︑﹃いいえ﹄ということばはいいに

章7

なおに﹃はい﹄といわなかったのだね

1．

わきの下に

−

らいのことだからといって︑ごまかさな
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ふ じ

諦．冒諒￡誤脇￡鎖蜘≒禁書駅顛献1妄熱1誉蒜、1

しはいいもわ略略略ぶ略の略といは一略略ら略略略略略たい海うああろ

≦％な％近話一遇えいな％％す％蓄

4了

4了

48

49

49

50

52

52

53

53

54

58

58

59

59

み

十一107園

10211238697286831
團圃圏発圃圏圃圏圃圃

59

59

59

59

59

59

60

61

61

61

62

62

62

62

62

62

63

32

32

32

34

35

36

36

3了

38

38

44

45

45

46

46

十一1012園 て︑同じことだと思う︒いいコックス
︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふ

十一168 には︑どんな困難とも職う︑そのうで︒

十一114

十十十十十十十十十十十十十十十

と一と
138

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

139
と一と

つれていくようにといいました︒﹁︿略﹀

した︒少年の父親というのは︑去年︑し

十一786

十一785

十一784

すこしよくなるかと思えば︑思いがけな

あった︑しみじみとしたそのちょうしに

えわからなかったとしても︑病人がなん

つかりするようにと病人をはげましまし

からそれへと長々と話しかけて︑そうし

十二410園

十一9211

十一9210

十一9210

大洋を西へ西へと航海して陸地にであ

いた名が︑しぜんと口にのぼってきまし

をなんと呼ぼうかと思っているうち︑五

いって︑名をなんと呼ぼうかと思ってい

十一9210 向いて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑名をなんと

さんの名はなんというの︒﹂と︑看護
十一7810

の男が︑﹁︿略﹀︒﹂といってあざわらいま

十一787

をとり︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒人々は

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人がききまし

十一7910︑まったくだめだといわんばかりに頭を 十二52

をききはしまいかと︑おそろしさにふる

十二57

﹂と︑看護人がききまし

帰ってきた
十一7911

五日前どまえだと思います︒﹂看護人
十一807

十一806

ちびるを動かそうとしました︒それが︑

にかものをいおうとでもしているように

十二72

十二58 をいいだしたのかと思いながらやってみ

あけて︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い い ま し た ︒

︵二︶

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返

12

4

9

7

3

11

やがて︑﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえまし

十二98囹

十二94

かんで︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました 十二87

ろいて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑母は

ました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑母のそばへ

になきぞ悲しき﹂という古歌に︑少女の

十一815

のようすを話そうとしましたが︑﹁︿略﹀

でした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親は︑じっと病

十二712

十一831

十二99

てきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒する

︑道路をうろうろとみまわしながら︑な

︑母は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ ガラ

とでたち切るのと同じことです︒﹂と

十一843

十ニー01

十一845

したが︑﹁︿略﹀︒﹂とだけ︑やっといいま

れが父親であろうとは︑とても思われま

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はあきれてう 十二田7

んさは︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると

十一8410

十一一112

のほかには︑どこといって父親らしいと

した︒﹁あなたと同じように︑いなか

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑父親はたずねまし

十一863

十一864園

さして︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒この三

でした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はいいました

十一一116

は︑ペスタロッチという人でした︒

のひとりが︑書物というものはなにかす

書

十ニー17
ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人が答えまし

それが︑めきめきと大きくなり︑このこ

もっているものだと考えました︒そこで

十ニー111

十一8611園自分のむすこだと思いこんでいるよう 十二ー24

もいい︒まだ青々とした木の葉の中から

十ニー21
十ニー39

たのむすごさんと同じ年ぐらいのむす

なたが入院したと同じ日に︑入院した

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑また︑看護人が小

文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も

︑根もとをかこうと決心した︒そうして

二

でした︒﹁︿略V︒﹂と︑少年は口早にきき

十一874

十ニー43
医者は︑﹁︿略V︒﹂といいました︒そこで 十ニー46

︑たべてしまったということです︒

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦はやさしく

十ニー46
十一889

草をとりのけようとすると︑大きなえん
十一897

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はさけびまし

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はさけびまし

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました

十二ー710園

十ニー63

たら︑ピッピッという音がしました︒

かしてピッピッと鳴いていたときには

美しくなりたいと思っているのですが

かまえたいものだと思って︑しきりに木

十一一1512
十一901

十一一185囹

十二ー81囹

いの形をしっかりとっかんで︑日のあた

壮言ー51

十一906

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました

︒病人はしげしげと少年をみつめながら

た︒ちょいちょいとねむったあとでは︑

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑少年はいって︑一

十一8811

なったように思うといいました︒夕がた

十一919

十一908

一それからそれへと長々と話しかけて︑

かわかるであろうと思うと︑いろいろの

て︑なにかいおうとでもするように︑す

︒が︑ほかになにといってすることもで

︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 医 者 は ︑ も う 一 ど

う強さとは︑まえとすこしもかわりませ

十一865

6
5

つかりするようにとはげましたりしまし

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は考えました

了1

7

十一881

十一8610囹

了2

9

十一884

十一867園

了2

1

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑看護婦は答えまし

のことをいろいろと思い返していました

了2

3

ました︒﹁︿略V︒﹂と︑看護婦がいいまし

一それからそれへと︑いろいろ考えまし

了4
了了

たので︑﹁︿略﹀︒﹂とたのみました︒少女

ように︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀

いかにもはっきりとしましたので︑少年

7

十一8012

十一808
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8
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囹
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2
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十一709園ませんか︒なんとかひとこといってく

十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十

でも︑ピッピッという音がする︒みん

十一一187園 れが鳴るんだなと思ってやっているう
十一︻1810園

あな

十ニー811断ちのなかまだなと思ってよくきいてみ
十ニー96園 ておいでだろうと思いました
十ニー910圏 つとよくしたいと考えることができま

十ニー99園らね︒一年一年とすんだことをかえり
十二2011圏 があればいいなと思いましたよ︒あれ

十二233 ︑兄は氣のどくだといって︑いつもえん
十二236 歓声をあげているといっても︑いいすぎ

十二235 ふたりのまごたちといっしょに︑同じ屋
十二242 ん︒ふたりのまごというのは︑父母にと
十二252 くそれを覚えたいと思います︒学校から
十二268 まわりをぐるぐると歩きます︒ちゃぶ台
十二272 からあっちへいくとなると︑すぐに手を
十二275 いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ
十二276 やにはいっているというように︑すこし
十二2711

らえて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑民ちゃんに

十二277立つことができると︑だれかがいったこ
十二283 げると︑よちよちと立ちあがりました︒

十二294 ちゃんは三足四足と歩けるようになりま
十二2912 んをだいてやろうとすると︑かぶりをふ
ふって︑﹁︿略﹀︒﹂というのでした︒おと

たにでかけるのだと知って︑おどりあが
じめのはゆっくりと︑次には早く︑﹁水﹂

には早く︑﹁水﹂という字を書いてくだ
︑めばえてこようとする心のはたらきと

する心のはたらきといったようなあるふ

をつぎあわせようとしましたがだめでし
︑ヘレン・ケラーというアメリカの女の

ぱな文章が書けるということは︑なんと

に育ててやりたいと念じて︑もうあ教育

ラーに﹁ことば﹂というものをわからせ

人︑足だけの人と︑それぞれ手わけし

︒﹂﹁人形つかいといわれる人がいて︑

日本には︑文樂といって︑りっぱな人

先生も︑﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑一生

︒人間のしばいとちがって︑みている
のであらわそうとする氣持がある︒だ
台にあらわそうとする望みもあるのだ
よう︒お友だちとやってごらん︒﹂

たところは︑なんともいえない暖かい感
らいい傳えられたというだけのもののほ

九十九の石

書きのこしておくということは︑ただお
しまばら
︑
島原にみそ五郎という大きな男がいた
ゆじま

かみやま

もとやま

にある湯島であるという︒

知った︒それからというものは︑いり用

だ

こ

てくれなくなったという︒ 十和田湖

と わ

ちは︑だれがなんと頼んでも︑かしてく

がいた︒名を八郎といった︒ある日のこ

みるみるうちに湖となった︒それが十和

はちろう

きた︒水を飲もうと思って小川の岸にで

そ ら

和田湖のおこりだということである︒

家の近くに︑曾良という人が住んでいま

なによりうれしいと︑曾良は喜びました

ているのがすきだというし︑家もせまい

に︑﹁︿略﹀︒﹂などと︑はやしたてていま

うちに︑パラパラと音がして︑白い小さ

く降るといいなあと待ち遠しがっていま

よにかけだしたいと思いました︒いざ子

にして︑受けようとしますが︑あられは

ントン︑トントンと入口をたたく者があ

音がバサリバサリと︑まくらにひびくの

十二7511園
していられるかと思うと︑どうしても

い語で︑

ｪ﹀︒﹂といいました︒私は︑

りには︑パチパチとしばがもえあがりま

るので︑

少年は︑

らって︑

ｪ﹀︒﹂とたずねました︒ふた

ｪ﹀︒﹂とはっきり答えました

にっこりとわらって︑﹁︿略﹀︒﹂

ｪ﹀︒﹂と︑ことに﹁ジャパン

﹁ジャパン﹂ ということばに力をい

︿略﹀︒﹂

ｪ﹀︒﹂という色があらわれて

りません︒ もう然とたちなおって︑電光

はり清水選手の勝となりました︒ あの小

トの上を右に左にと︑ ゆききしました︒

試Aロを見物しようと︑ 方々の國の人々が

なければならないと思いました︒ 火ので

ていました︒ 日本という國をみたことも

中には︑

とに

「〈

「〈

「〈

十二302

ので︑それが母だとばかり思いこんで︑

島に︑神山︑本山という二つの山がある

62

「〈

十一一326

十二333しばらくその人形と遊んでいますと︑先

間をくわせてやるというのであった︒お
ころがいま一だんというところで︑いち
者の家の田植えだというので︑里のおと
た︒長者は︑なんと思ったか︑なん千ア

ぐ

家具

日で植えてしまえといいつけた︒里の人
︑もうあとわずかというところで︑日は
か

ちよせる大きな池となっていた︒

山に︑家具の岩屋というのがある︒昔︑

6212843106921111108549
62

「〈

十二335 の手に︑﹁人形﹂という文字をつづられ
十二337 ︑それをまねようとしました︒とうとう
十二3311 り︑指さきで人形という字をつづってみ

十二343 だに︑なんのことともわからないままに
十二3410 おいて︑﹁人形﹂という字をつづりなが
十二3412 私にわからせようとなさいました︒その
十一一356 とをわからせようとなさいました︒私は
十二3512 がとりのぞかれたという満足を覚えたば

61

62

62

63

63

了0

了0

了1

73

了1

了3

10410106111881111163

44

72

了3

了5

了5

了6

了8

78

了8

了9

80

80

80

81

81

82

83

84

84

3了
3了
3了
3了
38
39
39
40
40
44

42
45
45

4了

4了

48

55

55

56

56

57

5了

58

58

59

60

60

60

61

十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十

36

74732101024282731173811162106107655112
園園園二野園囹
61

と一と
140

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

チルデン選手の勝となりました︒見物人

ことばがわかったとはいえないことにな

父が︑﹁︿略﹀︒﹂という︒庭で植え木の

れるその人の面影ということもできよう

な﹁ありがとう﹂というあいさつにして

う︒手紙を書こうとして︑すずりばこを

たこと︑カサカサと落ち葉をふんでいつ

かわる︒﹁︿略﹀︒﹂という簡古なことばで

ように︑又略﹀︒﹂と書いた︒太郎と同じ

﹂と書いた︒太郎と同じ文であるが︑そ

いることは︑太郎とはちがっている︒と
︒ほかの人がこれと同じ文を書いたとし

と同じ文を書いたとしても︑そのなかみ

らく︑太郎や秋子と同じではなかろう︒

っても︑﹁︿略﹀︒﹂といい︑﹁遠足﹂とい

みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で書い

1010999987755411511511511511311211211211111111011010910810了1051凹104104104

びょうどういん

に作られた平等院という建物の中にある

と

ばそうじょう

うんけい

き星が出たからだといったり︑あるいは

世の中がみだれるといったり︑でんせん

知ったことを材料として︑考えをおし進
︑ととのった知識とし︑また︑さらに進

ものを科学的知識という︒深い︑正しい

んとうにのんびりとして︑ゆめのように

どかな午前︒どこともしれぬ方角の︑遠

しのめがすくすくと︑するどい角をのぞ

ようにもちらちらとして︑あさい水には

も︑はやふっくらと︑季節の命はわきあ

正しい︑美しい國となることができまし

ことは︑身に行うということです︒こう

それは︑民主主義ということばをほんと
︒ことばを生かすということは︑身に行

しっかりしたものとなりました︒この本

ーヘルアナトミアという人体のことを絵
︑﹁かいたいず﹂と読みます︒そのころ

おりりっぱなものとなって生まれたので

たもので︑浮世絵といいます︒この浮世

す︒この絵は北斎という江戸時代の人の

はくさい

ているのは︑なんともいえない美しさで

だなです︒まき絵というのは︑うるしを

プ物語はイソップという人が書いたお話

ほったのは運慶だといわれています︒ふ

ごれは︑鳥羽僧正という人がかいた動物

ども︑いまのものとずいぶんちがってい

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすが

ついているからだといわれていますが︑

です︒ほうおう堂という名まえは︑屋根

721211418427669765110528711855159753

る︒しかし︑よいといった方角へ移って

ら不幸があるなどといった︒今日でも︑

もあれば︑わるいといった方角へこして

同じ運命をたどるとは︑考えられない︒

ことの原因であると︑信ずるのである︒

信ずるのを︑迷信という︒一つのことと

とは︑知識をもととして考えなければな

していて動かないという︑いわゆる天動

もので︑火星などと同じように︑太陽の

いる星の一つだ︑ということもわかりま
︒つまり︑天動説とは反対に︑地動説が

ドのコペルニクスという人です︒しばら

これをわく星といいますが一の空

イツ人でケプラーという人が出ました︒

た︒そのケプラーと同じころ︑イタリア

馬にいるものだ︑ということを発見しま

生まれたガリレオという学者がありまし
︑地球が動くのだということを︑明らか

えてはならない︑といいました︒ガリレ

ました︒地は動くといっても︑それは一

説いてはならぬといわれました︒ガリ

まず︒また︑公轄といって︑自轄をしな

あやまりであったということにして︑ゆ

ありません︒自盛といって︑一書夜に一

でした︒﹁︿略﹀︒﹂と信じて︑死ぬまで眞

えてしまったのかというと︑そんなこと

これをこえた土地とするのが︑ダルガス

かな土地にしょうとする大計画をたてま

トランドのあれ地と戦い︑これを豊かな

すきでとり返そうと決心したのです︒ダ

ヒとホルスタインという︑作物のよくで
︑國の建てなおしという大事業をなしと

オーストリアニ國との戦いに敗れ︑賠償

ます︒世界の樂園といわれるこの國も︑

15

といい︑﹁遠足﹂ということばは︑だれ

ことは︑話すこととちがって︑その場の
る﹂﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして

おして︑すいすいととびまわるかわいい
って遊んでみたいと思う︒正男は︑きよ

ので︑しょんぼりと校庭に立っていると

りわかるいとぐちとなったのは︑アメリ
とうきよう

メリカのモールスという学者が︑東京の

じょうもん式土器といいます︒形も︑か

で︑やよい式土器という名まえがつけら

に︑やよい式土器というのがあります︒

の人形は︑はにわといって古代人のはか
つかっているお金とずいぶんちがいます

ます︒夢殿の観音といって︑いまでも︑
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十三3610

︑﹁ガア︑ガア﹂とさわいで行く︒花よ

＋四512 ︑市役所のガス係という職についたとき

十四55 いるのです︒それというのも︑フィリッ
十四57苦しみをいろいろとなめていたからのこ

地にも育つだろうと思って︑．実際に試験

らう︒︶だれかと思ったんですよ︒だ

ばさん︒だれかと思った⁝⁝え︑いま

十三2012

十三379園

となく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続け

十三216

十三398園

あさんなの⁝⁝︵と︑うら手に行く⁝⁝

のは︑ぜいたくというもんだ︒それに

十三218 てみたらどうか︑ということでありまし
十三417園
十三437

動きだけで︑四丁とそれぞれ話をしてい

こわれるだろうということでしたが︑
十四1111国

＋四912團てくださるのだと︑思いたいのです︒
十四108国いになるといいと思います︒ちっとも

十四65團 日 おかあさんとちょっとお話をしょ
十四65團 とお話をしょうと思います︒私は短い
十四69国 ていらっしゃると思うことでした︒子
十四74國 ちではないのだと︑お考えになってく
十四77団 とが︑おこったというにすぎないので
十四81團 の聞︑いくたびとなく︑おとうさんの
十四87囲ないことがあるとしたら︑それは︑お
十四88團ていらっしゃるということです︒なに
十四89團すれてしまおうとお思いになるにはお
十四92国ている︑なぜかといえば︑妹にしても
十四94團しているからだと︑こうお考えになら

十三228園 おまえがくれるといった材木を︑さあ

十三4410

風の中にひっそりと︑客をむかえた赤い

たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれにせま

十三451

して︑ハ・ハ・ヒとわらう︒わたしたち

十三229

十三239 てさまたげになるという︑植物学上の事
十三474

う心で︑一日一日と︑むすばれていくよ

る人は︑四人の人と話をしているわけで

十三2411 めに︑こえた田園となりました︒木材が

十三499

さんが︑まるまるとふとったかわいいあ

しばいではないかというと︑そうではな

十三263 れ地をみどりの野とし︑祖國を生き返ら
十三528

︑父に︑﹁︿略V︒﹂といいました︒わかい 十三445

十三267 ている︒ホートンというのは︑小路のこ
十三534

十三235

十三282 遊んでいる︒遊ぶといっても︑べつに︑

よるマドンナ﹄といわれています︒こ

アのラファエルという画家のかいたも

十三2712 は夏で︑ひんやりとした土べいの日かげ
十三5310團

と︑﹁ビューン﹂と︑あとをひくような

十三291

十三541国

あさんがマリアだということは︑すぐに

十三544

一まいの絵

なっているだろうと︑思ったからです︒

十四1412 うとき﹁
︑︿略﹀︒﹂と︑こんなことが思わ

ますと︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

いへんいい絵だなと思いましたが︑おじ

十三5510きをそのすりものとくらべてみると︑ず 十四126團をつかっているというのが教えてくれ

十三556

十三5410

十三296 ︑チャカチャン﹂と︑かるやかな︑はず
たる︒﹁ボーン﹂と︑かわいらしい音を

十三297 たてる︒どこからともなく︑女の人たち
十三301

いっそう生き生きとして︑その着物やは

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑それぞれ子どもた

十三3012 ジャン︑ジャン﹂と︑はげしくたたいて

十三561

十三305

十三312 ジャン︑ジャッ﹂というように聞える︒

十三562

みたいにちがうといってもいいな︒﹂﹁

て走る︒﹁︿略﹀︒﹂と歌う︒秋には︑なつ

十三3212 がひびくが︑なんといっても︑いちばん

38391096511875

十三328

アのフロレンスという町の絵画館にか
ルは︑ウルビノというところで生まれ
ランジェロだのという天才の集まって

考えではないかと心配していました︒
＋四1610団

十四186

﹁︿略V︒﹂といった︒これを聞い
さんが︑

﹁︿略V︒﹂といった︒すると︑窓
ように︑

十四171国でさびしすぎるとは︑お思いになりま
十四189

ありありとその絵を目の前に見

のそこにかいたという小さな絵だが︑

かあさんの喜びという心持が︑よく出

十四191園日本語で︑なんといっていたんでしょ
トのマドンナ﹄といわれている︒これ
トのおかあさんという感じが︑よく出
だろうね︒なんといっても︑二十二か

十四207とばはその一例だとおっしゃってこくば

十四202なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒それ

十四193さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねた︒﹁︿略﹀︒﹂

ね︒それはそうとして︑ラファエルの

かあさんらしいと思うのです︒﹂﹁︿略

いりすぎているとお考えではないかと
＋四1610国

十四152團は子どもがあるということをお考えに
十四153団くださるようにといのっています︒お
十四162團ぐさめにしたいと思っています︒私が
十四167團とを思っていると︒ランプがお氣にい

十三334 キリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑かん
十三337 いかにもさむざむとした奉持をおこさせ
十三3312 く美しさは︑なんといったらよかろう︒
十三343 じまる︒ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑

十三353 まれる︒文字の國といわれるのも︑いわ
十三363 ートンへちらちらと降ってくるのも︑こ
十三365 わたが︑どこからともなくたくさん舞っ
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十三366 たまる︒ふわふわとまるくなって︑風が
十三367 くると︑ころころところがりだす︒子ど
十三369 ︑ぶたがぞろぞろと歩いて行く︒あひる

園囹園園園園 園園園囹囹
く
だトトねかかしのうルアみ
ろのの。ああてそンはのた
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十三368︑それをつかもうとして追いかける︒大
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十四211

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんながお

十四211 先生は︑つぎつぎと書き続けられた︒﹁︿
十四226

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそうに

十四224園 んな︑日本語だとばかり思っていまし

先生は︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃった︒それ

十四229囹 日本語になったと考えていいだろう︒
十四2210

十四234
口々に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

十四2211 ︑外二心であったとお話しになったので
十四236

十四241囹 カンボジア語だといわれている︒その
十四245 なったのだろうかと︑ふしぎになってき
︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒それ

十四2410 た︒それは︑外減と交通をして︑日本に

十四249

十四2412 たとえば︑ラジオといっしょに︑﹁ラジ
十四2412 よに︑﹁ラジオ﹂ということばがはいり
十四251 がはいり︑タバコとともに︑﹁タバコ﹂

十四251 もに︑﹁タバコ﹂ということばが︑傳え
十四252 ばが︑傳えられたということがわかった
十四254 しょになっているということは︑あたり
十四255 かなかおもしろいと思った︒だから︑こ
十四258 たんじょう﹂などというお話が︑つくれ
十四263 がおもに傳わったとうかがつたが︑この
十四271 傳わってきたのだということが想像され
十四272 と︑古くから日本といちばん関係のふか

十四27乾てきたのだろうかと思った︒それで︑先
︑﹃︿略﹀︒﹄などというときの漢語は︑

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒私は

十四275囹
十四279

さん調べてみたいと思った︒そこで︑﹁︿
そこで︑﹁︿略﹀︒﹂とおたずねした︒﹁︿略

十四2711
十四281

十四284囹 からきたことばと思っていい︒たくさ
十四293 てもらいたいなどというと︑どこかにし

十四285囹 ら︑外西語辞典というものもあるから
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なかったのだろうという人もありますが

天上の花を見ようとはしなかったのだう

十四4911

十四484 でいきたいものだと思いました︒かれは

十四482 声がだせるものだと思いました︒そうし

十四4711

この歌を歌った人というべきです︒さて

ついた︑またなんというほがらかな人だ

ほんとうのことだとしても︑自分の身近

すが︑そればかりとも思われません︒か

ために︑自分たちとはえんがないと思つ

十四555園は︑私のものだと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

十四543園 全部私のものだと思います︒﹂﹁︿略﹀︒

十四539囹出て︑じりじりと暑い日に照らされな

十四537囹な実になったかということは︑こぞん

十四516囹うに︑﹃︿略﹀︒﹄という話しあいをやつ

ちとはえんがないと思っている人もある

十四572園

ざんねんなことだと思います︒小さな島

よって生きているといってもいいすぎで

十四573 ながら︑どやどやとはいってきたものが

たち花のものだということはうたがい

星が︑太陽を中心として回画しているこ

十四575 ︑土︑はちたちだということがわかりま

もしろいだろうと思います︒﹂こうい

を︑ふつう太陽系とよんでいます︒しか

なぼくのものだといってもいいのです

十四531園

陽系は︑ぎんが系といわれる星の大きな

十四5710園

は︑だれのものとも︑簡軍にはいえま

十四517園

す︒このぎんが系というのは︑地球をと

十四602囹

んでも日本︑日本と︑日本だけが特別の

星の世界の全部かというと︑なかなかそ

十四615園
十四6111

十四619園

さしつかえないと思いますが︑どうで

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑日や︑土や︑水な

かし︑それだからといって︑すこしもか

一の

は︑なんであるかということも︑しぜん

かい感動を受けたということです︒夫人

から︑星をつかめといわれ︑そのことば

＋四6812ほどよくにたものと思ってさしつかえあ

＋四6610ていきます︒これとよくにたうずで︑も

十四657は︑わかるだろうと思います︒つぎに︑

十四643たやすくできないということが︑学者の
十四653ために︑どんどんとさかんにたちのぼり

十四632ちょうど雲やきりと同じようなものです
十四635いのが︑ちらちらと目に見えます︒ばあ
十四638たときに見えるのと︑にたようなもので

持よく︑のびのびと深呼吸をする︒

＋四7010
熱がにげるためだと思っていいのです︒

十四695くにたものであるという一つの例に︑ら

さでしょう︒なんというおごそかなすが

いで︑ローマン号という小さな汽船が︑

ぐらい︑しみじみと歌のありがたさを味

＋四7310
うがなんであるかということは︑まだ︑

＋四7312︑前の温度のむらとなにか関係があるこ

十四η6 たときの水の流れと︑同じようなものに
まった中で︑なんというおちついた︑ま

おそらくは︑自分と同じように︑船から

間で歌っているのと︑ちっともちがわな

さでしょう︒なんという美しさでしょう

星を︒まあ︑なんというしずけさでしょ

すばらしいものだということができるで

思えば︑人間の力というものは︑うちゆ

たら︑どうなると思います︒いったい

全部私のものだと思います︒﹂つるが

およそ二十億光年ということです︒二十

くると︑うちゅうというものは︑どこま

中には︑﹁︿略﹀︒﹂という人があるかもし

10494117711101010987373117431211442126311010

3
8

らが︑どうなるかということは︑ただ︑

な流れがおこるかというようなことにも
ろの実用上の問題とえんがつながってき

7

4

4

7

6

5
話すと︑﹁︿略﹀︒﹂と教えてくれました︒

木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

で︑チョンチョンとたたいて︑みごとに

のほうから割ろうとすると︑たとい︑は

うから割るがいいという教えでした︒私

﹁木もと竹うら﹂ということわざを教え

にかこしらえようとしていると︑祖父が

にあって︑山谷風と名づけられています

いています︒これと同じようなことが︑

2

2

12121110
とう一つの眞理だと思われたので︑その

たことではないかと思います︒または︑

て︑子に︑まごにと傳えたことではない

よると︑なん百年という前からつくられ

にたようなものだと思いました︒いった

2

北國の人たちが雪と職っているようすを

もう一つは﹁雪﹂というのであった︒﹁

ちりもつもれば山となる︒燈台もと暗し
︒一つは﹁雪國﹂というのであり︑もう

知ることができるというのである︒﹁︿略

のである︒﹁雪﹂というのは︑雪の景色

3

という算数の九九と︑にたようなものだ

3

ものになったものとも考えられます︒

ど︑﹁二二が四﹂という算数の九九と︑

﹁木もと竹うら﹂という簡學なことを︑

10

反対に陸から海へとふきます︒すこし高

なるのです︒これと同じような興宮のじ
︒それは︑海陸風とよばれているもので

飛行機は︑しぜんと下の方へおしおろさ

ものです︒とつ風というものがそれです

10
3
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2
2

3
3
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9
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＋四㎜12 に明かるくはないと思われるくらいであ

＋四㎜−〇

つけた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょ

こまごまとわかるとすれば︑たしかに空

うすが︑こまごまとわかるとすれば︑た

たとき︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒けれども︑

＋四棚12 い國へ︑上の方へと︑神さまのおそばへ

十五101卸町んげつみて子といる母の黒いこうも

十五62圃 時計はカチカチと 朝ざくらみどり子
十五82圃 みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふ
十五91図魍ずかに流るると見ればもの花 こど
十五93図圃 たく青き月夜となり うまよ人間の

十四観5

く︒ぽつりぽつりとしるした足あとが︑

て︑足でトントンとふんでみたり︑しゃ

しいものは︑なんといっても︑春さきの

まっすぐに歩こうと思ったのであろうが

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒歩く

十五231まわしが︑サアッという羽音をたてて︑

十五2111︑それがコトコトと音をたてて下の方ま

十五219けの上をそろそろと歩いていました︒男

十五195その中で︑ 一だんと高くそびえているの

十五193 に︑

十五146霊獣はたちまち火となれりゆれにゆるる

十五251 ︑上体をぴったりと鳥のせにつけて︑右

＋五2310はただ︑雪平﹀︒﹂とさけぶばかりです︒

十五256からぎゅうぎゅうとおしつけ︑両足でい

十五232來ます︒﹁︿略﹀︒﹂という声をたてて︑み
おおみそかの晩だというのに︑その子は

十五269なければならないと︑少年は思いました

にはもってこいだと思ったのであろう︒

の前を︑そろそろとかなしげに通って行

十五272 ために﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられま

＋五2710ように︑下へ下へとおりて行きました︒

十五276もなくなったのかと︑そのことがまた︑

て︑あたためようとした︒けれどもだめ
けた︒まあ︑なんといううれしいことだ

十五303年は︑身をかわすと同時に︑右手の短刀

十五302年の頭をくだこうと︑向かって來ました

十五281とき︑鳥はサアッという羽音をさせたか

かちか︑ちかぢかと女の子の上を照らし

十五305 こし舞いたったかと思うと︑こんどは両

の方へのばした︒と思うと︑そのとき︑
︒それがゆらゆらともえあがると︑まあ

ひいた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は思った︒

十五317 ︑目に︑ひしひしとあたります︒そのた

十五286 いことが近づいたと感じたので︑左手は

のぼっていくのだと︑話してきかせたこ

十五322どから︑ガヤガヤという人声が聞えてき

十五281う羽音をさせたかと思うと︑もうたまら

ていた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあ

ると︑まあ︑なんというふしぎなことだ

なくなっては困ると思ったので︑急いで

の鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをた

十五2711 の上で﹁︿略V︒﹂といっている人々の目

のマッチだろうかとさえ思った︒それば

おして︑ちらちらとかがやくともしびの

足のつめたいことといったらなかった︒

ユングフラウという美しい山があり

かった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ詰り

もの音でも聞こうとしたりする︒こんな

う︒一面の銀世界となった廣い野原を︑

ても︑おもしろいと思う︒一面の銀世界

横ぎる一すじの道となる︒その一すじの

つしてわるいものとは思わないが︑いま
︑かなり生き生きと表現することができ

空からのお手紙﹂とは︑うまくいったも
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れらの表わしかたとともに︑事物の形を

ぼうの音がしたかと思うと︑いままでむ

ふいに﹁︿略﹀︒﹂という鉄ぼうの音がし

衛門は︑﹁︿略V︒﹂と決心し︑いよいよこ
＋五5010

十五4911て買うことがあるということを聞いて︑

十五488うかして残したいと考え︑自分でまず︑

ばんすぐれていたという︒このお庭焼の
十五4711

＋五4710 ︑﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはい

十五621

十五614

十五612

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって私をかわいが

十五607 どっていた私の父とは︑心をゆるした間

十五602 み︑一路自たくへと車を走らせた︒同志

十五5912

のえて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒

れにも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず書きそえてあ

て︑﹁シ・ハン﹂という音をしめしたり

えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に関係のあ

︑﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

こでたとえば︑数という形のないものを

日のようになったといわれている︒

漢

形のきまったものとなり︑今日のように

ときで︑鹿鳴館というクラブがあり︑
十五5511園

十五537なドアをコツコツとノックした︒﹁カム
十五539た︒﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑し
十五543できた私は︑なんというしあわせ者であ
十五549そいで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私が＝言も発しな
十五558園︾カ︑ それはそれとして︑きょうはきみ

十五533ーク︑ワシントンと無事に旅を進めて︑

をたずねるようにとおっしゃった︒とち
十五5211

＋五5110
ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうち

十五514美術工里雪十二巻という大作を著わした

十五513した︒しかしなんといっても︑日本の古

十五663 二まい︑満ぼうへと名ざしで送ってくだ

十五6512

十五6510らそれをガラガラとひきまわすので︑家

十五641 を見て︑にこにことわらった私は︑それ

十五6212園行くのはいやだといっているのですよ

十五627

十五624園

十五621 がした︒いそいそとげんかんへ出かけて

がって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あっけにとられて
どうし

きたものが︑文字というものの起りとな

十五513ジャパンタイムズという新聞も発行した

よる読みかたを訓という︒それで︑たい

十五683 私はかねをカーンとたたいた︒音もなく

﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その漢字

読みかたを﹁音﹂といい︑日本のことば

ロー

uに﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の

．の書き表わしかたとなっている︒

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にこやかにわらい

を出て十メートルとは行かないうちに︑

だした︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんは

十五6410

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と命令した︒暑さのき

婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂とさけんで︑しっかと

送ってくださるなと︑くじょうの手紙を

十五658 小樽で目についたといって︑車のついた

おたる

十五652

十五677

十五681 て︑これでたたけというように︑しゅも

十五683あった︒﹁︿略﹀︒﹂とよんだつもりで︑私

﹂といいながら︑主なき

びいた︒﹁︿略﹀︒﹂と指さされるままに︑

ぶだろうに

婦人が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけ

十五691

やかに﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであっ

ってギリシア文字となり︑それから︑そ

てフェニキア文字となり︑さらに︑その

﹁おじさんたちと行くのがいやなのか

﹂から﹁カ﹂などと書くようになった︒

十五566園は︑実測の結果とわずか十フィートし
本留学生第一号とでもいおうか︑私が
十五569園
十五574囹てはくれまいかと︑やぶからぼうの話
十五575囹れはおもしろいと︑教授の申し出でを
十五579園ちらはアメリカといって︑たがいに向

十五686

十五694

をとっていられたという大きなつくえの

新島裏とい

＋五5810ぷには︑ ﹁︿略V︒﹂とある

十五697

︑あなたは一﹂と︑あいさっともつか

＋五5810とある1新島裏という名を耳にした私

十五708

十五6911

十五7112 さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑私をひきよ

十五717 れから︑又略﹀︒﹂とおっしゃった︒人力

になったら一﹂といって︑おばさんは

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒﹁そ

︑どうしているかとたずねられたのもそ

一﹂と︑あいさっともつかず︑返事とも

＋五5812なお語り続けようとする博士をさえぎつ

﹂といって︑すすめられ

＝言のもとにしり

十五595とにしりぞけようとした︒が︑ことばみ

十五714

ともつかず︑返事ともつかない答えかた

十五451 いさんがね

十五456学んで︑つぎつぎと近代的工業の道をた
十五478はん主は︑お庭焼といって︑自分の家で

十五595博士は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十五593ぎって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろう
十五593ありし昔を語ろうとした︒すると博士は

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語

十五645

なった︒ローマ字といわれるのもそのた

＋五5712園
ア語で読みたいといいだした︒それは

十五6811

﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

はちを︑しげしげとのぞきこみながら︑

十五581囹語を教えてくれと︑その申し出でを承
十五583園の日本語の先生というわけだが︑かれ

」、

ろくめい

ン博物館の一﹂とつぶやいた︒かれは

というものの起りとなった︒いまから五
︑そうした絵文字とよばれるものがあっ

1010105956435976521210987211087588

十五4411︒
園私はハギンスというものですが︑じ

44

十五884園

十五884園

十五882園

た幸福﹁青い鳥とね︒はてな︒そうそ

要以上にねむるという幸福﹄でね︑ふ

なんにもしないという幸福﹄と︑﹃必

にもわからないという幸福﹄は︑こう

一442

一434

るとおどる

きがついてみると︑さっきの人たち

けてまっていますと︑おおきなむしめ

ると︒まどをあけると・わたしのこころはにじをみ

にいじまゆずるのはか

十五906園

一468

る﹁新島嚢之墓﹂という五つの文字をき

十五9011園

一498

略﹀︒﹂とききますと︑どこかで︑﹁︿略﹀

一465 てなかをみせますと︑﹁︿略﹀︒﹂おんなの

いい人がひろうと︑だいやもんどです

ひとりごとをいうと︑となりのおじさ

︑かれらはみんなとなかよくテーブルに

なかに目をあけると︑おとうさんがそ

﹂と呼びかけようとしたが︑声が出なか

十五923

一525

︑そうあたふたとおいとますることも

一539囹 きの人がひろうと︑ただのいしころ
一566 つとうとうとすると︑きしゃはもうつ

一538園

︒子どもの幸福というものは︑地の上

ひきずって行こうとする︒その間に︑﹁

も︑だれが行けといった︒そこでなに

十五941

十五9210園

十五983囹

一614

十五937園

られねばならないという理由はすこしも

一626

あとから生まれたというだけのことで︑

界平和︑人間平等という理念が︑ここか

十五986園く︑あの子たちとおどりたいなあ︒﹂

一628

をきて︑．かわくとぬぐものはなあ

略﹀︒﹂といいますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おじ

おもってみまわすと︑山のうえから︑

よるになると︑おどりがはじま
﹁631

一︶

いさんがこういうと︑しろちゃんはふ

たちは︑あなたといっしょに︑たべた

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑子どもたちを

と︑テーブルをたたい

いてくるのだ

十五棚1園

十五994

を着て︑そろそろとやって來ます︒幸福

まわし︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけび

さらに︑﹁︿略﹀︒﹂とささやかれた︒博士

ニー77園

いり口まできますと︑門ばんがはんた

略﹀︒﹂といいますと︑そのかたは︑﹁︿

てきました︒みると︑わたくしのおじ

なしをしていると︑どしんどしんと

二521 またあかるくなると︑おかあさんが︑い

二337囹

こんどははっきりと︑﹁︿略﹀︒﹂といいた

＋風湿−o園 はなにをしょうとしているの︒なぜ横

三256

略﹀︒﹂といいますと︑おじいさんは︑﹁︿

三233 まいあさ日がでると︑この木の西がわ
三235 ます︒こごになると︑東がわのなん十

三153

S

二579

十五柳3囹 つた幸福﹄たちといっしょに︑不幸の
十五柳5園 ︒わるいなかまとっきあっていたもの
＋五佃12園 福﹁いま來ようとする新しい﹃喜び﹄

きりと︑﹁︿略﹀︒﹂といいたされた︒ああ

た日本語の一つだといわれた︒五そ

十五m2囹れ︒なにが幸福といって︑これほどの

あると信じます︒といいますのは︑私は

特別の権利があると信じます︒といいま

自分の國を愛するということを学んでい

おけばよかったなと思った﹁
︒︿略﹀︒﹂私

三468

三277 ひとかき水をかくと︑ふねはななつの
三409
です︒かぜがふくと︑くわのはのにお
三434 はまべにでてみると︑わにざめがいま
三459 ざめはそれをきくと︑たいそうおこり
︑もっと先生がたとしたしくしなかった

十五捌6 ︑ これもいいたいと思った︒読んでいる
十五捌9 きた︒それはなんともいえない︑せつな
さとロつ
十五梱11 ︒受持の佐藤先生と︑教室でお別れをし

︵接助︶

脚

とεすると・でないと・ひょっとす

十五撚2 なかったのだろうと︑ざんねんに思いま

三489 のとおりにしますと︑からだはすぐも
三602なの心があわないと︑どこへもいけま
三6010園の心があわないと︑どこへもいけな

ことをはなしますと︑そのかたがたは︑

十五837囹いこんでいないともかぎらない︒だか
十五857圓キャッキャッ﹄といっている︒わらい
十五861園ちそうによぼうというのだろう︒それ

と

十五慨3 先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒うれ
このな
の幸福﹂ゆっくりとうなずく︒︶

十五旧1

十五879

十五881園んにも知らないという幸福﹄で︑みん

十五伽7

一一

十五867囹てしまうよ︒人というものは︑自分の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
82 82 79 了9 了9 78 76 了6 76 了5 了5 75 75 了5 74 74 74 了4 73 73 了2 72 了2 72 72
十五869園しかしきっぱりと︑ことわりなさい︒

十五麗1園 そんなお金持だとは知らなかった︒い
十五麗5園 ないのさ︒人間というものは︑目を閉
十五価3園 れを︑はっきりとさとるためだからね
十五価4園 天心に來ていると思っているけれど︑

たとい世間の考えとちがっていても︑そ

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつを

十五塒7

まつを傳えてくれといいながら︑自動車

能力のちがいは別として︑一方が先に生

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おばさんはふたた
︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と呼びかけようとした

おして︑つかつかと中にすすんだホラン

十五929園︑チロー︒來いというのに聞えないの

鳥をあまり上等とは思わないからです

みちびかれ︑博士とたったふたり︑しず

博士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくり

7685411092121184112765106117741
﹁キャッキャッ﹂とさわいだり︑歌を歌
︑とてもほんとうと思えないほど︑ふと

T8

と一と
146

147

と一と

三651女の子たちがいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑男の
三742 クルがたずねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おか
三782 ビッドがききますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ジュ
三847 ︒みんながみますと︑そのあまだれの
＝而9 みまわしていますと︑ねもとのびかり
三棚2 竹を切ってみますと︑小さな︑きれいな
三鵬3 ひめのかおをみると︑すぐなおりまし
ってごらんになると︑光の中にきれい

ｧ4

ちゃんが生まれると︑ここに知らせま

四184園
ん︒お話をすると︑みつちゃんがそ

いっしょにひくと︑かるくなるかし

でも︑雨がふると︑どこかで休んで

四915 っておいでになると︑ひたいからゆげ

でてきてならぶと︑そのうしろから︑

四924 い︒雪が降りだすと︑ぼくはまどから
四954 雪を上からみると︑白くて︑黒くは
四梱−〇

五7310 いさんが帰ってみると︑どうでしょう︑ち

した︒﹁︿略﹀︒﹂みると︑ざしきのまん中の

五882園 びをおしめになると︑へんでしょう︒﹂﹁

五773 へ帰りました︒みると︑まえに住んでいた
五915

の水をかけてやると︑たけのこがよろこ

略﹀︒﹄とたずねると︑﹃︿略V︒﹄というの

やんがひろって帰ると︑おとうさんが︑﹁︿

五918園

五952

五919園

た︒﹁︿略﹀︒﹂というと︑ねこは︑おどろい

ながとびおきてみると︑どこかのねこが︑
五992

五9811

五995 けてやったりしますと︑やっと生き返りま

四倣5囹 んきゅうがないと︑光ることができ
四桝5 らあるいていますと︑どこからか︑よい
四枷7 してきます︒みると︑むこうのまつの
四梱3園 天人﹁それがないと︑天へかえること
四慨6園 はごろもがないと︑まうことができ

五996 ました︒二三日すると︑ひわは︑もとのよ

川は大きくなると︑ゆっくりとながれ

五162ポストにいれられると︑友だちといっしょ

五73く

五麗9

五梱3 ニカをふきはじめると︑ひわもよろこんで

んきょうをはじめると︑ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂

︑せんたくをしますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわ

めました︒秋になると︑また︑わたり鳥が

しく鳴いてみせますと︑すずめは︑おどろ

ひわは︑それをみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑せき

五戸11
五山3

円価11

五鵬1 の木につるしておくと︑いろいろな鳥がや

五㎜8

五㎜1 いわれて︑よくみると︑ねこにひっかかれ

五2510︒駅の出日までくると︑でむかえにきてい

五199て︑ほっとしていると︑こんどは︑また︑
五227ろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑げ
五237園
たれかかっていると︑こしをかけていた
五293園
をでてすこしくると︑どこかのおじさん
五305園
ました︒駅につくと︑その人は︑﹃︿略﹀
五402團
たりが美しくなると︑私は︑なんだか︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑男の子はゆびさき

六47 だんおちついてみると︑ここは時計屋の店
六83

六116 ︒りゅうずをまわすと︑いままで死んだよ

六92園

四544 きれいな水をくむと︑これをうけとつ

五679のさかなをよびますと︑すぐでてきて︑﹁︿

六178 ばめん

六172 とが下の方をみますと︑かりうどが矢をつ

六119 ができたのだと思うと︑うれしくてたまら

のだ︒あれがないと︑町長さんのかいち
五5311
ながら西の方をみると︑小さな星がちらち

五534をたたいてやりますと︑まさこも︑まるく

六84 つとつまんだと思うと︑すぐにおとしてし

せん︒どうかすると︑するりとすべり

四579 かり用意ができると︑みはりばんのが

五6910﹂おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたつ

五688いさんが帰ってみると︑おばあさんは︑新
五692のさかなをよびますと︑およいできてきき

六517 にはいったかと思うとすぐで︑でたかと思

六193園 こんなによくあうと︑たいこのうちがい

六527

と月をみつめていると︑月は動かないで︑

六517 ぐで︑でたかと思うとまたすぐはいります

五708のさかなをよびますと︑金のさかながおよ

音︒ 雪だというと︑あさ早くはねお 五732のさかなをよびますと︑金のさかなは︑﹁︿

五7111 ︿略﹀︒﹂といいますと︑おばあさんは︑お

さきにつりさげると︑弟は︑﹁︿略﹀︒﹂と 五712のところへ帰りますと︑おばあさんは︑け

まくがあくと︑きりぎりすが大ぜ

六134 びながら歩いてくると︑のどがかわきまし

きこえます︒みると︑なかまのがんが︑

四898

四866 こんをぬいていると︑みそさざいが︑﹁︿

四8310

四702 ろは︑ふりがやむと︑なりもとまる︒﹂

四625

四619 ︑食事をすませると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑出発

四522

四493 にそれたかと思うと︑石ころかなにか

四391 こまで話がすすむと︑みんなは︑めいめ 五486ると まどをあけると︑いまのぼったばか
四4710 ︑のはらをすぎると︑高い山のそばに 五531ので︑西の方をみると︑日がしずんでまも

四317團 さをさしていくと︑むこうでようち
五467こえた︒たちどまると︑鳴き声がやんだ︒
四333團 おができあがると︑男の子は︑それを 五468んだ︒しばらくすると︑また︑﹁︿略﹀︒﹂と

四258團

四255團 ︒お花をかざると︑そこにすわって

四254団

四144ている︒風がふくと︑にわとりがふわ

四43

三佃3 とおっしゃいますと︑かぐやひめは︑ま
三㎜2 れいなばんになると︑かぐやひめは︑空
三㎜4 がうつくしくなると︑かぐやひめのよ
三価1 をきせようとすると︑かぐやひめは︑﹁︿

一一

七299囹

は︑学校から帰ると︑だいこんのはっぱ

六539園月さまをみていると雲が動いていくし︑
七2911囹校から帰ってみると︑あおむしは︑もう

六556 るまえにそとをみると︑空はいつのまにか

六553園

七414

七391

七379

こった︒目をさますと︑向こうの席にひと

﹂といったかと思うと︑いきなりさぶろう

とき︑ふと上を向くと︑私のよこのわかい

七3211囹

おかあさん︑死ぬといけないから︑ここ

六643 うして︑八時になると︑ねむくなるのだろ

略﹀︒﹂﹁こうするとよくわかるのね︒﹂

六5310園 し︑雲をみているとお月さまが動いてい

六679 ﹂と︑子ぐまがいうと︑さるは子ぐまをみ

た人があった︒みると︑しらがの老人であ

六皿6 れども︑あげてみると︑なかなかよくあが

六瑠8 ぼくは︑こう考えると︑弟のまねをしてみ

六m10 に苦しい︒そうすると︑ナニヌネノという

六柵5 ンダ﹂といってみると︑いかにも弟のいい

六柵1 ているんだなと思うと︑きゅうにおかしく

六型11 ら︑耳できいてみると︑まるで﹁ダ﹂とい

六㎜6 をだしていってみると︑いかにもはなから

六百11 ︑なぜはながつまるといえなくなることば

七841園

七616

七549

七527

七526

七479

七474

つたあとをみますと︑かみきれないで︑

くを旅していますと︑砂の上にらくだの

﹁目がさめてみると︑らくだがいません

ろで︑からすが鳴くと︑あっちでもこっち

ませてもどってくると︑たかやま先生も組

って︑心配していると︑十一たい十で︑ぼ

ちゅうでやっていると︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴った

七4710

しい草をいれてやると︑そればかりたべて

七8210囹

七807園

かをさかさになでると︑毛がふわふわとと

つきりとしていますと︑文章も︑だんだん

きあらわそうとすると︑文章が︑だんだん

七4210

六柵7 空で右や左にゆれると︑自分もいっしょに

七888

六706園︒﹂﹁ほんとに歩くとおもしろいな︒﹂﹁︿

六備3 ︿略﹀︒﹂といいますと︑ただしちゃんは喜

七951

いました︒よくみると︑おくの方に︑わら

とひろげたかと思うと︑しずかにひきはじ

六⁝川7 はんつぶをよくねると︑いいのりができま

七956

ちにすがりつきますと︑親うさぎは︑足で

中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふたた

六字6園 ちにあまりいじると︑すぐはがれますよ

七979

七463

た︒﹁早くかわくといいな︒かわいたら

七444

六芸9囹

六川2 略﹀︒﹂こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じ

六旧6 カチンとわっていると︑そこへちょうちょ

八54

七9710

六993 しをかたづけていると︑いっか︑おじいさ

六伽4 にがあちらからくると︑こちらへかくれ︑

ろうとのぞいてみると︑ひとりの小鳥屋が

ぎは︑人がみていると︑ちぢをのませたく

︒心がくもっていると︑いくらなおしても

六伽5 らからまわっていくと︑みんなはあちらへ

八72

のわるいまねをすると︑﹁︿略﹀︒﹂としかっ

八610

よんでひざをたたくと︑ひざの上にとび乗

六麗7 ︒﹂といおうとすると︑うさぎさんたちの

行機でもとんでくると︑そのあわてかたと
たりおこったりすると︑赤い口をあけて︑

八96

六鵬6 さんがおこって走ると︑こんどはたおれた

八103

六桝6 いません︒そうすると︑自分たちは︑あの
六感8囹 だ︒よこどりするとうゆるさないそ︒﹂﹁

八149

八138

暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ

七102園船に子どもが乗ると︑こっちの岸から向 八105 ︒また︑どうかすると︑歩いているとき︑
七121 ﹁なべの手﹂となると︑人の手ではありま

七104園 でいく︒渡し終ると︑またひき返して︑

八八八八八八八八ハ、八八八八八八八ノ、八八八八八八八ノ入、八八八八八
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これは︑木からいうとめいわくしごくなご
︑七年もかからないと︑親になることがで

﹂と親あひるがいうと︑ひなたちはすぐと

いている︒下をみると︑大きな川が遠くへ

らし台に立ってみると︑目のまえに高い山

方をふり返ってみると︑足もとの森や林の

てきた足あとをみると︑みちがえるように

からふり返ってみると︑足あとが曲がって

早くはまにでてみると︑目のとどくかぎり

の家の人がでてみると︑まずしいこじきの

をたずねていきますと︑いぬのかってある

どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし

らしているかと思うと︑友だちがいなかっ

からだがじょうぶだとちえがたりなかった

せん︒金持だと思うとからだがよわかった

なっていらっしゃると︑きのうの︑み知ら

しあがろうとなさると︑これもこがねのさ

のみになろうとすると︑コーヒーはこがね

そえておいでになると︑み知らぬ入がはい

んぽぽをつんでくると︑王さまは︑﹁︿略﹀

なって天の川をみると︑なんともいえない

とどく時間ではかると︑あの星と地球との

の早さで計算しますと︑太陽から発した光

のきょりになりますと︑これでは︑もうま

よいよその日になると︑けんぎゅうは︑黒

て車を走らせていくと︑林の中にごてんが

とびたったかと思うと︑その鳴いているな
︑やがて︑秋になると︑みんな死んでしま

ます︒しばらくすると︑れいのあおぎりの

っとさすころになると︑せみの羽は︑ぶる

きなおったかと思うと︑からだはすつかり

は︑それにとりつくと︑まえ足のつめでか

1035521194987821271861094485251079
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九鵬11

九塒10

声にさけんだ︒みると︑大きなうさぎが︑

きゅうな坂にかかると︑まえの方で︑のだ

九937 さる︒しばらくすると︑たかぎもさがし物

九252

が︑深いのになると︑一メートルあまり

九柳4 でさされる方をみると︑なるほどりっぱな

九963 ︑やまだの顔をみると︑きゅうにまたつん

九317團

九3311團

のぞいておかないといけないといわれて

先生のことを思うと︑みなさんがうらや

だ︒﹁︿略﹀︒﹂というと︑ひなたちも一わず

九348団

とってロへいれると︑つめたくてあまい

でしょう︒春になると︑だれもが︑このめ

なたちが通っていくと︑一わの鳥が︑﹁︿略

九327準えをちょっとでると︑はるか下の方に美 九棚10囹 まん話をはじめると︑自分がいちばんり
九3310團︑大きなのになると︑三十センチあまり 九棚11園だか︑いま考えるとはずかしい氣持さ︒

たちがみえなくなると︑すぐ水のどんそこ
九3411團

ガサと落ちてくると︑うれしくなります

田鼠11

九二7 だんのぼり坂になると︑からだがほてって

は︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑年をとったはくち

九3611團
九3810團

あとをさわってみると︑いままでぺしゃん

︒おもてにでてみると︑まわりの山は︑み

九446團

た風がザアッとふくと︑くりの木はバラバ

九伽4 れをすくおうとすると︑おく山の雪がとけ

九冊3 して谷をおりてくると︑そこに小石でかこ

九相5 ︒みんなそこへいくと︑いま︑いしい先生

九408團りをみまわしますと︑はるか向こうの山 九m5 ぶりにみとれていると︑先生たちは︑もう

んなが急停止をすると︑雪けむりが一どに

﹂と︑みんながいうと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いし

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

九397團

九392團高い木をみつけると︑兄かぼくがのぼる 九鵬3 へきて︑急停止すると︑ぱっと雪けむりが

先生におききしますと︑うんかのたまごだ

九491

は︑すこしいきますと︑そこはもう︑﹁ふ

九鵬10

いたので︑水をやるとうれしそうです︒

の数を数えてみますと︑大きなかぶは30本

九506

九495

れで茶をたててみると︑いままで味わった

九佃6 い制動をかけられると︑もうもうと雪げむ

に赤い色をぬりますと︑明かるい感じにな

九梱11

略﹀︒﹂とたずねますと︑男は︑きゅうにま

九悩6 水をにて飲んでみると︑たいへんうまかっ

九悩4 ころの近くまでくると︑いい味の水は︑左

が︑またすこしいくと︑一本のくるみの木 九伽2 れこむところへくると︑ときどきあまい水

っているのをみると︑いまにものぼって

ばに黄色をぬりますと︑赤い色だけでは感

またすこしいきますと︑一本のぶなの木の

てふり返ってみますと︑そこに︑やまねこ

九価11

九悩8 流の水を飲んでみると︑もうそれはただの

九5211

思いながらみていると︑やまねこは︑ひげ

︑その坂を登りますと︑にわかにぱっと明 九鵬10 つた︒ここまでくると︑でんりゅう川もよ
九5910

してかがんでみますと︑草の中にあっちに

九595

九602

のでした︒よくみると︑これはみんな赤い

九5410

字でよんだりしますと︑夜のしずかなけし

九616

と組みあわせてみると︑さらにちがった氣

とばの組みあわせだと︑すぐ心にものを思

九619

らんでいるのをみると︑なにかしら相談で

い︒よくきいていると︑たしかに風の音に

つさいにきいてみると︑たしかに水の音で

九642

九636

にいばっていいますと︑どんぐりどもは︑

になりました︒みると︑やまねこは︑もう

九㎜7 りとびかかっていくと︑あぶは︑力いっぽ

九伽5 をさらにさかのぼると︑岩まからちょろち

九櫛3 をくんで飲んでみると︑それこそまぎれも

九鵬2 こで氣をつけてみると︑右岸からさらさら

うまくひっかかるといいな︒﹂くもが︑

︿略﹀︒﹂といいますと︑やまねこは︑まだ
れで︑ここをほると︑そういうものがみ

歩留4園

九7811

九711

九7911園

にもみつからないと︑だめだと思ってや 九麗4 ︒ぐずぐずしていると︑そのままたべられ
本に春がくると思うと︑もう矢もたてもた

とをしらべてみますと︑やはりそうである

九837

九822

生におたずねしますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しず

のぞきにいってみると︑先生のかごの中に

九偶7 思わずそちらをみると︑こうもりは︑ひよ

九鵬4 てしずかにしていると︑また︑パタパタと

九章5 ころして待っていると︑みつばちは︑くも
ったつばめを加えると︑十万ばあまりにな

いってくる人があると︑たちまち︑そのか

九8010園

ました︒そこへ着くと︑先生はステッキを

ました︒それによると︑さいたま縣のある

月のなかばをすぎると︑つばめは︑そろそ

って水を飲んでみると︑いい味は︑すこし

まりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃにな

音をうまくあわせると︑とけあった美しい

っしょにひいてみると︑まえとはちがつた

どり色をぬ．ってみると︑また︑ちがった感

九518

やっとおりてくると︑からだじゅうがあ

ぶを虫めがねでみると︑毛のようなものが

びきもとってくると︑うちの家族七人が

えました︒こうすると︑なわしろにまいて

84235941132472107539117249691051811
手ですくってみますと︑かるいもみともみ

ぐってそこへいくと︑それはさっぱりし

が︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑もう一わの鳥がと

九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八
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十﹁771 うして︑朝になると︑また看病をはじめ

十一7611

ました︒夜になると︑少年は︑へやのす

︑おじいさんになるとかわいそうね︒

い

十579

十一781 るであろうと思うと︑いろいろのことを

って︑学校から帰ると︑おかあさんが︑﹁︿
をあけるときになると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ふる

十一8111

十一818 さえながら︒みると︑一方の手にあつく

十592

らおきをながめると︑大きな汽船がけむ

においをかいでいると︑いつのまにか︑い

十一43

上の方をながめると︑近くの町の工場の

もが氣がついてみると︑あたりにいいにお

十一46

ひと目少年をみると︑こんどはかれがさ

もとの場所に帰ると︑病人はほっとした

十一857囹がそばにいないといけないのです︒あ

の成功を祝しますと︑ひとりの男が︑﹁︿

十二69 て戸をたたきますと︑おくからひとりの

十二810 びっくりしていると︑母は︑いままでた

十二88 ︑孟子の顔をみると︑つと立って︑そば

れずこいでいくと︑乗り組んでいる者

う︒それを思うと︑ぼくは胸がわくわ

く︑それをみていると︑世の中のうらおも 十﹁773 声のひびきをきくと︑感謝するような色

をひろげたかと思うと︑ひらりひらりと舞

が︑それにあきると︑そのボートをなが

十一8710

十689

ました︒目をつむると︑だれかが︑くもの

十一53

十二48

十6411

ています︒上をみると︑わらっているでは

十一63園

した︒こう頼まれると︑だまってたべてし

九悩2
九悩4
九悩7
九鵬4
九柵3
九川9
九棚9
かの虫がひっかかると︑いきなりとびつい

ぎに思ってよくみると︑それは白いちょう

九幽−〇

十一75園本バックをやると︑ボートは向きをか
ンをおひきになると︑オルガンのキイか

十一一151

十二94

十一82園

九二9 る夜つゆをみていると︑風がふいてきまし
vこう決心がつくと︑くもは︑すっかり

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

九椰−〇

十53 すぎる︒耳をすますと︑なにか︑かすかな
十82遊んでいたりしますと︑そのなかまいりを

困って頼みにくると︑氣持よく︑物をわ
︑家に帰ってくると︑書まの働きでつか

でした︒夜になると︑また︑なわをなつ

郎は︑とりが鳴くと︑まだ暗いうちから

十ニー811囹

二等ー610

十ニー65

十ニー54

た︒下がきがすむと︑パレットの上にチ

文雄が手をのばすと︑すばやくあなの中

りのけようとすると︑大きなえんまこお

＞︒﹂とたずねますと︑母は︑﹁︿略﹀︒﹂と

てから︑夜になると︑ため息ばかりつい

り返し読んでみると︑りっぱな人になる

十ニー98園 ︒﹂﹁そこへいくと︑こおろぎさんより

25

十113してもらっていますと︑きまって︑その少
十176園いう遠い國へいくと︑自分の國のことば

郎は︑それを読むとうれしくなり︑いっ

十二219囹

十二253 校から帰ってくると︑わたしは民ちゃん

しやったりすると︑なんとなくさびし

よくきいてみると︑じょうずなのもあ

にぬりつけてみると︑思いもよらない色
た︒お正月がくると︑例年のことで︑だ
畑にさ

ます︒百文はらうと︑おもしろい藝をし
ほっかいどう

十二274 すが︑いざりだすとなかなか早いもので

十二272 つちへいくとなると︑すぐに手をついて

とりつく物があるとすぐに立ちあがって
ぼくがことわると︑よわ虫だといって

十二275 こにいたかと思うと︑もう次のへやには

十一一266

十二255 たままほっておくと︑民ちゃんは平氏で

その知らせをみるとがっかりしましたが

意などをしていると︑とりついてぐんぐ

のまえまできますと︑その中にはベッド

十一一283

十二277 は︑物を持たせると立つことができると

十二2610

一つの

こえました︒みると︑医者が︑ひとりの

半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき

十一一295

十二292

十一一288 もとをひいてやると︑民ちゃんは︑ばっ

校から帰ってくると︑姉が大さわぎして

略﹀︒﹂立ちあがると︑民ちゃんは︑はじ
み物を持ってくると︑コップなりさじな

包みをとりあげると︑よちよちと立ちあ
は包みを下におくと︑頭を病人のかたの

やのはしまでいくと︑看護人は︑

﹂と︑正男がいうと︑一雄はすぐ賛成し

︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑父はにこにこわら

じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の

野山をかざると︑もも赤く

26

25

すが︑わけてみると︑こんなにさまざま
＋2010園

十366 った︒ためしてみると︑はたしてよく動い
十385たが︑しらべてみると︑けっして︑ふしぎ
十402 ︑あとで開いてみると︑もとのままになつ
＋4412と母貝を開いていくと︑どれにも雲珠が︑

きらめて歩きかけると︑水おけがありまし
十5311

十475なる一まんでいうと二年三ヶ月になる妹
十501らでてしばらくいくと︑道のまん中に︑黒
十503 いぬに近よってみると︑ひふ病にかかって
十506足をあげたかと思うと︑その足をなめたの
十525六歩いったかと思うと︑よそのおばさんが
十526を通りました︒みると︑なるほど︑﹁アカ
十533 ルワ﹂といっていると︑いぬがもつくりお
十537ます︒かたにかけると重いから手に持つの
十539かるのか︑ふり向くと︑いぬは︑立ちあが

19
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26
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2了
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2了

31

46

59

59

62

64

6了

68

69
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了3
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十542ういてきたかと思うと︑また︑すぐ水そこ
十546きめてあるきかけると︑道のわきで︑たき
十556ました︒むりに書くと︑自分がほんとうに
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十

いてやろうとすると︑かぶりをふって︑

十三225

十三219
大きさまでのびると︑そこで生長をとめ

の間に植えてみると︑両種のもみは︑た

十四282園

です︒へやに帰るとすぐ︑私は︑自分が

って遊んでいますと︑サリバン先生が︑

十三292

十三238

十三236

ユーン﹂がとまると︑そこでは︑どこか

が︑それをこえると︑かえってさまたげ

際にためしてみると︑そのとおりになり

十四3311 界の全部かというと︑
なかなかそうでは

十四293

鳴りものであろうと︑呼び声であろうと

おく︒歩いて行くと荷がゆれて︑しぜん

十四3411 ︒地球などになると︑
なおさら︑ごくご

十四345

十四343

ン博士の話によると︑うちゅうは︑けっ

︒こうなってくると︑うちゅうというも

いたいなどというと︑どこかにしまって

って︑みていると別世界にいったよう
十三2912

典をひいてみると︑だいたいわかる︒

形と遊んでいますと︑先生は︑私の手に

十四285園︑それを調べると︑なおいっそうよく

つ︑作ってみるといいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十三3210

︑呼び声であろうと︑トンネルのような

十四367

聞くところによると︑キューリi夫人は

十四576望外で聞いていると︑
あなたたちは︑ず

十四486

二

十三3210

なってとんで來ると︑ふえの音がおのず

︑なにがこようと︑平氣じゃないか︒

十三3512

︑風がふいてくると︑ころころところが

わう︒早春になると︑はとぶえが天から

十三361

︑なにがこようと︑平均じゃないか︒

よく日いってみると︑頼んだ品物がちゃ

十三367

十四428圏

しごとをしていると︑のどがかわいてき

て読む︒読み終ると︑また電話口に行き

十三501

十三445

ちそうをならべると︑その木のかげで︑

ではないかというと︑そうではなく︑こ

十四649

十四637

十四635

からすかして見ると︑ちょうど︑けむり

光にすかして見ると︑
湯げの中に︑にじ

いてすかして見ると︑しずくのつぶの大

をつけて見ていると︑だんだんに︑いう

よじっておかないと︑なんの役にもたた

きをかけていないと︑じき︑役にたたな

まわらないときだと︑ことによくわかり

心は︑にじを見るとおどる︒おさないこ

ます︒熱い湯ですと︑
湯げの温度が高く

しがしたでなめると︑よろけるんだよ︒

十四651

十三513

は︑その絵を見ると︑そのあかちゃんが

十三518
十三543

対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわい

のとくらべてみると︑ずいぶんちがって

分でためしてみると︑おもしろいでしょ

十四651

おじさんので見ると︑いっそう生き生き

十四653

十三5510

十三561

た︑よく見ていると︑なかなかおもしろ

をだして見せますと︑﹁︿略﹀︒﹂といって

た︑まきが少ないと︑近所へ木をひろい

十二7511園
られるかと思うと︑どうしてもこずに
場にもどってくると︑中國人らしい十一
︑よくみていますと︑どこかしら日本人
ない︒そうでないと︑相手の人に満足を

十四655

十三594

十四659

のようにまとまると︑だれでも読んで︑

十四108国

十三6012囹うまさからいうと︑ラファエルのほう 十四665 げなどのばあいだと︑もう︑茶わんのす
えられないでいると︑高山くんが︑﹁︿略

十四681

ばあいにくらべると︑しくみがずっと大

われた地方があると︑あたたかい空氣が

にあたためられると︑そこだけは︑地面

おもらいになるといいと思います︒ち

ん読まれてしまうと︑読み手の思いでや

十四195

十四683

関係についていうと︑おしべのかふんが

の光をあてて見ると︑もっとよく︑あざ

十四204

十四687
十四226

十四704

十四257

みんなが席につくと︑先生は︑私たちの

んせん病がはやると︑ほうき星が出たか

ふしぎそうにいうと︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

りレオ 朝になると︑日は東の空からの

十四2512
際に試験してみると︑もみの木ははえる

十四274

とをおたずねすると︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

考えあわせてみると︑コレラは︑オラン

十四731

屋根が謝せられると︑それに接した空氣

十四7211 根をすかして見ると︑
ちらちらしたもの

の中にできてくると︑ことばも︑それに 十四711 ります︒そうなると︑茶わんに接したと
い︒そうしてみると︑このあいだ︑先生 十四726 れに日光をあてると︑熱いところとつめ
まったのかというと︑そんなことはあり

り︑夕がたになると︑西の空にしずみま

十四264

帳をひろげてみると︑あなたがたの家の

校庭に立っていると︑赤とんぼが自分の

だいて立っていると︑老人のぼうさんら

十三553

ら︑雪が早く降るといいなあと待ち遠し

101010

十四6411 る湯げをよく見ると湯
︑が熱いかぬるい

6了

3

た︒近づいてみると︑
船がしずむひょう

川の岸にでてみると︑美しい小魚がおよ

十三402

十四437圏

水そこにとびこむと︑小川がひろがって

けた着物を裏返すとできあがる︒

十三352

十四3512 星をながめていると︑
はてしのない︑遠

た日をさしまねくと︑さすがの太陽も︑

全國で調べてみると︑よくにたようなの
十三3510

48

8

十四625

のであるが︑とぶと︑風を受けてそのふ

味がわかってくると︑いっそうその美し

あくる的ながめると︑高どのは消えてし

囹園
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きます︒そうなると︑いろいろの実用上

光にすかして見ると︑湯のおもてに︑に

十五691

へき面を見あげると︑おじさんの大きな

十五5611囹

十五553

の手をさしのべると︑博士は満面ににご

とばに目をうつすと︑おじさんが日夜ふ

えようとしていると︑祖父が來て︑﹁木

洋との間におこると︑それがいわゆる控
十五911囹

十五836園

十五822

ルチルがふと見ると︑かれらはみんなと
︑夕がたになると︑これが﹃日ぐれの

を︑みんな見るといいのですよ︒﹂チ

︑指おり数えると数十年の昔になるが

ようなところですと︑畑のほうが︑森よ
︑森の上へかかると︑飛行機は︑しぜん

十五766

十五696

︑用事をきりだすと︑話に聞きいってい

まりはげしくなると︑きけんになるので

から割ろうとすると︑たとい︑はじめに

十五923

て︑ことによるとちょいとでも︑この

ほう︑いいかえると︑竹の先のほうから

十五鵬11囹 お天氣が変わると︑これが︑﹃雨の幸

十五鵬8囹

雲のまくがあがると︑園の前の方に︑高

いるところを見ると︑はじめ︑うらのほ

うから割ってみると︑もとまで︑きれい

十五鵬8園 うっちゃられると︑ぼくたちは︑﹃不
十五柵9園1うちにいると︑それが見えないが
十五麗6囹 目を閉じていると︑なんにも見えない
十五鵬5園 愛﹁うちにいるとね︑あんまり用が多

うか︒ことによると︑なん百年という前

とを友だちに話すと︑﹁︿略﹀︒﹂と教えて

あるが︑よく見ると︑まことにきれいな

十五備11囹 きり顔を見せると︑﹃幸福﹄たちがこ

はものをうちこむと︑まっすぐに割れて

しく観察してみると︑その雪が︑どこで

十五佃7 れて顔をあげますと︑ ふたりの目にはな
十五㎜2 お話を聞いていると︑ ずっとまえのこと
呂ありときりぎりす・ありとは

のばした︒と思うと︑そのとき︑ほのお

と

と・こころとこころ・せっきとどき・せんせいとみ

鰯

じの道をながめると︑一直線ではなく︑

ゆらともえあがると︑まあ︑なんという

なさんへ・ちしきとめいしん・つきとくも︒てとあ
て・やとうた・ゆめとつくえ

し・どんぐりとやまねこ・のうときようげんについ

へ顔を向けて見ると︑三メートルもある
かけまわる︒見ると︑そのがけの下の方

う﹂のつくことばと︑﹁え﹂のつくこ
さんは︑﹁人のなと︑そうでないもの

でも氣をゆるめると︑鳥のくちばしでつ

いたつたかと思うと︑こんどは両天をあ

ニー05囹そのほかのものとに︑わけたらいい

ニー05園

ニー05園

なと︑とりのなと︑そのほかのもの

んは︑﹁くさのなと︑とりのなと︑そ

そうでないものとに︑わけたらいい

音がしたかと思うと︑いままでむちゅう

ニー09夕立にみえるものと︑みえないものと

P園

ニー01囹

W7

と氣がついてみると︑いままで先生のぞ
おりて來ていますと︑急に目の前へ︑忌
ません︒そう思うと︑勇ましいひつじか

したが︑氣がつくと︑もう自分のまわり

二253

ニー09園

うは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑す

︑みえないものとに︑わけたらいい
ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす

をさせたかと思うと︑もうたまらなくな

一一

一一

かし︑考えてみると︑世界のどこに︑こ

P0

4
7
2
の町からながめると︑まつ白に雪をいた

︵玉垣︶

2

と

1
3
5
10
8

二253さんと︑さだおさんと︑すみこさんと︑く
二254さんと︑すみこさんと︑くにおさんと︑た
二254さんと︑くにおさんと︑たけこさんと︑こ
二254さんと︑たけこさんと︑この五人のばん
いいました︒やぎとやぎと︑せまいは
二282園
た︒やぎとやぎと︑せまいはしの乾
二282囹
二391ろ山の中たろうとおとうさんが︑山
三101圃しゃかさま︒上と下とをゆびさして
三101圃 さま︒ 上と下とをゆびさして︑
三212 に︒﹃川にいる魚と海にいる魚とを
三212魚と海にいる魚とをわけなさい︒﹄四
三436園︑﹁きみのなかまとぼくのなかまと︑
三436囹とぼくのなかまと︑どっちが多いか︑
三647園いけないよ︒右手と左手をはんたいに
三778園︑だれにもひるとよるがあるのです

三912 ︑学校へいくときとかえるときにご
三悩−o囹 でもおじいさんとおばあさんのおぞ

三唱7 ました︒おじいさんとおばあさんはおど
二而7 ひめは︑おじいさんとおばあさんに︑﹁︿
へおわかれの手紙とふしのくすりを

ｧ3

ねずみとねこのかけっこ︒

めところうみべとうみの中うらし

五93園こかのおばあさんとぼっちゃんが︑乗っ

四皿4

なつと冬︒らーラジオ
四771けっこ︒な
ゆ
四792ぼり︒き一きしゃときせん︒ゆ
四796 いもの︒みIl右と左とちがえぬよう
四796 の︒み一1右と左とちがえぬように︒

四7610
うに︒ね

三備3 て︑ふしのくすりと手紙は︑かえって
三宙4園 ︑ふしのくすりと手紙をやきすてよ
四718 びき﹂︒﹁﹃ようふくとげた︒﹄これにあ
四719 ︑おもちゃのねこと︑いぬとをあげま
四721 やのねこと︑いぬとをあげます︒﹃にゃ

一一

6
9
6
11
1
8
4
10
4
5
11
2
8
4
11
4
6
5
7
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五183 北の方へいく友だちと︑南の方へいく友だ

五1110園︑なにかしら︒赤と青のしるしのついた
五184 南の方へいく友だちと︑西の方へいく友だ
五184 西の方へいく友だちと︑東の方へいく友だ
略﹀︒﹂﹁川の中の石と石とが︑おどってい

五652 海べに︑おじいさんとおばあさんが︑盛ん
五802

ぎさんと︑しかさんとは︑風のように走り

八348

ることと︑いうこととが︑ちがう人がある

おばあさんが︑ねことにわとりといっしょ

ると︑
あの星と地球とのきょりは︑二十分

腹に思っていることと︑いうこととが︑ち

人もありました︒私と弟のさぶろうは︑乗
︑おしまいには︑私とさぶろうとは︑まる

には︑私とさぶろうとは︑まるで︑一つか

したので︑私は︑人と人のあいだをかきわ

︑たがやしている父と子︑きりの花−曲

︑二回めに書いたのとを︑くらべてごらん

︒はじめに書いたのと︑二回めに書いたの

じめに︑ぼくの学校とひがし村の学校とが

校とひがし村の学校とが︑しあいをするこ
︒海がみえます︒家と家とのあいだに︑ほ
がみえます︒家と家とのあいだに︑ほそ長

甲と乙︑ほかに︑ひとり

ほ︑子どもと子どもとかけていく︒もみじ

りの麦のほ︑子どもと子どもとかけていく

人

法廷︒旅人と甲乙が︑ならんでい

一の場面
ところ

先生が︑黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶
さぎと︑白いうさぎと︑茶色のうさぎを︑

ようは︑れんげそうとなたねの葉をやりま
いもをやったら︑黒と白が︑けんかをして

雨15度にんじんとじゃがいもをやった
ち晴 15度 はこべとおおばこをやったら
︒番うさぎが9ひきと︑黒うさぎを一びき
一びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑

日めです︒子うさぎと雪うさぎのめかたを

た︒耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色
さみたら︑母うさぎと7ひきの子うさぎは
ってくるあたたかさと︑かわきかたとで︑

ではかると︑あの星と地球とのきょりは︑

九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八

八431園あなたは︑こがねと一ぽいの水と︑どち
八431園がねと一ぽいの水と︑どちらをえらびま
八433園﹁︿略﹀︒﹂﹁こがねと一きれのパンとでは
八433園ねと一きれのパンとでは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
八435囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁こがねと王女は︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

8665383452224417115555227533811117
かさと︑かわきかたとで︑いまが夏だとい

12112了1048872了246413636343434345510810810099999491918077

晴

29度葉と葉のあいだがら︑新

た︑このくもは︑木と木のあいだに︑巣を

もがいました︒黄色と黒のしまもようのっ

四十人は︑のだ先生といしい先生につれら

まくがあく︒たかぎとやまだが左右にひき

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきで

んぐりニリットルと︑しおざけの頭と︑

の運動場で︑先生とみなさんが︑ゆかい

木とりになれたのと︑山へいくたびに︑

こうがんの岩と岩とのあいだを流れ落ち

なかこうがんの岩と岩とのあいだを流れ

おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人で︑三

母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

です︒母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼく

のところです︒母と︑おばと︑兄と︑妹

この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

るものです︒この音と︑ほかの音とをいっ

ふうしました︒いたといたのあいだにもみ

た︒こんどは︑もみとごみをわけました︒

㈱

に3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植えたの
︑1本ずつ植えたのと二とおりにして︑く

ますと︑かるいもみともみがらばかりでし

ずしさとふしあわせとをかえって喜んだ︒

受けてきたまずしさとふしあわせとをかえ

へ︑さわやかな空芝と日の光が流れてきた

6234338533666510108294463379
園園国国国国国團国團

五802 ︒﹂﹁川の中の石と石とが︑おどっています

六76 だしてきた︒男の子と女の子である︒ふた

六416 くる︒35二つばめと子つばめが︑かかし
六513 ていました︒ふみおと︑よしおと︑みちこ
あげました︒よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁

六513 ︒ふみおと︑よしおと︑みちこの三人置︑
六542

六592 もとさんです︒ 七と五と 私は︑きのう
六592 さんです︒ 七と五と 私は︑きのう︑お
六7910 た︒そうして︑自分とあさがおの花とが︑
六7911 自分とあさがおの花とが︑たいへん近いも

六829園 にいさんはこの弓と矢を持っていらっし
略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくとおかあさんは︑かわ

六994 た古いめがねのたまと︑おとうさんにかっ
六悩4

六餅8 ︒発音できることばと︑できないことばと
六研8 と︑できないことばとがある︑ということ
六二11 いえなくなることばと︑はながつまっても
﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と﹁ネ﹂︑﹁にいさん﹂

六佃1 ってもいえることばとがあるのだろう︑と
六鵬3

六群4 材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹
六宙4 にするほそい竹二本と︑それに︑たこ糸や
六佃9 です︒骨は︑たて骨とよこ骨の二本です︒

六佃2 切り︑小さな紙で上と下とまん中をはりつ

と︑こっちのあなとつづけようか︒﹂﹁︿

︒﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつ

六冊2 ︑小さな紙で上と下とまん中をはりつけま
六櫛7園
六伽7園

六燭6 五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風
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﹁日本とフランスとは︑どちらがきれい

してから︑﹁日本とフランスとは︑どち

十512 日の生活のらんざっとあわただしさの中に
十1410囹
十1410囹

十267 ︑はればれとした父と子︒ 四 あなたの

十399 けであったが︑理論と実際とは︑そうやす
つた︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉とうめは︑たがいには

休めるような希望と︑胸をこおらせるよ
らせるような失望とのあいだで︑たえず
ました︒その熱心とそのしんぼう強さと
そのしんぼう強さとは︑まえとすこしも
︑医者が︑看護婦と看護人をつれてはい
かりません︒少女とやまぶきの花とをみ

は︑かわいいめいとおいにあたります︒

女とやまぶきの花とをみくらべるばかり
のようなおどろきとふしぎが私を待って
私は︑﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん

子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎ

6

十399 つたが︑理論と実際とは︑そうやすやすと
十424

十576 いにさきました︒白と︑もも色と︑こいも
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十576 した︒白と︑もも色と︑こいもも色のがさ
十5810 なりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃんに︑
じろう
︿略﹀︒﹂太郎かじゃと次郎かじゃは︑声を

十652 ︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃが︑現わ

十6611

︿略﹀︒﹂太郎かじゃと次郎かじゃは︑こん

十671 いから︑太郎かじゃと次郎かじゃは︑はじ
十749

十一99囹大きな船の船長と︑コックスと︑どっ
十一99囹 長と︑コックスと︑どっちがむずかし
十一164 ばん美しい花︑天と地にかがやくものの
十一174 っているいいことと︑正しいことは︑お
十一444 がります︒子どもと父兄と︑いっしょに
十一444 す︒子どもと父兄と︑いっしょに呼ばれ
十一529 ごとに︑おりる人と乗る人とがもみくち

かずお

十一529 おりる人と乗る人とがもみくちゃになつ
まさお

十一599 は︑友だちの正男と一雄と三人つれで︑

十一596囹﹄ということばと︑﹃いいえ﹄という

十一702 た︒ただ︑ひたいと弓形をしたまゆとの

十一646 いて︑帰ったことと︑病院にはいったこ
十一702 と弓形をしたまゆとのほかには︑どこと
十一735 ︒さっきの看護婦と︑もうひとりの看護
十一735 うひとりの看護人とがついていました︒
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ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しんだ

を目ざめさせ︑光と希望と喜びとを與え

めさせ︑光と希望と喜びとを與えること
︑光と希望と喜びとを與えることになつ
じめて︑くやむ心と悲しみとに胸をささ

着物の作りかたと手のつけかた︒

つとしていうときとでは︑いいかたもか

をこめていうときと︑ただとおり一ぺん

スコートには日本とメキシコの國旗が美

選手キンゼーと私とが︑いよいよ試合を

ニス選手キンゼーと私とが︑いよいよ試

も︑それにあつみと廣さがなかったら︑

やすりをかけて右と左によじっておかな

て︑一つおきに右と左にすこしよじれて

中にいれ︑おや指となか指を︑そでの中

いつける︒
︵5顔と手をつけた着物を裏

ω

だ︒からだ全体と右手を受け持つ人︑

ケラーを思う愛情どが︑一つになったお

先生に対する信頼と︑サリバン先生のケ

から︑進んで︑手と手をにぎりあい︑そ

くやむ心と悲しみとに胸をさされました
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十一787 話す声に一愛情とかなしみとのまじり
十一787 1愛情とかなしみとのまじりあった︑し
十一侶12 こしばかりのパンとチーズも︑ほとんど
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画で︑絵をかく人と︑それを木にほりつ

スーザンとエミリとが︑かわいい口をま

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい

でわらう︒メアリとスーザンとエミリと

で︑三郎くんの声と動きだけで︑四人と

返し︑誠実な研究と︑がまん強い実行と
︑がまん強い実行と︑熱誠な共力によつ

ヒとホルスタインとは︑すでにつぐなわ
︑ダルガスの研究と実行の結果として︑

たシュレスウィヒとホルスタインとは︑

ルガス親子の発見と努力によってもたら

が九州ほどの本國と︑三つの島からなつ
︑シュレスウィヒとホルスタインという

きゅうしゅう

りの牧場と︑もみと︑しらかばの森林と
︑しらかばの森林と︑近海の漁場のほか

は︑みどりの牧場と︑もみと︑しらかば

ます︒これで︑夜と書とがあるわけも︑
︒これで︑夜と書とがあるわけも︑春・

えて︑原因と結果との関係を調べきわめ

うに考えて︑原因と結果との関係を調べ

なく︑原因と結果との関係もないのに︑

がりもなく︑原因と結果との関係もない

のことと他のこととの間に︑すこしのつ

いう︒一つのことと他のこととの間に︑

ないようなくふうと︑いま一つ︑よくつ

のおしべとめしべとの関係についていう

えば︑花のおしべとめしべとの関係につ

ごとの原因と結果との関係や︑その間に

識には︑浅いものと深いものがあるが︑
︑ものごとの原因と結果との関係や︑そ

民にすりあげる人との共同作品なのです

木にほりつける人と︑紙にすりあげる人

士士庶士垂釣士士士士士範士士士士士士色止士士二士士隠士士士士心匠
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十四241園ガル語︑キセルとカボチャはカンボジ
十四254かんできた︒ものとことばが︑いっしょ
十四323ません︒天上の星とあなたがたとは︑あ

十四148團園かあさんと私とは︑おたがいに︑そ

十四148国画﹁おかあさんと私とは︑おたがいに

十三564園︑やっぱり︑月と太陽みたいにちがう
十三571園ミケランジェロとラファエルは︑前後
十四101国のです︒ランプとコーヒー入れとは︑
十四101国とコーヒー入れとは︑あす︑送らせま
十四114国︑いま︑ランプとコーヒー入れとを送
十四115團とコーヒー入れとを送らせました︒こ

十三501 ちが︑
さくらんぼと︑くるみのごちそう

十五206

十五96図圏

十四9310

十四9310

十四8612

十四7910

十四7610

十四768

十四768

十四766

十四766

十四763

十四763

十四755

火の光とごちそうとを見るだけでも︑満

と目でも︑火の光とごちそうとを見るだ

場面の組みあわせと説明のことばなどに

を︑知っているのといないのでは︑たい

に受ける北西の風と︑夏季の南がかった

ジア大陸と太平洋との間におこると︑そ

えば︑アジア大陸と太平洋との間におこ

ことが︑山腹と谷との間にあって︑山谷

うなことが︑山腹と谷との間にあって︑

かけに︑陸地と海との間に行われており

大じかけに︑陸地と海との間に行われて

たとえば︑森と畑とのさかいのようなと

＋五8210とミチルと︑いぬと︑パンと︑さとうと

＋五8210
チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑

＋五8210います︒チルチルとミチルと︑いぬと︑

十五744めもない︒兄と弟とのちがいは︑いでん

十五744けじめもない︒兄と弟とのちがいは︑い

十五657るころ︑おじさんとおばさんは京都へひ

十五655た新島のおぼさんとの思い出は︑いまも

十五654た新島のおじさんと︑日がさをさしかけ

十五644 ︿略﹀︒﹂おじさんとおばさんはそのあと

十五619 のこと︑おじさんとおばさんが外出の用

十五568園けで︑私と日本とはふかい関係がある
十五612 ︒新島のおじさんとおばさんは︑﹁︿略﹀

十四975

︑肉を切るナノーフとホークとをせなかに

＋五8210 パンと︑さとうとは︑はじめはいって

＋五8210と︑いぬと︑パンと︑さとうとは︑はじ

十四6811ては︑ 茶わんの湯と︑こうしたらい雨の

＋四5712園
は︑私が熱と光とをゆたかに送ってや

＋四5712園
めには︑私が熱と光とをゆたかに送っ

十四551園をのばして︑水と養分とを吸いとって
十四551園して︑水と養分とを吸いとって︑夜も

る︒み
﹂んな﹁平和と自由︒し一の人﹁友よ

十五376

十五326

十五326

十五325

十五325

十五316

十五315

十五209

十五209

漢字には︑この音と訓のふたとおりの性

たとえば︑﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁

職っている人と鳥とはむちゅうです︒血

も︑職っている人と鳥とはむちゅうです

て︑この鳥と少年との戦っている岩角近

見つけて︑この鳥と少年との戦っている

この勇ましい少年との戦いです︒少年の

とびかかる大わしと︑この勇ましい少年

と午後の三時ごろと︑日に二どずつ︑こ

ました︒朝の十時と午後の三時ごろと︑

ていました︒両親と子どもふたり︑ひと

＋五玉−〇

十五価5囹 ど︑おまえと私とが︑かわいがりあう

十五川4園
十五川4圏
十五川9園
十五価5園

十五川3囹 たちのほおずりと︑おめめと︑だっこ

十五m7囹
十五m8囹

十五921

十五921

︑いぬと︑さとうと︑パンをときつけて

︑せっせと︑いぬと︑さとうと︑パンを

十五884囹いという幸福﹄と︑﹃必要以上にねむ

＋五8710園
物を飲む幸福﹄と︑﹃腹のへらないと

＋四6812たらい雨のばあいとは︑ よほどよくにた

十五387

ま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひら

＋五聖−o 先生のバイオリンとピアノ合そうなど︑

日の第一線

るナイフとホークとをせなかに立てたま

十四723おりているところと︑ のぼっているとこ
十四724ぼっているところとがほうぼうにできま
十四725までも熱いところと︑わりあいにぬるい

十五424

漢字と︑かたかなと︑ひらがなとの三種

い力と︑わかさと幸福とがますのです
︑わかさと幸福とがますのですよ︒お

ずりと︑おめめと︑だっことで織った

めめと︑だっことで織ったのですよ︒

にしの

けれど︑おまえと私とが︑かわいがり

私の着物に︑月と日の光がさしてきて

もりた

と

かきねにとまれ︒

手品や︑ 森田先生と西野先生のバイオリ

ぼ
土

ん
ぼ
、

と

と

一

﹇土﹈︵名︶

四749

仕）ん

十四411

十四725 いにぬるいところとが︑いろいろに入り

十五424

かなと︑ひらがなとの三種類の文字をつ
んなわけで︑私と日本とはふかい関係

十五㎜7囹 毎日︑新しいカと︑わかさと幸福とが

十四727ると︑熱いところとつめたいところとの

十五425

いままで︑焼く人と赤絵屋がわかれてし

11

ひろの谷間へ︑氷と雪の中へ︑まつさか

十四727とつめたいところとのさかいで︑光が早

十五486

）

十五2410

十四742きにできる︑熱さとつめたさとのむらが

十五567囹

ど

十四742 ︑熱さとつめたさとのむらが︑どうなる
十四755す︒たとえば︑森と畑とのさかいのよう

つ昇る子どもと子ども

十四975

きょうと

十四4011園
︒﹂五の人﹁平和と自由の光がさしてく

十四323の星とあなたがたとは︑あまりにかけは
十四329 ︒よそ目には︑星と人間とは︑たいして
十四329目には︑星と人間とは︑たいして関係が

と

、

名と
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晴22度

くもりのち雨23度

くもり 25度

くもりのち雨25度

晴13度
雨15窪

五841七月十六日土
七8624月28日 源 19度
雨15度
七8815月5日
くもり 25度
七9358月4日
七986 獅P日

獅Q0日

晴 19度

←いくど・いちど・いちどに・ごど・さん

獅P0日

仕）㈹㈹出出㈹㈹㈹㈹淵

ど 一 ド

といって

しばらくして︑ドイツ人でケプラーとい

︵接︶1

といでる ︽トイデ︾

かくれんぼするもの︑よっといで︒

︵助動︶1

一123圃

といでる

おしまいになるでしょう︒﹂

お返ししたら︑あなたは︑まわずにかえって

できません︒﹂りょうし﹁といって︑はごろもを

四齪7園 そのはごろもがないと︑まうことが﹁

といって

う人が出ました︒

十三143

かれは︑かるくドアをおしあけながら︑ ドイツじん ︵名︶一 ドイツ人

又略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話しかけた︒

十五4310

私は︑しばしためらったのち︑意を決し

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

音もなくドアがあいて︑

て大きなドアをコツコツとノックした︒

十五537
十五683
十五7210

自動車のドアに手をかけた老博士が︑さ

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑

十五758
問

とう

十人十色︒

﹇島﹈εセイロンとう

十四8111

この少年の問には︑ちょっとおとうさんも という ﹇十色﹈︵名︶1 十色

﹇問﹈︵名︶1

らに︑﹁︿略﹀︒﹂とささやかれた︒

とい

十151

とい

ドイツオース

﹇頭﹈

岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

とう

﹇等﹈︵副助︶1 等

﹇墓﹈与ふきのとう

﹇胴﹈︵名︶1 どう

調子をととのえるには︑どうをあちら

どう

どう

﹇道﹈5ほっかいどう

﹇堂﹈呂ぎじどう・ほうおうどう

こちらにまわすのです︒

十四1110團

どう

植物︑鉱物︑地質等をこのんで勉学す︒

十五5810図 室友ホランド先生︑︿略﹀︑化学︑生理︑

とう

εさんとう・しとう・しとうびき・じゅ

うお寺の高いとうもみえました︒

十104

だれかが水をくみあげていましたので︑ とう ﹇塔﹈︵名︶1 とう

﹇樋﹈︵名︶1

困りました︒
とい

十二3611

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

ドイツ医学

一

うさんとう

一どもわたしたちのテープ とう

というのは
そいつは︑

︵接︶1

十五9010園

というのは

ルにのぼったことはないようです︒というのは︑
︵名︶2

その鳥をあまり上等とは思わないからです︒
ドイツいがく

オランダからはいり︑そののちはドイツ医学がお
もに傳わったとうかがつたが︑

チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは
︵名︶

いってきたときにく略﹀傳わったことばであろう︒

十四265

トリアニ國

ドイツオーストリアにこく

八111 学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の

すか︒

たまがひろえなかったら︑どうなりま

おってくださらなかったら︑どうなっていた

チフス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキー ﹁584園 あの とき︑ たろうさんが くろいぬを

ドノーツ語

﹇547園

樂園といわれるこの國も︑千八百六十四 どう ﹇如何﹈︵副︶佃 どう
︵名︶一

はドイツ語︒

十四2312園

ドイツご

年に︑ドイツオーストリア一一國との丸いに敗れ︑

十三178

﹁︿略﹀︒﹂という声がきこえました︒

十一814 ドアのぞとに足音がきこえて︑やがて︑

まえまできますと︑

十一673 そうして︑大きなへやの︑開いたドアの

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

ドア ︵名︶8 ドア

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六柵4

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

ランプの影のうつりて見えず

十五126図魍ガラス戸の外のつくよをながむれど 十四262 日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ

ど ︵接助︶1 ど

にじゅうろくど・にど

ど・にじゅうど・にじゅうにど・にじゅうはちど・

ど・にじゅうさんど・にじゅうしちど・にじゅうし

ど・なんど・にさんど・にじゅうくど・にじゅうご

にど・じゆうにどめ・じゅうはちど・じゅうろく

じゅうさんど・じゅうしちど・じゅうしど・じゆう

どさんど・さんどめ・じゅうくど・じゅうごと・

ど ﹇度﹈

八研3

天ー
聞7
ノ

八鵬3 9月29日

ノー− 8月18日
天ー
㎎6 9月−日
ノ

八9555月5日
︑田0

12

11 10
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どう一どう

かわかりません︒
五2611園

四欄7囚回

どうしたのだね︒
では︑石炭は︑どうしてできたのでしょう︒

七279園
七592

これから︑どうかわるでしょうね︒

いったい︑どういうことなのか︑くわし

つぎのはどうでしょう︒

七802園

それで︑どうした︒

く話しなさい︒

八365

すえの女の子などは︑目をなきはらしまし

このきそく正しいちつじょは︑いったいど

たが︑もうどうすることもできませんから︑

八123

いかけてきて︑

八105 また︑どうかすると︑歩いているとき︑追

おじいさんが帰ってみると︑どうでしょう︑七806囹

どうしたのかい︒
もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ
どうだい︒

えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

どうしょう︒

どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかったか

六843囚回

どうしたのだ︒

い︒

六852園

新しいことがあたまにうかんだので︑もう
六伽7園

どうだ︑こうしては︒

どうしたの︑たぬきさん︒

そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六柵10

六榴10園

七93園わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど
あおむしをとって︑どうするの︒

こにどうしているだろう︒

どうしたのさ︒

七2210園
七269園

いいえ︑どうなるか︑みんな自分でしら
べるようにと︑おっしゃっただけです︒

七274園

﹁どうだね︑どんなふうだね︒﹂と︑た

どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑

﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう

九81 ﹁虫の声﹂ということばを加えたらどうで

けしきを思いだしますか︒

九76

みたらどうでしょう︒

九66 ほかの樂器を︑いっしょにあわせてひいて

うなるでしょう︒

九52 むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑ど

どうなるでしょう︒

九49 みどり色のかわりに︑むらさきをぬったら︑

の中に頭をかくした︒

八931 どうしていいのかわからないので︑つばさ

がいい氣持かどうか︒

八817囹水の上をおよいだり︑もぐったりするの

渡り鳥になる考えはないかね︒

八736園

ずねてきた年よりのあひるがいった︒

八628園

できるかと︑

どうずれば満足なさるのですか︒

八392園

うしてたもたれているのでしょう︒

八454 どうしたら王さまのこ病氣をなおすことが

六235囹

たら︑どうなっていたかしれない︒

六1510園

五859囹

になっているではありませんか︒

ちゃんとこてんができていて︑おばあさんは女王

五7310

五367

五286園

うっていったのは︑どういうわけ︒

はるこさん︑いま改札口の人にありがと 七3011園 どうしたんです︒

どうなさるのでございますか︒

一651囹 どうかしたの︒

ニー53 あんな大きな︑あかるいお月さまは︑ど

うしたらえにかくことができるでしょう︒
二307圓 みんなわたったはずなのに︑どうし
たのだろう︒

かということになりました︒
きまるか

三265 こんどは︑切りたおした木を︑どうする
三601 ほかの 子どもたちは︑ どう
まっています︒

て︑どうきまるかおまちになりました︒
みて

三613 おとうさんはえんがわにこしをおろし
三753園 ほら︑どうなるか︑きをつけて

六301園

どうしょう︒

六3811園どうしたの︑いったい︒
六721囹

いなさい︒

三895かいがんではどうでしょう︒

六752園

どういうことだ︒

それがどうした︒

雪だるまはお話はしないけれども︑はる

三896こうばではどうでしょう︒
三897みなとではどうでしょう︒

六812囚囲

六808園

も できません︒

三914このはしがなかったらどうしましょう︒
二而6 もう︑ひきとめることもどうすること

どうして

かっちゃ

四522
どうかすると︑ するりとすべりおちそう
に なり︑

四5810囹 ﹁どうしたんだろう︒﹂

四638園きょうは︑どうならぼうか︑
ん︒

四641園どうだい︑かっちゃん︒
四642園どうでもいいや︒
四975園これこれ︑どうしたのだ︒
四987園どうしょう︒
四壁8囹 どうかなさいましたか︒
こしらえたのでし ょ う ︒

四捌5 でんとうの まるい ガラスは︑

へえ︑そんな大きなものを︑どうして

こんなものをひろって︑どうするので

十二92園おかあさん︑どうなさったのですか︒
十ニー012園

しょう︒

九6311囹いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒
十二4410園

おひとりでどうしていられるかと思う

どうしたはずみか︑チルデン選手はかた
そのころまで︑人間のからだがどうなつ

このような歩みをたどってきた日本を︑

ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

十二麗10

足をふみすべらせてしまいました︒

十二853

と︑どうしてもこずにはいられませんでした︒

十二7511園

動かすんでしょう︒

すか︒

九663囹いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒
九675園いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒
どうしたらいいでしょう︒
九6711園

九894園どうしたんだい︒
九㎜7園 どうだ︒
九鵬1 にげていくみつばちのうしろすがたをみて
いましたが︑くもはどうすることもできません︒
九三2 苦しくてどうにもなりませんでした︒

九幣3囹 お月さんのところへとんでいったあの白
十一而3

もし︑私︑つまり太陽がなかったら︑

たかどうか知りません︒

十四5710園

このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人

どうなると思います︒

間にあげてしまっても︑さしつかえないと思いま

十四619園

湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

すが︑どうでしょうか︒

十四742

そのとき︑まあ︑どうだろう︒そのやい

さとのむらが︑どうなるかということは︑

た鳥は︑︿略﹀︑その女の子の方へずっとよってく

十四974

るではないか︒

ではどうしたのだ︒

十五239 どうしたらいいか︒
十五625園

いちょうちょは︑どうしたろう︒

これを見て︑どう思いますか︒

﹁どうずれば︑外気からきたことばが

歌っている人は︑どういう人かわかりま
このおじょうさんは︑この歌を知ってい

りました︒

これから下へ帰ってから︑どういうよ

︵感︶一

ドウイタシマシテ

﹁ドウイタシマシテ︒﹂と︑意外なあ

みなさん︑どうかゆっくりおやすみく

三桝3囹 どうかして︑あんなに

きれいな人が

りっぱな人にしてやりたいと︑おおもいにな

三115 おしゃかさまは︑どうかしてはんたかを

ださい︒

一513園

おとうさんのおはかについては︑どう どうか ︵副︶17 どうか

いさつをされた︒

十五768園

どういたしまして

うに私を見なければならないか︑

十五柵1囹

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

十五鵬4囹 まあ︑どうあなたがやってみたって︑

どうです︒

十五978囹まあ︑あのふとった子のわらうことは

ずねられたのもそのはずだ︒

手紙のたびごとに︑どうしているかとた

十五6311囹 満ぼう︑これでどうだ︒

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十三542團

これはどう思うかね︒

おからだをおいためになるなんて︑ど
夜をどうしてすごしておいででしょう

十五6910

十222園 お友だち︑どうしているかな︒

十三593囹

くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

いうことでありました︒

アルプス産の小もみを移植してみたらどうか︑と

十3112 自分ひとりぐらいどうでもいいというよう 十三218 そうして︑かれがふと思いうかべたのは︑
﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

な︑無責任な︑ひきょうな考えを
十336

十三611園

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒
十357園 日本のゆくすえをどうするのか︒

十四496

せんが︑

十四472

調べられますか︒﹂とおたずねした︒

十四2712囹

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒

十四157團

か︑お知らせください︒

十四135團

うあっても考えのたりないことです︒

十四98国

しんけんさは︑どうだろう︒

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑深みや

十732園 いったい︑ふたりともどうしたのだ︒
ど う したのです︒

十一236 いまはどうにもなりません︒

それから︑コンセテラは︑それから︑

それで︑おかあさんはどうしているの︒

チチロ︑これはいったいどうしたのだ︒

ぼくの父はどうしたのでしょう︒

ぼくの父はどうしたんでしょう︒

いったい︑どうしたんですか︒

どうな ん で し ょ う か ︒

おまえ は ど う し た の だ ︒

o

あの子は︑どうかしているのではない

119346185う212
園圃園園星園園園か囹園

あかんぼうは一みんなどうしている︒

十十十十十十十十 十十
ｾ一一
一一一一一一一一
838383了5了2了16661ろ2了23

どういたしまして一どうか
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どうかん一とうじ

およめにもらいたいものだ︒

三戸9園 どうかして︑かぐやひめを月の世界の
どうかたのみます︒

人にわたさないくふうはあるまいか︒
六2911園

七369園 ﹁どうかして︑中へいれてやれませんか
しら︒﹂と︑心配そうにいいました︒
よ判事になってください︒

九701園 どうかこれから︑わたしの裁判所のめい

﹇冬期﹈︵名︶1

などがいいました︒
とうき

冬期

それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒
みくらべて︑

六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと

六67園 あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑

はこね

よこはま

﹇道具︺︵名︶10

道具δがっこうどうぐ・

とうじ

いのししやしかの角などに手を加えて︑

それから︑道具を集めて︑めいめい持つ

﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がその中に

せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑

これも︑いろいろな道具を入れた荷をか

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

﹇峠道﹈︵名︶1 とうげ道

﹇動作﹈︵名︶1 動作

﹇東西﹈︵名︶1 東西

与おとうさん

﹇当時﹈︵名︶2 当時

とうさん

とうさま 5おとうさま

に四五十メートルほってみることにしよう︒

︐九814富まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西

とうざい

作をことばにして喜びました︒

十534 ﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの動

どうさ

てくる風であり︑竹やぶを流れてくる風であり︑

九121 とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい

とうげみち

めに︑家の道具を費らなければならなかった︒

十五4812

ついでいる︒

十三2910

てんびんぼうでかついでやって湿る︒

十三289

ために苦しまれたのですが︑

はいっているものであることを︑はっきり教える

十一一352

てきた物があるか︑おしらべなさい︒

九866園

なにかの道具につかった物があったでしょう︒

九851園

ものの骨や︑角などを︑ここへすてました︒

らなくなったりこわれたりした道具や︑たべたけ

むかしの人は︑貝がらといっしょに︑い

われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏季の南が

十四769

とうきび

九798園

﹇唐黍﹈︵名︶1

とうきよう

ほんとうにみんないい同級生であった︒

いも

かった風になるのです︒
とうきび

さやまめ・とうきびよくみのり

もふとってくるようす︒

十一373圃

東京
七377囹

﹁頭はとうきょう︑足はおおさか︒﹂

とうきょう﹇東京﹈︹地名︺6とうきょう東京

十五榴9

九703園 これからも︑はがきがいったら︑どうか どうきゅうせい ﹇同級生﹈︵名︶1 同級生
きてくださいませんか︒

九707園 いいえ︑お礼はどうかとってください︒

十一7511囹どうかよくしたいものだ︒

十一229園 どうかそのかわりにはいてください︒
十一8511園 どうか︑ここにいさせてください︒

とうきょうから四千キロもあるフィリピン
とうきよう

そのころ︑東京にはくらん会が開かれた︒
とう
アメリカのモールスという学者が︑東
おおもり

とロつ

この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい
町から発見されたので︑

十二㎜12

ます︒

京の大森の貝つかを発見してからのことであり

きよう

十二981一

十351

で︑

九172

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

十四379 もし︑くしゃくしゃするようなことが

十四948 両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の下で

十四546園 いや︑どうか根さんから︒
重ねて︑どうかして︑あたためようとした︒

十五488 今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう
かして残したいと考え︑

よこはま

京横浜間

どうぐ

あります︒

二日︑はじめて日本で東京横浜間を走ったもので

十二佃8

これは︑汽車第一号で︑明治五年九月十

とうきょうよこはまかん﹇東京横浜間﹈︵名︶1東

京や箱根へ費りだすことにしたのである︒

きよう

買うことがあるということを聞いて︑作品を東

十五505園どうか︑私のことばを今右衙門さんに 十五4911 ただわずかに外國人がこれに目をとめて
傳えてください︒

どうかん ﹇道灌﹈︹人名︺2 道灌εおおたどうか
十二75 道灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑

ん

なんのことだかその意味がわかりません︒

十一一78 それからのちになって︑道灌は少女の心
同感
﹁同感︒同感︒﹂

﹇同感﹈︵名︶2

がわかりました︒

どうかん

︑十四6110園

とびどうぐ

十四6110囹﹁同感︒同感︒﹂と︑日や︑土や︑水 六54 きりや︑ねじまわしや︑︿略﹀︑さまざまの

とうじ一どうして
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に見せなければならないものがたくさんある︒

十五599囹裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ
十五605 当時︑母校札幌農学校の教師をしながら︑

﹇答辞﹈︵名︶1

答辞

︿略﹀札幌独立教会をつかさどっていた私の父と
は︑

とうじ

十五梱2 私が答辞を読んだ︒
動詞

どうし Oおとなりどうし・がいこくじんどうし
﹇動詞﹈︵名︶1

十二346 ﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

どうし

﹇同時﹈︵名︶2

同時

ばかりの動詞も知りました︒
どうじ

九199 それと同時に︑協会ではすぐに︑︿略﹀つ
ばめのせわをすることを︑新聞に受領しました︒

十五303 少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短

どうししや

刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒
どうししや
どうししゃ ﹇同志社﹈︵名︶2 同志社 同志社
だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑

十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に
十五668 私の父は︑同志社を守り育てるために︑
どうして

︿略﹀︑京都にすま い を 移 す こ と に な っ た ︒
﹇如何﹈︵ 副 ︶ 4 9

一358園﹁うみになります︒﹂﹁どうして︒﹂

どうして

どうして ︑ た ろ う さ ん ︒
一621園
どうして で す か ︒
二228園
四449園 ﹁どうしていけないの︒﹂
五132圓どうして︑きっぷをみるの︒
五674囹どうしてお礼をもらわなかったの︒

五821園どうして︑きょうはこんなに休んだので
しょう︒

五902園あれはどうしてですか︒
五梛1園 ぼくはおともができないのさ︒﹂﹁どうし

て︒﹂

六595

どうして︑ふだんの話がうたえないのかと
どうして︑八時になると︑ねむくなるのだ

考えました︒

六642
ろう︒

か︒

九571園 けれども︑どうしてそれを知っています

九界5園

どうしてねむらないの︒

﹁どうして︒﹂

九915園 どうしてけんかなんかしたのさ︒
九備5囹

そのものがこうなったかということを︑考えてし

十291 私は︑同じものをみるにしても︑どうして

らべたいと思っています︒

どうしてだろう︒

もしもし︑あなたは︑どうしてないてい

どうしてつれないのだろう︒

六646
六832園

どうしてこんなまちがいがおこったの

どうしてこのざくろはこんなに美しい

先生︑どうして︑そんなにたくさんの

どうしてそのめしべの根もとがふくれ

あなたがたは︑どうして地面にはえた

どうして雪のけっしょうができるか︑ど

十五666

十四884

満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ

どうしてこんなに曲がるのか︒

んなばあいに︑どのようなけっしょうになるか︑

十四846

のか︑考えたことがありますか︒

十四606囹

て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四535園

外國のことばが︑日本語になったのでしょう︒

十四247園

のだろうかと︑

いろいろな國からはいってきて︑日本語になった

十四243 どうしてこんなにたくさんのことばが︑

十二799囚囚 ﹁どうして︒﹂

んだろうって︒

十二208園

だろう︒

十一837囹

るのでしょう︒

十621 たけのこは︑どうして︑あんなに早くのび

のでしょう︒

十558 どうして︑こんなふうにゆきづまってきた

そんなことになったか︑そのわけをよく考えて

十302 弟や妹がけんかでもはじめたら︑どうして

六871園

どうして︑葉を

どうして︑﹁手﹂ということばが︑文字を

らっしゃるのですか︒

七1211

はい︑だいこんの葉

書くことになってきたのでしょう︒

七244囹

砂の中に立てるの︒﹂兄﹁かれないようにさ︒﹂

どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑

わかりますか︒﹂兄﹁どうしてかしら︒﹂

七259園

どうしてかしら︒
先生にほめられたの︒﹂母﹁どうして︒﹂

七2511園
七288園

それから︑そのらくだがかた目だという
もしもし︑それなら︑荷物をつけている

ことは︑どうしてわかったのかね︒

七834園
七845囹

ことが︑どうしてわかったのでしょう︒

どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう
になったかといえば⁝⁝︒

八49

といえば︑いかにもおくびょうもののよう
にも思えましょうが︑どうして︑一方では︑とて

八910

虫たちは︑どうしてこんなことができるの

もむてっぽうなきかんぼうでした︒

八171

どうして︑あの鳥のもっているような美し

でしょう︒

八854

さをもったらなどと望むことができよう︒

どうしてこんなになったのかわからないう
ちに︑大きな庭の中にきていた︒

八885
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どうしても一とうとう

んのすがたが消えうせよう︒

十五865圓 どうして︒
十五価11園 でも︑おまえたちは︑どうしてここま
であがって來られたの︒

ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

七825園

どうぞ︑かってにおいでよ︒

どうぞ︑おさばきをお願いします︒

うにと︑心の中でいのっていました︒

八833園

どうしてもなれることのできないこと

があるとしたら︑それは︑おかあさんがかなし

どうぞ神さま︑おまもりください︒

十四87團

十二421園

さあ︑どうぞ︒

燈台もと暗し︒

﹇灯台﹈︵名︶2 燈台

︵副︶1

どうと

そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい

ちめんに波だち︑

九598

どうと

十五97図圃日の第一線が燈台の高きに

十四823図

とうだい

︵ふたりの子どもに手をだしながら︶

がっていらっしゃるということです︒

動植物

それは︑どうしてもいけませんよ︒

では︑つるさん︑どうぞ︒

十五988園

どうせ

十五8910園

十四545囹

十五備2園 人間が地上に住みついてからこのかた︑
﹇動植物﹈︵名︶1

こんな動植物だけではな．く︑雪のようすや︑

どうしょくぶつ

︵副︶3

どうせ︑足の早いことにかけては︑しかさ
自分もどうせ助からないものなら︑こう

ちを通るのだから︒
﹇何卒﹈︵副︶16

どうぞ

さあ︑どうぞこちらへ︒

私はそういって︑どうぞぶじにつきますよ

おばあさんからきいた話を思いだして︑

ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物

それは︑フィリップの作品の中にみな

おかあさんのおやさしさこそ︑私に

とうとう︑おかあさんは︑さちこからり

﹇到頭﹈︵副︶22 とうとう

なん年か

三8010

かかって︑とうとう

一そうの

みんなはとうとうえんがわまでにげて

ふねができあがりました︒

三271

とどくようになりました︒

三228 とうとう︑そのてっぺんは︑空のくもに

んごをもらいます︒

一一535

とうとう

とっては︑いちばんとうとい通なのです︒

十四155国

とうとい光のためなのです︒

ぎっている大きな愛の氣持︑そこからさしてくる

十四47

よりも︑とうといものが生き返りました︒

十三2510

があるばかりでなく︑とうといことである︒

書きのこしておくということは︑ただおもしろみ

十二563

十五968園私たちに用のあるものは︑どうせこつ とうと・い ﹇尊﹈︵形︶4 とうとい ︽ーイ︾

いう美しい歌に送られて︑死んでいきたいものだ

十四483

んにかないません︒

直話5

どうせ

星の世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十283

いつもたずねあぐんでいた道が︑どうしてわかつ
たの︒

十五柵8園 どうしてないているの︒

どうしても

十五柵10囹 でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい
﹇如何﹈︵副︶13

なみだをためているの︒
どうしても

三二5さいごまでどうしてもあきらめない人
が︑なん人かのこりました︒

ても︑白いものではない︒

四922 まつ黒くはないかもしれないが︑どうし
どうぞ

うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒

九槻6 それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ

どうぞおかあさんのおみやげにして

﹁かみさま︑どうぞなかまをたすけて

どうぞおらないでください︒

一616園
三931

ください︒

しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

九競2 みつばちは︑そのつなをさけてにげようと

四617園

さあ︑どうぞその

さあ︑どうぞこちらへ︒

こしかけにおかけ

四㎜4園

どうぞお返しくださいませ︒

どうぞゆっくりあそんでいってくだ

どうぞ︑お返しくださいませ︒
どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

四㎜5園

七365

六919囹

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六5710

四個4園

さいませ︒

四川1園

ください︒

四佃8囹

ください︒﹂と︑おいのりをしました︒

十127 お友だちにさそわれても︑どうしてもおと
うさんのそばへこない女の子もありました︒
かったことが︑二つあります︒

十465囹 わたしが︑研究所でどうしてもできな

海道へいこうと思 う ︒

十一503 ぼくは︑大きくなったら︑どうしても北
十二7511園 おひとりでどうしていられるかと思う
と︑どうしてもこずにはいられませんでした︒

思いました︒

十二815 私もどうしても勝たなければならないと
十三135 しかし︑この天動説では︑どうしてもか
たつかないようなことが︑目についてきたのです︒

十四75團 どうしても一どはおこらなければなら

とうとさ一どうも
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いきました︒

三戸7 十五夜がちかくなったある夜︑かぐや
ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒
﹃ぼくは︑もう大きいんですから︒﹄と

いって︑とうとうかけなかったの︒

五252園

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒

五9111園 のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

しまった︒

十四807

なん代もなん代もやってみた結果︑とう

とう一つの眞理だと思われたので︑

どうぶったち ﹇動物達﹈︵名︶1

動物たち

ろいろな動物たちからのけものあつかいにされた︒

八836 けれども︑すがたがみっともないので︑い

﹇動物保護協会﹈︵名︶1

て︑電話でこのことを知らせてきました︒

九196 ウィーンの動物ほこ協会に︑︿略﹀︑はじめ

動物ほこ協会

とうとう﹁いちばんふとった幸福﹂が︑ どうぶつほこきょうかい

テーブルをはなれて︑

十五8510
﹃光﹄がとうとう來てくれました︒
とうとさ

駅は︑東北本線の﹁はないずみ﹂であった︒

﹇透明﹈︵形状︶2 とう明

すべて︑まったくとう明なガス体の洋字

が︑しずくになるときには︑

十四6312

とうめい

七4610

フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで とうほくほんせん ﹇東北本線﹈︵名︶1 東北本線

﹇尊﹈︵名︶1

十五帽5囹
とうとさ

七3911 高いところをメデシンボールのように送ら 十四49

いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
どうにかこうに

人間としての心のとうとさをみつけたのです︒
﹇如何﹈︵副︶1

れていくうちに︑にこにこ顔になり︑とうとう︑

か

どうにかこうにか

うれしそうに︑声をたててわらいました︒
八614 とうとう︑一つ一つたまごがわれた︒
八6410 それから二三日して︑とうとうその大きな

十二5611

﹇当番﹈︵名︶1

とうばん3にっきとう

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

とうばん

動物絵巻

どうもありがとう︒

どうもよくない︒

十三581園赤いところが黒くなったりするので︑

どうも氣にいらなかった︒

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九梱9 茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

いかにもざんねんだというふうに︑

九719
やまねこは︑ どうもいいようがまずかった︑

どうもありがとうございました︒
九6911園

九612園どうも︑毎年この裁判で苦しみます︒

どうもおかしい︒
七7811園

五123園どうもありがとうございました︒
五137園どうもありがとうございます︒
七382園どうもありがとうございます︒

五98囹どうも︑ありがとうございます︒

四棚7園 どうも ごちそうさま︒

四336国肉

十一235 父親の生きているあいだは︑︿略﹀︑どう 十四739 きりのようなものがひと皮かぶさってお
たまごがわれた︒
り︑それが︑ちょうどさけめのようにたて横にや
にかこうにか切りぬけてきましたが︑
八8511 とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ
とヒつ
ぶれて︑そこだけがとう明に見えます︒
こめられたまま︑身動きもせずたおれてしまった︒ とうのいけ ﹇唐池﹈︹地名︺1 唐の池
とロつ
雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五 どうも ︵副︶15 どうも

九712 やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑
︿略﹀︑目をぱちぱちさせていましたが︑とうとう

決心したらしく︑いいだしました︒

東部諸州

とうばんのがんは︑大きな声でさけび
﹇東部朝州﹈︵名︶1

書きあげた論文を持って︑その出版の用
事かたがた︑東部諸州へ見学の旅にのぼった︒

十五526

とうぶしょしゅう

ました︒

四442

十5111 とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし ばん
まったわけです︒

十二338 とうとうじょうずにつづれましたとき︑
私は子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎで︑
十二357 私は︑とうとうかんしゃくをおこして︑
新しい人形を︿略﹀ゆかにたたきつけました︒

みなれない木や︑草や︑動物がみえますね︒
これに光をあてて影絵にしてみせるの

とばそうじよう

﹇動物絵巻﹈︵名︶1

これは︑鳥羽僧正という人がかいた動
物絵巻の一場面であります︒

十二柳1

どうぶつえまき

だが︑人間ぽかりでなく︑動物などもでてくる︒

十二4611園

五369

十一一744 芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ どうぶつ ﹇動物﹈︵名︶2 動物
がたから降ってきました︒
十二8110 私はスタンドから一心におうえんしてい
る二少年のことを思っては︑ふるいたって職い︑
とうとう五セットで勝つことができました︒

十三257 とうとう︑ユートランドは生まれかわり
ました︒

十四2112 とうとう︑こくばんがいっぱいになって どうぶつえん ﹇Vオーストリアどうぶつえん
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とうもろこし一とおい

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297 どうも日本人は︑むかしから︑あまり星
十五835囹 どうもあんまりあてにはならないけれ
ど︑

そうして︑人は︑道理によって動かなけ

動力機械

どうろ

道路

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五669 十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

どんなとおいところでも︑紙は︑字や

ここから︑とおいとおい町へいくこと

四127

四124

とおいとおい町からだいじなものが

とおいとおい町へ

ができます︒

四124

えをはこんでくれます︒

三991

ちかい家も︑かくことができます︒

三962

■まちどおしがる・まどお

知識によらず道理によらず︑いたずらに とお・い ﹇遠﹈︵形︶50 とおい 遠い ︽ーイ・ーク︾

ればならない︒

十三1112

十三121
﹇動力機械﹈︵名︶1

理由のないことを信ずる迷信は︑

豊田式人力織機は︑國内につかわれるよう

﹇道路﹈︵名︶4

こうえんのせわや︑どうろのそうじなど
老人が︑道路をうろうろとみまわしなが

とおいとおい町から

ここにとどきます︒

四127

四二5囹 りゅうぐうは︑まだとおいの︒

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

おじさんからいただいた童話の本に︑
人形が夜中に集まっておどりだす話がありました

一113園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ
ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いっ

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一117園

お月さまが一どに十もでたかと思われ

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

三麗5

四槻1囹とおいとおい川の水で

五172園ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五271囹電車のおかげで︑あんな遠いところまで︑

自分でえさをとったり︑遠いところまで

一日でいって帰ってきたのですもの︒
五9610囹

とんでいくことはできまいよ︒

六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

帰るといったって︑あんな遠いところ

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

六405園

一でも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒

もやが深いから︑遠いような︑近いような︑
月明かりだ︒

七706

遠くはなした︒

1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ 六9910 左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

るほど︑あたりがあかるくなりました︒

心門2

たばが十あって︑五まいあまりました︒

十のころであった︒

いていました︒

九柵2
十588

のです︒

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑

道路・鉄道は︑いたるところにしかれま

四慨1園とおいとおい川の水で生まれたも
した︒

十三256

よく︑韓土の地質や地味を研究しましたが︑

十三193

ら︑なにかさがしては︑それをひろって

十ニー01

もしてくれます︒

四51

どうろ

力機械を作ることにとりかかった︒

になったが︑かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動

十373

十五8912園 いいえ︑どうもありがとう︑﹃ふとつ どうりょくきかい
た幸福﹄さん︒

とうもろこし ﹇玉蜀黍﹈︵名︶2 とうもろこし

はっぱに︑じっとぶらさがっていました︒

二242囹大きなあおがえるが︑とうもろこしの

えています︒

三351囹中にわに︑とうもろこしがたくさんは
どうやら ︵副︶4 どうやら

四5210 きけんなところは︑どうやらとおりすぎ
ましたが︑

十一523 あふれそうな乗客にまじって︑どうやら
乗車ロへもぐりこむことができた︒

十一8610園 どうやら︑あなたのむすごさんと同じ
年ぐらいのむすこがいるらしく︑

東洋

十二438園

十五4511 ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え どうわ ﹇童話﹈︵名︶1 童話
﹇東洋﹈︵名︶2

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒
とうよう

としていて動かないという︑いわゆる天動説が行

十三132 東洋でも西洋でも︑天は動き︑地はじつ とお ﹇十﹈︵名︶7 とお 十 10
われていました︒

十五576囹教授の申し出でをさっそく承知して︑
はじめて見る東洋の青年をひきとったが︑
とうようびじゅつ ﹇東洋美術﹈︵名︶1 東洋美術

道理

は︑プリンタリーのふでになったものである︒

十五515 大英百科辞典の東洋美術についての説明
﹇道理﹈︵名︶3

十三112 このように︑道理にあわないことを信ず

どうり

るのを︑迷信という︒

とおいちかい一とおく
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八336 この星は︑一つ一つがはっきりとみえない
十一1512

十一1410
窓ガラスが︑

たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいっ

十一5911園

たぶん︑遠いところに家族があるので

本道は遠いから︑近道をしょう︒

しょう︒

十一9112園

この二少年が︑遠い母國の選手のために︑
そうして︑遠いところも近くなり︑世界

ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から
どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな
目がさめたころ︑遠いところを通るその
母を思う子の眞情は︑遠く海をこえて︑
身近なものしか見ないで︑遠いもの︑大
大空の星をながめていると︑はてしのな
ああ︑いい音がする︒﹂みんな﹁一の人﹂

自分から話しだしたホランド博士は︑遠
それから︑あちらの遠い遠い金色の雲
の中に︑つま先で立って︑やっと見えるくらいの

十五佃1囹

い昔を思い出して︑

十五585

の見ている方を遠く見つめる︒

十四383

い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

十四3512

きなものに心をくばることがたりなかったのは︑

十四304

私たちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四62

声を聞くのは︑ゆめの中の声のように思われる︒

十三321

空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

十三72

ここに帰って來て︑

十三62

はだんだん小さくなるような氣がします︒

十二佃11

勝つことをいのってくれていることを知って︑

十二812

ですから︑しぼんでしまいます︒

だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていくん

十一869囹

て︑しばをかったり木を切ったりして︑

十一255

て︑小鳥たちは︑そこから遠い空へにげていった︒

一まいこわれていて︑やが

のですから︑ずいぶん︑遠いことがそうそうされ
ます︒

八337 私たちの︑ただ﹁遠い﹂という考えだけで
は︑この遠いきょりは︑おしはかることはできま
せん︒

八337 この遠いきょりは︑おしはかることはでき
ません︒

八3411 ﹁光年﹂を軍位として計算しなければなら
ないほど︑遠いきょりであります︒

八716囹 遠いところにいてくれさえずればいい︒
しあつているのかもしれません︒

九167 これからいこうとする遠い國のことを︑話
九171 つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた
です︒

九179 南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い
オーストラリアまでいくのがあるということです︒
が︑秋には︿略﹀遠くアフリカまでもいって︑

九182 ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの
九倣4 すると︑いい味は︑もっと遠いところで感
じられる︒

九慨7 それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ
うにはなくて︑遠い上流にあるのだとさとった︒
九伽10 ブンブンブン︑ブンブンブーンと︑遠いと
ころで羽音がしました︒

十176園 そういう遠い國へいくと︑自分の國のこ
とばがこいしくなります︒

十225 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ
ざくらの花︒

十一124 たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ︒
てきた旅人のような氣持のする日だ︒

十一137 ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

ところにいる人︑だれなの︒

﹇遠近﹈︵名︶1遠い︑近い

十五酩1園あちらの遠い遠い金色の雲の中に︑
とおいちかい

十日﹇▽じゅういちがっと

五157 汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね

﹇十日﹈︵名︶1

だんがちがいますが︑

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ

おか・せんきゅうひやくしちねんしがっとおか

とおか

七257園

﹇十日目﹈︵名︶1 10日め

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

とおく

遠く

八962 種もみひたしをしてから︑ちょうど10日め

とおかめ

﹇遠﹈︵名︶17

でした︒

とおく

それがだんだんととおくになるように︑

かっこうが︑とおくでしずかになきます︒

なきます︒

一一403 すると︑とおくのほうでも︑﹁︿略﹀︒﹂と

二438

小さくする︒

二713

五78 下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

ながして︑海のとおくにすてにいく︒

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒

六692 この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

そろって︑遠くをみまわす︒

七754 さて︑どこへいったものかしら︒﹂ふたり

もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪

下をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒

七859園あまり遠くへいかないうちに︒
八5811

のぼうしがみえます︒

九466團

長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か

わざわざ遠くにでかけなくても︑

ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒

九743 いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま

十一48

十275
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とおし一とおり

ら運んでくるのもみえる︒

十一98園きっと遠くへいくんだろう︒
十ニー89園 おとなりの草むらでも︑遠くの草むら
でも︑ピッピッという音がする︒

十三285 遠くの方からひびいてくる︑いろいろな
はるか遠くの方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒
十四399

﹇ 遠 ﹈ ︵ 形 ︶1

遠し

︽ーク︾

﹇▽ぶっとお し ・ よ ど お し

遠くにいる人に知らせるためには︑

十五345 けれども︑それをその場にいない人や︑
とおし
とお・し

とおす

だおれでとどまりぬ︒
﹇ 通 ﹈ ︵ 五 ︶6

通す

︽ーシ・ース︾

こ

十五54図魍遠くそののちかしの木に︑矢はま
とお・す

5かんがえとおす・つきとおす・みとおす
三154園 おまえさんのようなおろかものは︑

こをとおすことはできない︒
せん︒

三156 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑とおしてはくれま

いうとおりに

おとうさんのおっしゃるとおりですね︒

わにざめは︑白うさぎの

二435圏
三448
ならびました︒

白うさぎがそのとおりにしますと︑か

﹁このとおりだ︒﹂かっちゃんが︑立ち

おつきのものはそのとおりにしました︒

らだはすぐもとのようになりました︒

三489
三柵6
四571園

学校へかよう子どもたちのことを思っ

あがってはばたきをしたので︑

四908

おかげさまで︑このとおりじょうぶに

て︑おもてのとおりをさっさとはく︒
四鵬10囹
なりました︒

五922園たたみのまん中にあなをあけてやったら︑
それ︑このとおり︑いせいよくのびるわ︑

をふいている風である︒

九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

それでは︑もんくはいままでのとおりに

このとおりです︒

ぎのとおりです︒

九6711園

九721園

ここからでるのは︑このとおりうちくだ

しましよう︒

九855園

フランスだって︑きれいなところもあり︑

いて作った物で︑

十154

きたないところもあり︑日本も︑やはりそのとお

おかあさんが︑あかちゃんをだっこして︑

りですから︒

おもての通りへでていらっしゃった︒

十604

十737園たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ
十一88園

まったくそのとおりです︒

はるえさんのいうとおりね︒

﹁そのとおり︒﹂

ほんとうにきみのいうとおりだ︒
そのとおり︑そのとおり︒

ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

六203囹

十一838園わたしは︑これこのとおり︑すっかり

六203囹そのとおり︑そのとおり︒
お元氣どころか︑このとおりすっかりよ

十二穐1
六7110園

八391園

勉強もそのとおりだ︒

コペルニクスのいったとおり︑天は動く

わかいダルガスの意見を︑実際にためし

私はすぐにこれをためしてみましたが︑

﹁それ︑ このとおりだ︒﹂といって︑

あのとおりテーブルの光栄になってい

これが﹃みたされたきょえいの幸福﹄

で︑このとおり︑りっぱな︑ふくれあがった顔を

十五877園

るさとうがしを︒

十五851囹

日記をくりひろげ︑

十五735園

ほんとうにそのとおりでした︒

十四779

てみると︑そのとおりになりました︒

十三236

ものではない︑地球が動くのだということを︑

十三141一

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

じょうぶになったよ︒

六297園

ふたりはそのとおりにしてみました︒

わって︒

七7610園

六5410

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

九4311国 ほしがきにするために︑母がかわをむい

十二535 の手は︑手さきのほうをいれて︑穴に

でございます︒

やがて死ぬけしきばみえずせみの声

と︑

そのとおり︑私どものらくだは︑かた目

七816園

︵

糸を通してぬいつける︒

八252

むかしの人がうたっていますが︑そのとおり︑死

十二942 ﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして︑す
いすいととびまわるかわいい赤とんぼを︑心の中

ぬことなど考えられないほどにぎやかに鳴きたて
たせみも︑

八378園

﹁この花が︑みたとおりのこがねならば︑

にえがきだす︒

十四937 女の子は︑早々をとおして︑ちらちらと
かがやくともしびの光を見た︒

八579園

わしもつむのだが︒﹂とおっしゃいました︒

おり・おおどおり・おもいどおり・かんがえどお

九123

とおり ﹇通﹈︵名︶37 とおり 通り5いままでど

り︒ぎんざどおり・こうれいどおり・ねがいどお

町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物
り・ひととおり︒ふたとおり・もとどおり

とおりいっぺん一とおる
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しています︒

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

しょう︒

夏は夏で︑ひんやりとした宣べいの日か
とおり道

では︑光のとおり道をさがしてみま

﹇通道﹈︵名︶1

三743園

とおりみち

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十三281

十五896園あのとおり︑さわぎやどもが︑おまえ とおりば ﹇通場﹈︵名︶1 通り場
さんがたを呼びたてているでしょう︒

とおりいっぺん ﹇通一遍﹈︵名︶2 とおりいっぺん
とおり一ぺん

十二896 感謝の心持をこめていうときと︑ただと
おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑

ッ ・ ーリ︾

通

三906

ぞうがとおりますから︒

ばしゃもとおります︒

二3310園

iリ・ール︾←おとおる・すきとおる

十三197 ダルガスは︑とおりいっぺんの空想家で とお・る ﹇通﹈︵五︶45 とおる 通る ︽ーッ・ーラ・
はありません︒

︽

とおりかか・る ﹇通掛﹈︵五︶7 とおりかかる
りかかる

す︒

よ

ギ・iギル︾

わたくしは︑学校へ

︽一

んをトントンあがってみたり︑

七79園 ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ

七714 ぬまの上を︑にわか雨が通る︒

七83 渡りろうかをとおる足音がきこえる︒

七803園私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑

天帝は︑︿略V︑また馬車を走らせて︑天の

さばくを通っていましたが︑

川の西の岸を通っていらっしゃいました︒

八293

そうして︑親あひるにつれられたひなたち

が通っていくと︑

八678

リカまでもいって︑冬ごしをします︒

九182 秋には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアフ

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

いくときとかえる 九365国たきになり流れになって︑村の中を通り︑

あれをみて︑汽車が︑とまったりとおっ

汽船や荷船がとおる︒

かった︒

五472

しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず
おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば
帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはいな
いつも通るこの小道︑たのしい小道だ︒

五4610

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五465

しい川のきしを走ったりしました︒．

五203

たりするのだ︒

五121囹

五75

ました︒

やまねこがここを通らなかったかい︒﹂

やまねこがここを通らなかったかい︒﹂

やまねこがここを通らなかったかい︒﹂

まつ林の中を通っていくとき︑だれかが︑

こんなにうるさくついてこられたときには︑
十212

十一45

大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ

が︑あかちゃんをおんぶして︑そばを通りました︒

その下を︑あひるがならんで通っていく︒

五483いつ通っても︑いつもたのしい︑この小道︒

十526 五六歩いったかと思うと︑よそのおばさん

︿略﹀子どもをさけて通ったこともありました︒

十711

とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声にさけんだ︒

九鵬8

とたずねました︒

九533園

とききました︒

九521園

たきがピーピi答えました︒

九512園

とききました︒

四3610園そのとき︑ぶどうだなの下をとおり 九497園 やまねこがここを通らなかったかい︒﹂

ときにここをとおります︒

三913

四974 そこへうらしまたろうがとおりかかりま 三907 じどうしゃもとおります︒

かったね︒

四棚2園 ちょうど ここを とおりかかって

でしたので︒

四柵8園 いや︑ちょうどとおりかかったところ

までつれてきました︒

六588 そこを通りかかった人が︑おんぶして学校

か︑向かっていこうとさえするのです︒

八911 のらねこが通りかかっても︑にげるどころ
八478 その小屋のそばを通りかかったときでした︒

八862 あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ
た︒

︽

とおりす・ぎる ﹇通過﹈︵上一︶2 とおりすぎる
通りすぎる

通りぬける

が弓矢を持って通りました︒

六163そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど

五527いそがしそうに人々が通ります︒

四5210 きけんなところは︑どうやらとおりすぎ 五474ひとりで通るときも︑みんなで通るときも︒
五475ひとりで通るときも︑みんなで通るときも︒
ましたが︑

﹇通 事 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

九921 学校帰りの女の子ふたり︑通りすぎる︒
とおりぬ・ける

六388 親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

ケ︾
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とか一とか

風といえば︑﹁そよそよ﹂とか︑﹁ザワザ

ワ﹂とか︑﹁ビュウビュウ﹂とかいうことばであ

九119
らわしているが︑

をひいて通っていくのがみえるし︑

十﹇97園 おきを大きな船が通っていくよ︒
九1110

十三289 床屋が通る︒

十三321 目がさめたころ︑遠いところを通るその

九443国

かきの葉を一まい一まいならべて︑この

ざくろさんが︑來年とか︑さ停年とか︑

こちらの色がよいとかいってながめてい

色がよいとか︑こちらの色がよいとかいって
ます︒

九444團
十一一釦7園

それからもっとさきのことをおっしゃったりする
來年とか︑さ來年とか︑

と︑なんとなくさびしくなります︒

十二217園

民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑
なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

十二264

つくえとか︑テーブルとか︑

そのまわりをぐるぐると歩きます︒

十二264

便利とか不便だけで物事を考えないと

むかしは︑︿略﹀︑きつねがっくとか︑か

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4710園
るのだ︒

十三101

らすの鳴き声がわるいから不幸があるなどといっ
た︒

さんごくし

十三314

さいゆうき

ちゆうごく

三國志とか︑西遊記とかいった︑中葉

さいゆうき

三國志とか︑西遊記とかいった︑

さんごくし

のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑

十三315

くぎへかけるようにしたほうがいいと

それには︑つかい

ほのおがゆれたりしないとか︑︿略﹀

かさがあるとか

﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とかいいなが

﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑

十四269

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

リズムとか︑ハーモニーとか︑

十四688

また︑図画工作の時間によくいう︑デッ

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

モデルとか︑バックとかいうことばも︑

これは︑茶わんのばあいにくらべると︑

十四2612

十四2612 デッサンとか︑モデルとか︑

サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611

十四269

わってきたことばであろう︒

西洋音樂がはいってきたときに︑いっしょに傳

十四268

ソナタとかいうことばは︑

とか︑ハーモニーとか︑そのほか︑コーラスとか︑

十四268 また︑音画の時間によくつかう︑リズム

十四215

ら︑先生のお書きになる文字に目をそそいだ︒

十四別5

す︒

かたを書いた小さな書きつけがついているはずで

十四106国

小さなかさがあるとか

十四絶4国

しないとか︑

十四絶4団 調節ができるとか︑ほのおがゆれたり

か︑調節ができるとか︑

﹁ザワザワ﹂とか︑﹁ビュウビュウ﹂とか 十四103團

いうことばであらわしているが︑

﹁︿略V︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれた

﹁ビュウビュウ﹂とかいうことばで

声を聞くのは︑ゆめの中の声のように思われる︒
九402團

九1110

﹁︿略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒

十四8710 やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人

とか

が︑ぼくはがんばっておりませんでした︒

十三326

も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒

十四8712 やがて第三の人も通り︑第四︑第五の人
も︑同じ足あとをたよりに通って行く︒
ろとかなしげに通って行きながら︑

十四935 美しく火のともった家々の前を︑そろそ

みつ

十五92圃 こどもら手をつないだ中を日ぐれのう
まが通る
そのときちょうど四つのいたずらざかりであった︒

十五609 ふつう﹁満ぼう﹂でとおっていた私は︑

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

十五671 学校のいきかえりにその門前を通っても︑

︵並助︶48

ちを通るのだから︒

十五969園私たちに用のあるものは︑どうせこつ
とか

六451園あのかかしったら︑﹃さようなら︒﹄とか︑
﹃ありがとう︒﹄とか︑なんべんもなん

﹃ありがとう︒﹄とか︑

六451園
べんもさけんでいたよ︒

七121 ﹁かごの手﹂とか︑﹁なべの手﹂となると︑

たとえば︑移轄をするのに︑方角がよい

しくみがずっと大きくて︑うずの高さも︑四キロ

とかわるいとかいい︑

十三104

方角がよいとかわるいとかいい︑

﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒

人の手ではありません︒

十三104

七139

九64 オルガンのほかに︑バイオリンとか︑フ

とか八キロとかいうのですから︑

十五3610 ﹁上﹂﹁下﹂とかいう字の起りである︒

四キロとか八キロとかいうのですから︑

名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ
運がよいとかわるいとかきめたり︑

十四689

十三105
十三105

るいとかきめたり︑

ルートとか︑ほかの樂器を︑いっしょにあわせて
ひいてみたらどうでしょう︒

九65 バイオリンとか︑フルートとか︑

とかい一とき
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六372

とかす

︽ーサ・ーシ︾

かたい皮にあなをあけて︑ていねいに生みつけて
虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑

おいてくれましたので︑

八166

やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

ほそいとがった口をもつています︒

九602

なんといったって︑頭のとがっているの

るな︑と思いながらみていると︑

九645園

﹂

なんといったって︑頭のとがったものが︑

そうして︑わたくしがいちばんとがって

がいちばんえらいのです︒

います︒

九647囹
九665囹

いちばんえらいんです︒

頭のとがったのが

ふしくれた手︑とがった足︑

九676園
九衛3

とき︑かげのほうで︑

三1510らびました︒その ときです︒ふしぎな

でしたので︑あるとき︑

でんわを

でんぽうを

やはりこ

ｪ﹀︒﹂と︑お

三451 あがろうという とき︑白うさぎは︑﹁︿
三464ていました︒そのとき︑ みなりのりっ
三615ていました︒そのとき︑ マイクルが︑﹁︿
三664 さいました︒そのとき︑ ピーターが︑﹁︿
三701 ていました︒そのとき︑ ピーターはふ
三833 た︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑ おかあさんが
三912しは︑学校へいくときと かえるときに
三912 くときとかえるときに ここをとおり
三鵬2 ︑きもちのわるい ときでも︑ はらのた
三鵬3 でも︑はらのたつ ときでも︑ このかぐ
三備4

四54 人がなくなったときには︑
四61 くれます︒いそぐときには︑
四63す︒もっといそぐときには︑

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁その
四357園

げました︒その
四3210團

十一一674
のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと 四224團りそうになった
四236国りですか︒その
がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑
四316團学校からかえる

とき︑

とき︑

とき︑

とき︑

たろうさんが︑

ふと思いだし

わたくしは︑﹁︿

雨がふってい

ぶどうだなの

山へくりひ

四366 い
てました︒その

とき︑

またわの中に

きました︒その
四3610園

とき︑

みかき．じをよむときには︑くちをつ

にいさんのこ

わたくしの口

おじさんのこ

とき︑

とき︑

とき︑

ときは︑

います︒じをかくときには︑てをつか

ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の

一152

かけらが目にはいりました︒

一161

わたくしがいったとき︑しゃしょうさん

十五3010

二694 きこえる︒﹂その とき︑かげのほうで︑

春をさがす︒その
そのビルディングの一つ一とがつた 二675

屋根にひっかかっているかかし︒

23

十五373

﹁もと﹂とか︑﹁すえ﹂とかいう考えを

表わすことにした︒
八145

が

親ぜみが︑あのほそくとがった口のさきで︑

十五373 ﹁もと﹂とか﹁すえ﹂とかいう考えを

さ

十五374 いまの﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれで
ある︒

十五478 佐賀はん主は︑お庭焼といって︑自分の
家でつかう食器とか︑おくりものにする焼物とか
を作らせていたが ︑

十五479 おくりものにする焼物とかを
とか︑﹁あけぼののむらさき﹂とか︑﹁こはくのつ

十五953 ﹁ばらの目ざめ﹂とか︑﹁水のほおえみ﹂
ゆ﹂などがあらわれます︒

﹁あけぼののむらさき﹂とか︑﹁こはく

十五954 ﹁水のほおえみ﹂とか︑
十五955

﹇兎角﹈︵副︶1

とかく

のつゆ﹂などがあらわれます︒

とかく

とかい 与だいとかい

とかげ

かく家庭教師の手からはなれて行きそうにしてい

十五223 女の子は︑あぶない足どりで︑︿略﹀︑と

﹇蜥蝪﹈︵名︶1

ました︒

とかげ

一534

四377囹しました︒その
四395園ころそうとした
四398囹 おろうとした
ました︒﹁そんなときには︑はなれぼし

かつちゃんが︑

一549園

十三67 わらびや︑ふきや︑たけのこや︑ちょう とき ﹇時﹈︵名︶翫 ときOおひるどき・かたとき
﹇ 溶 ﹈ ︵ 五 ︶2

や︑はち︑へびや︑とかげや︑青がえる︒
とか・す

七319園白いえのぐにみどりをとかしたような︑
美しい羽ですこと︒

とき︑

ゐ

ざいます︒あのとき︑たろうさんが

四486ににさしかかった

とき︒

ときは︑

十二9511 いったん読まれてしまうと︑読み手の思 一582囹

四511 ねらわれている
うれしい
四774 ︒う
くて︑いらないときにいるものは

﹁ゐ﹂の

どんなとき︒

ときには︑ ばらばらに

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いるときにいらなくて︑

1﹂ここまできたとき︑とみこさんが︑

四774いときは︑どんな

ニー92囹

二68
︽ーッ︾

ニー92囹
とがる

四853をしました︒その

おかあさんが︑

いでや心持にとかされて︑その人その人の生活や
﹇尖﹈︵五︶12

「〈

とき︑

おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ

学校からかえるとき︑くにざかいの
二601

二375園

経験によって生かされてくる︒
とが・る

か︒

一一356園 つるつるして︑とがったものじゃない

、
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とき一とき

八749

うが︑ちょうどそのとき︑おそろしい大き

ものをいっているときに︑自分の考えな

ままで︑ものをいうときに︑声がはなから

せつにしてあげるときは︑喜ぶものです

六佃9

八804園

じさんが︑おりるとき︑﹃︿略﹀︒﹄といっ

八825園

太陽が美しくしずむときであった︒草むら

五238園

うものは︑一年生のときにならったからよ

五248園らせました︒そのとき︑どこかの女の人 六甲9 ぞと思ったが︑そのとき︑新しいことがあ

ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑

八8310

しました︒種まきのときとちがって︑こん

度

八9310囹

水をとりかえるときにみたらもみのも

ひるの子であったとき︑こんな幸福があ

六下11

じめてあげにいったときに︑みんなが︑﹁︿

八881

あざけられたりしたときのことを考えた︒

八952

五392團 いちばんたのしいときです︒冬がすぎて

に︑ま四角に切ったときにつけたすじがた

八934

六伺4園︒あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつ

八986

六M4

六佃1

たはじめようとしたとき︑トンネルの入口

ずなできばえをみたとき︑感心して︑思わ

九115

九54 せにしたら︑二色のときよりも︑もっとち

五464 す おつかいにいくとき︑うらの竹やぶの
五474 道だ︒ひとりで通るときも︑みんなで通る
六柵11

六一2

をたたきます︒このときの﹁手﹂は︑ての

りをしました︒そのとき︑﹁︿略﹀︒﹂という

五626 した︒あさごはんのとき︑はたけではじめ

五475 きも︑みんなで通るときも︒たんぽぽがさ

七117

た︑﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑また

五836
略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑下の方から︑﹁︿

九142

七1211 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このときの﹁手﹂は︑文字 九122

わいなことに︑そのとき︑あいていた家が

う︒ゆめからさめるときには︑音などはけ

ことがある︒こんなときにも︑たいこをつ

げ道にさしかかったとき︑さっとふいてく

ドブンととびこんだときの音もあらわした

略﹀︒﹂﹁生まれたときからせわはしてき

した︒﹁生まれたときは︑ねてばかりい

七124

七119

五862

︿略﹀︒﹂このようなときの﹁手﹂は︑どん

九143

五638囹
五643園

＞︒﹂とおっしゃったとき︑だれかが︑﹁︿略

五832 こで︑おひる休みのとき︑私たちは︑運動

五901園 おうたいになったとき︑おじぎをなさい
七136

九208

七192園

三﹁このまえきたときは︑風が強かった

七233

﹁だいすきさ︒﹂そのとき︑おかあさんがお

五908園 このわしも小さいときは︑オギャア︑オ

五906園 さどが島をうたうときには︑いつでもお

五鵬2 ます︒すずめがきたとき︑ひわが︑﹁︿略V

六1911囹
ね︒こんな樂しいときは︑二どとありま

八137

八105

すると︑歩いているとき︑追いかけてきて

九㎜4 メートルほど登ったとき︑ぼくが︑﹁︿略﹀
九囲4 げていました︒そのとき︑あみがにわかに

九鵬9 林の中を通っていくとき︑だれかが︑﹁︿略

七925 へだしました︒だすときに︑わらを足でけ 九613した︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑いちろうは︑足
七95図 ました︒ うまれるときはまるくなって
九747なく馬車がとまったときは︑茶色のどんぐ
した︒客がきているときなど︑あまりテi 九774園
おもにたべていたときがあったらしい︒
に1庭さきにいるとき︑とつぜん︑上へ 九872 ︒八なかよしときある晴れた日の

七809園

になりました︒そのとき︑王女がはいって

ふかい朝の野にでたとき︑﹁︿略﹀︒﹂だの︑

六101がっかりした︒そのとき︑いままで雲にか
六137とどきそうになったとき︑足がつるりとす
六162をいいました︒そのとき︑ありのまえをひ

六87がっていった︒このとき︑父の時計屋さん

七357 りました︒家をでるとき︑おかあさんに︑
九
3
1
3
国
す︒こちらへきたときは夏の暑いさかり
七379 わらいました︒そのとき︑ふと上を向くと 九367国
って山からおりるとき︑この谷まの流れ
七3810 はありません︒そのとき︑そのわかい男の 九395團ても︑きこえないときがあります︒上の
七427 た︒トンネルをでたとき︑向こうの席で︑
九429團るのをほりおこすとき︑胸がどきどきし
七529 ことになった︒このときは︑ぼくらのほう 九437團ちているのをみたときは︑思わず手にと
九448團そちらにでかけるとき︑ぼくもついてい

六216きいています︒そのとき︑しもてから︑あ
六243園
いや︑こんないいときにあそばないで︑
六245囹
ちは︑はたらけるときにはたらくのです
六281 かにそうだ︒﹂このとき︑戸のぞとに︑き
六447園
くが目をさましたときには︑おびみたい
六614た︒これがわかったとき︑私はおもしろく
六656 あに︒三はたらくときはよこになり︑休
六656はよこになり︑休むときは立つものはなあ

八416

した︒小屋からだすとき︑みんな喜んです

︑にんじんをやったときのように︑喜んで

九598といいました︒そのとき︑風がどうとふい

九4810ろうが目をさましたときは︑もうすっかり

九⁝⁝1

した︒くもの小さなときのことが︑ゆめで

九悩11 いてたべようとしたとき︑ちょうちょは︑

七885

八71

八95

八478

︑
つた︒﹁︿略﹀︒﹂このときである︒﹁︿略﹀︒﹂
ノ3
70
1

そばを通りかかったときでした︒中から人

七922

たりません︒そのとき︑この人にであっ

六7510 く略﹀︒﹂学校へいくとき︑雪だるまのかた

六797圓たがねむつているときでも︑どきんどき
六川7 ︒きち．んとはまったとき︑まいた紙を糸で

さくついてこられたときには︑おとうさん

スのいなかへいったときは︑子どもが大ぜ

十一463

十一4411

てしまった︒そのとき︑しゃしょうさん

弟よ︒まちがったとき︑思いきってやり

んのまえに向いたとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大

︒﹂﹁ゆずられたときの氣持でゆずりま

︑ぼくの二年生のときだった︒津軽海峡

十一547翻

で︑学校から帰るときのことであった︒

十一535

です︒もようをみたときには︑そのもよう
十一5910

十一473

では︑やがて︑困るときがくるにちがいな

ようなあぶないときでも︑いいだすご

︑﹁なぜ︑そのとき︑﹃︿略﹀︒﹄と︑き

十一627園

ことをたずねたとき︑なぜすなおに﹃

なりました︒そのとき︑父親が病氣でね
︒金次郎が十四のとき︑父親がなくなり

次郎は︑子どものときから︑家の手つだ

ました︒そういうときに︑金次郎が生ま

十二376感じました︒このときはじめて︑﹁水﹂

＋二3312みせました︒そのとき︑私は︑もちろん

十二338ずにつづれましたとき︑私は子どもらし

十二238まえからそういうときのことを考えて︑

十ニー81園 ッと鳴いていたときには︑ほんとうに

十二247 やんをひと目みたとき︑天にものぼるほ

まいました︒このとき︑金次郎はたった

ばん下のは︑そのとき二つでした︒どん

レットの上でみたときは︑ずいぶん美し

を轟けんしていたときの話です︒ある日

よりました︒そのとき︑母ははたを織っ

ありません︒このときコロンブスは︑コ

を発見して帰ったとき︑イスパニア人は

閉じました︒そのとき︑少年は︑病人が

くさしこんできたとき︑医者が︑看護婦

夕がたの回しんのときに︑医者は︑﹁︿略

こへっれてきたときには︑もうすつか
十一867園

た︒病人は︑そのとき︑目を開いて︑じ

んに看護していたときでした︒そのへや

の口もとにつけたときに︑少年はそのふ

では︑目を開いたときに︑その小さな看

を目にあてているときには︑じっとみつ

た︒﹁︿略﹀︒﹂そのとき︑少年は︑勇氣を

考えました︒そのとき︑少年は︑かるい

や︑手紙の着いたときに︑母親がどんな

十一6111囹

たのは︑ぬのを織るとき︑たて糸のあいだ
︑佐吉が二十四才のときのことである︒あ

十︻629圏

いでしょうが︑そのときのいきさつを知っ

ワンワン﹂は︑そのときさけんだことばで

というのです︒そのとき︑いぬは︑くしゃ

ってきて︑道にでたとき︑あとをふり向き

こうとします︒そのとき︑私をふり向いて

て士暑びました︒そのとき︑いままでかたに

了2
72
75
了6
了了
了了

81

84

9971041048

えなりました︒あるとき︑なにげなく妹の

1131078332
1611854898988

い男になったりするときには︑おしろいや

していました︒あるとき︑このだんなは︑

んでした︒でかけるとき︑太郎かじゃ︑次

︑おしいれをあけるときになると︑﹁︿略﹀

と︑そこまで話したとき︑いままでおいお

うとしたりするときには︑きっとコッ
はりきっているとき︑ぼくらのっかれ
のっかれているとき︑ぼくらのしたい

︒﹂﹁さあというときに︑ひとりで責任

十十十十十十十十

十十十十十十十十

いに核をさしいれるときに︑ほかの母型の

かをすごした︒あるとき︑うめが︑溝貝の

つの和音を耳にしたときは︑組みあわされ

幽、・ん。脈て。ζ・ワ・）レ・か，逃質？謄ろ

國のことをきかれたときは︑おとうさんも

底土土勾画土底土土土舗藩飽託茄誌煎右煎莇赫‡‡
2823232120201088619326116129102115101521072103
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一年半ほどたったとき︑大病にかかって

を思い返していたときの私ほど幸福な子

三年生のときに習ったイソップ

ろびるかは︑このときにさだまり︑この

のるが︑つかないときはみのらないこと

んがめしべにつくときはよくみのるが︑

こういうのどかなとき︑こういうしずか

希望の帰ってくるとき︒新しい勇氣や空

の歩調がそろったときに︑はじめて︑日

をきり開いていくときは︑いつの時代で

プ物語

だり運んだりするときにもつかったこと
︒お金がなかったときにくらべて︑お金

貝です︒四年生のとき習った貝つかのこ

なたがたの小さいときの写眞などもある

校にうつってきたときのことを思いだす

である︒文を書くときには︑よく手をい

も︑そのときそのときの心持があらわれ

﹂にしても︑そのときそのときの心持が

いさっとしていうときとでは︑いいかた

心持をこめていうときと︑ただとおり一

になる︒話をきくときには︑相手の人の
︒自分が話をするときには︑その場のよ

うあきらめているときでした︒清水選手
︒ことばは︑そのときのまわりのようす

はいまでも︑あのときのことをわすれる

るようにたずねたとき︑少年たちは︑﹁︿

ものは︑いり用のときはいつもここへき

なってきた︒このとき︑高どのに立って

わのあとで︑そのとき落ちた土くれが︑

五郎が畑をうったときのくわのあとで︑

はない︒子どものときからききなれた傳

ないように︑話すときは人形の顔を前後

89861083371754899763122111141091115212
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どき一ときかねる

十三188 まり︑この苦しいときにうちかっことの
十四733

十四716

十四6711

れてのぼる︑そのときできる導流のむら

ルランプで熱したときの水の流れと︑同

それは︑らい雨のときに︑空中におこつ

十五8011

十五609 ていた私は︑そのときちょうど四つのい

十五591園す︒私は小さいとき︑その新島裏にた

︑ただ︑茶わんのときだけの問題ではな

十五934囹物をたべているときは︑だれにもかま

十五8710園

十五879園かわいていないときに物を飲む幸福﹄

がたの時代がきたときには︑私たちの時

十三194 ぞをほったりするときに︑よく︑草岡の

面からひえていくときには︑どんな流れ

じめはいって來たとき︑すこしはにかん

十四744

ためられてできるときのむらは︑飛行家

十五8210

十三1811 であります︒このとき︑希望をいだいて

十三387園︑一ど︑三年のときだったか︑遠足で 十四741 よう︒湯がひえるときにできる︑熱さと
十四746

十五塒12園しかえしされたときに︑いつもにっこ

﹃腹のへらないときに物をたべる幸福

十四751

十三5911囹 わたしが行ったとき︑この絵の前には
十三5912園

て︑あいているときがなかったよ︒﹂

十四512 という職についたとき︑ふるさとにのこ

十四134団 1こしをとったとき︑それをのせるた 十四776 わざは︑木を割るときには︑もとのほう

ランプをつけるときやけどをしたあと

な顔をしているときでも︑ほおずりを

十五備7園

せわをしているときは︑いつだつてこ

は︑うちにいるときのように︑しごと

もをかわいがるときにはお金持なので

土が見えはじめたときの喜びは︑たとえ

十五M1園

十五佃9囹

かわいがりあうときは︑いつでも天罰

十五M4園も︑うちにいるときよりか︑ずっとお

十五麗7園

十四7710

いで道を横ぎったときに︑その上ぐつは

うらのへやを出たときは︑上ぐつを足に

十五備5園

がいい︑竹を割るときには︑うらのほう

十四891

︒と思うと︑そのとき︑ほのおは消えて

ているのです︒ときはまだ來ないので

十四777

十四147国

十四907

れてあった︒そのとき︑まあ︑どうだろ

十五酩9園

十四145団 おいでになったときそのままです︒そ

十四151国号持になられたときには︑自分には子
十四9010

いか︒ああ︑そのときもとき︑ちょうど

十五伽4 校の門をくぐったときのことが︑はっき

十五擢12園

十四166團思ってくださるとき︑私もおかあさん
十四963

ああ︑そのときもとき︑ちょうどマッチ

き・じょうもんどき・せっきとどき・やよいしきど

十四275園 ﹀︒﹄などというときの漢語は︑たいて

十五2310

十五225

十四麗3

これはじょうもん土器といって︑貝つか

い物︑土器らしい物︑︿略﹀がたまっています︒

へ身をよせかけたとき︑ちょうどそこに

十二999

九858園

また︑土器もあります︒

それから土器︒

まいました︒そのとき︑鳥はサアッとい

りです︒と︑そのとき︑だれか︑その大 九844囹

ていました︒そのとき︑ふいに︑みんな

九823 かごの中には︑いつのまにか︑せきふらし

のべた︒と︑そのとき︑マッチはもえつ どき ﹇土器﹈ ︵名︶ 6 土器 尋じょうもんしきど

でした︒竹を割るとき︑もとのほうから

十四2411 國から傳えられたときに︑そのことばも 十四974

︒その星が落ちるとき︑空を横ぎって長

たのことを思うとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑こ

十四2511 どが傳わってきたときに︑そのことばも 十四977

十四1612国 ものがご入用のときは︑こえんりょな
たかやま
十四182 そうじをしているとき︑高山くんがへ思

十四977

んが︑星の落ちるときは︑なにかのたま

十四368 しい学生であったとき︑物理の時間に︑

十五281

十四271 絵がはいってきたときに傳わってきたの

十四264 学がはいってきたときに︑また︑チフス

十四996

．十四266 学がはいってきたときにそれぞれ傳わっ 十四988
十四2610 樂がはいってきたときに︑いっしょに五 十四993

き

十四468 れませんが︑このときぐらい︑しみじみ

きがらを見つけたとき︑﹁︿略V︒﹂といっ

十四476 は︑しょうとつのときにあわてふためい

十五3010

ていました︒そのとき︑がけの中ほどか

からでる物では︑いちばん多い土器です︒

十四573 つるがこういったとき︑高い声でわらい

十五322

十二柵2

じょうもん式土器といいます︒

土器には︑なわ目のもようがあるので︑

十四636 あまり大きくないときには︑日光にすか

ていました︒そのときの少年の喜び︑そ
十五5011

少年の喜び︑そのときの女の子の両親の
十五5511囹

十五335

十四6312 が︑しずくになるときには︑かならず︑

十五562囹

十四638 雲が月にかかったときに見えるのと︑に

十四651 の動きまわらないときだと︑ことによく

十五586

十四6310 た︑いっかべつのときにしましょう︒す 十五335

十四658 に︑湯げがのぼるときには︑いろいろの

町から発見されたので︑やよい式土器という名ま

えがつけられています︒

して︑ひとりそのときの思い出にふけつ ときか・ねる ﹇解兼﹈ ︵下一︶ 1 ときかねる ︽1

てだろう︒そのときは︑まだ三角測量

ことがさかんなときで︑鹿鳴館という

ろくめい

情をこめた︒そのときから︑プリンクリ 十二㎜11 この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい

十四673 ります︒そういうときに︑よく氣をつけ

ときこさん一とく
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ネ︾

十五7511 博士は︑そのことばの意味をときかねて
いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑

ときたま

﹁ときこさん︒﹂

﹇時偶﹈︵副︶1

四387園

ときこさん ︹人名︺1 ときこさん
ときたま

︵下一︶

ぐまいもどってきます︒
﹇説付﹈

1

ときつける ︽一

八91 ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

ケ︾

ときつ・ける

十五922 ﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い
ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中
﹇時時﹈︵副︶17

ときどき

にひきずりこんでしまいました︒
ときどき

十一763

病人のふとんをなおしたり︑ときどきそ
病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑

の手にさわってみたり︑

十一767
病人は

︿略﹀︑ときどきむりにくちびる

わかったようなようすはしませんでした︒
十一8811

を動かして︑なにかものをいいたげにしました︒

民ちゃんもく略﹀︑ときどき︑わからな

ときどき焼いては︑この店に持って來

少年は︑ときどき大きな声をだして昭々

ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ

いことばで︑わたしに知らせるようになりました︒

十二259

くしごく︒

十三2812

を呼んだり︑

十五2611

十五471園

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十一808

まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑ときに

それが︑ときにはいかにもはっきりとし
ましたので︑

なつかしいことや︑呈しいことや︑とき

は︑したをだしたり

十二452園
十二969

ときには︑ホートンの廣場などに︑かげ

には悲しいことなどもあるでしょう︒

とぎれる ︽ーレ︾

絵の舞台をこしらえて︑そこで︑人形あやつりが

十三341

︵副︶2

どきんどきん

一どとぎれて︑また鳴りはじめる︒

﹇跡切﹈︵下一︶1

はじまる︒

とぎ・れる

十三375

息と同じように︑あなたがねむっている

どきんどきんやっているでしょう︒

どきんどきん
六793園

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六798園

こんなおけなんて︑とくにもならない︒

ぼくは︑うれしくて︑胸がどきどきしてい とく ﹇得﹈︵名︶1 とく
五6810囹

説く ︽ーイ・ーカ︾

はならぬといわれました︒

されて︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて

十三161そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

と・く ﹇説﹈ ︵五︶2

四715あさつゆととく︒

四714 ﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒

四712てつびんととく︒

四711 ﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒

四708かみなりととく︒

四707すずとかけて︑なんととく︒

四705あきの花ばたけととく︒

四704ラジオとかけてなんととく︒

四701ボンボンどけいととく︒

四698 ゆうだちとかけて︑なんととく︒

大きなうねのはだが地われしているのを と・く ﹇解﹈︵五︶10 とく ︽ーク︾
ときに

植林以前は︑ユートランドの夏は︑査は

﹇時﹈︵副︶1

十三244

ときに

ほりおこすとき︑．胸がどきどきしました︒

九4210團

た︒

七548

三379園 ときどき目をひらいてわたくしをみ どきどき・する ︵サ変︶2 どきどきする ︽ーシ︾
ます︒

いるだろうと︑ときどき思います︒

四257国 わたくしは︑みつちゃんが空をとんで
五308囹きみは︑ときどき︑こういうことをやる
のかね︒

五齪1 人がときどききて︑水道をつかいます︒

暑く︑夜はときに︑しもさえ見ることがあったの
ときには

七87 すずめが︑ときどき︑チュンチュンと鳴く︒

﹇時﹈︵副︶8

です︒

ときには︑かぎなりになって︑空をひつ
すんだ青さをもちながら︑ときにはくも
ときには︑十ぱも二十ぱも︑ずらりとなら
ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ
ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒

九188

んでいることがあります︒

九153

る書の空︒

六503團

かけるようになりました︒

四417

ときには

八948 水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお
﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

き︑ときどき水をとりかえました︒
九755

たと︑いちろうはときどき思うのです︒

九822 ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの
ぞきにいってみると︑

九旧2 大きな支流が流れこむところへくると︑と
きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九章2 岸にそって上流に向かって歩きながら︑と
きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

173
どく一とけいぜんたい

﹇毒﹈

︵名︶

5

どく

与おおどく・おきのど

十四363 教えを説かない教えです︒
どく

く・きのどく

十666園 おくのへやのおしいれには︑﹃ぶす﹄と
いって︑おそろしいどくがはいっている︒

十6612 そんなおそろしいどくで︑死ぬようなこと
になってはつまらないから︑

︵五︶3

どく

︽ーイ︾

うまそうにみえるのだよ︒

十696園それこそ︑どくの﹃ぶす﹄だよ︒
十705園こんなどくってありはしないQ
十707囹なみたいていのどくではないから︑か
えって︑
ど・く ﹇退﹈

二274囹きみ︑どいてくれたまえ︒
二279園きみこそどいてくれたまえ︒
二339囹ちょっとそこをどいてください︒
とくい 得意呂おとく
﹇得意﹈︵形状︶7

とくい
い

ともとくいとするところです︒

六燭11 のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

いな曲を︑一曲ひきましょう︒

七4511園 それでは︑お礼にわたしのいちばんとく

徳川時代

とくがわ

﹇徳川時代﹈︵名︶1

私は子どもらしい喜びと得意さに大はしゃぎで︑

徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

とくがわ

とくがわじだい

十五453
とくしま

てすっかりようすを変えてしまったので︑

徳島縣

徳島縣の津峯山に︑家具の岩屋というの

つみね

﹇徳島県﹈︹地名︺1

とくしま

十二617

とくしまけん

与えいがどくとく・にっぽんどくとく

がある︒

とくに
かまくら

ジャワのものはとくに有名だね︒

﹇特﹈︵副︶4

どくとく
とくに

十二468園

平安時代の終りから鎌倉時代にかけての

藝術の中で︑とくにすぐれたものの一つです︒

十二柳3

そこだけは︑地面から蒸発する水蒸氣が︑

とくに多くなります︒

十四682

ときどき大きな声をだして人々を呼んだ
り︑とくに下の方にいる女の子を元氣づけるため

十五2612

とくべつ

特別

それがまたとくべつで︑︿略﹀かごの中か

﹇特別﹈︵形状︶9

に﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませんでした︒

り︑

けれども︑フランスのルイ・フィリップ
私たちの心をうつのです︒

の名は︑すこしちがった特別なひびきをもって︑

十四44

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

九224

ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

ら︑一わずつつかみだしては指さきへとまらせた

八58

とくべつ

太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑

十一一606 長者は︑高どのの上からこのありさまを

十一589

ながめて︑得意になっていた︒

十二鵬5 かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意
の足かけをしました︒

めに︑特別にあたためられると︑

十四681 陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

ところどころ特別につめたいむらができます︒

十四7111 そのひえかたがどこも同じではないので︑

人に知らせるためには︑文字に書くか︑またほか

十五346 それをその場にいない人や︑遠くにいる

私には︑︿略﹀みなさんに︑このあいさ

に特別の表わしかたをしなければならない︒

十五794

■ほっかいがんとくゆう

つを送るだけの特別の権利があると信じます︒

とくゆう

﹇溶合﹈︵五︶2 とけあう

←さっぽろどくりつきょうかい

︽ーッ︾

とけあ・う

どくりつ

ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九67 音をうまくあわせると︑とけあった美しい

一つの感じをつくりあげると同じように︑

九83 音の組みあわせも︑おたがいにとけあって︑

時計5おきどけい・かい

ちゅうどけい・ちっくたっくどけい・はしらどけ

とけい ﹇時計﹈︵名︶6

い・ぼんぼんどけい

ろな時計がたくさんならんでいる︒

六58 まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい

みくらべて︑

六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと

︿略﹀︑どれをみても大きくてえらそうである︒

六67囹 あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑

十五62圃

六122園時計はなおりましたか︒

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒

六1110 時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳
もあるかのように考えて︑世界全体を見わたすこ

は︑なに一つございません︒

や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき

の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ

六118 ねじは︑自分がここにはいったために︑こ

十四561園私は︑こんなに長いばかりで︑花さん とけいぜんたい ﹇時計全体﹈︵名︶1 時計ぜんたい

だいだいは実をたれ時計はカチカチと
とをわすれていたのは︑よくないことでした︒

十三574囹中でも︑ラファエルは︑マドンナの像 十四3012 日本︑日本と︑日本だけが特別の國でで
をかくことが得意だった︒

十五674 教会の日曜学校の生徒であった私は︑そ
得意さ

のクリスマスに得意の銀てきをふいたが︑
﹇得意﹈︵名︶1

十二339 とうとうじょうずにつづれましたとき︑

とくいさ

とけいや一どこ
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たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒
とけいや ﹇時計屋﹈︵名︶1 時計屋
は時計屋の店であることがわかった︒

それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑

長者の望みはとげられた︒

十二611

夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

の外明らかに月ふけわたる

十五133図圏

六47 しかし︑だんだんおちついてみると︑ここ とこ ﹇床﹈︵名︶1 とこむねどこ
とけいやさん ﹇時計屋﹈︵名︶5 時計屋さん

三606園

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ

この丘の上の大きな木のとこ︒

と

ききますと︑

どこかで︑

かぜになって︑どこでもどんどんふ

﹁︿略﹀︒﹂

どこかで︑春の声がするよ︒

大きなえだは四方にひろがって︑どこ

三68囹どこもさくら︒
三231

三759園

三741園

おや︑さっきのお日さまの光︑どこへ

これ︑どこからやってきたの︒

お日さまってどこへ

いくのかなあ︒

三766園

一まいの紙にかいたえを︑どこにかざ

いったの︒

三985

どこへいくのもいやでございます︒

紙にかいた字を︑どこへおくってあげ

りましょう︒

三987
ましょう︒

でも︑雨がふると︑どこかで休んで

どこも︑この町の目です︒

四131

から︑そこんとこの草をかれ︒

九624囹

六87 このとき︑父の時計屋さんがはいってきた︒ とこ ﹇所﹈︵名︶2 とこ
六87 時計屋さんは︑︿略﹀︑しごと台の上をみて︑

︽ーケ︾δゆきど

りんごさんは︑どこへいってもきれい

どこかの中学校の女の生徒さんがき

じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに

右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑

けしきにみとれながらあるいています

どこかのおばあさんとぼっちゃんが︑

と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

四桝5

どこにも降る︒

四934

ならびたいというの︒

四462囹

て︑ないているわけをききました︒

四318国

ね︒

四265国

いると思います︒

せみがどこかでなきだした︒

三⁝⁝9園

だしておいたねじのないのに氣がついた︒

一179

三柵5園天にいちばんちかい山はどこか︒

とける

﹁おかあさん︑どこ︒﹂

どこかで︑かっこうが︑﹁︿略﹀︒﹂となき

二524囹

ます︒

二402

﹁︿略﹀︒﹂というこえがしました︒

一442

きまわってみたいのです︒

一347囹

この足で︑どこへいくでしょう︒

四258團

六109 時計屋さんも喜んだ︒

︽ーン︾

この足で︑どこへいったでしょう︒

六111 時計屋さんは︑︿略﹀ねじをはさみあげて︑ どこ ﹇何処﹈︵代名︶撚 ドコ どこ
だいじにもとのふたガラスの中へいれた︒

とけこむ

とげとげする

一315

六1110 時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳 一313
﹇溶込﹈︵ 五 ︶ 1

にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒
とけこ・む

︵サ変︶

2

十49 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす
﹇刺刺 ﹈

んだ空の中にとけこんでいる︒

︽ーシ︾

とげとげ・する

十91 あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし
たくりの実の落ちるころでしたから︒

﹇溶﹈︵下 一 ︶ 2

人たちも︑きゅうになごやかな氣持になった︒

十一5310 ひどくとげとげした心でおしあっていた 二6610囹
と・ける

乗ってきたよ︒

五93園
五紛9囹

五166囹

できます︒

きみは︑どこへいくの︒

どこで走らせているの︒

五158 私は︑三十銭でどこへでも旅をすることが

からどこまでつづいているのか︑わからない

三604囹

三656

もうみんなはどこへもいけません︒

いけないじゃないか︒

それで︑どこかのおばあさんのよこのと

ころに︑もたれかかっていると︑

五235囹

三6010含みんなの心があわないと︑どこへも 五168園 あなたは︑どこまでいくの︒

どこへいこうかね︒

みんなの心があわないと︑どこへもい

ほどになりました︒

︽ーケ︾

︽ーゲ︾﹇▽なしと

どこからどこまでつづいているのか︑

けごろ・ゆきどけみず

三231

九伽4 おく．山の雪がとけてそのまましみてきたか
と思われるようにつめたかった︒

とける

とげる

けません︒

十四5810園 いまのお話の養分だって︑水にとけて 三602
﹇ 解 ﹈ ︵ 下 一︶1

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
と・ける

﹇ 遂 ﹈ ︵ 下 一︶1

五809 むすびめがとけて︑ほうきがおちました︒
げる

と・げる
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どこ一どこ

五248園 そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣
がついて︑

五272園 どこかでありがとうといいたいと思った
けれど︑いうところがなかったものだから︑

五293囹 どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑
あせをふきふきあるいていました︒

七86

わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど

教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒

七93園
こにどうしているだろう︒

先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに

どこまで書きたしても︑それでいいという

どこのどなたかはぞんじませんが︑

かくれているんですか︒

七195園
七435囹

ません︒

七613

うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの

ところまでは︑なかなか︑いきつくものではあり

五9811 とびおきてみると︑どこかのねこが︑しの 七476
びこんで︑ひわをとろうとしていました︒

五脳7 どこからか︑しじゅうからがやってきて︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑い い 声 で 鳴 い て ︑

あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん

てしまった︒

八851

どこの田も︑たんざくがたにでそろってに

でいったのかということも知らなかった︒
ぎやかです︒

八981

いつのまにどこへ渡っていったのか︑い

まはもういなくなりました︒

九4111團

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

の家にも︑二本や三本はあります︒

九431團 こちらはかきの木の多いところで︑どこ
九811囹

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

それで︑このらくだはどこかからにげて

み知らぬ人は︑そのままどこかへいってし

地の中はどこもまっくらです︒

どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
年よりのあひるは︑そういって︑どこかへ
それからピシャ︑ピシャと︑どこかへいっ

十一703

アドコヘイッタノ

どこへいっても︑遊びたわむれている子ど

キントットガ

ふり向くと︑いぬは︑立ちあがって︑のそ

たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの

ひたいと弓形をしたまゆとのほかには︑

暑さはどこへやら︒

十一359圏

十一97園あれはどこへいく船だろう︒

は︑そのことをいいあらわしています︒

十544園 ﹁キントットガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂

りのぞりと︑どこかへいくところでした︒

十5310

十498圏

もにあいました︒

十912

もちつづけたいものである︒

も︑その美しいものを︑すなおに感じとる心を︑

十62 しかし︑われわれは︑いつでも︑どこにで

十57 美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒

十55 どこからかきこえてくる︒

きこえてくる︒

十45 いまも︑美しいものはどこにでもある︒

どこかであかちゃんのなき声がしています︒

九伽1

に︒

十55 どこからきこえるともないが︑どこからか

五価6 いつのまにか︑しじゅうからは︑どこかへ

どこでみましたか︒
七7710園

七751囹どこへいったのだろうね︒
七752園さて︑どこへいったものかしら︒

いってしまいまし た が ︑

六3311園
雲のおじさん︑わたしのたんぼはどこで

七832園

ていったのにそういない O

あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれ
七7811囹

七785囹どこにいるか︑早く教えてください︒

六227囹きみたち︑どこへいくの︒
しょう︒

六393園きみ︑どこにいたの︒
六467圃からから︑かけかけ︑どこへいく︒
六473圏おちばの︑おちばの子どもたち︑ちょん

いつも︑どこかを動かしています︒

きたのではないかと︑思ったのです︒

七876

ちょんすずめと どこへいく︒

六484圃
海 どこかでだれかがめくってる︑長き

どこの生まれだい︒
﹁どこ︒﹂というのは︑同じ日本の中でも︑

八81囹

八157

八753

いってしまった︒

八649

えてくれるにちがいありません︒

八499

まいました︒

八399

よんだためです︒

土地土地でほおじろの鳴きかたがちがうと︑本で

八83

なきれいな一ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六666 そのようにして︑どこまでもお話をつづけ
てみましょう︒

六㎜5 どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに
ひろがって︑ついそこにあるようにみえる
などという氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒

六備9弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう
六㎜1園 きみたちが︑ここでわいわいやっていて
は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑
﹁ 決 勝 点は︑どこ︒﹂

どこかへいってくれたまえ︒
六鵬2園

七44 どこかで小鳥が鳴いた︒

どこかしら一ところ
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どこといって父親らしいところはありません
るいのでしょう︒

十一7210園 それでぼくがきたのですが︑どこがわ

るからね︒

十二487園 こうえんでも教室でも︑どこでもやれ

十四343

こうなってくると︑うちゅうというもの

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

寒さも︑つかれも︑どこかへけしとんで

は︑どこまで養いのか︑想像がつきません︒
十四4612
しまって︑

十四6712

その雪が︑どこで︑どのようにしてでき

十五996園
1園

︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だ

いつもそれをどこにしまってあるの︒

んだん人に知られてくるね︒

十五

よくみていますと︑どこかしら日本人ら

﹇何処﹈︵副︶1 どこかしら

十二789

どこかしら

︵副︶1

とことこ

しいところもあるので︑

た︒

五415団子うしは︑小川の岸をとことこ走りまし

とことこ
そのひえかたがどこも同じではないので︑

めに︑特別にあたためられると︑

十四7110

﹁ど こ で 生 ま れ た の ︒ ﹂

十二佃9 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま
十四851

十二795囹︺

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

トコロ

床屋が通る︒

ところ ﹇所﹈︵名︶鵬

ててつないで﹂のところで︑おともだち

ところは︑ぴょんぴ

おはなし︒﹁ある ところに︑六人のめ
二323園

ました︒あさい ところをわたりまし
二289園

おはなし︒﹁ある ところに︑川があり
二261園

ところでしたQ﹁︿略﹀

一396 って︑お月さんの ところへいったゆめ

どこにびんぼう人がいるの︒

一629 お月さんがでる

みんなどこへ行くの︒

ここだって︑どこだって︑やはり︑お

どこから出て顧たのだろう︒

一568いました︒まどの ところに︑みおぼえの

一243
ねておどれば﹂の

一232
とりになって﹂の ところはこまりまし

一227
みちをいけば﹂の ところは︑げんきょ

一225

ひとところ

ころ・それどころか・だいどころ︒ねらいどころ・

ところ5いたると

とこのまの人形が︑動きだしそうな氣

がするんだけど

十二435園

おりひきさいてしまいました︒

たはずみに︑あのたいせつなかけものを︑あのと

十736園私が負けて︑ドサリととこのまにたおれ

ひきさきました︒

十722 いきなり︑とこのまのりっぱなかけものを

かたほうはどこへいったか︑つい計いだ とこのま ﹇床間﹈︵名︶3 とこのま
もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ
いまそれをとめなければ︑もうその女の
どこでもいいから︑安全な場所へおりな

いや︑どこのなにものをもおさえてい
たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

十三289

世界のどこに︑こんなに三種類も四種類 とこや ﹇床屋﹈︵名︶1 床屋
どこで作りますか︒

博士の家族たちは暑さをどこかにさけて︑

十五947園
十五9410囹

十五971園

十五982囹

金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒

十五9712囹

どこへ來たのかしら︒

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

十五904園

る︒

十五854園

家の中はがらんとしていた︒

十五739

十五4612園

もの文字をつかっ−ている國があろうか︒

十五427

ければならないと︑少年は思いました︒

十五268

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五247

ろって行ってしまった︒

十四913

せなかった︒

十四911

たか︑

空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

十三72 どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな

ているので︑

十三268 どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三275 ホートンは一本のトンネルのようになつ
十三292 その﹁ビューン﹂がとまると︑そこでは︑

どこかの子どもが︑もう︑頭をつるつるにそられ
ている︒

十三297 どこからともなく︑女の人たちが集まつ
て來て︑糸屋さんをとりまく︒
さん舞ってくる︒

十三365 やなぎのわたが︑どこからともなくたく
十三3611 花よめ行列のラッパの音が︑どこかでひ
びく︒

十三414囹 いまどこの家でも二けんぶんも︑貢げ
んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒

十四232園 それでは︑これらのことばは︑もとは

十四131團 どこまでコーヒーを入れていいのか︑
どこの國のことばだったのだろう︒

十四293 どこかにしまってあるもののように聞え
るかもしれませんが︑
るものなのです︒

十四295 だれでも︑どこからでも︑自由に見られ

二467圏

二386
からでてくるところです︒﹂

︵二︶

四価7園

とうにきれいなところでございます︒

びこ︵声ばかり︶ところ山の中たろ 四皿4 らしまたろうかめところ うみべとう
りゅうぐう

とおりかかったところでしたので︒﹂

かいろいろな魚ところ

四柵8園

しま﹁すばらしいところだな︒﹂おとひ

四⁝⁝4
四摺9園

二474さちこおかあさんところへやの中
三118 ずつ︑はんたかのところへやって︑い
四聖2
五48

四伽3人りょうし天人ところみほのまつ

でる人もところも︑三のばめ

三222 り むかし︑あるところに︑一本のく
ます︒あがったところのかべには︑

ばめん

三304園 ぶんのかきたいところへいって︑そ
います︒やねのところで︑すずめが

ら︑とんでもないところにやられるかと

きみ︒ぼくは遠いところへいくんだけど

︒ゆくさきはむねのところに書いてありま

っぺんのすぐちかいところ︑小さいたにま

三324園
五154

三354園

三374囹 をかってあるところにきました︒
五1711囹

五172園

した︑ あんなところにさきました︒

三494圃

げで︑あんな遠いところまで︑

ばあさんのよこのところに︑もたれかか

びくびくしているところだよ︒﹂そのう

五271囹

五236園

つたけれど︑いうところがなかったもの
︑石炭をほっているところです︒まわりの

う︒なにをしているところでしょう︒これ

一日でい

五273囹

五181園

三586 大きな木のあるところへでられます︒
三591心え︑大きな木のところまでのぼって
三616囹ねえ︑丘の木のところまでのぼって
三632 丘の大きな木のところまでのぼりま
三7410

五353

︿略﹀︒﹂﹁あんなところにだれがかけ 五354

のかげへしずむところでした︒﹁︿略﹀

三777園 があなたたちのところへかえってく
三838園

して︑こくばんのところにならべてあり
とした︑きれいなところだと思います︒

五4111国
五423團

もっともっと高いところに︑四ばん星i

三991う︒どんなとおいところでも︑紙は︑字
三㎜2 ひめ むかしあるところに︑﹁竹とりの

五544園

一ど金のさかなのところへいって︑家を

三脳9園 たくしはだれのところにもおよめに

五6811園

五547無帽ばん星︑あんなところ︒﹂空のまん中
︑﹁金のさかなのところへいって︑たの

五712さんがおばあさんのところへ帰りますと︑

五702囹

四62 くれます︒どんなところへでもとどけ
四69 まいにちあつかうところです︒ここは
四147 もさもさしているところがら︑小鳥が
四292 えんのおじさんのところへいって︑あ

四4310 きれいにしげったところで︑ねむったの 五772ごと︑おばあさんのところへ帰りました︒

四5210

あるみずうみのところへ いこうと話 五937な月がのぼってくるところでした︒﹁︿略﹀

ました︒きけんなところは︑どうやら

四499 ててかっちゃんのところへあつまりま 五791を流れている小川のところにいきました︒
四525園 ます︒﹁きけんなところを早くはなれ 五795 ︒﹁︿略V︒﹂﹁おなじところで︑いつまでも
五827 ︑日のかんかんてるところで長くあそばな
四533

うみのそば

五棚9 あるいどばたの高いところにかけますが︑

しまいました︒近いところに製材所ができ
1

さまれて︑明かるいところへだされた︒ね

ろう︑これはどんなところにおかれるのだ

叱

七サキ

でも︑もう

った﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだ

って︑いっていたところよ︒﹂これをき

︵第一かい︶ あるところに︑一びきの子

ター五アンナトコロニ

って︑あんな遠いところ

り三﹁うちへ帰るところなんです︒﹂バ

んか︒﹁あぶないところだった︒﹂とい

んだが︑﹁こんなところにころげおちて

z．

雪だるまのかたのところに︑まつの枝を

｛

いで︑おかあさんのところへいった︒﹁︿略

へん苦しんでいるところでございます︒

ここへやってきたところです︒﹂海の神﹁

国﹁おや︑あんなところにいどがある︒

ほら︑左のむねのところに手をあててこ

、

しゃるおかあさんのところへとんでいって

．、

トンネルの入口のところで︑だれかの声

︑ただしちゃんのところへ持っていって

1

つともとくいとするところです︒しかさん

、

たちは︑大きな岩のところにでました︒﹁︿

一

ここは︑しずかなところですよ︒安心し

べようとしていたところだ︒よこどりす

なかがぺこぺこなところだ︒おいしい肉

いました︒﹁いいところへきてくれた︒

．L

あさんも︑こんなところをみるのは︑は

んでもらっていたところよ︒きょう︑先

がさなぎになったところを書いたのが︑

せん︒これは︑持つところということにな

一、

した︒乗客は︑高いところを渡っていくさ

め︑四人めと︑高いところをメデシンボー

．、

をとったり︑遠いところまでとんでいく
四624 ︒しずかなやぶのところで︑はばたきの 五9610園

ろう子ども四人目ころ

四626 て︑もがいているところです︒かっちゃ 五993が︑ひわは︑かたのところにけがをして︑

四964
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塾

177
ところ一ところ

に︑ひとりの旅人︒ところ

る︒そのずっと高いところでは︑ひばりが

がかたまって︑顔のところでとんでいるく

上︑一センチほどのところで︒ボタンと音

︑ボールが︑ぼくのところにとんできた︒

び︑しらがの老人のところにもどった︒老
︑それでいいというところまでは︑なかな

九2110

九211

九197

九175

九126

九116

九114

九114

早く南のあたたかいところへ運ぶために︑

つばめたちのとまるところがつくられまし

ネルスドルフというところがら︑はじめて

︑さいたま縣のあるところで︑こころみに

は︑雪の降ってくるところをあらわしたひ

海岸で波のくだけるところをきかせてくれ

つぎには︑雨の降るところであった︒それ

ワザワとたちさわぐところである︒つぎに

さばくの中︒

人︒甲乙︒裁判官︒ところ 法廷︒旅人と

一アールあまりのところです︒母と︑お

九403團囹

九3711團

ようと思って︑首のところを持って︑かご

お書に︑うさぎのところへいってみたら

︑﹁そんな高いところ︑あぶないから

九擢4
九旧2
九鵬4
九旧8
九桝4

九柵−o

い味は︑もっと遠いところで感じられる︒

めしてみたり︑深いところの水をとって飲

きな支流が流れこむところへくると︑とき

という景色で名高いところもすぎて︑四十

川に流れこんでいるところの近くまでくる

ブンブーンと︑遠いところで羽音がしまし

九伽6 ブンブンいっているところです︒くもが︑
九伽11 ︑くもは︑やぶれたところをつくろいかけ

地胆11園 ︑あのお月さんのところへいってみたい

九酩11 もりのために︑高いところがらたたき落さ

＋1012のたもとの石がきのところへきては︑遊ん

い思いにやわらかいところをさがして︑地
︑はじめにはあさいところにいて︑ほそい

はかきの木の多いところで︑どこの家に

われます︒思わぬところに炭やき小屋が

九4011国えます︒道もないところがら︑木こりの 九酩2園 た︒﹁お月さんのところへとんでいった
十106にそった景色のよいところですから︑橋の
九411團

九431團

ころは黒く︑茶色のところは茶色になって

こがねひめ あるところに︑金持の王さ

のほか︑五十光年のところに光っている星

九781園

りと︑どこかへいくところでした︒あきら
＋5310

九6210 とやまねこのまえのところの草をかりまし 十152 スだって︑きれいなところもあり︑きたな
九765 て︑角のむきみ屋のところに集まっていま 十153うもあり︑きたないところもあり︑日本も
九775園 の貝がらをすてたところが︑きょうこれ 十317分のもっているいいところを︑えんりょし
九779 ︑ 一だん高くなったところがみえます︒﹁︿
十318わし︑友だちのいいところを︑すなおに学
十477二三分ばかり歩いたところに︑辛い草原が
十479の足では十二三分のところですが︑妹には

九784

﹀︒﹂﹁ありそうなところをほってみます

の向こうの小高いところに︑白い物がち

になろうとしているところでした︒王子は

まいのシャツあるところに︑ひとりの王

九805園

して︑一方のかけたところがら︑さらさら

い先生がすべられるところである︒たちま

十メートルも登ったところで︑つえをあげ

つの中へとびこんだところであった︒﹁︿略

ながわけん

になってたおれるところを︑金次郎は︑

金次郎の生まれたところは︑神奈川縣の

か

める︒教室の古同いところの窓ガラスが︑

学校の帰り道 十﹁76圏えて︑あぶないところがらぬけだして

十一42 たち 川口はいいところだ︒近くには小

九806園
﹀︒﹂﹁ありそうなところって︑どんなと
十613 べをしたら︑はなのところまでありました
九806園 ころって︑どんなところでしょう︒﹂﹁1 十633も︑いろいろちがうところがあります︒い
九811園 は︑どこか一つのところをきめて︑廣く 十634す︒いちばんちがうところは︑ふつうのし
十644本らしい︑すぐれたところのあるものとな

貝つかに着くというところで︑先生は一け

あったら︑その人のところへ幸福をわけて

います︒﹁先生のところは︑いろいろで

る晴れた日の午後ところ

︑﹁そうだ︒高いところにのぼるほど︑
八5910園

九825園

九874

右にひきわけられたところである︒たかぎ
九二1

にそうだ︒先生のところにあるのと同じ

八608ごぼうのはえているところに︑ 一わのあひ
八659みんなつれて︑水のところへおりていった
るですら︑﹁遠いところにいてくれさえ
八716園
八723 ︑大きなぬまのあるところへやってきた︒
あのけだかい鳥のところへとんでいこう
八893壮

九884

九8210園

った︒おかあさんのところへ走っていって

九柵1
九型6
九伽1

15
19
25

ない種もみをまいたところには︑べつにし

横へはるので︑廣いところのほうが育ちが

3

110

やったり︑植えるところをふやしていっ

のまんべえさんのところに︑あずけられ

69

9

4
6
7

92

3

心

28
29

としてきます︒黒いところは黒く︑茶色の

ートルほどのぼったところに︑小枝がわか

ど︑すきな︑安心なところはないというよ

まつのはえているところは︑書でもうす 九慨3園 から︑お月さんのところへいきたいと思

九345團

713383381154510108516475
のついているもとのところがら︑黄みどり
︑目の高さぐらいのところがらごみをふき

十十十十十
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102
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ところ一ところ
178

65
16

16

16

16

少年をその父親のところへっれていくよ

十三910

︑科学の進まないところには︑迷信が行

十二備11︒そうして︑遠いところも近くなり︑世

頭を病人のかたのところへさげて︑一方

があがって︑あるところでは︑百五十ば

十五6111園 ﹁並ぼう︑いいところへっれて行って

＋五4112発
︑音のこまかなところまで書き表わす

十五894園りなおしをするところです︒これでけ
十五948園 ﹁みんな不幸のところへにげこんでし

︑なんのかわったところもないような︑

十五949園なんてぎれいなところだろう︒どこへ

十三277

さめたころ︑遠いところを通るその声を

十三255
十三321

えはべつの人のところへっれていかれ

︑いま退院するところだ︒さあ︑いこ

十五9411園略﹀︒﹂光﹁同じところにいるのだよ︒

十三537

す︒その下の白いところに︑先生の手で

さぶろう

十三373電話人三郎ところ三郎のうちの

どころ

︵副助︶2 どころ

十五鵬2囹 見えるくらいのところにいる人︑だれ

︒たぶん︑遠いところに家族があるの

きたかった︒高いところがらたれさがっ
︒だが︑根もとのところに三つ四つかた

なりのおじさんのところへ行きました︒

んで︑日のあたるところ︑かげになった

十四538園

十四367

も︑日のあたるところや︑高いところ

十三5712園からない︒赤いところが黒くなったり

ところが︑ふしぎなことに︑手足の力がなく

三搬8 けらいたちは︑弓に矢をつがえました︒

ウルビノというところで生まれ︑早く

十三547

ろ︑かげになったところ︑力のこもった
十四5411園

ところや︑高いところがおすきなよう

十三568園

た軽い葉︑そんなところをはっきりつか

十四566園

も︑けむりの出るところがらいくらかの

ってしだれているところもいい︒文雄は

てすこしはなれたところがらじっとみつ

十四566園

はいません︒

八92 うじどころか︑庭の木にとまらせても長く

物事を考えないところに︑人間の美し

ら︑人間がいるところには︑かならず

十四725

十四724

十四723

十四711

わりあいにぬるいところとが︑いろいろ

の︑中までも熱いところと︑わりあいに

と︑のぼっているところとがほうぼうに

︑水のおりているところと︑のぼってい

︑茶わんに接したところでは︑湯は︑ひ

土のしめっているところへ日光があたっ

るんです︒

くのまえに︑まつばづえをついた︑わかい人がい

ころが︑﹁︿略﹀︒﹂といったのは︑かっちゃんで

四446 みんなは︑それにさんせいしました︒と

なって︑

︒そこは︑暗いところで︑土もかたい ところが ︵接︶29 ところが

日あたりのいいところに出て︑じりじ

るどころではありません︒

わたしはこんなところがすこしもない

十四6511

四526二十九わの がんは︑列をきれいにつく

︑どんなかげのところでも︑美しい色

十四672

させました︒聞くところによると︑キュ

で︑二階から母のところへかけおり︑指

十センチぐらいのところでも︑こっちか

絵には絵のいいところがあるからね︒

十四725

をあてると︑熱いところとつめたいとこ

十四7810

十四765

その火の光のさすところは︑かべがきぬ

どけ水が流れだすところ︑それをうれし

五241囹

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑

新しいおけを持っていました︒ところが︑おばあ

五689

うまくにげました︒ところが︑一びきのう

さんは︑﹁こんなおけなんて︑とくにもならない︒

さぎさんが︑あわててにげたので︑トンネルのさ

六伽9

があります︒みたところ︑なんのかわり

き︑自分もそんなところにいって遊んで

しかも受けやすいところに︑送ってやっ

十五283

十四996

十四994園

こしあき地のあるところを目がけており

ましいが神さまのところへのぼっていく

かが︑神さまのところへ行くのだ︒﹂

り休むことにしました︒ところが︑この大きな岩

六㎜6 五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく

が︑ぶどうのつるに︑角がひっかかりました︒

六三3 角をふりたてふりたて走りました︒ところ

か道に足をすべらせて︑

86

などのやっているところを見ると︑はじ

かけさせてくれたんです︒ところが︑ぼ

ぶせる︒ω首のところだけのこして︑

十四727

のさかいのようなところですと︑畑のほ

ところとつめたいところとのさかいで︑

の西方三四キロのところに︑まわり十二

十四837

した︒

せて︑図の点線のところをぬう︒③顔

十四727

かう人のかくれるところを作り︑まくで
︑自分の生まれたところは︑なんともい

十四755

あとわずかというところで︑日ははや西

十四969

いま︸だんというところで︑いちばんど

しら日本入らしいところもあるので︑﹁︿

ます︒すこし高いところでは︑反対の風

清水選手のおよぶところではありません

59

いって父親らしいところはありませんで
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どころ一ところが
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ところが一ところで
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のかげに︑とらさんがねむっていたのです︒

七121 ﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同じ
つかいかたです︒ところが︑﹁かごの手﹂とか︑
﹁なべの手﹂となると︑人の手ではありません︒

八1011 毎日なにかかわったことをしでかしては︑

いわずにはいられませんでした︒ところが︑下に

つかまれている女の子は︑︿略﹀すこしもさわが

数日まえ︑イタリアへ帰ってきて︑ナポ

リに上陸しました︒ところが︑にわかに病氣にか

十一642

この赤絵製作の方法が他にもれないよう

アマスト大学の助手をつとめていたこ

ろがある日のこと︑せんぽいの教授がやって干て︑

ろ︑寄宿舎で二間続きの室をつかっていた︒とこ

十五571囹

ん主の保護がなくなったうえに︑

に︑保護されていた︒ところが明治になって︑は

十五484

ず︑

たえずはらはらしていました︒ところが︑

かって入院したので︑

十一798

私は︑︿略﹀︑全身の注意を先生の指の動

五日めに︑病人はにわかにわるくなりました︒
十二374

きにそそいでいました︒ところがとつぜん︑私は︑

みんなをおどろかせたり感心させたりします︒と
ころが︑ある土曜の午後︑︿略﹀女の子が︑︿略﹀

なにかしらわすれていたものを思いだすような︑
︿略﹀ふしぎなものを感じました︒

ピオを︑かた足でふんでしまったのです︒

八315 天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む

戦いによって失われたシュレスウィヒと

しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話

女の子を元氣づけるために﹁︿略V︒﹂と

六糊5

アイウエオ︑カキクケコから︑じゅんじゅ

どころか

お元氣どころか︑このとおりすっかりよ

︵三助︶3

つれないどころか︑申しわけのないこと

ところで

ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

︵副︶3

ところで人形しばいだが︑これは人間

ところで︑もうあとわずかというところ

︵接助︶4

ところで

助けてくださいと︑お願いしたところで︑

六悩10 角をとったところで︑なんになりましょう︒

などということはできません︒

六悩9 しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

ところで

で︑日は︿略﹀︑くれそうになってきた︒

十二607

にできないことでも平氣でやれる︒

十二482囹

日の病氣で死んでしまいました︒

十一281

ところで

か︑向かっていこうとさえするのです︒

八101 のらねこが通りかかっても︑にげるどころ

をしてしまいました︒

六849囹

わって︒

六297園

どころか

は︑ナニヌネノ︑マミムメモの二ぎょうだけで︑

んにいってみたところが︑︿略﹀はなからでる音

六⁝⁝⁝7

みるみるうちに工事がはかどって︑九十 ところが ︵接助︶1 ところが

九の石だんができあがった︒ところがいま一だん

十二589

ひめは︑あまりうれしいので︑はたをおることを

というところで︑いちばんどりが鳴いて︑

すめのむごにもらいました︒ところが︑はたおり
わすれてしまいました︒

のこりの田植えも無事にすんで︑長者の

望みはとげられた︒ところが︑そのあくる朝なが

十二612

めると︑高どのは消えてしまってあとかたもなく︑

八348 太陽から発した光が︑地球にとどくまでに
は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま

ところが︑︿略﹀︑あの星と地球とのきょりは︑二

十二852

した︒ところが︑︿略﹀どうしたはずみか︑チル

十分や三十分ではありません︒

八477 日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく

それは文字のおかげである︒ところがこ

デン選手はかた足をふみすべらせてしまいました︒

十三444

とうといものが生き返りました︒

ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物よりも︑

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑︿略﹀︒

十三2510

が思いだされてくる︒

れを読んだ人々の心には︑めいめいちがったもの

十二947

さがそうと︑歩いていきました︒ところが︑そま
つな一けんの小屋がありました︒

八749 頭をねじ曲げてつばさの中にいれた︒とこ
ろが︑ちょうどそのとき︑おそろしい大きないぬ
がそのすぐそばに立っていた︒
みちあふれていた︒ところが︑木のしげみから︑

八889 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが
二三ばの美しいはくちょうがあらわれてきた︒

から組みたてられています︒ところが︑このしば

九二10 うまそうな水や名高いいど水をためしてみ

いは︑舞台に出て來る人が︑ただひとりです︒
ですから︑舞台に出ている人は︑四人の

でんりゅう川の中流の水をくんで︑それで茶をた

十五273

の声は︑見ている人には聞えません︒

人と話をしているわけです︒ところが︑この四人

十三4412

たけれども︑どうも氣にいらなかった︒ところが︑
ててみると︑︿略﹀ふしぎな味が感じられた﹄

十479 そこへっれていこうと思ったのです︒とこ
ろが︑私たちの足では十二三分のところですが︑
妹にはそうはいきませんでした︒
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ところどころ一として

ゆるしてくれるみこみもありません︒

ところどころ

十403 同じことをなんどもくり返してみたところ
﹇所所﹈︵名︶3

で︑かわりのあるはずはない︒
ところどころ

がひかっているでしょう︒

︽ーサ︾

九172

フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど

もがつばめをつかまえました︒

その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑

九192

あくる年から︑豊田式人力織機は︑國内に

年とともに大きくなって︑

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

きりょうのわるいおかあさんもないし︑

十五柵6起坐は︑もう年をとることはないのだか
らね︒

十五皿9囹

すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

﹇都市﹈︵名︶1 都市

年をとったおかあさんもないのさ︒
とし

町村が︑いたるところに生まれました︒

十三254

行く末を見ざりけり︒

十五45建学ときいきおいにまなこすら︑その

眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが と・し ﹇疾﹈︵形︶1 とし ︽ーキ︾

つかわれるようになったが︑

十372

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

一526囹 そら︑ところどころに︑おおきなほし 十1212園 あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑
九搬2 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど
ころでその水でお茶をたてる︒

とざす

ところどころ特別につめたいむらができます︒
﹇ 閉 ﹈ ︵ 五 ︶2

いりこみ︑それに︑貝のだす眞珠質がまきつき︑

十四7111 そのひえかたがどこも同じではないので︑ 十388
とざ・す

ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

ドサリ

十405

ある年のこと︑赤しおが︑おびただしく発

くる年もくる年も︑うまくいかなかった︒

かった︒

十412
生した︒

十一281

ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

としおさん

としおくんから手紙がきたよ︒

︹人名︺4

私は︑としおさんが︑みつおさんにあてて
五161囹

私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま

では︑としおさん︑さようなら︒

﹇年毎﹈︵名︶1 年ごと

まみつおさんにおったえすることができました︒

五2010

書いた手紙です︒

五152

で書きました︒

四278 としおさんは︑﹁雲﹂に話をするつもり

としおさん

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

日の病氣で死んでしまいました︒

十一2812

としごと

メ︾

とじこ・める

﹇閉込﹈

︵下一︶ 1

みどりの野が廣がりました︒

とじこめる

︽一

どうやら︑あなたのむすごさんと同じ 十三211一 ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑

さんの実がつきました︒
年ぐらいのむすごがいるらしく︑

十一8610園

五208園

十四8811 半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ 十405 それが︑くる年もくる年も︑うまくいかな としおくん ︹人名︺1 としおくん

︵副︶一

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

十五672 学校のいきかえりにその門前を通っても︑
どさり

たはずみに︑

紅皿vはんとし

たし︑働きつけているので︑

十736囹私が負けて︑ドサリととこのまにたおれ 十一214 金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ
とざんでんしゃ ﹇登山電車﹈︵名︶2 登山電車
を運んでいってくれます︒

十五199 深い深い谷の上を︑登山電車がわれわれ

とし

十五201 その登山電車のとちゅうにはいくつかの
停車場があって︑

﹇年﹈︵名︶24

生まれた年によって︑その人の性質や運

しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ とじこも・る ﹇閉籠﹈︵五︶1 閉じこもる ︽ーッ︾

ガリレオは︑年をとってもいたし︑

佐吉は︑一けんの小屋に閉じこもって︑

こめられたまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

十三162

八8511 とうとうつかれはてて︑こおりの中にとじ

十三204

命をきめたりしている︒

十三⑳5

一551園 そうして︑つぎのとしのたまひろいで︑ 十二599 ある年の夏︑

とし

きれいなたまがひろえたら︑

三佃1 ある年の春のころから︑
ます︒

五405国 この花がよくさく年は︑ほう年だといい
六931園 そこへ年をとったかたがあらわれて︑

いっしんに考えぬき︑

十3511

人種のもみは︑たがいにならんで生長し︑ として ︵格助︶20 として

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑
十三Z10

ついに︑あれはててしまったのです︒
うのまえにきて頭をさげた︒

八929 年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

としとる一どせい
182

九108 その例として︑まず︑水の音をとりあっ
かった︒

十121園 旅の記念として︑本のあいだへでもはさ
んでおきたいのです︒
ぱにそのつとめをはたし︑

十3111 ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

十355 機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの
は︑なかったからである︒
みきもとこうきち

十391 このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界
に知られた御木本幸吉であった︒

十429 半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ
たので︑ひとまずこれを加工して︑かざり物とし
て︑ともかく︑世にだすようになった︒

十二897 感謝の心持をこめていうときと︑ただと
おり一ぺんのあいさっとしていうときとでは︑
ばの力がうしなわれていく︒

んを幸福にしておあげしょう︒

そのころ留学生としてアメリカのスタン

よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑

﹇年寄﹈︹話手︺4

年より

年より﹁もしもし︑あなたは︑どうしてな

なんのこてんですか︒﹂年より﹁海の神のこ

年より

木にのぼるのですか︒﹂年より﹁そうです︒
﹇年寄﹈︵名︶8

﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのお客さんがいった︒

八649

年よりのあひるは︑そういって︑どこかへ

年よりのあひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

いってしまった︒
八688

﹂と︑看護人がききました︒

そんなに年よりではないのですが︑外

そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

﹇閉﹈︵上一︶6 とじる 閉じる ︽ージ・

くちばしから血をだして︑目さえあけたり

3時間めの終りに開きはじめましたが︑お

けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

人間というものは︑目を閉じていると︑

それをみた土人のひとりが︑書物という

どしんどしん

ものはなにかすばらしい力をもっているものだと

︵副︶1

考えました︒

どしんどしん

二337園 こんなはなしをしていると︑どしん
どしんというおとがしてきました︒
五562囹

あれ土星というのよ︒

今夜みるのは土星です︒

﹇土星﹈︵名︶3 土星

五566園

﹁︿略﹀︒﹂と︑たずねてきた年よりのあひ どせい

そこへひとりの年よりがでてくる︒

十ニー111

年より﹁では︑私がいいことを教えてあげ どじん ﹇土人﹈︵名︶1 土人

なんにも見えないのだからね︒

十五麗6囹

そうして︑また目を閉じました︒

十一899

つめたあとで︑目を閉じました︒

十一7012

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八鵬4

とじたりして︑︿略﹀もう虫の息です︒

八117

七86 教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒

ジル︾

と・じる

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五8010

國から帰ってきたのです︒

十一6512園

ら帰ってきた

用事は︑︿略﹀カーネギー博物館の刊行 十一658囹︺ ﹁年よりのでかせぎ人ですか︑外國．か

フォード大学に学んでいた私は︑

十五524
十五5412

平和主義の旗がしらとしてその名を知ら

物として自分の論文を出版してもらうことで︑

十五7311

親としてみれば︑自分の子女にはすべて

れていた老博士は︑

十五747

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑社会に
巣だたせたいのが念願である︒

︽ーラ︾

友だちとして心のかよったおつきあいが
年とる

おじさんは︑年とられてから目がわる

﹇年取﹈︵五︶1

できるようになったのは︑

十五801
としと・る

十五7011囹
くなってね︑

十444

十二8910 ただ習慣としてことばをつかえば︑こと としなみ ﹇年波﹈︵名︶1 年なみ

六883

てんです︒

六879

ましょう︒

六875

いていらっしゃるのですか︒﹂

六871

としより

十二932 そこにことばとしての性質があり︑おも としょかん ﹇図書館﹈︵名︶1 としょかん
四103 ここはとしょかんです︒
しろさがある︒
十二佃7 ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと
して代表的なものです︒

十三85 一人まえの人として︑自分のつとめをは
たしていくために︑

よくできる二州をとられました︒

十三179 戦いに敗れ︑賠償として︑︿略﹀作物の

研究と実行の結果として︑すっかり生まれかわり

十三2512 デンマルク人のたましいは︑ダルガスの

としより

六868

ました︒

十四49 フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで

八629

八633

るがいった︒

いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
人間としての心のとうとさをみつけたのです︒
十四1411団圏 自分としては︑力のかぎりおかあさ

183
どだい一どちら

土台

にかいておこうと思いました︒

五594 私は︑いまみてきた土星を︑紙にていねい
﹇土台﹈︵名︶1

十三95 原因と結果との関係や︑その間に行われ

どだい

こんどは︑のこった土地の大部分をしめ

のもっともよい土地を失いました︒

十三195
るユートランドのあれ地と戦い︑これを豊かな土

十三196

ユートランドは︑︿略﹀︑その三分の一三

これを豊かな土地にしょうとする

地にしょうとする大計画をたてました︒

る法則を知って︑ととのった知識とし︑また︑さ
十三1910

とたん

これをこえた土地とするのが︑ダルガス
しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

もしある時期になって︑小もみを切り

しげった木のない土地は︑熱しやすくさ
土地のねだんがあがって︑あるところで
とちゅう

たぶん︑とちゅうでこわれるだろうと

花が開いても︑とちゅうから︑黄色く

いうことでしたが︑

十四5311園

なって落ちてしまったたくさんのかぼちゃの花を
したら︑

十四568園もし︑つるの私がとちゅうで切れたり

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四781 はじめにまん中になたをいれても︑きっ

停車場があって︑

十五201 その登山電車のとちゅうにはいくつかの

うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

十五262 もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ

くちばしで女の子の頭でもつつけば︑

十五266 もしまたとちゅうで︑このわしが大きな

十五531 とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり

にたたずみ︑あるいはナノーヤガラのたきをながめ︑

おや︑どちらもおなじでしたね︒

﹇何方﹈︵代名︶13 どちら

はじめに右か左かどちらかへやらな

どちらが勝ったかと思って︑心配している

ふいている

﹁どちらへいこうか︒﹂

そうして︑風がどちらへ

三649囹

すか︒

どちらもたまごからはいだしてまもないも

十1410園

日本とフランスとは︑どちらがきれいで

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒

九723園 あなたは︑こがねのどんぐりニリットル

のであった︒

八732

らをえらびますか︒

八431囹 あなたは︑こがねと一ぱいの水と︑どち

と︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒

七526

か︑みてごらん︒

三677園

ければ︒

三641園

一れ9囹

どちら

品物をとどけて︑受けとりをもらって

﹇途中﹈︵名︶13

らくだをつれて︑さばくを通っていまし
たが︑とちゅうでひと休みしているうちに︑

七804園

す︒

帰ってくるとちゅう︑よその人からもらったんで

五2811園

とちゅう

は︑百五十ばいになりました︒

十三255

めやすいから︑

十三242

して︑生長するにちがいありません︒

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ

十三234園

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十一一一204

のゆめであります︒

十三1911

上が︑作物のできない土地であります︒

らに進んだ研究をする土台にするのである︒

十五麗2園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ

とだな ﹇戸棚﹈︵名︶1 戸だな←ガラスとだな

﹇途端﹈︵名︶3

の戸だなの中にはいっているの︒
とたん

だとたん︑うちがわでむじゃきに遊んでいたピオ

八112 茶のまのドアをあけて︑ひょいとふみこん
を︑かた足でふんでしまったのです︒

八906 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす
がたのうつっているのをみた︒

九悌9 あみにつきあたってはたいへんと︑くもが

土地

思ったとたんに︑ばさりとこうもりの羽にたたか
れました︒

﹇土地﹈︵名︶1 5

八83 同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

とち

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八83 土地土地でほおじろの鳴きかたがちがうと︑
八810 なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい
鳥だろうと︑

れました︒

近道というのは︑田のあぜ道で︑とちゆ

中國のむかしものがたりをやるつもり

十四1111團

めてしまったり︑

なのだが︑さるは︑とちゅうできよとんとしてや

十三316

ちゆうごく

うに︑かなり深い小川にかけ渡した一本橋がある︒

十一601

きあがるものもある︒

八㎜6 やく12平方mの土地で︑41のげん米がと九梱7 とちゅうでころんで︑雪だるまになってお
九帽5 つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし
た︒

十二552 先祖代々住みなれた土地はもとよりのこ
と︑自分の生まれたところは︑なんともいえない

暖かい感じのするものである︒
十三181 もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

どっき一とっぷう

184

︵名︶2

ドッジボール大会

六日の日︑郡ぜんたいのドッジボール大会

﹇突然﹈︵副︶5

とつぜん

すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ

なかまと︑

どっちみちさけることのできなかった

︵感︶2ドッテコドッテコ

ことに対して︑しっかりしたかくごをおきめにな

十四99国
り︑

どってこどってこ

コと︑へんな樂隊をやっていました︒

九519 たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ

︵感︶ートッテンカン

ドッテコと︑へんな樂隊をつづけていました︒

九529 きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ

とってんかんとってんかん

あさからばんまで︑トッテンカントッテ

トッテンカン

ンカンとはたらいています︒

四95

■きんとつと

ところがとつぜん︑私は︑︿略﹀︑めばえ

とつと

ぼくの

どっち

なかまと

すると︑少年のたましいのそこから︑

どっと

てこようとする心のはたらきといったようなある

︵副︶3

きみの

とつとり

十五棚9 ﹁幸福﹂たちは︑みなどっとわらいます︒

れる︒

十五欄9 ほかの﹁幸福﹂ども︑どっとわらいくず

どっとことばがほとばしりでました︒

しずけさの中から︑とつぜん︑まったく 十一851

どっと

三436囹

﹇何方﹈︵代名︶8

思いがけなく︑きれいな歌が流れてきました︒

十四4511

ふしぎなものを感じました︒

十二374

をばたつかせることができた︒

八883

でもとんでくると︑

八95庭さきにいるとき︑とつぜん︑上へ飛行機

りに︑ とつぜんおたちよりになりました︒

三伽2 みかどは︑︿略﹀︑ある日︑かりのおかえ

とつぜん

七502 いよいよ︑ドッジボール大会がはじまった︒

があった︒

七486

十二574 どちらもけっしてたやすくは登れないが︑ ドッジボールたいかい
十二7912囹 じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑
どちらをおうえんするの︒

十四116團 このランプは︑石油でもきはつ油でも︑
どちらをおつかいになってもかまいません︒

十四859 このように︑二つの映画は︑どちらも雪
どっき

にえんのあるものであるが︑
﹇毒気﹈︵名︶4

十676囹 でも︑風がどっきを運んできてはたいへ

どっき

んだから︑次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであお
いで︑風を向こうへやってくれ︒

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

とっくに

どっち

十6911園 ぐずぐずしているうちに︑どっきにあた
るにちがいない︒

十702 べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ
﹇疾﹈︵副︶1

うなあまいにおいがして︑
とっくに

どっちが多いか︑くらべてみょうではないか︒

どっちみち

鳥取の西方野羊キロのところに︑まわり

︵名︶5

4

トップ

さあというときに︑ひとりで責任を

トップ︑バッター本︒

一

トップ

68整調

3

5

7

とつ風というものがそれです︒

﹇突風﹈︵名︶1 とつ風

十四753

とっぷう

十一11図

コックス

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

十一107囹

十一73囹

十一612園トップ︑バッター本︒

十一65園ぼくはトップがこぎたいな︒

トップ

十ニキロの湖がある︒

十二593

とつとり

﹁どっちへいったらいいか︑風にき とつとり ﹇鳥取﹈︹地名︺1 鳥取

ぼく︑どっちだかわからなくなつちゃっ

﹁さ︑どっちかな︒﹂

いったいどっちなんだろう︒

いてみようよ︒﹂と︑いいました︒

三665囹
六5311囹
六739園

た︒

小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ

六7310園

八769

あんな大きな船の船長と︑コックスと︑

るかわからなかった︒

十一99園

ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ

どっちがむずかしいだろうね︒

十四795

﹇何方道﹈︵副︶！

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒
どっちみち

十四9912 そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ
かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒
とっけん ﹇特権﹈︵名︶1 特権

十五746 それによって兄が特権を與えられねばな
らないという理由はすこしもない︒

十四639 この色については︑お話することがどっ

どっさり ︵副︶1 どっさり
さりありますが︑

ドッジボールたいかい ︹題名︺ 3 ドッジボール大

会
んあります︒

七481 ﹁ドッジボール大会﹂という文章が︑ニへ

七485 ドッジボール大会
七50一 ドッジボール大会

2

185
とて一とともに

とて ︵係助︶1 とて
くえの見えんやは︒

十五52図魍 いかに目ざとき人とても︑声の行
とて ︵接助︶1 とて

﹇土手﹈︵名︶1

どて

とて︑両者のつきあいはかなりひんぱんであった︒

十五608 私の父とは︑心をゆるした間がらのこと
どて

九櫛7 茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを
﹇連﹈︵副︶1 9

とても

つくり︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑
とても

十二577

すばらしい大きな石だんで︑とても人間

わざではない︒

とてもわすれることのできないのは︑

そういうちっぽけな考えでは︑とても世

わかりきっているのですから︒

十四811團

十四314

わたしは︑とてもいちいちしょうかい

とてもほんとうと思えないほど︑ふとつ

界の中にはたっていけません︒

ていて︑

十五827
十五898圓

とどく

︽ーカ・ーキ・ーク︾

﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄です

してはいられない︒

よ︒

とど・︿

とおい町からだいじなものが

です︒

十四722

それが︑おりた水のあとへとどくじぶん

﹇届﹈︵下一︶4

とどける ︽ーケ︾5お

にはひえて︑そこからおります︒
とど・ける

くりとどける

はちをわたくしにとどけようとして︑手をこ

三1610園あれは門のぞとにいますので︑この

こまでのばしたのです︒

もし︑人がなくなったときには︑やはり

むこうの店に品物をとどけて︑受けとり

どんなところへでもとどけてくれます︒

ここにとどけます︒

四55
四62

五289園

をもらって帰ってくるとちゅう︑

ました︒

ものごとの原因と結果との関係や︑その

十四119国

おじさんとおばさんが外出の用意をとと

﹇止﹈︵四五︶2 とどまる ︽ーリ︾δふ

よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

とともに

だおれでとどまりぬ︒

十五55図圏遠くそののちかしの木に︑矢はま

十三241

みとどまる

とどま・る

のえて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒

十五619

こちらにまわすのです︒

調子をととのえるには︑どうをあちら

九襯1 ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ

ーエル︾

ととの．える ﹇整﹈︵下一︶3 ととのえる ︽ーエ・

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑．

十三94

とうとう︑そのてっぺんは︑空のくもに ととの・う ﹇整﹈︵五︶1 ととのう ︽ーッ︾

とおい

もうすこしで口が水にとどきそうになった
一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ
太陽から発した光が︑地球にとどくまでに
光のとどく時間ではかると︑あの星と地球
朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

小学校をでただけのかれには︑手のとどき

︵接助︶3

とめをはたすだけの勇氣を︑もちたいと考えます︒

十325 あいての人をうやまうとともに︑自分のつ

とともに
とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなの

十四348光が一方のはしから︑向こうのはしまで

そうもない空想になりがちであった︒

十3412

九384團高くて手のとどかないかれ枝は︑

り︑美しい砂地がみわたされた︒

八562

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

八348

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八346

てとどくきょりをさしていいます︒

八344

とき︑足がつるりとすべって︑

六137

ここにとどきます︒

四129

とどくようになりました︒

三228

﹇届﹈︵五︶11

三473 するといたみがいっそうひどくなって︑ 十五塒4園
とてもたまらなくなりました︒

てもむずかしいことをいって︑それができた

三鵬6 それで︑かぐやひめは︑その人たちにと
らおよめにいくといいました︒

五229園
きょう︑ぼく︑とてもうれしかった︒
五233囹
あのね︑帰りの電車はとてもこんでいた
んです︒

五285園ぼく︑きょう︑とてもうれしいんです︒
五295園 一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても
持てそうもない物︑

五311囹 ぼくにはすこしおもかったんですが︑と
てもうれしいんです︒

七362囹 とてもはいれないね︒
ました︒

七878 うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ
七897 よく晴れた日には︑とても元町があります︒

でした︒

八910 一方では︑とてもむてっぽうなきかんぼう

父親であろうとは︑とても思われませんでした︒

十一6912 こうもかわればかわるものか一これが
十一858圏 ぼく︑とても思いきれないんです︒

どどんどどん一どの
186

るとともに︑︿略﹀かた身のせまい思いがした︒

十354 かれは︑そのりっぱな機械をみて︑感心す

︽ーエ︾

となりのうちから︑うさぎをもらって

くることかな︒

四295

おばさんに︑

そこへ︑となりのごろうさんが︑かけよっ
﹁︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさんがおしえ

いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお

いけがきのすぎの木ひくみとなり家

の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五106図魍

る︒

とにかく

﹇兎角﹈︵副︶4 とにかく

九501囹

とにかく︑もっといってみよう︒

プスの深い谷の中を︑大わしは︑少年をせにのせ︑

十五278 とにかく︑朝の冷たい空氣の中を︑アル

とにかく︑そいつは︑

一どもわたした

少女を下にさげて︑︿略﹀おりて行きました︒

δかねたいちろうどの・さいばんかんどの

与たかどの・ゆめどののかんのん

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

十五908囹

ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と との
どの

七503

さあ︑きょうは︑どのへんにならびた

どのがんもどのがんも︑

どのえんとつからも︑けむりが︑むくむく

どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に

五872園 どのおにんぎょうでも︑目は二つですよ︒

なみてしまいたいな︒

五5810園ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみん

とたちのぼっています︒

五338

四6010

だがびっしょりぬれていました︒

四6010 どのがんもどのがんも︑夜つゆでから

いというんだね︒

四469園

四424 どのように列のかたちをかえても︑ば
らばらになってしまうことはありません

かまえようかと考えました︒

四213国 ねこのわたくしは︑どのねずみをつ

となりのおばさんから一にぎりのあぶら どの ﹇何﹈︵連体︶22 どの
医者が︑まだとなりのベッドをはなれな
となりの友だちにさそわれていったこと︑

いうちに︑少年は立ちあがりました︒

十一7311

なの種をかりて︑

十一2811

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

九5311

じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七392

てくれました︒

五965

てきて︑﹁︿略﹀︒﹂

五546

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん 六784囹 とにかく︑命のことはむずかしい大きな
問題だね︒
が︑おもしろい紙しばいをしました︒

﹃︿略﹀︒﹄といおうとしました︒

となりの

四369囹 わたくしが︑きのう︑となりのうちに どな・る ﹇怒鳴﹈︵五︶1 どなる ︽ール︾
十一72囹 それでもきこえなければ︑また︑どな
おつかいにいきました︒

十五292 鳥は︑不意のしゅうげきにおどろいて︑

となう

︽ーエ︾

思いきって︑

思わず羽ばたきするとともに︑つかんでいた女の
ドドンドドン

四374園

︵感︶一

子を億なして︑あおむけにたおれかかりました︒
九117 ドドンドドンとなる大だいこの音は︑︿略﹀

どどんどどん

﹇ 唱 ﹈ ︵ 下 二︶1

うちよせる波の音をきいているようであった︒
とな・う

ずこに落ちにけん︒
﹇唱﹈︵下 一 ︶ 2

となえる

十五47箇月空にとなえしわが歌は︑あわれい
とな・える

十二903 どんなたっといことばでも︑ただ口まね

どなた

たまは

ガリレオも︑︿略﹀︑だまっていられず︑

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑
十三151一

﹇何方﹈︵代名︶4

本を書いて︑地動説を強くとなえました︒
どなた

一622園 どなたが おもちに なっても︑

やっぱりたまですよ︒

十二921

くりはあんがい少なかったこと︑

新島家のとなりにあった教会の日曜学校

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114図圏わか草のはっかにもゆる庭に來てす
十五673

となり村

﹃考えることの喜び﹄のとなりにいま

の生徒であった私は︑

す︒

十五鵬10囹

﹇隣村﹈︵名︶1

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

十662

となりむら

六9111囹 あなたは︑どなたでいらっしゃいますか︒

七436園 どこのどなたかはぞんじませんが︑
十五872園 あなた︑どなたです︒
りどうし

となり ﹇隣﹈︵名︶19 となり呂おとなり．おとな

︻525 ひとりごとをいうと︑となりのおじさん
が︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑きゅうにたちどまります︒

二482 それから︑となりのへやへ いこうとし
二492 いちろうは︑となりのへやへいきます︒
一一509 じろうも︑となりの へやへ いってしま
います︒

四122 となりの町と︑いったりきたりします︒ となりや ﹇隣家﹈︵名︶1 となり家

187
とのも一とびかかる

整列して︑式をあげた︒

七624 どの花も︑みんな空を向いている︒

十三3511
ばそうじょう

はとにふえをむすびつけてとばすのであ
と

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒
と

ばそうじょう

これは︑鳥羽僧正という人がかいた動

とび

﹇鳶﹈︵名︶1

﹇跳﹈nVなわとび

とばり

﹇飛上﹈︵五︶8

これは︑とび︒

とび

とび
一一452囹
とびあが・る

馳

︽ーッ・

﹁︿略﹀︒﹂といってとびあがったので︑み

ーラ・ーリ・ール︾
五811

ねじはこれをきいて︑とびあがるほどうれ

んなわらいました︒

六94

とび

八726

大わしはすぐにとび起きて︑︿略﹀︑おそ

朝がた︑かもがとびおきた︒
十五298

﹇飛下﹈

︵上一︶ 4

とびおりる

︽一

ろしいいきおいで少年にとびかかって來ました︒

リ︾

とびお・りる

らとびおりて︑︿略﹀︑川は山からかけおりる︒

五58 小石をころころ︑ころがして︑いわの上か

そのやいた鳥は︑︿略﹀︑テーブルからと

るたるの中へとびおり︑

八869 そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ
十四975

鳥を後へひつくり返すようにするいきお

びおりて︑ゆかの上をよたよた歩いて︑

とびかう ︽ーイ・ーウ︾

ひばりやつばめも︑︿略﹀ここに帰って

道ばたにさくたんぽぽ︑とびかうちょう

﹇飛交﹈︵五︶2

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五291

十257

とびか・う

ちょ︒

﹇飛掛﹈︵五︶8

とびかかる ︽ーッ・

かかしの顔に葉がとびかかる︒

一びきのとらさんが︑いきなり︑もう一ぴ

くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ

大わしはすぐにとび起きて︑︿略﹀︑おそ

くもはみつばちにとびかかりました︒

十五318

それからは︑必死にとびかかる大わしと︑

鳥はさけび声をたてて︑苦しまぎれに︑

この勇ましい少年との職いです︒

十五315

ろしいいきおいで少年にとびかかって來ました︒

十五299

九梱9

いきました︒

ぶは︑力いっぱい羽ばたきをして︑すいとにげて

九㎜7

きのとらさんにとびかかりました︒

六槻1

六325

ーリ・ール︾

とびかか・る

來て︑私たちの頭上にとびかい︑歌うだろう︒

26立ちならぶビルディングのあいだがら︑ 十三64

しかった︒

自分から指さきやくちびるへとびあがり︑
すると︑かれはきゅうにとびあがった︒

そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた
少年は︑思わずはっととびあがりました︒

とびおきる

新島裏という名を耳にした私は︑とびあ
﹇飛起﹈︵上一︶4
︽ーキ︾

バタバタと音がしましたので︑みんながと
王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑
まず︑いすにおさわりになりました︒

八3910

びおきてみると︑

五981一

起きる

とびお・きる

がらんばかりにおどろいた︒

十五5811

十一816

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒

十一724

十436

とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八69

とびあがってくる親子のつばめ︒

六381

とびあがる

十四391園暗いとばりが︑たち切られる︒

﹇帳﹈︵名︶1

物絵巻の一場面であります︒

十一一柵1

八351 さて︑空の星は︑地球からどのくらいの とばそうじょう ﹇鳥羽僧正﹈︹人名︺1 鳥羽僧正

とのも

とばり

﹁︿略V︒﹂と︑どのたまごからも小さなひ

きょりにあるのでしょう︒
八615
なの首がでた︒

八柵2 どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが
でてきました︒

八柵6 どのなえも生き生きとしています︒

八塒8 どのいねのほも︑すっかり黄色になってお
じぎをしています ︒

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

十一211 さかわ川のていぼう工事があって︑どの
て働くことになりました︒

十二322 私は︑どのようなおどろきとふしぎが私
を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒
この私にはわかるのです︒

十四175團 どの時間になにをしていらっしゃるか︑

十四847 どうして雪のけっしょうができるか︑ど
んなばあいに︑どのようなけっしょうになるか︑

十四851 その雪が︑どこで︑どのようにしてでき
たか︑

十四898 同じ題の作文でも︑︿略﹀人によって︑
文章は︑どのようにも書きあらわされる︒

れるのは︑ものごとをあたたかくながめた人に

十四899 どのような文章でも︑読む人の心がひか

﹇外面﹈︵名︶1

よって書かれた文である︒
とのも

とばす

とのもを見ればよきつくよなり
︵五︶1

︽ース︾←けとば

十五121図閣 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の
﹇飛﹈

す・しかりとばす・はねとばす・ふきとばす

とば・す

とびこえる一とびまわる

188

いっそうするどくとびかかります︒

︵下一︶

2

とびこえる ︽一

十五329 いままでむちゅうになって少年目がけて
﹇ 飛 越﹈

とびかかっていた大わしは︑
とびこ・える
エ︾

かかったとき︑

四485 山の上を高くとびこえて︑たににさし

とびこむ

︽ーミ・ーム・

八719 そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを
﹇ 飛 込 ﹈︵五︶11

とびこえてにげだした︒
とびこ・む
ーン︾

七598 ボタンと音がして︑まりが︑そとからとび

又略﹀︒﹂というと︑ひなたちも一わずつ

さっと水の中へとびこんだ︒

こんできた︒

八6510
とびこんだ︒

八6511

八866 あひるの子はまたいじめられるかと思って︑
おそろしさのあまり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒
うのほうへおよいでいった︒

とびだ・す

四898

﹇飛出﹈︵五︶8

とびだす

︽ーシ・ース︾

雪だというと︑あさ早くはねおきて︑

きっと︑とびだすよ︒

とびつく ︽

イ・ーキ︾

自分から指さきやくちびるへとびあがり︑

﹇飛付﹈︵五︶6

びちりました︒
とびつ・く

とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八69

十五2311

そのとき︑だれか︑その大わしのせの上

んて︑なんとひどいことをしてきたものだろう︒

ひっかかると︑いきなりとびついてかみころすな

10からすの子が︑びっくりしてすからと九幽11 あみをはり︑かくれていて︑ほかの虫が

そとにとびだして︑雪かきをなさるおじいさ
ん︒

六3210
七334園

﹁︿略﹀︒﹂と親あひるがいうと︑ひなたち

びだし︑空をみあげる︒
八616

ひつじかいは︑身のあぶないこともわす

へ︑がけの中ほどからとびついたものがあります︒

とびついた︒

十五6411

さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

見るなり私は︑おじさんの言いせなかに

のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

十五2411

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑ 十五249

はすぐとびだしてきた︒

九5010

そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

九631

目も︑口も動くし︑ときには︑したを

ぎらぎら光ってとびだして︑

十二453園

けないでとびつづけました︒

四491 ほかのがんは︑︿略﹀︑べつに氣にもか

︽ーケ︾

だされたくつを見て︑にこにことわらっ とびつづ・ける ﹇飛続﹈ ︵下一︶ 1 とびつづける

だしたり鼻がてんぐのようにとびだすこともある︒

十五642

た私は︑それを足先につっかけるなり︑すぐ︑小
鳥のようにとびだした︒

九476国

とび道具を持たないでください︒

むこうぎしの︑すすきのもさもさしてい とびどうぐ ﹇飛道具﹈︵名︶1 とび道具

まわりには︑鳥の白い羽が雪のようにと

五966

﹁ピオ︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざ

﹇飛回﹈︵五︶7 とびまわる ︽ーッ・

かさかさという木のはの音がしまし

夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

る音でした︒

たが︑それは︑小鳥たちが︑ねぼけてとびまわ

四558

とびまわります︒

二495 じろうは︑よろこんで︑りんごをもって

ーリ・ール︾

とびまわ・る

の上にとび乗ったり︑

八610

三十ぽのがんは︑みずうみの島をとび とびの・る ﹇飛乗﹈︵五︶1 とび乗る ︽ーッ︾
﹁︿略﹀︒﹂といって︑大いそぎで木からと

すっととびたったかと思うと︑その鳴いて
草むらにいた小鳥がおそれてとびたった︒

がんのむれが︑そろってあしのあいだがら
とびたった︒

八741

八7110

いるなかまのそばへ︑とんでいってとまりました︒

八248

びたっていきました︒

六175

たちました︒

四654

るところがら︑小鳥がとびたった︒︐

四151

八899 そういって︑水の中にとびこみ︑はくちょ とびた・つ ﹇飛立﹈︵五︶6 とびたつ ︽ーチ・ーッ︾
九115 それから︑水の中にドブンととびこんだと
きの音もあらわした︒

青田1 みると︑大きなうさぎが︑ちょうど小まつ
の中へとびこんだところであった︒

十二639 八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑
小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

十二7310 あられはその手にはのらないで︑顔にあ
たったりふところにとびこんだりします︒
で來て︑受話器をとる︒

十三377 三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

十五3111

﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑ とびち・る ﹇飛散﹈︵五︶1 とびちる ︽ーリ︾

おもわずとびこんだ私をだきしめた︒

十五686
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どひょう一とぷ

の中をとびまわっていました︒

五998 二三日すると︑ひわは︑もとのように元氣
になって︑かごの中をとびまわっていました︒

十一328囲 麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
きたつぼくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十二942 すいすいととびまわるかわいい赤とんぼ
を︑心の中にえがきだす︒

十四5911囹あなたが︑どんなに美しくさいたって︑
ぼくがとびまわって︑かふんをなかだちしてあげ
﹇土俵﹈︵名︶1

土ひょう

なかったら︑実は一つもつかなかったのですよ︒
どひょう

とびら

十二鵬11 土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ
﹇扉﹈︵名︶1

た秋の野原︒

︵下二︶

1

とびわかる ︽一

十三355 正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

とびら

﹇応分﹈

春れんがはりつけられる︒
とびわ・かる

白い雲がとんでいました︒

三683雲は︑もりの方へしずかにしずかにと
わたくしは︑みつちゃんが空をとんで

んでいます︒

四257囲

そろえたように
つりばりのように

きちんと

とんだり︑まがって

ものさしで

いるだろうと︑ときどき思います︒

四416
なって
なったりしました︒

おたがいに

いましめあって︑

きみ︑きみ︑じぶんがってに早くとん

がんは︑

でいっちゃあこまるよ︒

四431園
四435

ぎょうぎよく空をとびました︒

きょうも︑きのうとおなじじゅんばん

にならんでとぶことにしよう︒

四444囹

四943 もくもくもくと︑えんとつからすすが
とぶように︑黒い︑こまかいものがとんでい
る︒

しょになったりわかれたり︑

四944 黒い︑こまかいものがとんでいる︒
四956 風にふかれてとんでいるうちに︑いっ

四伽6圃 かもめすいすいとんでいく︒
四三3圏 かもめすいすいとんでいく︑空にほ
五433国

世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

そちらでも︑ほたるはとびますか︒

んのりふじの山︒
五446圃

明かるい世界の空とんで︑平和のうたを

であそぼうよ︒

うたおうよ︒

五447圏

さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑

きみも︑いっしょにむこうへとんでいこ

雲がちぎれてとぶ︒

いってしまいました︒

五佃7 けれども︑旅のひわは︑そのままとんで

うよ︒

五柵8囹

おどろいてとんでいってしまいました︒

五鵬11

一列になってとんで 五974 まいにち︑わたり鳥のむれがとんできます︒

とんでいくことはできまいよ︒

かっちゃんがそういうなら︑十五ばん 五9611園 自分でえさをとったり︑遠いところまで
三十ぱのがんは︑

めにして︑とぶことにしょうじゃないか︒

四474囹
四478

いきましたが︑やがて︑まつばのようなかたち

その山のふもとには︑大きな木がし
下からねらわれているときには︑ばら

六3110

六415

六326

つむじ風のように︑列をつくったつばめの

顔のうしろを雲がとぶ︒

かっちゃんは︑とぶ力がなくなってし 六321木の葉がとぶ︒

おもいかっちゃんをかつぎながら空を

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

列車のようにとぶつばめのむれ︒

もうふのようになって︑かっちゃんをさ 六432 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を

まりになってとぶつばめのむれ︒

かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い 六434 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた
そいでとんでかえりました︒

四632

さえながら︑できるだけ早くとびました︒

四529

とぶのは︑よういなことではありません︒

四521

まいました︒

四5110

が︑

ばらになって︑はなれてとべば安全なのです．

四512

げっているので︑そこをよけてとびました︒

四483

になりました︒

︽ーバ・ービ・ーブ・1

九305図魍歩みくる胸のへにちようとびわかれ
とぶ

レ︾

﹇ 飛 ﹈ ︵ 四 五 ︶皿

お日さま一はな一ことり一とぶ

べ・ーン︾皿Vけしとぶ・はねとぶ・ふっとぶ

と・ぷ

一336

んだ︒

なく一とまる一かくれる
一414 でんとうのしたを︑くろくすうっとと
二378圃園 山から小ぞうがとんできた︒
二572 ちょうちょもとんでいました︒

三278 ふねはななつの大なみをのりきって︑
鳥のとぶように走るではありませんか︒
いました︒

三417 たんぽぽのみが︑小人になってとんで
三681 青々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑

とぶ一とぶ
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六449園 ぼくが目をさましたときには︑おびみた
いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒
で︑雲が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒

六528 じっと月をみつめていると︑月は動かない

六536園雲が大いそぎでとんでいくでしょう︒

六m10 おかあさんのところへとんでいって︑
みつばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と いっておみせしました︒

六閑2

うたいながらいいました︒

七56 白いちょうが︑︿略﹀︑思いきり高くとんで︑
屋根をこえて︑うすべに色の空にきえた︒

あひるの子の首すじにかみついた︒

﹁︿略﹀﹂と︑あひるの子は思った︒そうし

はくちょうはみごとな羽を夕げ︑︿略﹀あ

て︑目をふさいだが︑またさきへとんでいった︒

八722

八844

あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん

たたかい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八851

まえより強く空氣をうち︑とぶことができ

でいったのかということも知らなかった︒

た︒

八884

︿Q

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

みつばちは︑くものあみを知らないで︑

の人となられた︒

下膨10

辛辛6

ゆうゆうととんで︑にげていくみつばちの

まっすぐにとんできました︒

九二11

こうもりは︑ひょうきんなかっこうをして︑

うしろすがたをみていましたが︑

九鵬8

こちらにとんできます︒

九輪4

くもは︑とんでいくちょうちょをみ送りな

ちょうど白ばらの花がとんでいくように︒

風と思ったのは︑そうではなくて︑つばめ

くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑

深い森のそばをとびました︒

湖の岸べをとびました︒

つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし
九㍑5

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが頼みましたら︑

たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ︒

えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

先生のからだは︑美しくちゅうをとんでい

こんどは︑のだ先生がとばれるばんである︒

十一824

十一325圏岸のやなぎのほわたがとんで︑

立三下くみつばちがとぶ︒

十一3110圃

十一1410

十一124

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

十124

いちょうちょは︑どうしたろう︒

九幣2園 お月さんのところへとんでいったあの白

九俺6

た︒

九柳5

空をとんでいきました︒

九術1

がすいととんできたのでした︒

九備10

がら︑又略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいいました︒

九柵5

ちょは︑うれしそうに羽をととのえました︒

八893園私は︑あのけだかい鳥のところへとんで 九㎜11園 さあ︑早くとんでいくがいい︒﹂ちょう
いこう︒

なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ

でいくのです︒

九184

ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょう︒

七171園 先生︑きょうは風がありませんから︑ 九178 しかし︑つばめは︑もっともっと南へとん
七189囹 ああ︑とんでる︑とんでる︒
鳥です︒

つばめをのせた飛行機は︑それから毎日の
ほし草にかげおとしとぶとんぼかな
やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の方

やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の方
やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な
九号2

﹁チチロ︒﹂男はそういって︑少年の方
九皿5

んという勇ましさであろう︒

九川9

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒

九537囹

へとんでいきました︒

九524園

とんでいきましたよ︒

九514園やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方へ

へとんでいきましたよ︒

九499園

九284図工

ように︑︿略﹀ヴェニスへとんでいきました︒

九223

けっしてふしぎではありません︒

九186

七189園 ああ︑とんでる︑とんでる︒
七1811園 きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒

七2010園あっ︑白いちょうちょがとんできた︒

きた︒

七226すずめが︑ま
ーっと︑とんでにげる︒
七541ボールがピュッととんできた︒
七543ボールは︑すばやくあちこちにとんだ︒
七544ふいに︑ボールが︑ぼくのところにとんで
七572紙が︑くるくるまいをしてとんでいる︒
七631小さな虫がかたまって︑顔のところでとん
でいるくれがた︒

七951 うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が
ふわふわととびま す ︒

八96庭さきにいるとき︑とつぜん︑上へ飛行機
でもとんでくると ︑

八249 その鳴いているなかまのそばへ︑とんで
いってとまりました︒

八681 もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

191
とぷ一とまりぎ

へとんできました︒

十二483園 空をとんだり︑すがたを消したり︒
十二841 一つのボールを中心にして︑両選手はと

﹁とんでいる︒﹂で動いているようすが

﹁ 赤とんぼがとんでいる﹂

ぶ鳥のようにかけまわりました︒
十一一941

十二943
﹁赤とんぼ﹂﹁が﹂﹁とんでいる︒﹂

すぐわかる︒

十二949太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて

十一一945

とんでいる景色を思い︑

んぼが自分のまわりをとんでいた︒

十二957 しょんぼりと校庭に立っていると︑赤と

︽ービ・ーブ・ーン︾

ているので︑小路は︑おのずから高い土べい続き

︽ーベ・ーベル︾

そえながらとんでいくから︑むこうのりくま

とべる

おとうさん︑ひとりでとべるようになる

おとうさん︑ひわは自由にとべるように

﹇惚﹈︵下一︶1 とぼける ︽ーケ︾

あけて

いいや︑この鳥はとべなくなったらしい︒

くれたうらしまは︑

﹇途方﹈︵名︶1 とほう

とぼとぼ

︵副︶1

とぼとぼ

ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒

九743 いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま

とぼ・ける

みました︑たまてばこ︒

四佃2圃 とほうに

とほう

五9910囹

なりましたね︒

五968園

まで︑かってやりましょうね︒

五958囹

﹇飛﹈︵下一︶3

になっている︒

どぶんと

と・べる

でならんでみたまえ︒
水が光って︑とんではねています︒
ささの中︑やぶの中をとんでいきます︒

五803
六価9

すずめは︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはた

けの中を歩く︒

七222

かい道をきちきちととぶばったかな

はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

九291図圃
九482

またすこしいくと︑一本のくるみの木のこ

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

九531

どぶ水

下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

﹇溝水﹈︵名︶1

ずえを︑りすが︑ぴょんぴょんととんでいました︒
どぶみず

五77

ドブンと

土べい

学べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑

小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ
土べい続き

どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

﹇土塀続﹈︵名︶1

す︒

←ねとまりする

十5610

とまりぎ

ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

﹇止木﹈︵名︶1 とまり木

まりかたや︑︿略﹀を︑こまかにしらべたいので

十277 庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声や︑と

夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か とまりかた ﹇止方﹈︵名︶1 とまりかた

とまり

カー︑

キャベツ︑バス︑トラック︑オートバイ︑リヤ

十四213 ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑

や︑︿略﹀を︑たんねんにみようと思います︒

十279 トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

一一166 はととまととんぼぼうししかからす
すずめめだかかめめじろ

それから︑水の中にドブンととびこんだと トマト ︵名︶3 トマト とまと
すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑
﹇土塀﹈︵名︶4

にたまる︒

十三366

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十三2712

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十三271

した︒

そのうちに︑二ひきとも︑どぶんとお 五7211 おじいさんは︑とぼとぼと海へやってきま

︵副︶3

ながして︑海のとおくにすてにいく︒

どべい

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十一611

きの音もあらわした︒

九115

ちてしまいました︒

二284園

どぶんと

十三3512 はとにふえをむすびつけてとばすのであ

十二958 ﹁赤とんぼがとんでいる︒﹂
るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

十三361 はとがむれになってとんで來ると︑ふえ
の音がおのずから和音をふくみ︑

十三479 あぶが一びきとんで來る︒

十四朽4團おかあさんがご用でしたら︑いつでも
とんで行きます︒

十四7510 それで︑畑の上からとんできて︑森の上
へかかると︑飛行機は︑

とぶ

ているので︑

十五108図圃ばらの木の赤きめをふくかきの上に 十三268 どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし
小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五115図團 わか草のはっかにもゆる庭に來てす
ずめあさりてとなりへとびぬ

十五237 見ると︑そのがけの下の方へゆったりと
﹇跳﹈︵五︶8

んで行く大きなやまわしのつめにっかまれて︑
と・ぷ

ぴょんぴょんとびました︒

十三269

どべいつづき

一244 二ばんの﹁はねておどれば﹂のところは︑

三445園ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か

とまる一とめる
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﹇ 止 ﹈ ︵ 五 ︶39

とまる

︽ーッ．iラ．ーリ．

木の下におりていってしまいました︒
とま・る

とまる一かくれる

七2011囹白いちょうちょが︑白い花にとまった︒
七213園 とまっているちょうちょが︑どんなかっ
こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒
七585

おかあさん︑いま︑柱時計がとまりました︒

つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい

十三49

十五263

その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ

めのむれは︑
十三292 その﹁ビューン﹂がとまると︑

うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

きょうはとまるだろう⁝⁝うん︑樂し

﹇泊﹈︵五︶3 とまる ︽ーッ．ーラ．ール︾

とみちゃん

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

おかあさん︑とみちゃんを返してもら

とみちゃん ︹人名︺1
十一242園

﹇止﹈ ︵下一︶ 18 とめる ︽ーメ．iメル︾

いましょう︒

いれたり︑

かみきれを

ぞうつかいは︑﹃じゃあ︑さわってこら

ちぎって

いれたりする小さな子がいたら︑とめてや

三923 くさを

ん︒﹄といって︑ぞうをとめました︒

二348園

る・ひきとめる．よびとめる

与うけとめる︒おしとめる・かきとめる・くいとめ

と・める

たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ
つばめたちは︑人をおそれず︑へやには

頭や︑手にとまりました︒

いってくる人があると︑たちまち︑そのかたや︑

九213

ばめたちのとまるところがつくられました︒

九211

ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒

九153

八249 とびたったかと思うと︑その鳴いているな とみこさん ︹人名︺1 とみこさん
かまのそばへ︑とんでいってとまりました︒
一一68 ここまで きた とき︑ とみこさんが︑

その一つに日本の青年をとまらせて︑

力人の一家族が來て︑しばらくとまっていました︒
十五573圓 きみは室を二つももっているようだが︑

みにしているよ
十五205 ユングフラウの山中のホテルに︑アメリ

十三429囹

とま・る

黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと

八59 かごの中から︑一わずつつかみだしては指
さきへとまらせたり︑かたへ乗せたり︑

まっています︒

七586

お日さま一はな一ことり一とぶ一 七468 ちょうど︑汽車もとまった︒

ル・ーレ・ーロ︾呂 た ち ど ま る

なく

一337

たいからです︒

一366園 たかい木にとまって︑うたをうたい

とまっています︒

二247囹 先生︑でんせんに︑つばめがたくさん

三524患うぐいすはうめの木にとまり︑﹁高い︑ 八66 だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま
るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑
一 同 い ︒ ﹂ と い い ました︒

とんぼ︑とんぼ︑かきねにとまれ︒

四703 こころは︑ふりがやむと︑なりもとまる︒ 八93 庭の木にとまらせても長くはいません︒
四749 と
五121囹 あれをみて︑汽車が︑とまったりとおっ
たりするのだ︒
﹁とまってから︑おりるんだよ︒﹂シュ︑

シュー︑シュー︒

五141囹

五977 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった
り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

六166 木の上には︑一わのはとがとまっていまし

まもなく馬車がとまったどきは︑

九747

﹁十﹂でとまる︒

た︒

六361 大すぎの上にやっととまったかかし︒

九924

﹂と数えながら舞台はし

六385園あの屋根にとまっているのは︒

まできてとまる︒

コ︑二︑三

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六3810 親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま 九9210

りましょう︒
六417 親つばめと子つばめが︑かかしのそばにと 十一521 電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札
をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒
四388園 おかあさんのことばがとめたからです︒
まる︒

ぞきにいってみると︑

目にもとまらぬボールが︑ネットの上を． 九822 ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの
右に左にと︑ゆききしました︒

十二839

十一522 やっと一台の電車がとまった︒
五867 りょうかんさんは︑ほうきの手をとめて︑
六441 木の枝にとまっている二わの子がらす︒
六115 ねじをはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑
七163圃 ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉にとま 十二632 いくら飲んでものどのかわきがとまらな
かった︒
小さなねじまわしでしっかりととめた︒
れ︒

七174圏 ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉にと
まれ︒

193
とも一ともだち

九848 みんなはほる手をとめました︒
九883 けんかをとめる声がつづく︒

九953 そうしてさっさといきかけるが︑舞台はし
﹁︿略﹀︒﹂とかたくとめられていたので

で足をとめる︒
十一606
ある︒

十一6111園 ぼくは︑とめられているから渡らない︒
とさのつつを作り︑のりでとめる︒

の光が写しだされる︒

それに︑貝のだす五珠質がまきつき︑年と

ともに大きくなって︑天然眞珠となる

十388

タバコとともに︑﹁タバコ﹂ということ

これらの表わしかたとともに︑事物の形

ばが︑傳えられたということがわかった︒

十四25一

十五355
を絵にうつすことも行われた︒

日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

とも︵接助︶4とも←すくなくとも

十二498 古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ とも ﹇供﹈﹇Vおとも

心︒

十五743

がっていようとも︑かわいいことはみな同じで
とも

ども

﹇共﹈

5あひるども・うおども・うさぎども・

おうちにいるこうふくども・こうふくども・さわぎ

やども・どんぐりども︒にわとりども・ふとったこ

ども5けれども

うふくども・わたくしども

ども ︵接助︶4

ひとくちくえども死にもせず︑ふた

くちくえども死にもせず︑みくち︑よくち︑ぶす

十744図圏園

はくえども︑死なれもせず︒

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

みくち︑よくち︑ぶすはくえども︑

十745図韻囹ふたくちくえども死にもせず︑

十747図幽園

死なれもせず︒

ともお

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑

十二710図工

︹話手︺2
三59

﹇兎角﹈︵副︶2 ともかく

ともお﹁ああ︑お日さま︒﹂

三56 ともお﹁ひろいはたけの中で︒﹂

ともお

ともかく

ともかく食事をすませて︒

半円三珠が思いどおりに取れるようになつ

四613囹
十429

﹇灯火﹈︵名︶1 ともしび

たので︑︿略﹀︑ともかく︑世にだすようになった︒

ともしび

︵終助︶11

二429園
ほんとうだとも︒

＋二4810囹
できるとも︒

﹇友達﹈︵名︶42

三88園

西の友だち︒

三87園東の友だち︒

ち・おともだち

ともだち

︽ーシ・ース︾

友だち尋あそびともだ

本のマッチで︑火をともすことができたならば︑

十四9412 その両手をあたためるために︑︿略﹀ 一

してみたかったことだろう︒

十四941 女の子は︑どんなにか︑それで火をとも

﹇点﹈︵五︶2 ともす

かがやくともしびの光を見た︒

十四937 女の子は︑窓々をとおして︑ちらちらと
とも・す

九闇−o園 ああ︑いいとも︒

−刀−

九9010園いいとも︑だれがきみなんかと遊ぶもん

六746園動きますとも︒
六齪5園 いいとも︒
九893園やるとも︒

とも

自分の子女は︑その性質がどんなにち

て︑つづれ着るとも︑失うな︑やさしく清きなが

十五173図心少女たちよ︑花そだてつつあきない

ながえ顔︒

こり顔よごすとも︑わするるな︑明かるくすめる

十五165図圏少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ

も︑くちびるに歌をもて︒

十二5010 首のほうからもかぶせてまるくしてから︑ 十四435圃
細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒
作って︑のりでとめる︒

十二511 鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で
十三225 もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ
で生長をとめました︒

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五246 いまそれをとめなければ︑もうその女の
十五4910 ただわずかに外野人がこれに目をとめて
買うことがあるということを聞いて︑

﹁不幸﹄に行くのをとめることは︑な
友

かなかむずかしいのです︒

十五鵬5園
﹇友﹈︵名︶4

五445圃 世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

とも

であそぼうよ︒

十四412園友よ︑友よ︒
十四412囹友よ︑友よ︒

十五57図二心のもと末ふたたびも︑友の心に

十五8311囹
いいとも︒

あるとも︒
十二4511囹

きとも・それとも・とともに・にひきとも・にまい

とも ﹇共﹈︵名︶4 とも尋さんびきとも・しちひ

あらわれぬ︒

とも・ふたつとも・ふたりとも・りょうほうとも

﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色 十五㎜6園 そりゃあそうともさ︒

十五鵬7園 ええ︑ええ︑そうですとも︒
十207

ともに一とよだしきじんりきしょっき
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三89園南の友だち︒
れてふたりをひきとめている︒

は四︑五︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわか

たかぎくん︑帰ろうよ︒﹂やまだをかこん
そのほかの友だちが︑落ちているやまだの

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

九912

でいる友だちに︑ズ略﹀︒﹂

九904

だちの手からぬけだそうともがく︒

この式のランプをつかっているというのが

十四125団私の友だちで︑母親が十年このかた︑

友だちとして心のかよったおつきあいが

ともに

できるようになったのは︑

十五801

教えてくれました︒

十四797 そのことを友だちに話すと︑﹁︿略﹀︒﹂と

足しきっているそうです︒

九8910さあこい︒﹂ふたりともむきになって︑友 十四128圏 その友だちの母親は︑このランプに満

三810囹北の友だち︒
四113 町じゅうの友だちがみんなあつまって
きます︒

五61 川は友だちとあくしゅして︑川はだんだん
大きくなる︒

五162 ポストにいれられると︑友だちといっしょ
になりました︒

友だちにまで心配させて

しゅくちょく室にひがともった︒

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

ろとかなしげに通って行きながら︑

十四934

だけでした︒

︑4
81
0中には︑うすぐらいひが一つともっている
ノ

七810

自分もともに苦しんだのです︒

そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑

九9111

友だちの顔︑顔︑顔︒

﹇共﹈︵副︶1

九撹2園

ともに

五183 そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた
十194

友だち︑たかぎをかこみながらさる︒

はしからしらべていって︑北の方へいく友だちと︑

ひとりの友だちは︑水えのぐで写生をして とも・る ﹇点﹈︵五︶3 ともる ︽iッ︾

十四410

南の方へいく友だちと︑西の方へいく友だちと︑

十223

ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種
ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの

十三487

とやへ追われて行く︑白いレグホンたち︒

ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に とや ﹇鳥屋﹈︵名︶1 とや

先生もあるし︑友だちもある︒

高い声でわらいながら︑どやどやとは

ところが︑ある土曜の午後︑おなかをすか

﹇土曜﹈︵名︶1 土曜

とよだ

さきち

おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑

いちろうのうちにきました︒

九472

が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ どようび ﹇土曜日﹈︵名︶1 土曜日

して学校から帰ってきたすえの女の子が︑

八1011

どよう

いってきたものがあります︒

十四573

学校では︑組の友だちとなかよくして︑助 どやどや ︵副︶1 どやどや

かずお

太郎は︑友だちの正男と一雄と三人つれ

まさお

友だちのいいところを︑すなおに学んでい

十一一921

十3210

とよだ

さきち

﹇豊田式人力織機﹈

﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑こ

ういってあざけられた︒

となりの友だちにさそわれていったこと︑とよだしきじんりきしょっき

十二7910囹友だちがないから︒

晩だ︒

十二761園友だちがほしくなるのはやはりこんな とよださきち ﹇豊田佐吉﹈︹人名︺1 豊田佐吉

十二223園

とわりかねてしまった︒

十一607

で︑学校から帰るときのことであった︒

十一599

きたいと思います︒

十317

けあっていきたいと思います︒

十315

乗っている︒

十237

上でつみ草をしている︒

十2211

まきをしている︒

十227

いる︒

東の方へいく友だちを︑それぞれひとかたまりに
わけてくれました︒

五183 南の方へいく友だちと︑
五184 西の方へいく友だちと︑
五256園電車の中は︑︿略﹀︑みんなにこにこして︑

五184 東の方へいく友だちを︑
友だちのようになかよくなってきました︒

五942 さんちゃんが︑友だちと︑山へわらびをと
りにいきました︒

五月1園ぼくの友だちのさんちゃんだよ︒
七549 式をすませてもどってくると︑たかやま先
生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒
と︑友だちがいなかったりしました︒

八469 なんの不自由もなくくらしているかと思う

い友だちはみんなそうしたものだよ︒

八8210囹 いやなことをいうようだが︑それは︑い
九811 ﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい
ろなことばを組みあわせてみましょう︒

九876 人 たかぎ・やまだ そのほか友だち大ぜ
い
九885 たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに
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どら一とり

︵名︶1 豊田式人力織機

﹇銅鐸﹈︵名︶5

どら

つかわれるようになったが︑

十372 あくる年から︑豊田式人力織機は︑國内に
どら

十三2911 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三301 歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん
どうがどらにあたる︒

嘱託7

とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ

一びきのとらさんが︑いきなり︑もう一ぴ

それは︑もう一びきのとらさんでした︒

さんのせなかをおさえました︒

六箇3
六川11

二ひきのとらさんが︑つかみあいをはじめ

もう一びきのとらさんにとびかかりました︒

きのとらさんにとびかかりました︒

六四2

六傾11
ました︒

カー︑

ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑
トラック︑オートバイ︑リヤ
トラホーム

︵名︶1 トランク
その人は︑トランクからこの本
すると︑

おしまいに︑みんなでトランプあそびを

トランプあそび

をだして︑︿略﹀︑ ぼくにくれました︒

五314囹

トランク

いってきたときに ︿略﹀傳わったことばであろう︒

十四265チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは

はドイツ語︒

十四2311囹︺チフス︑トラホーム︑ガーゼ︑スキー

コール︑ガーゼ︒

コレラ︑マラリア︑トラホーム︑
アル

︵名︶3

キャベツ︑バス︑

十四213

十三303 どらにも︑大小さまざまあって︑音色も トラック ︵名︶一 トラック
ちがうし︑

十三304 同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに
よって︑調子がちがう︒

︽ーエ︾

十四2110

﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし トラホーム

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

十三311

とらえる

おさえるので︑﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ﹂とい
うように聞える︒
﹇捕﹈︵下 一 ︶ 4

九悩10 くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

とら・える

ちょうちょをとらえました︒

十二328 だれかがそれをとらえました︒
﹁雪﹂というのは︑︿略﹀︑雪の一ひらを

とらえて映画にしたものである︒

十四841

﹇取﹈

■あしどり・うけとり・くさとり・しり

しました︒

﹇鳥﹈︵名︶63

とり

鳥5あおいとり・いち

のものとに︑わけたらいいとおもいます︒

ニー05園くさのなと︑とりのなと︑そのほか

りや・はやとり・やきとり・わたりどり

ばんどり・ことり・ことりさん・ことりたち・こと

とり

とり・たきぎとり・むしとり・よこどりする

とり

四852

十四8511 一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ トランプあそび ︵名︶ 一
とらさん

な角度からながめてみることは︑
﹇虎﹈︵名︶9

六佃6 ところが︑この大きな岩のかげに︑とらさ

とらさん

んがねむっていたのです︒

六㎜9 とらさんは︑書ねをしていたのですが︑
さんたちの方をのぞきました︒

六㎜3 とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ
とらさんは︑いきなり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑われ

がねのような声をたてました︒

六柵6

三185 四くみは鳥の名をあつめました︒
三194 鳥の名は十四あつまりました︒
三202 えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥

ひとかき水をかくと︑ふねはく略﹀︑鳥

の名も︑だんだんふえてきました︒

のとぶように走るではありませんか︒

三278

三286園鳥のように早いふねだから︑はやとり

あたまからせなかにかけて︑き色がかった

という名をつけよう︒

いいや︑この鳥はとべなくなったらしい︒

美しい鳥になりました︒

五961

五9910囹

鳥がやってきます︒

五鵬1 かえでの木につるしておくと︑いろいろな

五塒9園 まあまあ︑この鳥は︑いくつもげいがで
きるのね︒

ていますね︒

六806園私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ

七264園 ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥など

鳥一それも︑日本どくとくの︑︿略﹀ほ

に︑すぐみつからないためですよ︒

おじろです︒

八45

八48 いたるところの山野に︑いちばんたくさん

いる鳥といわれるほおじろです︒

鳥だろうと︑

八810 なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい

八676 そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな

ぎの頭のことであらそっていた︒

八679 親あひるにつれられたひなたちが通ってい

もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

くと︑一わの鳥が︑﹁︿略﹀︒﹂というと︑

八68エ

あひるの子の首すじにかみついた︒

八841 草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが

とりあう一とりあげる

196

やってきた︒

八842 まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる
首をもっていた︒

八851 あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん
でいったのかということも知らなかった︒

八853 しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ
たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八854 どうして︑あの鳥のもっているような美し
さをもったらなどと望むことができよう︒

八891 あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい
た︒

やいた鳥が

それこそほんとうのまる

その木のかげで︑きれいな鳥がわらって

われていることに氣がつくことでしょう︒

十三502
いる︒

十四971

やきの鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをたてて︑
十四972

そのやいた鳥は︑︿略﹀︑テーブルからと

ほんとうのまるやきの鳥が︑

テーブルの﹈方におかれてあった︒

十四974

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

びおりて︑ゆかの上をよたよた歩いて

十五116図魍

ラス戸すきてたたみにうつりぬ
て︑両足で鳥の腹をしめつけるようにしています︒

八893囹私は︑あのけだかい鳥のところへとんで 十五241 その人は︑︿略﹀わしのせにしがみつい
いこう︒

少年は︑装わしのせにとびつき︑その上

十五252

十五251

鳥が大づめでつかんでいる女の子のから

右手で鳥のつばさのっけねをつかみ︑

上体をぴったりと鳥のせにつけて︑

十五281！

両足でいっそうはげしく鳥の腹をしめつ
少年はいつ鳥のせからふり落されないも
鳥は︿略﹀︑その重荷をふり落すように︑

きつき通し︑

短刀をぬいて︑烏がそのあき地へ身をお

鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

ろすかおろさないうちに︑鳥のせ骨をさけて一つ

十五2810

おりて行きました︒

ある岩角のすこしあき地のあるところを目がけて

十五281

のでもない︒

十五264

けました︒

十五257

だが下へ落ちないように︑

十五251

へ乗りうつって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑

十五2412

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

八898園冬じゅうひもじい思いをしたりするより 十五248 ひつじかいは︑身のあぶないこともわす
は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

八934 いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美
しいといわれる身のうえになったのである︒

九184 つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ
鳥です︒

九184 つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ
鳥です︒

ひそかに枝葉の中をみあぐる

九価1図圏 いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

九佃4図韻金色の小さき鳥のかたちしていちょう
ちるなり丘の夕日に
十一254 とりが鳴くと︑まだ暗いうちからおきて︑

十二841 一つのボールを中心にして︑両選手はと
ぶ鳥のようにかけまわりました︒
十二齪3 はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑
鳥などをこしらえたものがあります︒

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたがあら

十一一餌9 屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

十五2812

鳥を後へひつくり返すようにするいきお

すると︑鳥は︑︿略﹀︑つかんでいた女の

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短

子をはなして︑あおむけにたおれかかりました︒

十五291

十五303

少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑

刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

鳥はさけび声をたてて︑苦しまぎれに︑

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五316
十五317

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

いっそうするどくとびかかります︒

まわりには︑烏の白い羽が雪のようにと

ばしでつき殺されます︒

十五3110
十五3111

ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

びちりました︒

たぶん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこ

けれども︑戦っている人と鳥とはむちゆ

の戦っている岩角近くまで來ました︒

十五325
十五326
うです︒

なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ

にかくれているか︑こぞんじないでしょうね︒

十五904園
十五908園

というのは︑その鳥をあまり上等とは

うじゃないですか︒

十五9010園

︽ーイ・ーッ︾

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

きしゃからかけおりて︑手をとりあいま

﹇取合﹈︵五︶2 とりあう

思わないからです︒
とりあ・う

﹇574
した︒

︵下一︶ 6

とりあげる

︽一

かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも

﹇取上﹈

小さなのをえらんで︑ひろってきてくれました︒

十123
とりあ・げる

一462

ゲ・ーゲル︾

197
とりあつかう一とりさる

のはみんなとりあげられてしまいました︒
五209 みつおさんがよろこんで︑私を手にとりあ
げました︒

十四32

の夜

とりいれまつりの夜

とりいれまつりの夜⁝⁝⁝五十一
六

六

十四511
︽ーレ・ーレル︾

十二m2

外画から書物が新しくはいってくること

くとりいれた︒

十一382圃続くひよりに勇みたち︑いねもことな

入れる

九438團大きなかきが︑ころころと二つ三つ落ち とりい・れる ﹇取入﹈︵下一︶3 とりいれる とり
ているのをみたときは︑思わず手にとりあげます︒
九952 やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑
だまったままそれをとりあげる︒

は︑外仁人の心が傳わることで︑日本はこのよう

十二89 母は︿略﹀︑孟子の顔をみると︑つと

な心をとりいれて︑どんどん育ってきました︒

︽一

︽ーグ︾

鳥うち

とり返す

︽ーシ・一

ものすごい鳥うちがはじまったのである︒

﹇鳥打﹈︵名︶1

﹇取返﹈︵五︶2

つるぎで失ったものを︑すきでとり返そ

︵下一︶

5

とりかえる

︽一

敗職のために召集のおとろえた國民は︑
﹇取替﹈

十374 かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械

とりかか・る ﹇取掛﹈︵五︶1 とりかかる ︽iッ︾

﹇鳥籠﹈︵名︶3 鳥かご

を作ることにとりかかった︒
とりかご

ばたの高いところにかけますが︑

五梱8 鳥かごは︑おひるまえは︑水道のあるいど

リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図閣ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

根にうつりし影なくなりぬ

十五135図圏照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

三川10

おじいさんの

家の

まわりは︑

﹇取片付﹈︵下一︶1

弓矢を

とりかたづ

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

とりかたつ・ける
ける ︽ーケ︾

﹇取交﹈︵五︶2

とりかわす ︽ーサ・

︿略﹀文雄が︑そのくちた草をとりのけようとす

十ニー411囹︺ ﹁これをとりかたづけてやろうか︒﹂

ると︑

とりかわ・す
ース︾

あいだにとりかわされた︒

七457 それから︑二三どのおし問答が︑ふたりの

よって﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒

四155

みんな︑鳥ごやにかくれていた︒

あなたは︑きょう︑しいくびんのなつぽ とりこや ﹇鳥小屋﹈︵名︶3 鳥ごや 鳥小屋

水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお
水をとりかえるときにみたらもみのもとの
ほうがすこしふくらんでいました︒

八952

き︑ときどき水をとりかえました︒

八949

はっぱを︑とりかえてやるのが耀しみだ︒

︽ーッ︾

知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を

﹇取去﹈︵五︶1 とり去る

まったくとり去ってしまうようになれば︑

十三124

とりさ・る

八676 そこで︑みんなは鳥小屋にでかけた︒

小屋へつれていってあげるからね︒

ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの 八672園 わたしについておいで︑大きな世界の鳥

を︑とりかえましたか︒

七238園

とりかえておきました︒

六125園小さなねじが一本いたんでいましたから︑ 十二417 手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたに

エ・ーエル︾

とりか・える

希望をとり返し︑

十三262

うと決心したのです︒

十三192

ソ︾

とりかえ・す

八742

とりうち

文化をとり入れることがさかんなときで︑

私が日本をおとずれたころは︑西洋の とりかこ・む ﹇取囲﹈︵五︶1 とりかこむ ︽ーマ︾

立って︑そばにあった小がたなをとりあげました︒

とりあつかう

とりいそぐ

十五5510園

十二282 民ちゃんはうれしそうにいって︑その包
﹇取扱 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

みをとりあげると︑よちよちと立ちあがりました︒
とりあっか・う

九108 その例として︑まず︑水の音をとりあっ

ウ・iッ︾

かった︒

しそうに見ている雪國の子どもなど︑時間的に︑

十四839 雪どけ水が流れだすところ︑それをうれ
じゅんじょをおって︑とりあつかったものである︒

﹇取急﹈ ︵ 五 ︶ 1

人によって︑文章は︑どのようにも書きあらわさ

十四897 同じ題の作文でも︑それをとりあつかう
れる︒

とりいそ・ぐ

とりいれ

のしたくをとりいそぐ 村人の目をなぐさめる︒

十一393團 はじの葉も︑赤く黄色く色づいて︑冬
﹇取入﹈︵名︶2

七653 麦のとりいれ︑日がてりつける︒

とりいれ

れことなくすめば︑

十一341間ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい 七299園
とりいれまつり ﹇取入祭﹈︵名︶1 とりいれまつり
晩のことでした︒

十四512 ある家の︑かぼちゃのとりいれまつりの
とりいれまつりのよる ︹課名︺ 2 とりいれまつり

とりすがる一どりょく
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とりすが・る

﹇取縄 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇取出﹈ ︵ 五 ︶ 1 0

とりすがる

︽⁝ロ︾

とりつぐ︽ーイ︾

2

とりつける

とりつけ

︵下︸︶

︽

シ︾

いう満足を覚えたばかりでした︒

まいにちまいばんあつまってきて︑お

四人の子どもが︑

一びきのかめをとり

青い海︑青い海︒

どこからともなく︑女の人たちが集まつ

このぎんが系というのは︑地球をとりま
れなのです︒

十五8211

﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑子どもたちをとりま

かたまってしまいます︒

チルデン選手は︑とりみだしたしせいで

﹇取乱﹈︵五︶− とりみだす ︽ーシ︾

いて︑陽氣なおどりをします︒

十五994

十二862

﹇努力﹈︵名︶4

どりょく

努力

はありましたがく略﹀無事に受け返すことができ︑

ケラーをしつけていくのには︑なみなみ

ダルガス親子の発見と努力によってもた

私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

書きあげた論文を持って︑

十五525

らされた︑よい結果は︑

十三2312

るものではありません︒

つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ

十二稲4 新しい学問をきり開いていくときは︑い

ならぬどりょくがいりました︒

十二409

どりょく

ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと

みんな右手の前の方に︑光をとりまいて

いている天の川の内がわにあるたくさんの星のむ

十四337

て來て︑糸屋さんをとりまく︒

十三298

中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

八914 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの

五513圃島をとりまく

まいて︑あそんでいます

四965

じいさんの家のまわりをとりまきました︒

三柵9

ーク︾

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし とりま・く ﹇取巻﹈︵五︶8 とりまく ︽ イ・ーキ・

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

﹇取付﹈︵名︶1

﹇取付﹈

さっきのつつの中へ︑ちょうど︑するする

︽一

もっといそぐときには︑でんわをとり

﹇取次﹈︵五︶1

ていると︑とりついてぐんぐんおしていって︑

十一一2611

とりつけ

ついでくれます︒

四64

とりだす︽ーシ・ース︾ とりつ・ぐ

のばして︑とりすがろうとしました︒

九襯6 おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと
とりだ・す

一561 ぽけっとからうずらのたまごほどある
だいやもんどをひとつとりだして︑わたくしに
みせました︒

とりつ・ける

六書11

ケ︾

と り だ し て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といいました︒

一615 しろちゃんはふくろからだいやもんどを 六⁝⁝7 つぎに骨のとりつけです︒

七336 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ

三郎のうちの一室

虫めがねをとりつけた︒

ところ

とりなおす

べに︑電話がとりつけてある︒

十三374

﹇取直﹈︵五︶1

考えになって︑力をとりなおしてくださるように

そのくちた草をとりのけようとすると︑

﹇取残﹈︵五︶−

とりのこされるかと思ってさ︒

どんな小さな根っこでも︑すっかりとり

とりみだ・す

十四152團自分には子どもがあるということをお

とりなお・す

右がわのか

とはいるくらいの大きさに作って︑そのはしに︑

六棚4 ぼくは画用紙をとりだした︒
うちょを︑しいくびんからとりだす︒

九629 ぎょしゃもたいへんあわてて︑こしから大
きなかまをとりだして︑︿略﹀草をかりました︒

九梱11 くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば
ちのからだをしばりつけようとしました︒

十512 母がこしらえてくださったパンを︑ふくろ
からとりだして︑いぬにやりながら︑

十ニー412

ケ・ーケル︾

十一一109 すると︑老人は︑ほおえみながらポケッ とりの・ける ﹇取除﹈ ︵下一︶ 2 とりのける ︽一
トに手をいれましたが︑とりだしてみせたものは︑

四459囹

とりのこ・す

また下がきにがかった︒

ガラスのかけらばかりでした︒

︽ーイ・ーク︾

︽ーサ︾

文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

とりつく

とりのこす

十ニー59

とりだして読む︒

十三402 眞ちゃんが書きのこしていった手紙を︑

﹇ 取 付 ﹈ ︵五︶4

十四951 女の子は一本のマッチをとりだした︒
とりつ・く

九3410團

iカ︾

とりのぞ・く﹇取除﹈︵五︶3とりのぞく︽tイ・
八1610 木からいうとめいわくしごくなことですが︑
せみの子からいえば︑母親のちぶさにすがったよ

いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新
十一一3511

しい設計図をこしらえあげた︒

十364

のぞいておかないといけないといわれて︑

うなもので︑とりついたがさいご︑よういにそれ
からはなれません︒

︑10虫は︑それにとりつくと︑︿略﹀それにし

がみついて︑動かなくなってしまいました︒

ノウ﹂−

十二265 民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑
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どりょくする一とる

どりょく・する

﹇ 努 力﹈

︵サ変︶

1

努力する ︽一

十五426 日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひらが

シ︾

四二3

かめは︑うらしまの手をとって︑そこら

をぐるぐるとあるきまわります︒

四稲4お氣をつけて︒﹂かめが︑うらしまの手

おじいさんは︑あみでさかなをとり︑おば

さかんに︑きかいで石炭をくずしてとって

をとって︑でていきます︒
五357

なとの三種類の文字をつかっており︑そのうえ︑
ローマ字の教育にも努力している︒
います︒

﹇取分﹈︵副︶1

六239囹

らっしゃるが︑

六806黒馬は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ
ていますね︒

六855園

六853園

つりばりは魚にとられてしまうし︑にい

とられたって︒

つりばりを魚にとられてしまいました︒

六843囹︺あ︑つりばりをとられた︒

六873園

じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒

六927園

そこへ年をとったかたがあらわれて︑

りをとられてしまったのです︒

六931園

六948園

みなのものにたずねるが︑だれか︑この

たいののどから︑つりばりをとっておや

とりません︒

かたのつりばりをとっていったものはないか︒
六9411園

六971

角をとったところで︑なんになりましょう︒

つりばりをとる︒

り︒

六9610園

六悩10

﹁手にとるようによくわかる︒﹂

そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

よくみのってから︑油をとるんだからね︒

そんなに実をとつちゃいけない︒

七146

七185園

七2210囹

はるお︑だいこんの葉を一まいとってき

あおむしをとって︑どうするの︒

てね︒

七242

九2111

した︒

たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

センターが︑外野のセンターにれんらくを

口さきにふくんだえさをとらせたり1

ふたりは︑旅人の両手をとる︒

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運

八992 なわしろからとったなえをみんなでわけま

うのまえにきて頭をさげた︒

八929 年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

氣をとられて︑わきみをしたあたりが

八569 波うちぎわのかもめが目について︑それに

こがねよりもたいせつであったからです︒

八424 王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

八69 とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

八511

七797

とって︑どんどん︑あてにあてた︒

七5310

どたっているかしら︒

七252囹

はるおは︑だいこんの葉をとってくる︒

七2311園

のこしておきましたら︑

七206園

わしは︑きょう︑金のさかなをとったよ︒七183園

さんちゃんが︑友だちと︑山へわらびをと
自分でえさをとったり︑遠いところまで

どこかのねこが︑しのびこんで︑ひわをと
はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの
ぼくがひょうしをとってあげる︒

そばにおとしてやりました︒

六149

ろうとしていました︒

五991

とんでいくことはできまいよ︒

五9610囹

りにいきました︒

五942

五6610園

あさんは︑糸をつむいでくらしていました︒

五657

とりわけ

とりわけ

取る

︽ーッ・ーラ・一

十四528圏 花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ
とる

て︑かぼちゃの実がつくのです︒
﹇ 取 ﹈ ︵ 四 五 ︶珈

リ・ール・ーロ︾与うけとりにくい・うけとる・おう

と・る

けとりくださる・おとりくださる・おとりなさる・
かきとる・かりとる・かんじとる・きどる・きりと
る・くいとる・くまどる・すいとる・としとる・ぬ
きとる・はぎとる・ひきとる・みてとる・むしりと
る・よみとる

一254 さかなをとる人︑
あげました︒

一489 わたくしは︑おばあさんの手をとって

そだてたいねを︑

一639 おんがくにつれて︑みんなが手をとつ 六398園 わたしたちのなかまがわるい虫をとって
ておどりました︒

まをとってしまうのはいや︒

三783園 よその子どもたちがわたしのお日さ 六805囹 にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい
三787園 だれにもお日さまはとられません︒

三㎜4 おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を
とりにいきました︒

三皿4 おじいさんのとる竹の中には︑たびた
びこがねがはいっていました︒

四249團 おみやげにうめもどきをとってきま
した︒

四615 みんなははしをとりました︒

四632 かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い
そいでとんでかえりました︒

とる一とる
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ぶことを申しでました︒
きぎをとりにいったりするので︑

いで︒

十733

ふたを取ってみようか︒

だんなは︑あっけにとられてたずねました︒

十699園

くさん取ってきた︒

九322團おとなといっしょに畑にでたり︑山へた 十598 ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た

ども湖に近い川しもの方へとりにいきました︒

九338團 黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

九338圏村の子どもがきょうそうでとりにいくの 十736園 じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑
で︑たいそうにぎやかです︒

川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す

三年めには︑二十びょうの米をとること
看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑
一方の手で花たばを取りながら︑

これをきいたコロンブスは︑つと立って︑
リビングストンがちょっとそとにでかけ
文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ

ふたりのまごというのは︑父母にとって

私は︑︿略﹀︑新しい人形を手にとって︑

のり

八郎はその魚をとってやいてたべた︒

そのあたりにいるのは︑︿略﹀や︑

曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

をとりにでるりょうしの子どもたちで︑

赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぱい

弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでか

もみじの枝をとってきたこと

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑

十二748

十二9412

十二924
けたが︑

ガリレオは︑年をとってもいたし︑

つんで帰ったことを思う︒

十二951
十三162

十四752

このゆめを実現するために︑ダルガスの

ここに住んでいる子どもたちにとっては︑

三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

おかあさん︑配給物を取りに行ったん

せっかくの記念品だから︑とっておい

おかあさんのおやさしさこそ︑私に

あなたがたは︑これからの日本にとって

地面の空氣が︑日光のためにあたためら

だいじなかたがたですQ

十四316

とっては︑いちばんとうとい宝なのです︒

十四155国

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

十四134團それは︑コップの上からコーヒーこし

いせつなことばです︒

十四82團それは私にとって︑このうえもないた

ての手本になってくれるでしょう︒

十四711團おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

たほうがいいよ⁝⁝

十三424囹

じゃないでしょうか︒

十三382園

で來て︑受話器をとる︒

十三378

かけがえのない︑辞しい遊び場所であり︑

十三279

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1912

よくできる二州をとられました︒

まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに︑ 十三1710 戦いに敗れ︑賠償として︑︿略﹀︑作物の

いつもその本を手からはなさず︑

十一2610

もうをとったり︑おにごっこをしたりして

九3310團 三びきもとってくると︑うちの家族七人 十一52
が︑じゅうぶんだべることができます︒

九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から
は十五六分ほど登るのですが︑

十二727

十二6211

ゆかにたたきつけました︒

十二358

にあたります︒

のことですが︑わたしには︑かわいいめいとおい

十二242

でをとってかきはじめた︒

十一一174

たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒

十ニー23

テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十二54

十一9110

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十一912

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一766

ができました︒

十一2911

九3611国手にとってロへいれると︑つめたくてあ 十一2810 その油を自分でとりたいと思い︑
まい味がしました︒

九374團ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく
のが︑すきではありませんでした︒

九447国 じゅくした実がすずなりになっているの
をみると︑いまにものぼってとりたくなります︒
九698 やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい
ながら︑いちろうの手をとりました︒
九707園 いいえ︑お礼はどうかとってください︒
九8310園 あとでよくみてあげるから︑かごにいれ
これはじょうもん土器といって︑︿略﹀︒

てとっておきなさい︒
九844園
とっておきなさい︒

九964 だまってそれをとり︑かばんにいれる︒
九9611 きみがむしりとったんじゃないか︒﹂と︑
ボタンをとる︒

九旧5 ずっと上流へいってためしてみたり︑深い
ところの水をとって飲んでみたり
十912 木の葉が黄色くなるころで︑いなかの子ど
もにとっては︑もっとも遅しい季節でした︒

十594囹 ごはんをたべてから︑すすきを取ってお
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トルコーとれる

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい
あぶはちとらず︒

へんあぶないものです︒
十四8011図

十四909 その上ぐつは︑母親のものだったので︑
この子にとっては大きすぎた︒

十四966 女の子は︑︿略﹀︑もう一本のマッチを
とってかべでこすった︒

十四995 この子にとって︑ただひとりのしんせつ
その石を取るが早いか︑

な人であったおばあさんが︑
十五3012

もので︑

十五396 かたかなは漢字の一部分をとって作った
十五398 ひらがなはかたかなのように漢字の一部
分をとったのではなく︑

に大きな発明で︑

十五3911 かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう

十五464 ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵
のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒
目に︑げんかんに出て︑

︹地名︺一

トルコ

年をとったおかあさんもないのさ︒

十五麗10園きりょうのわるいおかあさんもないし︑
トルコ

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・フラ

どれ

この光をだすために︑どれほどたくさ

﹇何﹈︵代名︶20

半につかわれている文字である︒

ンス・イタリア・トルコ・︿略﹀など︑世界の大

十五409

どれ

四梱1

これができあがるまでには︑どれほど苦

んの人が︑はたらいていることでしょう︒

四丁3

一本のマッチでも︑これを作りあ

心をしたことでしょう︒

ただ

げるまでには︑どれほど手かずがかかってい

四三9

のりをとりにでるりょうしの子どもたち

お金がなかったときにくらべて︑お金が

で︑どれも身なりはきれいではないのですが︑

十二728
十二鵬8

この本を日本語になおすのには︑どれほ

できてからはどれほど便利になったか︑

理由のないことを信ずる迷信は︑今日︑

ど苦心したかわかりません︒

十一一備2
十三122

かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた

世の中にどれほど害をなしているかしれない︒

だから︑どれもこれもみんな︑茶わんの

かしれませんが︑

十四468
十四692

父に送った手紙のどれにも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

湯にくらべるのはむりですが︑
十五613

︵感︶4

どれ

必ず書きそえてあったのを見ても︑

さっきみつけた星は︑どれだったかしら︒ どれ

ることでしょう︒
どれも空色です︒

三㎜8園 どれ︑ひとしごとしよう︒

五554囹
五598

六柵1囹

八643園 どれ︑たまごをみせてごらん︒

どれ︑ごちそうになろうかな︒

あのいろいろな道具︑たくさんの時計︑
︿略﹀︑どれをみても大きくてえらそうである︒

六68囹

ろう︒

十一548

﹁われないというたまごはどれかね︒﹂

貝や石ころは︑どれか︸つのかごにいれ

日本の新しい出発にあたっても︑この自動

どれもみなうまいことばだ︒

も同苗が︑きよらかにかがやいているではないか︒

十4412

第二︑第三と母貝を開いていくと︑どれに

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

十377

は︑なかったからである︒

十355

ドレスデン

これは︑ドレスデンの美術館にある絵

︹地名︺一 ドレスデン

十三592園

︵感︶1

どれどれ

で︑﹃シストのマドンナ﹄といわれている︒

どれどれ

ききとれる

いろいろのくすりも石炭からとれます︒

五626 あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ

五365

いろのくすりも石炭からとれます︒

五363 ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ

はこびだします︒

五358 とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ

ーレル︾

ておこう︒
五935園 どれどれ︑ゆうごはんでもたこうかな︒
機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの と・れる ﹇取﹈︵下一︶15 とれる 取れる ︽ーレ・

品別5園

と︑年よりのお客さんがいった︒

八632園

にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒

十五5912あっけにとられているタイピストをしり 六610園ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役 十一429圃 どれ植えつけの用意をしよう︒
十五6011 長男に生まれて父母の愛を一身に集めて

いた身にとっては︑天下におそるべきなにものも
なく︑

いう大きなつくえの上に︑

十五696 おじさんが日夜ふでをとっていられたと

他人にとっても眞実だからである︒

十五787 ひとりの人間にとって眞実であるものは︑
十五788 他人にとっても眞実だからである︒
十五8911囹 おふたりのために︑ちゃんと席がとつ
てありますよ︒

十五m6園私は︑もう年をとることはないのだか
らね︒

トロッコーどんそこ

202

たきゅうりをたべました︒
六845囹 小鳥一わとれやしない︒
六桝2囹 たくさんとれたね︒
七4710 心がくもっていると︑いくらなおしても︑

文章のくもりはとれません︒
八964 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

八鵬2 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ
くとれました︒

こ

わ

おいらせ

だ

こ

十和田湖

十和田湖

だ

と

それが十和田湖のおこりだということで

十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木

こりがいた︒

十二627
十二6311
ある︒
わ

︹題名︺1
と

十二626

とわだこ

ガラガラガラ︑ガラ︑トン︒

︵感︶ートン

三857

とん

どん︵感︶3ドンどん

いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま

ねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみていました︒

九742

まもなく馬車がとまったときは︑茶色のど

んだん光がうすくなって︑

九745 馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ
九748

﹇団栗共﹈︵名︶9

どんぐりども

どんぐりのせいくらべ︒

りをいれたますを持って立っていました︒

んぐりにかわっていました︒
．九751 いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ

十四824

じき︑どんぐりどもがまいりましょう︒

どんぐりども

そこへ四方の草の中から︑どんぐりどもが

﹁どん︒﹂といおうとすると︑うさぎさ

九611園

九6510

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま

と︑どんぐりどもは︑口々にさけびました︒

九642 やまねこがく略﹀むりにいばっていいます

んぐりどものまえにすわっていました︒

九637 やまねこは︑︿略﹀しゅすの服を着て︑ど

すこしずつしずかになりました︒

ランガランとひびき︑こがね色のどんぐりどもは︑

九635 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ

ぎらぎら光ってとびだして︑

九6211

ふいに

﹁ドン︒﹂という鉄ぼうの音がし

﹁ようい︑どん︒﹂と︑元日のいい声を

んたちのまえに︑大きなしかさんがあらわれまし

十五328

かけました︒

六価4園

た︒

六槻7囹
八鵬6 やく12平方mの土地で︑41のげん米がと
れました︒

とれるのですから ︑

八㎜7 平年作は︑1平方mに3・5田のげん米が
九337團 このほかに︑大きな︑黒くてひらたい貝
がとれますので︑

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らし︑

また︑どんぐりどもが口々にいいました︒

したので︑どんぐりどもはやっとしずまりました︒
九664

そこできょうのお礼ですが︑あなたは︑
こがねのどんぐりニリットルと︑しおざけの頭と︑

九32 六

こ

︹課名︺

2

どんぐりとやまね

どんぐりとやまねこ⁝⁝⁝四十七

どんぐりとやまねこ

た︒

九695 どんぐりどもは︑しいんとしてしまいまし

とだして︑どんぐりどもに申しわたしました︒

九691 えりを開いて︑黄色のじんばおりをちょっ
こがねのどんぐりがすきです︒

どちらがおすきですか︒

九722囹

どんぐりはみんなしずまりました︒

九679

いたどんぐりで︑

たかと思うと︑
九363團 ここからは美しいかこうがんがとれます︒
十428 半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ どんぐり ﹇団栗﹈︵名︶13 どんぐり
九619 よくみると︑これはみんな赤いズボンをは

たので︑ひとまずこれを加工して︑

十4311 八十五万から五つぶの領掌が取れたわけで
ある︒

トロッコ ︵名︶5 トロッコ

五358 とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ
はこびだします︒

十243 トロッコをおして︑炭坑にはいっていく工

九724囹

どんぐりをニリットル早く持ってこい︒

員︒

十2412 みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒ 九727囹

ニリットルにたりなかったら︑めっきの
ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい

ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり 九471 六 どんぐりとやまねこ
どんそこ ﹇底﹈︵名︶2 どんそこ どん底
のますを馬車の中にいれました︒

九7310

れて︑はかってさけびました︒

九729

どんぐりもまぜてこい︑早く︒

九728囹

十251 おしだされてくるトロッコ︒
どうまみれ

十252 ごうごうたるトロッコのひびき︒
﹇泥塗﹈︵名︶1

十一634 いなかの人らしいひとりの少年が︑どう

どうまみれ

まみれにぐっしょりとぬれて︑

とわだこ ﹇十和田湖﹈︹地名︺2 十和田湖
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とんちゃん一どんな

と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

︑8
41
0そうして︑はくちょうたちがみえなくなる
ノ
十五㎜4園 あなたの二つの目をたましいのどん底
におちつけて︑よくごらんなさい︒

︵形 ︶ 5

とんでもない

︽ーイ︾

一一3010囹 とんちゃんがかぞえてみました︒

とんちゃん ︵名︶1 とんちゃん
とんでもな・い

ドンドン

どんどん

かぜになって︑どこでもどんどんふ

︵副︶25

一347圓

どんどん

ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

きまわってみたいのです︒

三427

雨は︑みんなのいうことにはおかまい

どんどん走ってかえりました︒

三808

なしに︑どんどんふりつづけます︒

かっちゃんは︑どんどんでかけました︒

風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん
私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南
まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん

小鳥でも感心なものだ︑新しいことをど

六239

そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

たいこをドンドンとたたいて︑

しかさんは︑うさぎさんたちのあとを︑ど

いきます︒

六525

んどんおぼえていく︒

五m6園

どん走っています︒

五324

へはこばれました︒

五193

降ってくる︒

四936

五1711園 ゆくさきは知っているが︑うそ字だから︑ 四599
﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話をもちだし

とんでもないところにやられるかと思って︑
六733
たので︑みんながわらいました︒

﹁ふたを取ってみようか︒﹂﹁とんでもな

十654 とんでもないへまをやったり︑
い︒

十6910園

十三316 むかしものがたりをやるつもりなのだが︑
さるは︑とちゅうできよとんとしてやめてしまつ
トンと

たり︑とんでもないべつのことを演じたりする︒
︵副︶一

六搦7 しかさんがおこって走ると︑こんどはたお

とんと

六衙7

幸吉は︑それこそ氣ちがいのようになって︑

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

八佃3 どんどんすっていたら︑こんどはすぐには
十439

思うことがどんどんと書けていたまえのこ

死貝をどんどんみていった︒

日本はこのような心をとりいれて︑どん

ろが︑うらやましくさえなりました︒

十559
十二㎜2

先生は︑そんなことにはおかまいなしに︑

どん育ってきました︒

どんどんお続けになった︒

十四217

熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑ま

わりの空氣にくらべてずっとかるいために︑どん

十四652

ガタガタ︑トン︑トン︑トン︑ゴシゴシ

︵感︶一 トン︑トン︑トン

どんとさかんにたちのぼります︒
とんとんとん

三362囚回

どんな

トントン︑トントンと入口をたたく者が

︵感︶ートントン︑トントン

ゴシ︑ススススス︑たいへんにぎやかで
十二756

とんとんとんとん

︵形状︶77

あります︒

どんな

ていしゃばでは︑どんなひびきがきこえ

どんな虫がいい虫とおもいますか︒

どんなじがかかれるでしょう︒

一175 きょうは︑どんなえがかかれるでしょう︒

6
七655

七655

どんどん︑どんどん︑うえていく︒

どんどん︑どんどん︑うえていく︒

三902
三991

三901

雨の日にはどんな音︒
どんなとおいところでも︑紙は︑字や

風の日にはどんな音︒

三894 学校では︑どんな音がするでしょう︒

田や野原をこえて︑どんどん走っていった︒

かかりました︒

八765

えをはこんでくれます︒

どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし

るでしょう︒

どんな花がすきですか︒

それは︑どんなかただったでしょう︒

17

1

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

どんどん︑どんどんにげました︒
どんどん︑どんどんにげました︒

ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ

56

6

んどん追いかけました︒

六槻6
六襯6

七516

センターが︑外野のセンターにれんらくを

ンターまで︑外野にでてしまった︒

七5310

20

8
八474

とって︑どんどん︑あてにあてた︒

20

3

とんとことんとこ ︵副︶2 とんとこ︑とんとこ
んとことトンネルの中を走っていきました︒

六枷7 四ひきのうさぎさんたちは︑とんとこ︑と
六協2 おにも︑とんとこ︑とんとことさがしにで
かけました︒

とんとん ︵副︶3 トントン

す︒

六288 きりぎりす一が︑戸をトントンとたたきま
七710園 ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ
んをトントンあがってみたり︑

十四892 子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ
て︑足でトントンとふんでみたり︑

89

どんな一どんな

204

三価2 どんなりっぱな人のねがいをも︑みん
なことわってしまいました︒

三柵1囹 おふたりがどんなにおかなしみにな

﹁どうだね︑どんなふうだね︒﹂と︑た

るか︑しらべてみることにしました︒

八628園
ずねてきた年よりのあひるがいった︒

なにしろ︑水をこわがるのだから︑どん

なにしても思いきってはいるようにしてやること

八6311囹

十409 まわりの者から︑どんなにあざけられ︑か

だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ

らかわれても︑

わたしをまもるためには︑どんな困難と

るかわからない︒

十718園
十一168

るかと思って︑いままでだまっていましたが︑

心がけひとつで︑われわれは︑どんなにで

ていても︑

十二695

どんなことがあっても︑親子四人︑わ

手紙の着いたときに︑母親がどんなにか

手紙がきたきり︑おまえがこないから︑

あれがあれば︑どんなかげのところで

どんな絵の大家だって︑一心にけいこ

顔の色やくらしかたがどんなにちがっ

どんなたっといことばでも︑ただ口まね

これをみて︑どんなことを感じるでしょ

どんなにしていらっしゃいますか︑お

大陸からは︑どんなことばがはいってき

してくれる︒

十四4210圃

どんな暗い日だって︑それが明かるく

たのだろうかと思った︒

十四273

知らせください︒

十四173團

う︒

十二972

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑

十一一902

どんなにはたらきがあっても︑

十二472園

をして︑じょうずになったのだろう︒

十一一223園

も︑美しい色にできますがねえ︒

十二2011園

どんなにがっかりしていたかわからないよ︒

十一836圏

力をおとしたことなどi

十一722

かれないようにしましょうね︒

十一251園

うにか切りぬけてきましたが︑

るあいだは︑みんなはげましあって︑どうにかこ

どんなに病氣がちでも︑父親の生きてい

も職う︑そのうで︒

四62 どんなところへでもとどけてくれます︒

この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ
いそいそと帰ってきたつばめをむかえる人
どんな小さな根っこでも︑すっかりとり

ありそうなところって︑どんなところで

まずどんなふうにほりますか︒

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

九804園

きる︒
たろう

太郎がそばへきて︑外國ではどんなことば
ことばを愛することを知って︑勉強した

ら︑どんなにしあわせでしょう︒

十1711囹︺

を話すかとたずねるものですから︑

十167

十157園

日本の海はどんな色ですか︒

も毎日の生活を︑ゆたかに︑湿しくすることがで

十65

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8510園

しょう︒

九806園

ても︑きこえないときがあります︒

九394團下からどんなに大きな声で話しかけられ

のぞいておかないといけないといわれて︑

九3410国

の心は︑どんなにうれしいことでしょう︒

九259

ているかを世界じゆうに知らせた

九237

なに苦しんだか︑

十一234

はきはじめて︑かいどうへぬけて︑

ができなかった︒
四774 う一うれしいときは︑どんなとき︒
四901 どんなにつもっていても︑おかってから 八879 あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん

ことが

あっても︑おあけになってはいけませんよ︒

四備6園 この たまてばこは︑ どんな
五232囹 どんなこと︒

五292謂うれしかったというのはどんなことかね︒
どと考えているうちに︑

六63 これはどんなところにおかれるのだろうな
六567 私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど
んなものにしようかといろいろ相談しました︒
みではありませんか︒

六666 どんなふうにお話がすすんでいくか︑遍し
六698 第二号がどんなふうになるか︑下しみです︒
六708囹 雪だるま︑どんなお話をするだろう︒
六859園 どんなことでもして︑おわびいたします︒
けではない︒

六而7 しかし︑どんなことばでも発音できないわ
七136 このようなときの﹁手﹂は︑どんないみに
つかわれているのでしょう︒
うか︒

七141 つぎの﹁手﹂は︑どんなつかいかたでしょ

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

七213囹 とまっているちょうちょが︑どんなかっ

十293

そのもようが︑どんな軍事からなりたって

そのあみかたはどんなあみかたか︑

七291園 どんなふうに書いたの︒

コ へ
しるカ

十2911
ヘ

七814囹 どんなことを︑知っているのかね︒

七871 うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ

205
トンネルーな

にしてくれる︒

十四439圏︺どんなさびしい日だって︑それが元氣

十四5910園花さん︑あなたが︑どんなに美しくさ
いたって︑

十四747 湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ
えていくときには︑どん﹁な流れがおこるか

十四847 どうして雪のけっしょうができるか︑ど
んなばあいに︑どのようなけっしょうになるか︑
たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑

十四852 その雪が︑どこで︑どのようにしてでき
十四941 女の子は︑どんなにか︑それで火をとも
してみたかったことだろう︒

五103園

まっくらになった︒﹂﹁トンネルですよ︒ とんぼ

七422

七427

汽車はトンネルにはいった︒

トンネルをでたとき︑向こうの席で︑
せみの子どもたちは︑︿略﹀トンネルをほ

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があった︒

八159

まえ足は︑いつもトンネルをほるのにっか

りながら︑さぐりさぐりもぐっていきます︒

八181

土の中は︑たとえ一軍センチ歩くにも︑ト

いますから︑

八184

トンネル︒

ンネルをほっていかなくてはなりません︒
十2310

ホートンは一本のトンネルのようになつ
たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三274
十三3210

あろうと︑トンネルのようなホートンには︑それ
が︑ふしぎなほどよくひびきわたる︒

な

﹇蜻蛉﹈︵名︶5

とんぼ5あかとんぼ

とんぼ︑とんぼ︑かきねにとまれ︒

ほし草にかげおとしとぶとんぼかな

と

花火やほたる︑とんぼの目だま︑一つ

どんより

九284図團

︵副︶1

﹇名﹈︵名︶41

名3あてな

お友だちのなをかんがえて︑ごらんな

くさのなと︑とりのなと︑そのほか

くさのなと︑とりのなと︑そのほか

三192
虫の名は十五あつまりました︒
三193
魚の名は十三あつまりました︒

三紬1 花の名は十二あつまりました︒

三185四くみは鳥の名をあつめました︒

三⑱4 三くみは魚の名をあつめました︒

三183二くみは虫の名をあつめました︒

三182 一くみは花の名をあつめました︒

のものとに︑わけたらいいとおもいます︒

一一105園

のものとに︑わけたらいいとおもいます︒

一一105囹

けたらいいとおもいます︒

一一101園人のなと︑そうでないものとに︑わ

さい︒

一一58園

な

はち切れそうになっていました︒

十﹇701 顔ははれあがってどんより赤く︑ひふは

どんより

一つ光る︒

十一566圃

四749

四749 と一とんぼ︑とんぼ︑かきねにとまれ︒

ニー66 はととまととんぼぼうししかからす
すずめめだかかめめじろ

ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって

くださったトンネルですよ︒

五104園

あなをほって︑トンネルをこしらえて遊
トンネルか︒

四ひきのうさぎさんたちは︑とんとこ︑と

トンネルはだんだん深くなり︑廣くなりま

ぼうよ︒

六搦1園
六伽2園

六㎜9
した︒

六下8

一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

んとことトンネルの中を走っていきました︒
六榴10

またはじめようとしたとき︑トンネルの入

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

このトンネルがほしかったのさ︒

たならば︑どんなによかろうか︒

十四9412 一本のマッチで︑火をともすことができ 六伽2
六梱3囹

このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ

口のところで︑だれかの声がします︒

十四麗7 その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園

円心4囹

とんねる

くりとねむりたかったのさ︒

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

十五508園よし︑どんなにお金に困っても︑どん
なに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒
十五508園 どんなに苦しんでも︑
らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五616 そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

喜ぶだろうに1

十五6810園 おじさんが生きていたら︑どんなにか

がっていようとも︑

十五742 自分の子女は︑その性質がどんなにち

トンネル

十五備7園 どんな子だって︑おかさんはひとりぎ
︵名︶20

りです︒

トンネル

一512園 きしゃは︑まもなくくものとんねるに
はいります︒

三792 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を
こしらえています︒

な

な一な
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三194 鳥の名は十四あつまりました︒

えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥

の名も︑だんだんふえてきました︒

三201
三202 花の名も︑鳥の名も︑
三287園鳥のように早いふねだから︑はやとり

十一9211

五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜ

九粥7園

おやすみなさいな︒

な

うそつくな︒

﹇禁止﹈︵終助︶14

二416囹

うそつくな︒

な

そ

﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

二417囹

んと口にのぼってきました︒

そんなに︑手をやかせるな︒

十一一3411

四767

腹をたてるな︒

そまつにするな学用品︒

とも同じ名であることを私にわからせようとなさ

七144

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

﹁口をだすな︒﹂

清きなが心︒

十五6512

くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒

土ぼこり顔よごすとも︑わするるな︑

つづれ着るとも︑失うな︑やさしく

十五772

きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒

たべるために生きるな︒

せんせいの目のなか︑ひろいな︒

あさのこくばんきれいだな︒

な

なまいきなことをいうな︒

一172

ひとつひろっていっておかあさんの

三454園きみたちはうまくだまされたな︒

三443園きみのなかまはずいぶん多いな︒

な大きいなと おもいました︒

三371園こづかいさんのおへやのものは︑みん

二307囹おかしいな︒
ほう︑なにをやるかな︒
二458園
ふうせんかな︒
二463園

一576み
園んなげんきでうれしいな︒

おみやげにしたいな︒

一533囹

︻426

﹇詠嘆﹈︵終助︶96

十五932園

十五774

るなと︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした︒

これから車のついたものは送ってくださ

十五174図圏

明かるくすめるながえ顔︒

十五166図圃

十四446圃

七262囹なまいきいうな︑はるお︒

七156

七1410

いました︒

十二377

いるふしぎな冷たいものの名であることを知りま

という名をつけよう︒
三鵬1 ﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒
はちろう

した︒

名を八郎といった︒

名高い文学者で︑その名のわが國に知ら
けれども︑フランスのルイ・フィリップ
にいじまゆずる

少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ

少女たちよ︑花そだてつつあきない

な

かれこそ︑のちに名をなした新島裏
新島裏という名を耳にした私は︑とびあ
平和主義の旗がしらとしてその名を知ら

その名はすなわち︑﹃むじゃ氣な考え
の幸福﹄です︒

十五餌5園

れていた老博士は︑

十五7311

がらんばかりにおどろいた︒

十五5811

だよ︒

十五584園

の名は︑すこしちがった特別なひびきをもって︑

十四44

れている人は︑けっして少なくはありません︒

十四42

十二627

三柵9 それで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂と
いうようになりました︒

駅の名も美しくよまれた︒

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒

六693 この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか
七4610

八65 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑
ピオという名がつけられました︒

八297園あなたの名はなんといいますか︒
八851 あひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとん
でいったのかということも知らなかった︒

九378国 くまざさやいろいろな名も知らない雑草
がいちめんにはえていて︑

九423国そのほか︑名のわからない美しい小鳥が
たくさんいます︒

な ﹇菜﹈︵名︶1 なδあぶらな
十一4310 女の先生が︑卒業する子どもの名をお読
九264図圏 子もりするしずかなる月なの上に
みあげになりました︒

ながえ顔︒

こり顔よごすとも︑わするるな︑明かるくすめる

十五168図書

十一447 総代の名が︑ひときわ高く呼ばれました︒ な ﹇汝﹈︵代名︶2 な
十一448 弟の名でした︒

十五176図魍

十一653園 おとうさんの名はなんというの︒

まいかと︑おそろしさにふるえながら︑その名を

て︑つづれ着るとも︑失うな︑やさしく清きなが
心︒

な

ぼっちゃん︑あなたもおかけなさいな︒

﹇命令﹈︵終助︶2

五249囹

な

十一656 少年は︑もしやわるい知らせをききはし
いいました︒

十一657 しかし看護人は︑そういう名を思いだせ
ませんでした︒

十一9210 名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

207
な一な

三柳6園 あれがかぐやひめだな︒

な︒

白い雲さん︑光ってきれいだな︒
四281團
四282国ぼくをのせてくれないかな︒
四283團ふわふわとして︑氣もちがいいだろう

四291 山にいって︑くりひろいをすることか
な︒

て︑

あそんでくることかな︒

四293ぶどうえんのおじさんのところへ いっ
四295
おばさんの うちへ いって︑ いもほりの
てつだいをすることかな︒
くることかな︒

四297 となりの うちから︑ うさぎをもらって

四464囹そうだな︒
四471園まん中がいいな︒
四991囹でもかわいそうだな︒
四描1園 つれていってもらおうかな︒
四宝7園 いいお天心で氣もちがいいな︒
四相9園 すばらしいところだな︒
きものだな︒

五5710園へんなもんだな︒

四伽3囹

五585園ほんとうにきれいだな︒
五5811験
ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみん
なみてしまいたいな︒
わしもほしいな︒

五858囹 おお︑みんなそろってきたな︒

五907園 おぼうさんにおかあさんがあるって︑お

五8711囹

六4410園
なんだろうな︑それ︒

六353囹おじさん︑大風ってこわいな︒

九819園

九621園

だめだな︑ここは︒

あ︑きたな︒

九602 やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

九5610園

でも︑いやだな︑けんかしたあとの氣

あれが︑うまくひっかかるといいな︒

今晩はうまいえさがかかるかな︒

おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑

﹁あ︑こうもりだな︒﹂

九枷7囹
九柵6園

九梱4園

持って︒

るな︑と思いながらみていると︑

きみは︑いちろうさんだな︒

六706園ほんとに歩くとおもしろいな︒
六739園さ︑どっちかな︒
六759園だいいち︑おまえが生きているんだから︑

九㎜10園

この手が動かないから︑やはり雪だるまは

わかりそうなものだがな︒

六767

命がないのかなと思いました︒

ははあ︑この木だな︒

九悩6

六843囹困ったな︒
きれいな水だな︒

早く︑あの野原で︑遊びたいな︒

ちょうちょさんは︑羽があるからいいな︒

九柵7囹

六889園
六894囹

おかしいな︒
いってから︑すこしふしぜんだなと思った︒

九欄6園 今夜は︑ばらのかげでねむることにしょ

それは白いちょうちょでした︒

六958園
六塒11

﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑

十2112園

うかな︒

六㎜1

きゅうにおかしくなった︒
へんなたこだな︒

お友だち︑どうしているかな︒

十一712園みんながさせてくれたら︑コックスの

こいでみたいな︒

十222園

十一59圓力まかせに︑長いオールをぐいぐいと

六M5園

六価6園 よくひっぱるな︒
六伽9園 早くかわくといいな︒
六幽1園 どれ︑ごちそうになろうかな︒
だれかな︒

十一65園ぼくはトップがこぎたいな︒
は︑

七49園さあ︑きょう︑いちばんはじめにくるの

おまえはべつの人のところへっれてい

まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

きょうは︑ぼうしをかぶっているな︒

十ニー87園

十ニー57園

ははあ︑これが鳴るんだなと思って

これは︑こおろぎの巣なんだな︒

かれたのだな︒

十一834園

ちょっと︑手にあまるしごとだな︒

くる男の子かな︒

七51園
あの白いブラウスの女の子かな︒
七52囹かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って

七145

七58園

腹のすわった人だな︒

みんな自分たちのなかまだなと思って

十一一7510園 こんなに降るのによくきたな︒

ればいいなと思いましたよ︒

十一一2011園わたしはまた︑あのような絵のぐがあ

よくきいてみると︑

十ニー811園

やっているうちに︑

七152

七306園いいな︑にいちゃん︒
七3210園
ふしぎだな︒

かしいな︒

五931園 わからない子どもたちじゃな︒
大きな荷物だな︒

五935園 どれどれ︑ゆうごはんでもたこうかな︒
六2111囹

九501園おかしいな︒
九515囹おかしいな︒
九527囹おかしいな︒
六249園 苦労しょうのありさんたちだな︒

十三56！ 絵はがきでも︑たいへんいい絵だなと思

ロ
十三396園 あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒
いましたが︑

十三565園 これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒
十五437園 美しい赤色だな︒
十五643園 かわいいぼうやだな︒

十五851園 だが︑おまえさんたちは︑あのさとう

﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑

﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂

と自分で声をだしていってみると︑

六柵5

六二8園

といってみた︒

﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑

まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒

六柵10

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂は︑みんな

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六佃3

六佃11

︿略﹀五十音の中で︑ナニヌネノという一ぎょう

がしをわすれたのじゃないかな︒

十五933園 なにかおまえについているな︒
なあ

の中にはいっている音ばかりではないか︒
︵終助︶28

十五佃8園 でも︑ずっと色が白いな︒
なあ

わたしもせきがでたらいいなあ︒

十五網4園でも︑うちにいるときよりか︑ずっと

六636

三239園なんとかならないものかなあ︒
三766園お日さまってどこへいくのかなあ︒
三803囹つまらないなあ︒
五588園あれが︑ぼくのみつけた二ばん星かなあ︒
六406園帰るといったって︑あんな遠いところ
iでも︑ もう一どあの村に帰りたいなあ︒
六539囹 へんだなあ︒

十五網3園 ふしぎだな︑おかあさん︒

四603園 はてな︒

な ︵間助︶7 な

かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五伽7 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

十五佃9園 おや︑みんなないているのだな︒

お話がうまいな︒

五8811園 こうして右の手でだいてな︑左の手でか

こんなたこ︑ほしいなあ︒

十五626園

十五625園

やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ

なにが氣にさわったのかなあ︒

十五848囹

十五647園

うまそうだなあ︒

いかにもうまそうだなあ︒

よわったなあ︒

したよ︑よわったなあ︒

十五849園

幸福そうな顔をしているなあ︒

十五857園あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑

でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

十五986囹ぼく︑あの子たちとおどりたいなあ︒

あなたには︑なんにも見えないし︑なんにも聞え

十五麗4園

ないんだなあ︒

十五相12囹 おもしろいなあ︒

︽ーイ・ーカッ・i

十五佃5園でも︑ずっときれいだなあ︒

サ︾n▽しかたない・でない

﹇無﹈︵形︶餅 ナイ ない

カロ・ーク・ーケレ・

ない

と・とんでもない・なさけない・なさけなさ・なに

う園
さぎさんじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お
﹇504

げない・もうしわけなさ

ニー01園 のなと︑そうでないものとに︑わけ
ニー91囹 んに一ぺんしかないものはなあに︒
二225囹ろはにほ﹄しかないのに︑わたくしの
二232囹︒びょうきではないでしょうか︒﹂﹁︿
二335囹てみたこともない︒﹄といいました
二356園がったものじゃないか︒﹄三人めのめ
ふしぎだなあ︒

二364圓
きとおなじじゃないか︒﹄といいまし

六餌9囹

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

八6110囹
世界は廣いものだなあ︒

八710囹ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒

七1811園
きょうは︑ずいぶんとんでるなあ︒

南へいったなんておかしいなあ︒
九538園

声はひとりではなく︑大ぜいの声︒

はやさか
にわりはない︒ 吸う﹁どこかで

二421囹っかうものではないよ︒﹂たろう﹁だっ

雪 二669

十二433園ふしぎだなあ︒

六価−o囹

さどが島においでなさったことがあった︒

五904忌わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑
五905囹 それでな︑さどが島をうたうときには︑
いつでもおじぎをするのだよ︒

五909園 それからな︑おかあさんのおちぢをコッ
プコップといただいて︑

芭蕉
＋二711
0は︑くもった空をあおぎながら︑

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

W
よかったなあ⁝⁝
十四2012園ずいぶんあるなあ︒

十三439囹

三226もきいたこともないほど︑大きな直
三253園した︒﹁しかたがない︒この木を切る

うことにちがいない︒﹂とさとりまし
十三409囹ぼく︑三郎⁝⁝うん⁝⁝よかったなあ︒ 三145囹

一一

九909囹 もうきみとは遊ばないからな︒
十五906園 はてな︒

な 7 ナ な

なつと冬︒
﹁ は な ﹂ の﹁ナ﹂︑

四771な
六㎜3

V0

な一ない
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もきいたこともない︑大きなふねで
五647圏

五758

かあさんの力でもない︒﹂﹁

﹂﹁︿略﹀

たえもできず︑力のない足どりで︑海へや

六949園
っていったものはないか︒﹂二一﹁ぞんじ
知っているものはないか︒﹂魚たち﹁ほん
六956囹

五944

とも動かないじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂さ

う小さくて︑元氣がなく︑死んだようにな

六鵬11囹 も︑さかさまじゃないの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六欄8 るようにみえるではないか︒それは︑ここ

﹁なに︑へんじゃない︒黒いころもに赤 六968園
あ︑それにちがいない︒﹂女の人に向か

べてみょうではないか︒﹂といいまし
五949囹

五884園

もいけないじゃないか︒﹂そこでおと

ついた︒﹁ねじがない︒だれだ︑しごと

て︑あれ一つしかないのだ︒あれがない

六811囹

六91園

ないのだ︒あれがないと︑町長さんのか

六89

略﹀︒﹂﹁でもじゃないよ︒おしまいは

六92囹

日を記しもうではないか︒﹂うたをうた

れちゃだめじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

て︑いったじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六2210囹

六202園

うだい︒いいじゃないか︒﹂バイオリン

︒なにかよいおりはないかと思っていたら

たことがあるのではない︒しかし︑﹁︿略﹀

るような音にちがいない︒そうして︑はな

音できないわけではない︒発音できること

六佃11 とを︑考えたことがなかった︒これはおも

六皿−〇

から声のでる音ではないことがわかった︒

六㎜2 のまねなんかわけはないそと思った︒なん
六相3 ている音ばかりではないか︒ただ一つ﹁ヌ

六m7もっているにちがいない︒ぼくは︑こう考

樂会をやろうじゃないか︒﹂あり一︑二︑ 六佃2 く考えてみたことはなかった︒それがいま

とにしようじゃないか︒﹂みんなはそ

六236園

ました︒しかたがないので︑二十九わの

じゅうぶんではないから︑あとのも

黒だ︒まつ黒くはないかもしれないが︑

も︑白いものではない︒雪が降りだす
︑白くて︑黒くはない︒大きな雪︑小

しあげたことのない︑おいしいこち

さあ︑こえんりょなくめしあがってく

六696

六559

六557

︑きれいに︑むだのないようにへんしゅう

きの枝のあいだにはなくて︑木をずっとは

つのまにか︑雪至つなく︑きれいにはれわ

六5210園

七66 んどうの花が︑風もないのにゆれている︒

六糾11

六溜−o二 もないなんて話はない︒どうだ︑こうし

六儒−o囹 つたものになにもないなんて話はない︒

六244園 生きているんじゃないか︒﹂あり三﹁でも 六柵1 ら︑できないことはないだろうと思いまし
六294囹 りぎりすさんじゃないか︒﹂逮勘署りす﹁
六佃4 こ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりにま
六338 や︑かかしくんじゃないか︒﹂かかし﹁助け 六鵬6園 にかかげようじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
六榴8囹 じゃ︑おもしろくない︒なにかかげよう

のでんきゅうがないと︑光ることが

はり雪だるまは命がないのかなと思いまし

ど︑いうところがなかったものだから︑

た︒わすれものはないか︑じろう︒﹂﹁︿

六847園

六845園

六825園

六7811

うか︑申しわけのないことをしてしまい

やっぱりえものがなかったんですか︒﹂

︒﹁お月さまじゃないわ︒雲が走ってい

は︑みたことがない︒もってかえっ

六767

とても持てそうもない物︑一つは小さく

六851園

こと﹁おもしろくなかった︒小鳥一わと 七557たちは︑まじりけのない宝石のようなもの
七607実︒いまに︑一つもなくなるだろう︒また
七704しろに︑月は︑音もなく︑のっそりとでて

七5110︒ぼくは氣が氣ではない︒みかたのおうえ

つともいいことではないと︑うさぎさんた

︒﹂天人﹁それがないと︑天へかえる

たには︑ご用のないものでございま

日がしずんでまもない空に︑大きな星が

くつれるものではないよ︒でも︑つって

えひとりの力でもなければ︑おとうさん

ことも自分の力ではないことをきいて︑な

、

そのはごろもがないと︑まうことが

六777園 まは生きものではないからね︒﹂﹁︿略V︒
えていたね︒風のない日は︑ちょうちょ
七172園
六7711 をしないから︑命がないんだと︑ごろうは 七359二
れに︑乗りかえもないし︑二時間ほどで
七418 ︑ひく手にくるいはなかった︒かるやかな

ユ

る︒しかし︑ねつはないので︑ねているわ
︑ねているわけではない︒ただ︑はながっ

さまは一つしかないから︑みんなで

色でもいいじゃないか︒﹂デビッドが

ます︒このはしがなかったらどうしま

さはたとえようもなく︑家のすみずみ

つた子にちがいない︒﹂と︑てのひら

ーコ』

．レ

そうしたんじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

だしておいたねじのないのに氣がついた︒

五二3囹 いるよりしかたがないのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六梱8
五佃2囹 ともこわいことはないから︑いっしょに
六脳8
六45 な音や︑みたこともないような物が︑ごた
六描2
六610囹 れもこれも不足はなさそうである︒ただ 六鵬7
六611囹役にもたちそうにない︒ああ︑なんとい 六研7
六佃5

ぎでもなんでもない︒あのいきおい
︑おかいこさんでなくてもたべたいよ

6163963455665321846538101049317843
園園園園園園園園池圓
園 園囹囹園園 園 園園園園 囹
園
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七791園 いったのにそういない︒﹂旅人はおどろ
七8011園をにがしたのではないか︒﹄と︑たずね
七832園 にげてきたのではないかと︑思ったので
七843園 けているにちがいないと︑考えました︒

七853園 がぬすんだのではない︒もう帰ってもよ
七857園 つたのも︑むりはない︒けれども︑いま

九伽10

九旧11

林におおわれた道もない谷まになった︒そ

したには︑まぎれもないいい味がはっきり

手をのばして︑わけなく白いちょうちょを

九櫛4 ︑それこそまぎれもないうまい水であった

のが︑おくめんもなく近づいていくのだ

九悩10

のおかあさんじゃないかね︒﹂おかあさ

九俗1 いい味は︑すこしもなかった︒そこで氣を

のをまって︑むらのないようにまきました

つたのは︑そうではなくて︑つばめがすい

れてもさしっかえはない︒はくちょうは︑

よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒

九麗5囹

ないあひるの子ではなかった︒はくちょう

は︑白くてにおいもなく目だちません︒

十55 こからきこえるともないが︑どこからかき

九二10

十322 校では︑かけがえのないひとりであること

十283

んな動植物だけではなく︑雪のようすや︑

から晩まで︑こやみなく雨が降っていまし

をあらわすばかりでなく︑心持まであらわ

十363

十356

おこして︑夜も書もなく考えとおし︑いま

︑日本製のものは︑なかったからである︒

︑手のとどきそうもない空想になりがちで

十342 ときがくるにちがいない︒そのために︑い

おっしゃったじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

発生するにちがいない︒﹂幸吉は︑あわ

ふしぎでもなんでもないものであった︒眞

十3412

ねこは︑さけの頭でなくてまあよかったと

十394園

かわりのあるはずはない︒しかも︑核をさ

十386
十3910

なものがあるじゃないか︒﹂先生がまわ

十404

が︑光っているではないか︒幸吉は︑それ

とつになるものではなかった︒だいいち︑

二﹁もういいじゃないか︑そんな話llI

︒学校の帰りじゃないか

十44！0

十438

しりとったんじゃないか︒﹂と︑ボタン

だ﹁落したんじゃない︒きみがむしりと

んだっていいじゃないか︒よけいなおせ

十552

十482

十481

十451

の写眞になるのではないかと︑ふと︑こん

というためばかりでなく︑道ばたにあるも

分もかかったのではないかと思いました︒

かがやいているではないか︒大きなゆめは

﹂二﹁たか

かし︑自分の物ではないので︑それを舞台

ぼうに︑﹁いたかない︒﹂ふたりだまる︒

た︒なんと︑わけもなく︑すらすらと恥い

︑し
︑ あぶなくはないかい︒﹂
と︑ ふる
＋6810︑
囹
カ
十698園んでいるはずじゃないか︒それが︑死な

うってやったじゃないか︒﹂やまだ﹁ぼく

十698園 ら︑﹃ぶす﹄ではない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書き
いい泉があるのではないかと氣がついたQ

にあたるにちがいない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
十6911園

十561

ても支流のほうにはなくて︑遠い上流にあ

十705園たべてみようじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十562

のぽるのもたやすくなかった︒つれの人は

まで味わったこともないような︑ふしぎな

の茶人ほど熱心ではないから︑やめて帰ろ

つけてやったじゃないか︒﹂たかぎ﹁だか

大きなかわりかたもなく︑四年めになった
るが︑自分の物ではないので︑なおあたり

した︒﹁なんにもないそ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

声が︑あんまり力がなく︑あわれにきこえ

がみえます︒道もないところがら︑木こ

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お

しました︒きかいがないのでくふうしまし

つしてするものではないが︑やはりたいこ

すりをするものではないと思いました︒や

囹

園園部愈愈團

七936いるへやに︑えさがなかったので︑かこい
七981︑ちぢをのませたくないのでしょうかQ

八87 きかたのちがいではなく︑ ききかたのちが
八88う．カ︑︑そればかりでなく︑ほおじろ自身︑
八94 な︑ 安心なところはないというように
をなくしたばかりでなく︑私は︑ピオの信

八115と︑女の子ばかりでなく︑茶のまにいたう
ノー−

天ワ﹄ー

八134なさは︑いいようのないものでした︒それ
八161ぎりの根ばかりではなく︑あたりの木の根

︑
86 がおれて︑このうえなくふべんですが︑そ
ノー
八268大きなそり橋を音もなく渡って︑草花のさ
八296といい︑申しぶんのないけだかさがこもつ
だじゅうぶんではない︒﹂と︑お答えに
八388園
︒﹁まだ満足ではないというのですか︒
八3810園

るしてもらえそうもなかった︒それから二

八469で︑なんの不自由もなくくらしているかと
八499れでも幸福のほしくない人はありませんか
いや︑みんなではない︒いちばん大きな
八624園
ちめんちょうではない︒﹂と︑親あひる
八667園
八703をいわれるばかりでなく︑にわとりからも
︑∩∠ー

ノ了−

八733からはいだしてまもないものであった︒﹁︿
り鳥になる考えはないかね︒きみはみつ
八737園
べられる︒おすでなければいいが︑まあ
八791園
八794 った︒そればかりでなく︑ねこやにわとり
んは︑することがないから︑そんなこと
八811園
八854ましく思ったのではない︒どうして︑あの

109621110921010994931852811753579152104
囹園雪平園地
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あまりさかんでなかったが︑アジアで

十三1412

天は動くものではない︑地球が動くのだ

十二554

あの美しい田さえなく︑みわたすかぎり

まってあとかたもなく︑きのう植えたな

ても人間わざではない︒昔︑神山のおく

みがあるばかりでなく︑とうといことで

るためばかりではない︒子どものときか

十三2412

十三249 ︑できないものはないまでになりました

十三242 た︒しげった木のない土地は︑熱しやす

十三216園

十三214

十三209 に育つ木があるかないか︑まず︑このこ

十二465囹

十三174 鉱山があるのでもなく︑いい港があるの

十二563

ぎるものはなにもない︒おおつなのよう

十707囹 いていのどくではないから︑かえって︑

十三174 い港があるのでもなく︑わが九州ほどの

十725囹

十二613

﹁船ばかりではなく︑あの町でも︑あ 十二577

十一67園 で︑べつに用もないようだが︑ボート

十二614

きゅうしゅう

︑人間ばかりでなく︑動物などもでて

十一113弾くれるにちがいないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

十二656

十7010 ﹂ひきとめるひまもなく︑太郎かじゃは︑

樂もある︒命のない人形を思うままに

十一131 っている︒休みもなく︑はてしもなく︑

にあつみと廣さがなかったら︑正しくり

十三279 ては︑かけがえのない︑慣しい遊び場所

十三278

十二4611園

十一招1 もなく︑はてしもなく︑ゆるやかにうつ
十二697

なりはきれいではないのですが︑芭蕉は

十三283 って遊ぶわけではない︒そのへんを走っ

十二475園

十一1711 もいたみも︑あとなくぬぐわれます︒朝
十一一729

﹀︒﹂﹁友だちがないから︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

日本へいきたくない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十7111 ︑氣が強いばかりでなく︑わるちえがあっ

十﹁2510 つかれたようすもなく︑かえって︑その
十一一797囹

︒﹂﹁いうまでもなく︑日本ですよ︒﹂

かわったところもないような︑このホi

十三354 るのも︑いわれのないことではない︒正

ている間︑たえまなく︑﹁キリキリ︑リ

十三354 れのないことではない︒正月には︑門の

十三335
とになるばかりでなく︑そのことばがわ

しました︒心おきなく戦いぬいた両選手

十一805 ︑少年の手からでなければ飲まないよう

十一6512園 なに年よりではないのですが︑外國か

十二955

十二936

十二928

十二927

︑なんのかわりもない貝ですが︑いまか

だれも話し相手がないので︑しょんぼり

ひとりがってんでなく︑読み手によくわ

活や経験が同じでないためである︒みん

や秋子と同じではなかろう︒それは︑め

に行ったんじゃないでしょうか︒げん

ならない︒そうでないと︑相手の人に満

う國をみたこともなく︑また日本語をす

十三269 る︒あまり退くもない道の両がわの土べ

た︒そればかりでなく︑しげった林は︑

くれるにちがいない︒﹂と︑熱心に研

にくじかれることなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑熱

十一272黙しているのではないだろうか︒﹂村の
十二807園

十一一7910囹

うしかられるじゃないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

十一2710 んなわずかな金がないということはいえ

十一一811

十一1011園

十一287 ︑なまけたことのない金次郎でしたが︑

十三297 る︒どこからともなく︑女の人たちが集

十一341圏 のとりいれことなくすめば︑

十二869

はい色

十一363間ばりこのうえもなく︑秋のみのりも
き

十二8810

いねもことなくとりいれた︒

十一一891

︑

ずである︒そうでなかったら︑ただ口さ

十一382圏

十一一899

めているにちがいない︒天氣のよかった
あきこ

十一534 耳にきこえそうもない︒乗客はおたがい
十一591圏 とばは︑ほかにないでしょう︒﹂とい

十一一9011

十三365 が︑どこからともなくたくさん舞ってく

十一616囹 を渡ったのではないかね︒﹂とたずね

十二511 けて︑なんの苦もなく立てていいました

十二975

一つのこと

で︑どうもよくない︒色のあるのは︑

じさんは︑用事がなく︑しょさいで︑本

のように︒そうでなければ︑死んでいた

いうと︑そうではなく︑これでも︑しば

これはしばいではないかというと︑そう

て︑︶いいじゃないか︒帰ったばかり

ださらないじゃないですか︒え︑え︑

3141871113651142
園菜園

て︑このうえもないたいせつなことば

間︑いくたびとなく︑おとうさんのお

とりぼっちではないのだと︑お考えに

いているときがなかったよ︒﹂ぼくは︑

出ているんじゃないでしょうか︒﹂﹁︿

おかあさんではなくて︑キリストのお

国政團菜園園囹

十一6212園くいことばではないか︒﹂九父の看 十二919 れているにちがいない︒秋子も同じよう

になってしかたがなかった︒﹁︿略﹀︒﹂ひ

十ニー410

十一一512囹なんのぞうさもないことでございまし

十三53あって︑ことばのないかれらのことばで

お金です︒お金がなかったときにくらべ

こしのつながりもなく︑原因と結果との

十三1011

十一﹇鵬7

十二204園

十三113

十ニー72囹 こしも立体感がない︒あのざくろの色

十二206囹 ころがすこしもないようにしたいので

いたずらに理由のないことを信ずる迷信

と結果との関係もないのに︑

っばり容易じゃないのですね︒﹂﹁︿略

十二2910囹 へんな進歩じゃないの︒﹂わたしはそ

十二256 は︑そとさえ寒くなければ︑ものかげへ

十三122

十三114

とは︑いうまでもない︒日本には︑毎年

十二3010圏圓 ンワン︑グタナイ︑アンヨ︑イタイ

十十十十十十十十十十十十十十
四四四三三三三三三三三三三三
8876059595854524444413838
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ぶがあまり大きくないときには︑日光に
︑そういうしんがなかったら︑きりは︑

れは︑いうまでもなく︑熱い水蒸氣がひ

十五624園

十五6011

十五594園

なに︑そうじやない︒ではどうしたの

るべきなにものもなく︑わがままいっぱ

っているはずがない︒﹂と︑一言のも

十五577驚くえは一つしがなかった︒そこで︑大

きだけの問題ではなく︑たとえば︑湖や

がどこも同じではないので︑ところどこ

なばあいばかりでなく︑だいぶようすの
︑まったく関係のないようなことがらが

十五744

十五698

十五683

十五6511

になんのけじめもない︒兄と弟とのちが

ざられてあるではないか︒ああ︑新島の

とたたいた︒音もなくドアがあいて︑半

が発見したのではなく︑よその民族から

十五7411

十五747

十五868園せいにする心がなければならないもの
十五888囹ち向かうものはないのですよ︒﹂﹁はち
十五904囹るか︑こぞんじないでしょうね︒﹂ふ
十五908園たべてはうまくない鳥だそうじやない
十五908囹い鳥だそうじやないですか︒とにかく

十五851囹わすれたのじゃないかな︒あのとおり

＋五9010園のぼったことはないようです︒という

らの手紙にちがいない︒﹁空からのお手

以上に明かるくはないと思われるくらい

十五915園すこしの休みもなく︑飲む︑たべる︑

＋五8512囹 ﹁こわいことはないよ︒あいそのいい

ことは︑いままでなかったことであった

十五918圓 福﹁おもしろくないはずはないでしょ

十五855園わすれたのじゃないかね︒﹂チルチル﹁

じさも︑なみだもない國へ︑上の方へと

はできるものではない︒野原の中で︑一

れども︑そうではなかった︒人々は︑女

十五9311囹
てしまおうじゃないか︒﹂ふとった幸

十五918園ろくないはずはないでしょう︒それが

は︑たとえようがない︒子どもたちは︑

されないものでもない︒一こくも早く谷

ば︑数という形のないものを表わすのに

のであるが︑形のないものは︑この方法

十五988園よ︒もう時間がないのだからね︒あの

＋五9610園っているひまはないよ︒﹂小さな﹁幸

＋五棚12園 まっているじゃないの︒ぼくたちは︑

十五㎜7園 に会ったことがないんだってさ︒︵ほ

十五醜7囹 は︑きれいではないが︑いちばんたい

会ったおぼえがないもの︒﹂幸福﹁おい
＋五9912五

書き表わす方法がないものであろうか︒

十五㎜8囹 くらべるものもない﹃母の愛の喜び﹄

分をとったのではなく︑たとえば︑﹁い﹂

きあがるものではなく︑白く焼けるはず

ままで見たこともないみごとな焼物であ

くてすむばかりでなく︑発音のこまかな

とよってくるではないか︒ああ︑そのと

いことといったらなかった︒自分の足だ
︒そればかりではない︒それがもえ続け

る︒そんなことのないうちに︑どこでも

ると︑一直線ではなく︑くねくねとゆが

してきたばかりでなく︑実際は︑たがい

︑あるべきはずはない︒四海の民すべて

りのせいくらべ︒なくて七くせ︒二階か

ど︑人はわるくないんだよ︒﹂ミチル﹁
＋五8312園

十五805

う理由はすこしもない︒親としてみれば

しい雪が数かぎりなく︑天上から地上へ

を写したものではなく︑雪の﹈ひらをと

またげてしかたがない︒そこで︑たまり

と傳えたことではないかと思います︒ま

105911876845124127811122741054341142361

十四121国 ︑そちらでわけなくかわりをお見つけ
十四141團ては︑このうえなくまめやかな︑この
十四142團な︑このうえもなく純逆な思い出がの
るとお考えではないかと心配していま
＋四1610團
は︑こえんりょなくおっしゃってくだ
＋四1612国

十四188囹テンも英語じゃないかしら︒﹂といっ
十四227園日本語にちがいないが︑もとは︑外國
十四237囹 ︑英語だけではなく︑ほかの國からも
通をして︑ 日本になかった品物が︑外國
＋四2410

品物からだけではなく︑外國の学問など
十四2511
＋四2512てきたのにちがいない︒そうしてみると
十四3011がまえは︑大きくなくてはいけません︒

十四313ていたのは︑よくないことでした︒そう
十四324分たちとはえんがないと思っている人も
十四329 ︑たいして関係がなさそうですが︑じつ
十四345けっしてはてしのないものではありませ
＋四3512いると︑はてしのない︑遠い世界にひき
︑星の光は︑声のないことばです︒こと
十四36エ

十四362ばです︒ことばのない詩です︒教えを説
十四402囹きれいな雲ではないか︒﹂二の人﹁大空
十四429團うと︑平面じゃないか︒どんな暗い日
十四438圃うと︑適否じゃないか︒どんなさびし
十四452十月の︑ある月のない夜のことです︒乗
︑ つるや︑葉のないかぼちゃはありま
十四526囹
十四537園とは︑こぞんじないようですね︒それ
十四579園 ︑つまり太陽がなかったら︑どうなる
十四583囹は︑葉さんではなくて︑私ですよ︒そ
十四587園ち水です︒水がなかったら︑なんでも
十四595囹んて見たことがない︒さっきから問題
十四619園も︑さしつかえないと思いますが︑ど
ふしぎもないよ
十四624 んのおもしろみもなく︑

ふしぎもないようですが︑よく
十四624 もなく︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
48 46 42 41 39 36 36 26 26 102 1醗
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十五麗9園 なおかあさんもなければ︑きりょうの
十五襯9園 いおかあさんもないし︑年をとったお

十五柵6園 年をとることはないのだからね︒その

三6010園

三6010囹

三602

︑どこへもいけないじゃないか︒﹂そ

んなの心があわないと︑どこへもい

三239園﹂﹁なんとかならないものかなあ︒﹂あ

どちらかへやらなければ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

みんなの心があわないと︑どこへもい

まけるかもしれない︒ぼくが︑きみた

＋五帝−o園 たおかあさんもないのさ︒おかあさん

︒また︑心があわなくなりました︒そ

三444囹

＋五柵12園 え︑見たことがなかったかい︒この醒
三649囹

っぺんにはいけないよ︒右手と左手

三654

三787囹︒雲さえでていなかったら︑まいあさ

三647園

十五M5園 すぎて︑ひまがないのだよ︒さあ︑こ
十五M9園うちへ帰りたくないや︒おかあさん︑

︽ナイ・ナカッ・ナカ

十五描7囹 人を見たことがなかったよ︒あの人は
ない

した︒﹁心があわなくてはだめ︑だめ︒

ナイ

三661園

隔

＋五備−o囹 を見せることはないの︒﹂チルチル﹁い
︵助動︶

三826囹

よう︒どうぞおらないでください︒﹂こ

れます︒﹁花をおらないでください︒み

ない

ロ・ナク・ナケレ︾εおもいがけない︒しのびない・

三932

三926

のもも色︑みえないわ︒﹂バーバラが

から

三島5

たまらない・つまらない・なってない・みえないち

一547囹
﹂﹁たまがひろえなかったら︑どうな

三研10

四76

することもできなくなってしまいま
す︒火事がおこらないように︑また︑わ

んなでお話ししない日はありません

てなしにはできないように︑文もあ
みつちゃんがいなくなってから︑も

いたけれども︑なかなかった︒かくれんぼ

びょうきがはやらないように︑氣をつ
四194園
四244團

くをのせてくれないかな︒ふわふわと

四153

四78

うしてもあきらめない人が︑なん人か

一578り
園おみみなおらないのね︒﹂わたくし

一びきたりな

二317園た︒﹃一びきたりない︒﹄﹃︿略﹀︒﹄とい

四253團

すか︒そこにいなくても︑その人の

四282團

四3510園

が切れてあるけなかったのです︒その

四362囹

ぶどうをもらわないで︑かえれたので

返事をしてくれない︒﹂せつこさんは︑

三127囹のことをおぼえなくてもよろしい︒
三134囹 ことばをつかわないということだよ

四384囹

が︑﹁それはいけないよ︒﹂といったの

四299

三155囹おすことはできない︒﹂といって︑と

四449園

四447園

四323團

三231 いるのか︑わからないほどになりまし
す︒﹁日があたらないで︑こまったも
三237圓

︒﹁どうしていけないの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

がおいでにならなくても︑かずこさん

三238園 はんぶんもできない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂あち

〉。

たがきゅうにみえなくなりました︒み

一584園おってくださらなかったら︑どうな

十一びきしかいない︒
二2910園

二318囹 x﹃一びきたりない︒﹄といって︑大

二301囹 い︒ 一びきたりない︒﹄ぶうちゃんは

X囹 ごとなんかできないよ︒﹄と︑ほかの
P園 ︒﹃いや︑目でみなくても︑手でさわ

一一
一一

三夕10

三柵4囹 がきて︑かえらなければなりません︒
雨受10園界の人にわたさないくふうはあるま

X園 るものと︑みえないものとに︑わけ
Q園 いるときにいらなくて︑いらないと

一6110に
囹なってしまわないかしら︒﹂﹁︿略﹀︒
一一
一一

ニー92園 いらなくて︑いらないときにいるも

P9 P0

R3 R2
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つかけてきやしないかと思ってね︒﹂

わからないことはしらべよ

だれも知らない人ばかり︒

とほ

のでしょう︒みなれない木や︑草や︑動物

が︑なかなかできなかったのです︒ぼく

︒ほんとうにすまなかったね︒きみは︑

しいから︑わからなかったかもしれませ

て︑とうとうかけなかったの︒﹁︿略﹀︒﹂

をかけていた知らないおじさんが︑おり

ち︑まちがっていないの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

乗っている人がいないか︑しらべるのさ

そんな心配はいらない︒駅の人たちは︑

︑

をあけてはいけないというのですか︒

﹁お礼にはおよばないよ︒元氣になつ

めをうってくれないか︒﹂子ども四﹁ど

たちはさまっていない︒風にふかれて
とをしてはいけない︒ かわいそうだか

くはないかもしれないが︑どうしても︑

って︑まだかえらない︒さむい︒雪が

け
けっせきしないで学校へ︒ふl
lえんぴつをなめないように︒て一て
みえるもの︑みえないもの︒み一説

つく︒わ

︑それをまちがえないで︑早くいって

な雲の中に︑みえなくなっていきまし

あ︑ひとねいりしなければ︒﹂と︑出発

んのなかまをみなかったかい︒﹂﹁︿略

なかまをみかけなかったかい︒﹂﹁︿略

みはりばんがいない︒﹂二十九わのが

ふらず︑風もふかない︑しずかな︑星の

風がなんともいえないいい氣もちでし

っちゃんをたすけなければなりません︒

べつに氣にもかけないでとびつづけま

91176284361166862456110471021015931010
園園園美園園園園圃園園園園 ．
．園園長園 ＿
園

たのしい

五469だから︑うまく鳴けないのだろう︒帰りに
ら︑もう鳴いてはいなかった︒
五4610

五9911園

い︒にがしてやれなくなったよ︒﹂おと

くはおともができないのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

︑きみ︒おりてこないかい︒ぼくの友だ

ら︑さっぱりわからなかった︒しかし︑だ

五鵬11園

五㎜1圏

六46

り小さいのでつまめなかった︒やっとつま
であそんではいけない︒﹂といいながら︑

六84
六88園

葉の船が流れてこなかったら︑どうなつ

わったが︑みつからないのでがっかりした

︑もし︑みつからなかったら︒﹂と︑そ

ゆう時計がなおせない︒さがせ︑さがせ

六97圓

六92囹
六911
六1510園

六232園

六231園

わるいことはいわない︒さあ︑はいりた

ろう︒いまあそばないで︑いつあそぼう

六1511園なっていたかしれない︒﹂ありは︑心か

五674園 してお礼をもらわなかったの︒せめて︑

いいときにあそばないで︑いつあそぼう

五671園 はお礼などもらわなかった︒そうして︑

五478たり︑名まえは知らないが︑きれいな花が
五552ぐらいしかたっていなかったのに︑もうす
五572が︑かげんがわからないようです︒﹁︿略﹀
うです︒﹁あわてないで︑しずかにごら
五573園
んまり長くみていないで︑さあ︑おかわ
五581囹
のたねからめがでなかったら
﹂﹁︿略
五613園
ら
﹂﹁めがでないことはありません
五614園
五624ていいのか︑わからなくなってしまいまし

五685園 じいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

六243園

んな冠しさも知らないで︑氣のどくなあ

六265園 り三﹁風がでてこなければいいね︒ふぶ

はつもるかもしれない︒﹂あり三﹁風がで

ありはなんにもいわないで︑おもい足どり

あり三﹁はたらかないものには︑この樂

六264圓

六254

六2410園

五6810園 て︑とくにもならない︒もう一ど金のさ
五697囹 じいさん︑心配しないでお帰りなさい︒
五711囹 じいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

の喜びはあじわえないだろう︒﹂あり二﹁

國じゅうの

五737園 じいさん︑心配しないでお帰りなさい︒

六2710園

六278囹

五728園 のききかたも知らないで
五748 いさんには目もくれないで︑けらいに︑﹁︿

六342園︑ここからはみえないよ︒﹂14風がふく

五769 かなは︑なにもいわないで︑しっぽでピシ
五822園 ださい︒じゅくさないものをたべないよ

︑おしまいにはみえなくなってしまう︒21

せているll士戸がでないのである︒雲﹁だ

六3411

六369

から︑えんりょしなくてもいいのよ︒さ

ぼく

ん︑日がくれきらないうちにおねがいし

なって︑かげがみえなくなりました︒三人
ていると︑月は動かないで︑雲が大いそぎ
ってみました︒動かないと思ってみた月は

ふだんの話がうたえないのかと考えました

足をいためて︑歩けなくなりました︒そこ

︑

﹁︿略

しく O たとえ動かない木でも︑草でも︑

動いていても息をしないから︑命がないん

だるまは動きもしないし︑息もしていま

がら︑この手が動かないから︑やはり雪だ

は命があるとはいえないと︑ごろうは思い

どっちだかわからなくなつちゃった︒﹂

いい顔つきもしていないはずだ

死んでいるとも思えない︒死んでいたら︑

生きているとは思わないが︑死んでいると

だるまはお話はしないけれども︑はるえ

7

園

5

711
8

106圓 6 111010
五

7

2

4

5

てしまったら動かなくなるでしょう︒け

おや︑

と﹁どうしてつれないのだろう︒朝から

小鳥一わとれやしない︒さ︑弓矢を返す

から↓びきもつれないなんて

せんでした︒つれないどころか︑申しわ

ゆるすことはできない︒﹂ 四のばめん

のつりばりを知らないか︒﹂たい﹁このあ

へよんできてくれないか︒﹂女﹁はい︒﹂

︑できるかもしれない︒﹂こう思いつく
︑じっとしていられなくなった︒ぼくは画

きりとまいて︑動かないようにした︒これ

9
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囹感得囹園園囹囹囹園

がはなからでるかでないかということを︑

は︑はなから声がでない音のはずである︒

たために発音ができなくなるような音は︑

はながつまるといえなくなることばと︑ は

きることばと︑ できないことばとがある︑

ことばでも発音できないわけではない︒発

が︑うまく発音できなくなっている︒しか

あまりわらってくれない︒弟が︑﹁︿略﹀︒﹂

その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

108311876148

五823園 さないものをたべないようにすること︑

五825 なは︑なま水をのまないことや︑ねるまえ

﹁でも︑村に帰らなくちゃ︒あなたのし

︑ぼく︑もう帰れないんだ︒﹂なみだを

六559

六527

六516

六446囹あさんにもわからないんだって

六426m国

六423園

六401囹えがある︒心配しないでまっていらっし

六397囹

六395圓

五827 ところで長くあそばないことなどを︑話し

五826 や︑ねるまえにたべないことや︑日のかん
五858園 ︑おまつさんがいない︒どうしたのかい

﹂

︒﹂﹁ちっとも動かないじゃないか︒﹂﹁︿

﹁ひば り か も し れ な い よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

﹁︿略V︒﹂﹁わからないおぼうさん

﹁︿略﹀︒﹂﹁わからない子どもたちじゃな

五868囹 か︑あなたがみえなかったから︑かぜで
五931囹
五932園
五948囹

五949園

五9910園 や︑この鳥はとべなくなったらしい︒に
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六M3 が二本しかついていないたこです︒はじめ

﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえなかった︒この二つは
六麗2
六備5 かんたんにはわからないが︑一ぎょう一ぎ

六佃11 しまった︒弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑

六鵬8 のあなから息がもれないようにして︑﹁ナ﹂

七943

七924

七915

七756囹

て︑ぬれた草はやらないように注意してい

七8510園

七7711

くへはいってでてこないので︑小屋へ頭を

七841園

です︒しばらく動かないで︑いたそうにし

ますと︑かみきれないで︑のこっている

人は︑それには答えないで︑また思いだし

乙﹁木一本もみえない︒﹂そこへ︑ひと

八57

たり︑それでもきかなければ︑指で追った

うだけしか責っていなかったのですから⁝

あまり遠くへいかないうちに︒﹂甲乙ふ

六伽5囹 も︑のりがかわかないうちにあまりいじ

六備11 いに作ったら︑できないことはないだろう

八74

六旧11園

くて︑うまくわれないだろう︒﹂﹁︿略﹀︒

六槻1園 のまつかさをくれないか︒﹂うさぎさん

のことをと︑わらわないでください︒この

で︑なにか氣にいらなかったりおこったり

ンネルをほっていかなくてはなりません︒

八1310

八102
八1311

v﹁なにもいらないや︒﹂﹁︿略﹀︒﹂し

六梱3睡れてなんかいやしないんだ︒このトンネ
六夢8 きあげられてしまわなければなりません︒
八184

では︑七年もかからないと︑親になること

めもねこもやってこないから︑安全です︒

六旧9園

八188

七261園 いちゃん︑わからないのかい︒﹂兄﹁なま

七246園

七193園 ︑ちょうちょがでなかったんですね︒﹂

七191囹ないよ︒川に落ちないように︒﹂男の子

七184園 実をとつちゃいけない︒よくみのってか

七157

七114

てるの︒﹂兄﹁かれないようにさ︒﹂はる

﹁︿略﹀︒﹂﹁はがたたない︒﹂私たちのから

﹁︿略﹀︒﹂﹁手がたりない︒﹂同じ﹁手﹂と

八3411

八3411

八335

八319

八253

八221

八214

八198

ると︑なんともいえない大きなふかい感じ

計算しなければならないほど︑遠いきょり

を撃発として計算しなければならないほど

つがはっきりとみえないのですから︑ずい

たけにでてはたらかなくなりました︒ふた

ぬことなど考えられないほどにぎやかに鳴

しがみついて︑動かなくなってしまいまし

し︑目もよくはみえないらしいので︑ねこ

親になることができないといいます︒なん

二

六三5園︒ようしゃはならない︒角でついてやる
八197

七264囹 に︑すぐみつからないためですよ︒﹂兄﹁

八361

以上の幸福は願わない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

そらく一生なくならないでしょう︒

六川8園

七273囹︑教えてくださらなかったの︒﹂兄﹁いい

八395囹

七752園 よっとのまに︑いなくなってしまった︒

七726 たるだ︒だあれもいない︒うまが︑水のに

七528 れしいような︑すまないような氣持がした

七425 年は︑ひく手をやめないで︑いっしんにひ

七362囹 よ︒とてもはいれないね︒﹂私は︑ほん

八6210園

八543

八532

八521

八469

八468

福﹂がきたとは知らないようでしたが︑な

をぬすんでいきはしないかと思ったのでし

福﹂がきたとは知らなかったとみえて︑い

思うと︑友だちがいなかったりしました︒

うぶだとちえがたりなかっ．たり︑金もあり

よ︒なかなかわれないのでね︒﹂﹁︿略﹀︒

七755囹 かに︑なにもみえない︒﹂乙﹁木一本もみ

七3211園さん︑死ぬといけないから︑ここからだ 八427囹 こがねなどはいらない︒﹂そうおっしゃ

七296囹 めたちにたべられないためだと︑おかあ

りすると︑ゆるさないそ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七85 さっと︑学校からいなくなってしまった︒
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︒﹁︿略﹀︒﹂﹁われないというたまごはど

っていなければならなかった︒とうとうつ

つも足をつかっていなければならなかった

ながこおってしまわないように︑いつも足

まわらなければならなかった︒しかし︑一

の中をおよぎまわらなければならなかった

かりこおってしまわないように︑水の中を

かということも知らなかった︒しかし︑い

くちょうたちがみえなくなると︑すぐ水の

わすれることはできなかった︒そうして︑

うぬぼれてはいけないよ︒入がしんせつ

こいとは思っていないだろうね︒うぬぼ

たしのことはいわないとしても︑おまえ

いうことがわからないって︒じゃあ︑だ

がおわかりにならないのです︒﹂﹁︿略﹀︒

うな人はありはしないから︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁

そんなことは考えなくなってしまうよ︒

の考えなどはいえないのだよ︒﹂それで︑

いだから口をださないでほしいね︒﹂す

かし︑たまごは生まなかった︒そればかり

しまわなければならなかった︒あらしはま

すわりこんでしまわなければならなかった

にたおれるかわからなかった︒風がひどい

きあがる氣にもなれなかった︒なん時間も

もかみつこうとしない︒﹂しばらく︑じ

せにあうかもしれないよ︒﹂このときで

いかさえも︑わからなかった︒すがたがみ

もわるいことをしないのですから︒﹂と︑

てね︒人にふまれないように︑それから

︑水にいれてやらなければなるまい︒﹂

なすがたをしていない︒ほんとうにしち

てやることができなかった︒わたしは︑

111010877210943211093510422103888346511
園〔至ヨ二男園医1医1園園
園園 篭耳囹囹園園
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八885 になったのかわからないうちに︑大きな庭
か︑いまはもういなくなりました︒その
九4111国

︑男か女かわからないが︑下を向いて登
九4010囲

武鑑5 って飲んでみたりしなくてはならなかった

誌偽3 まい水の味がわからなくなってしまう︒あ

どこそは︑にがさないそ︒﹂と︑くもは︑

いお月さん︑みえないの︒﹂﹁なんだって

えさんをたべやしないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁1

九衛6 花は︑もう話しかけなくなりました︒ぐっ

九㎜6囹

九561

中備9 をしていいかわからないので︑そのままだ

九備5園︒どうしてねむらないの︒﹂こう話しか

九鵬7園

九型6 ︑くものあみを知らないで︑まっすぐにと

九㎜1園

九桝9囹 ︑ちっともかからなかったから︑おなか

山野5 たりしなくてはならなかった︒茶人はすご

八895囹 うされるかもしれない︒しかし︑かまわ

九㎜2園 日︑なんにもたべないことをちゃんと知

八969 がでました︒ひたさないほうは︑まだめが

九6110たら三
︑百でもきかないほどでした︒ワア

九585囹てあんなには書けないでしょう︒﹂する

た︒そうしてみ
︑えない方の目は︑白くび

八895圓︒しかし︑かまわない︒なかまに追いか 九423国ほか︑名のわからない美しい小鳥がたく
︒とび道具を持たないでください︒ や
八931 していいのかわからないので︑つばさの中 九477團
八933 が︑すこしもいばらなかった︒そのむかし 九497園ねこがここを通らなかったかい︒﹂とき
ねこがここを通らなかったかい︒﹂たき
八9311園 は︑ゆめにも思わなかった︒﹂ 七 いね 九512園
八965 とでなえがよくとれないそうです︒水のす 九521園ねこがここを通らなかったかい︒﹂とき
九533園ねこがここを通らなかったかい︒﹂とた
八973 のびました︒ひたさない種もみからも︑や

八966 まきました︒ひたさない種もみをまいたと

八996 これから︑水がきれないように氣をつけま
九657

十75 つたに日本人もいかないのです︒日本人を

うみにくいとは思えなくなりました︒﹁︿略

八価4

十93 おとうさんは︑知らない外二人どうしでも

十314

十312

で人のわる口をいわないようにしたいし︑

持になるようにできないものでしょうか︒

くなるように︑できないものでしょうか︒

ほかのことを考えないで︑みっちりしご

十354 もに︑なんともいえないかた身のせまい思

十344 ておかなければならない︑というのである

十343 機を進歩させておかなければならない︑と

十341 がせにしてはおかれない︒いまのようなぬ

十337どうすることもできなかった︒それで︑父

十334園

十325 うつながりをわすれないで︑あいての人を

十319 ︑人をだましたりしないで︑ありのままの

十317 ころを︑えんりょしないであらわし︑友だ

十316

十3011 に︑めいわくをかけないようにしたいと考

十294 たをしなければならなかったのか︑よく考

十127 とうさんのそばへこない女の子もありまし

九幣1

八鵬5 みて︑あまりちがわないことがわかりまし

九7411馬車も一
︑どにみえなくなって︑いちろう

九669にがなんだかわからなくなりました︒やま
九728園ニリットルにたりなかったら︑めっきの

十275 ざわざ遠くにでかけなくても︑ふだん自分

わけがわからなくなりました︒そこ
うで︑

九45 色だけでは感じられなかった明かるさがあ

十294 ようなあみかたをしなければならなかった

病氣でせいののびないいねが︑5かぶあ

九111 ︑ちょっと考えられないが︑じっさいにき

なんにもみつからないと︑だめだと思っ
九8010園

九778のなかまが︑おくれないように歩いていき
九798園いっしょに︑いらなくなったりこわれた

九147 ても︑それがわからないのは︑その高さを
九166 まもなくさっていかなければならない日本

九148 けの心持をもっていないからであろう︒も

九166 ていかなければならない日本に︑なごりを 九821耳にもおいれにならないで︑ひとりでたん
も︑でるかもしれないそ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私
九1611 とんどすがたをみせなくなってしまいます 九826園
︑なんにも説明しなかったが︑みなさん
九185 車や自動車もかなわないくらいの早さです 九849囹
つるみがかれていないから︑ただのわり
九189 いさいなんに︑あわないともかぎりません 九856囹
もうきみとは遊ばないからな︒﹂たかぎ﹁
九195 って︑身動きもできなくなってしまったの 九909園
九223 ︒それでも運びきれなくて︑九月十九日の 九933 ︒なかなかみつからない︒そのうちに︑セ
九235 いたでがなおっていないころでした︒しか 九941 つくが︑わざと知らないふりをしている︒
九954ざとたかぎの顔をみないようにして︑又略
とりのぞいておかないといけないといわ
九3411團
九956をみるが︑返事をしないでさがし物をつづ
九3411國ておかないといけないといわれて︑ほね
か︒﹂やまだ﹁つかなくたって︑いいよ︒
九986園
九梱4園 いや︑ぼくがいけなかったのさ︒﹂やま
九撹4二 ンをつけてもらわない︒﹂やまだ﹁けんか
九梱9 も︑どうも氣にいらなかった︒ところが︑
九櫨5 では︑いい味はたえなかった︒それで︑雑

九378国ろいうな名も知らない雑草がいちめんに
九381團らく︑日があたらないので︑雨の降った
九384国
高くて手のとどかないかれ枝は︑長い竹
九391団てやる方法を知らなかったので︑枝ぶり
九395團られても︑きこえないときがあります︒
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＋3510は︑なかなか生まれなかった︒佐吉は︑一

十358 ︑じっとしていられなくなり︑設計図をひ
十362りあいてにしてくれなくなり︑まずしさは
十381園
りだすことはできないものだろうか︒﹂
＋3810囹
ゆめも︑実現できないことはあるまい︒
十3911きだして︑受けつけなかった︒また︑核を

るので︑役にたたないことはありません

きも︑ききもらさない︑その耳︒わたし

しきたとはいえない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十一849長いくのか︑いかないのかね︒﹂と︑父

十一836園

十一836園

十一805

十一785

らでなければ飲まないようになりました

た︒たとえわからなかったとしても︑病

十一853囹

ていたかわからないよ︒これ︑チチロ

り︑おまえがこないから︑どんなにが

かの人たちにすまないと思いました︒そ

がじゅうぶんできないので︑金次郎は︑

十一857園ぼくがそばにいないといけないのです

い︒ぼく︑いけないんです︒ここにあ

子四人︑わかれないようにしましょう

ろして︑だれもいないふうをしていまし

をしなくてはならないと書いてありまし

あには︑学問をしなくてはならないと書

十一868園

十一868園

十一858園

十一857園

もういくらもいなくてもいいでしょう

いて︑口もきけなかったのですよ︒た

りわけがわからなくなっていて︑口も

とても思いきれないんです︒ぼく︑あ

にいないといけないのです︒あの人︑

十一一1610 ると︑思いもよらない色になってしまう

いって︑ごまかさなかった弟よ︒大ぜい

りしなければならなかった︒だれかのか

十ニー72園

十二258

十二212囹

んも︑よごれていないほうが氣持がいい
十二261園

﹁ゆだんができないわ︒いま︑民ちゃ

いしつけができなくて︒﹂民ちゃんは︑

めいにけいこしなくちゃだめでしょう
＋一5410
すれることができない︒七一つ一つ

十一536園︒そんなにおさないでください︒﹂と

ときどき︑わからないことばで︑わたし
ているから渡らない︒﹄と︑きっぱり

て渡ってはいけない︒﹂とかたくとめ
十一6111園

くて︑そういえなかったのです︒﹂﹁︿

﹃はい﹄といわなかったのだね︒﹂﹁︿

すれることのできないいちばん大きな日

十二296園

十一6211囹

十二441園 いるのかもしれないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十二313

つばりことわらなかったのか︒﹂とせ

て︑それには答えないで︑ただ︑﹁︿略﹀

十二454園形はものをいわないが︑そのかわり説

だすことのできないほど︑﹃いいえ﹄

十一6610

人は︑身動きもしないで︑苦しそうに息

十二4710園

あけることができないので︑長男にいく 十二408

しいわけのわからないケラーをしつけて

けで物事を考えないところに︑人間の
十一7212園

のベッドをはなれないうちに︑少年は立 十二484園 わがままをいわないからね︒﹂﹁︿略﹀︒

略﹀︒﹂﹁心配しないでいらっしゃい︒

れは人間にできないことでも平氣でや
十一7311

略﹀︒﹂﹁心配しないでおいで︒﹂と︑

十一一5311 人の顔や頭がみえないようにする︒ 3

十二505

だ紙にのりをつけないで︑上から上から
十一755園

てことがわからないんです︒﹂﹁︿略﹀︒

十二482園

︑話すこともできないので︑氣持があら

十一714

親の顔からはなさないで︑こしをおろし

のことともわからないままに︑私は︑﹁

十6511
たりしなければならないので︑ずっと︑ひ

十一715

十一一403

十662 ︑となり村までいかなければなりませんで
十672 の方へは︑顔も向けないようにしていまし
十674からだにさわりもしないのだから︑自分た
十698園か︒それが︑死なないのだから︑﹃ぶす
十705囹どくってありはしない︒ひとつ︑たべて
十709園﹁︿略﹀︒﹂﹁かまわない︑おれはたべてや
十719園わされるかわからない︒﹂おくびょう者

十﹁7510囹

十一6411

十一71囹それでもきこえなければ︑また︑どな

十二343

十一6112囹

十一606囹

十二259

ろの色もかけてないや︒﹂文雄は︑三

動かすことはできなかった︒電車は︑歯

うだめかもしれない︒﹂といいました︒

十二201園︑ついたりつかなかったりだったのに

十一888囹

十一5211園
﹁あんまり乗らないでください︑満員

十一873園

十401しもせず︑死にもしないものでも︑あとで
十406る年も︑うまくいかなかった︒村や町の者
十415まったく考えてもみなかったことである︒
十434幸吉は︑くじけはしなかった︒研究のため
十438 めにもわすれられない眞円眞珠が︑光っ
ゆ
十447園
︒﹁これで成功しなければ︒﹂幸吉は︑
十449 ︑赤しおもよせてこなかった︒海水の温度
十466園
でどうしてもできなかったことが︑二つ
十471園
は
︑
星
にもあたらないでしょう︒﹂ 六
十492園
ハイーイラナイノー門別ナシシ

とうさんに︑負けないように働きます︒

＋4910か︑おそらくわからないでしょうが︑その

十一628囹

たりおされたりしなければならなかった

十6511つかいをやったりしなければならないので

十517園しません︒﹁イラナイノ﹂といって︑い
十519 ︑いぬは︑ふり向かないので︑たべるよう
十555文がすらすらと書けなくなりました︒むり
十629りますか︒能を知らない人でも︑おじいさ
十657にをしてもにくまれない︑おもしろい人物

十一6210囹

んのお役にたたないで︑すみません︒

十十十十十十十十十十十十十十十
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11
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2
はみえない︒みえないが深くて長い︒深

かせる︒根はみえない︒みえないが深く

人形がかたむかないように︑話すとき

63

6

わたることができない︒八雪まろげ

きわけ︑のみこまなければならない︒そ

わかったとはいえないことになる︒話を

そのわけにかなわないことをすれば︑た

にしなくてはならない︒もし︑そのわけ

くかなうようにしなくてはならない︒も

勝たなければならないと思いました︒火

もどうしても勝たなければならないと思

語をすこしも話せないこの二少年が︑遠

十二765園句か︑まだできない︒だが︑みせるも

はその手にはのらないで︑顔にあたった

にも降ってきもしないのに︑﹁︿略﹀︒﹂な

ては︑芭蕉のおきないうちに︑いどから

みがきをかけていないと︑じき︑役にた
︑じき︑役にたたなくなる︒どんなには

なんの役にもたたない︒のこぎりは︑あ

寝によじっておかないと︑なんの役にも

根はちっともみえない︒根のさきは毛よ

根はちっともみえない︒花は美しく︑実

のかわきがとまらなかった︒そのうちに

でも︑かしてくれなくなったという︒

ぱなしにして返さなかった︒そののちは

ことはあとへひかないので︑おとめの数

へでてきてはならない︑もしそれができ

てたやすくは登れないが︑ふしぎなこと
︑もしそれができなかったら︑これから

は︑なんともいえない暖かい感じのする
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9
こまなければならない︒そうでないと︑

自分の誠意も通じない︒自分が話をする
︑氣をつけて話さなければならない︒ご

話さなければならない︒ごく簡軍な﹁あ
こしの力も発きしないからねんぶつであ

うすが相手にみえないから︑ことばつか
づけなくてはならない︒前後の続きぐあ

いっそう氣をつけなくてはならない︒前

は︑なんともいえない美しさです︒まき

うに︑道理にあわないことを信ずるのを
︑まだ知られていないことはたくさんあ

るとは︑考えられない︒このように︑道

けず︑科学の進まないところには︑迷信

ないときはみのらないことを︑知るよう

くみのるが︑つかないときはみのらない

んがめしべにっかないようなくふうと︑

とんど知られていなかったのですが︑こ

をもととして考えなければならない︒そ
考えなければならない︒そうして︑人は
道理によって動かなければならない︒知
動かなければならない︒知識によらず道

鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ
︑水を運んで行かなければならない︒大

見ているかもしれない︒すぐ帰って判る

人にせなかを向けないように︑顔の表情

電話の話らしくしなければなりません︒

字にあらわれていないあいてのことばを

るようすを︑見せなくてはなりません︒

見物人の目につかないだけです︒そうで

ぼくに⁝⁝いらないよ︒せっかくの記

に︑うちはやけなかったから︑本だっ

こと⁝⁝かまわないよ︒ぼくのがある

しら⁝⁝じらさないでいって⁝⁝え︑

らって︑︶いらない︒ごちそうなんて

も來てくださらないじゃないですか︒

る︒だれも出て來ない︒一どとぎれて︑

のふけるのも知らないで︑見とれてしま
︑絵も字もわからないころから︑ただ下

をひきつけてやまない︒夜のふけるのも

ままれてもわからないほどである︒それ

行かなければならない︒大きな水おけを

81064274729645126583211
学園園園園園
の農作物で︑できないものはないまでに

さ以上に生長しないのは︑きっと︑小

によってはたされなかったのであります

年がたってもかれないで︑よくしげりま

上が︑作物のできない土地であります︒

も︑精神的に敗れない殖民こそ︑虞にす

人に教えてはならない︑といいました︒

うしてもかたつかないようなことが︑目

十四84国

十四78国

十四76團

十四76團

十四67團

十三611囹

十三583園

らなければならないことが︑おこった

も一どはおこらなければならないこと

んのことを考えないではいられません

十三6010園

十三586圓

たというにすぎないのです︒私たちは

十四53 返らせないではいない強い眞実の力が︑

十四53

命にはしたがわなければなりません︒

さがよくわからないけれど︒﹂﹁︿略﹀︒

に︑旅行して來なくちゃだめですね︒

りがうまくいかないから︑また困る︒

思わずふり返らせないではいない強い眞

うまいかもしれないが︑深みやしんけ

りしなければならないので︑なかなかい

十三5712園が︑色がわからない︒赤いところが黒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
やしをいれたりしなければならないので

つとしていて動かないという︑いわゆる

なしているかしれない︒知識を廣め︑学
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︒私の花がさかなかったら︑実はつき

へ帰ることもできなかった︒まだ一銭も

はこも責ってはいなかった︒思いきって

こしも費ってはいなかった︒一はこも責

の足だか︑わからないくらいだった︒寒

か︑つい見いだせなかった︒もう一つの

もしろく編集できないだろうか︒同じ題

るいものとは思わないが︑いますこしふ

知っているのといないのでは︑たいへん

かもとか︑わからないことでした︒その

に割ることができなかったのに︑うらの

りよくわかっていないようです︒しかし

の湯を︑ふたをしないでおいたばあいに

て︑しまいに見えなくなってしまいます

けんび鏡でも見えないほどの︑たいへん
︑人の動きまわらないときだと︑ことに

は︑たやすくできないということが︑学

かったかもしれない︒﹂つるも︑うな

︑大きくもならなかったかもしれない

ちは︑はえもしなければ︑大きくもな

せわをしてくれなかったら︑私たちは

︑あの人間がいなかったら︑また︑そ

実は一つもつかなかったのですよ︒だ

かだちしてあげなかったら︑実は一つ

おわすれになれないでしょう︒﹂する

︑土にはえていないかぼちゃなんて見

のことしか考えないようですが︑もし

なたがたがかれないようにしてあげた

私が運んであげなかったら︑りっぱな

のことはわからないでしょう︒そこは

487541226610631194125333321121284815115
園園園園畳字愚弟禁園園野津囹
銭ももうけてはいないので︑父親が︑き
︑雪のことも考えなかった︒美しく火の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五四四四四四四
55 54 49 49 49 49 48 44 36 34 34 34 31 28 2了 26 26 26 26 26 25 25 24 102 102 100 9了 96 96

子は︑またそうしないではいられなくな

十五567園ートしかちがわなかった︒そんなわけ

十五559園みがまだ生まれないころの日本の話を
十五563園量が行われていなかったので︑富士山

思うようにつかえないことについてくわ

のは︑ほとんどいなかった︒ただわずか
︑私が一言も発しないうちに先手をうっ

このしごとはやめなかった︒やがて︑思

費らなければならなかった︒それでも︑

の方法が他にもれないように︑保護され
︑家の道具を費らなければならなかった

ず︑返事ともつかない答えかたをした︒

表わすことができない︒そこでたとえば

をしなければならない︒これは︑記おく

の表わしかたをしなければならない︒こ

それをその場にいない人や︑遠くにいる

したが︑まだこりないでやって富ました

をおろすかおろさないうちに︑鳥のせ甘

のようにしか見えなくなってしまいまし

おりなければならないと︑少年は思いま

安全な場所へおりなければならないと︑

まわなければならない︒それに︑もしま

面へおりてしまわなければならない︒そ

せからふり落されないものでもない︒ 一

の重さにたえられなくなって︑羽ばたき

からだが下へ落ちないように︑その上帯

えているかを知らないのだ︒ もくろく
︒いまそれをとめなければ︑もうその女

なまぼろしを知らないのだ︒人々は︑そ

おばあさんが見えなくなっては困ると思

べしかのこっていなかった︒女の子は︑

しないではいられなくなって︑もう一本

498211410676541112985541136865966

十四84国 みょうにも負けなければなりません︒

十四87團 れることのできないことがあるとした
十四811團 れることのできないのは︑わかりきっ

十四94團うお考えにならなければいけません︒
十四96團なしい思いをしなければなりません︒
十四98團 ても考えのたりないことです︒私は︑
十四910團 けることのできなかったことに対して
十四104団 おがゆれたりしないとか︑光をずっと
十四149爾国國 はなれてはいないのだ︑もうすこし

十四163團︒私がそばにいないことなど︑すつか
十四195 中さんが答えられないでいると︑高山く
十四298 親しみをもっていなかったようです︒で
十四2910 花を見ようとはしなかったのだろうとい

十四304 身近なものしか見ないで︑遠いもの︑大
十四305 くばることがたりなかったのは︑ざんね
十四336 一部分にしかすぎないのです︒このぎん
十四341 のぎんが系に負けないほど大きな星の世
十四357 うちゅうにも負けないくらい廣大で︑す
十四363 です︒教えを説かない教えです︒むかし
十四3612 人は︑星はつかまなかったのですが︑そ

十四376 間がだいいちにしなければならないこと
十四377 にしなければならないことは︑なんであ
十四426圃 あらそいがたえなかろうが︑心に太陽
十四435圏 よし心配がたえなくとも︑くちびるに
十四453 のゆくえがわからなくなりました︒アイ
十四458 声も︑いっか聞えなくなりました︒すべ
十四461 調子もみだれていなければ︑ふるえても
十四464 ︑ちっともちがわないような歌いかたで
十四483 分もどうせ助からないものなら︑こうい
十四4812 たちが力をおとさないように︑寒さに氣
十四491 たから手をはなさないように︑こうして
十四509 ︑名まえはわからなくても︑あの美しい

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
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十五755一ああ︑忘れもしない︑満面べにをさし
十五782ためらってはならない︒はじめ︑きみた
十五784にわかってもらえないかもしれない︒け

十五727としたが︑声が出なかった︒しずかに頭
十五747與えられねばならないという理由はすご

かなくては見えないようにおなりにな
＋五7012園

赤インキで書かなくては見えないよう
＋五7012園

＋五6912じさんの声は聞えないのだ︒暗い心にな

十五617たであるかを知らなかった私は︑札幌の
十五631園よ︒なんとかしなければ︑おみこしは
十五645メートルとは行かないうちに︑私は︑道
十五646 っ立ったまま動かなくなった︒﹁︿略﹀︒﹂
十五665 のぶことをわすれなかった満ぼうの心か

せなければならないものがたくさんあ
＋五5910園

ら︑きみに見せなけれぽならないもの
＋五5910園

十五9910囹子をだれも知らないなんて︑そんなごナイト

十五999園み︑ぼくを知らないの︒ここにいる子

十五983園

十五976園

十五966覧れが見つけられないのだよ︒﹂チルチ

十五929園

十五914園

十五9011園

十五902圓

十五899園

十五891園

十五883囹

十五883園

というのに聞えないのかい︒それから

つもしごとをしないことです︒わたし

り上等とは思わないからです︒だが︑

とのまも行かれないのです︒ぼくたち

いしてはいられない︒なにしろ︑おび

のことは︑きかないほうがよろしい︒

十五8811園

けることはできないよ︒子どもの幸福

だ︑お話はできないのだよ︒﹂チルチ

︑﹃なんにもしないという幸福﹄と︑

ように目が見えない︒このかたがたは

十五榴1 がたとしたしくしなかったのだろうと︑

十五捌9れはなんともいえない︑せつない氣持で

十五梱4すこしも書けていないことに氣がついた

十五柵3園
十五柵9園
十五佃1園
十五佃5園
十五佃9園

十五価2園 見なければならないか︑それを︑はつ

＋五泉−o囹

十五麗6園

に︑しごとをしないの︒﹂母の愛﹁いい

︑なんにも見えないのだからね︒母親

い鳥を持っていないことは︑わかって

十五柵8囹

の女の人を知らないのですか︒まあ︑

ちっとも出て來ないのは︒﹂幸福﹁あれ

十五餅9囹美しいものがいなくなってしまうわけ

十五塒11園

十五悩10

わなければならないのは︑﹃正義であ

まず第一にいわなければならないのは

なのが︑聞きとれないさけび声をたてて

ふり向いてくれないからです︒これは

十五櫃4囹︑なんにも聞えないんだなあ︒まず第

十五価11園

ももののわからない幸福﹄をさがして

の︒思いもかけなかったよ︒私︑きょ

十五描12園

十五繊11園

のものは︑見えないのです︒﹂正義で

ることを︑知らないのだろう︒︵ほか

上のものは見えないのです︒﹂美しい

ものは︑見られないのです︒﹂物のわ
︒ときはまだ來ないのです︒でも︑い

つがるかいぎょう

﹇内地﹈︵名︶1 内地

それで︑内野の人はいっしんになったので︑

﹇内野﹈︵名︶1 内野

︵名︶一

ナイヤガラのたき

とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり

夜になると︑また︑なわをなったりわら

﹇絢﹈︵五︶1 なう ︽ーッ︾

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

﹇苗﹈︵名︶13 なえεいもなえ

じを作ったりしました︒

八964

なえ

十一258

な・う

にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑

十五532

ナイヤガラのたき

かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七494

ないや

クとをせなかに立てたまま︑

十四974そのやいた鳥は︑肉を切るナイフとホー

セル︑ ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

十四209クレヨン︑ペン︑ナイフ︑ゴム︑ランド

ナイフ﹇▽フィッシュナイフ

δアラビアンナイト

は︑ ぼくの二年生のときだった︒

十一472ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたの

ルがまんができなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂ ないち

十五梱3囹

と︑それが見えないが︑ここでは︑な

うに︑ぼく知らない︒会ったおぼえが ナイフ ︵名︶ 2

十五827もほんとうと思えないほど︑ふとってい
十五835園りあてにはならないけれど︑青い鳥だ
十五837囹まよいこんでいないともかぎらない︒
十五838囹ないともかぎらない︒だからまだ︑ダ
十五838園まわしてはいけないよ︒ほんの形だけ
十五862囹を受けてはいけない︒なにも受けては
十五863囹も受けてはいけないよ︒でないと︑か
十五865囹なおかしもいけないの︒﹂光﹁みんな︑
十五867圏のは︑自分のしなければならないつと

十五鵬12囹

金持だとは知らなかった︒いつもそれ

︑なんにも知らないのですね︒ぼくは

十五867囹しなければならないつとめのためには
十五869囹がなければならないものだよ︒ていね

十五柵9囹

︑人間には見えないのさ︒人間という

十五梱5園

十五879囹どのかわいていないときに物を飲む幸

十五麗1園

十五989園

なかまにはいらないで︑せなかをむけ 十五衡2囹 うように私を見なければならないか︑

十五784らえないかもしれない︒けれども︑きみ

十五9911園

十五986

十五7811ぶりをしてはならない︒すなおなれ︒一

＋五8710園と︑﹃腹のへらないときに物をたべる

十五麗5園

︑なんにも見えないし︑なんにも聞え

十五881園 ﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

十五麗3園

十五882囹なんにもわからないという幸福﹄は︑
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て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

九935

なおこちゃん

それを舞台のおくになげすてて︑なお︑あ
新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で
職いによって失われたシュレスウィヒと

外來語辞典というものもあるから︑そ
あのぎんが系に負けないほど大きな星の
こうしてなお語り続けようとする博士を

ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ
︹人名︺1

なお子ちゃん

うを守っていてくださったのだ︒

十五763

さえぎって︑

十五5812

世界が︑なおいくつかあるのです︒

十四341

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十四285園

まりあることになりました︒

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑なおあ

十三259

はないので︑なおあたりをさがしている︒

九939

八972 もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました︒ ちこちさがしつづけながらさる︒
八978 なえが朝風にゆられるようになりました︒

八979 黄みどりの新しいなえが︑だんだん育って
いきます︒

した︒

八992 なわしろからとったなえをみんなでわけま
八柵2 どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが
でてきました︒

八柵2 どのなえからも︑すこしずつ新しいなえが
でてきました︒

八柵5 1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑
5㎝ぐらいになりました︒
八欄6 どのなえも生き生きとしています︒
ていきます︒

八棚4 みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ

に︑三たばずつあげました︒

八棚6 3本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら 十5810 おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん
いにふえました︒

︵副︶10なお

なえはこび

天人のはごろもなら︑なおさらお返し

︽ーシ・ース︾尋お

地球などになると︑なおさら︑ごくごく

なおす

5たてなおし・やりなおし
﹇直﹈︵五︶12

をなおすことができるかと︑相談をはじめました︒

八454 より集まって︑どうしたら王さまのこ病氣

八456 そこへ︑王さまの病氣をなおすというもの

がでてきました︒

八472 王子も︑なんとかして父の病氣をなおした
十一763

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

病人のふとんをなおしたり︑

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

十一883

これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑日

十二398

日本のことばになおしてローマ字で意い

文をなおすことはつまり心を練ることに

本語になおしたものです︒

十一﹇939
なる︒

てあります︒

十二㎜10

十二備2 この本を日本語になおすのには︑どれほ

こんなに大きなきずができていますが︑

ど苦心したかわかりません︒

十四5612園

なおも

あれがないと︑町長さんのかいちゅう時

﹇直﹈︵下一︶1 なおせる ︽ーセ︾

私は︑いっしょうけんめいそれをなおして︑

六92囹

なお・せる

﹇猶﹈︵副︶1

計がなおせない︒

なおも

﹇直﹈︵五︶6 なおる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

呂なかなおり・なかなおりする

らいいました︒

十734 太郎かじゃは︑なおも︑おいおいなきなが

なお・る

なおり

やっぱりおみみなおらないのね︒

きもちのわるいときでも︑はらのたつ

ときでも︑このかぐやひめのかおをみると︑

三塁4

一578前群

ール︾■おきなおる・おなおる・たちなおる

す・とりなおす・ぬりなおす・やりなおす・よみな
心がくもっていると︑いくらなおしても︑
わたしの病氣をなおしてくれたものには︑
國の半分をわけてやる︒

八4410

文章のくもりはとれません︒

七4710

おす

もいなおす・かきなおす・つくりなおす・でなお

なお・す

なおし

小さなものです︒

十四3411

はできません︒

四捌1園

九355国 そうして︑近所からわけてもらったさつ なおさら ﹇尚更﹈︵副︶2 なおさら
まいものなえを︑手わけして植えていきました︒
十一293 金次郎は︑︿略﹀いねのなえをひろって︑
なえ費り

﹇誹言﹈︵名︶1

春はな
︑え責りがやって來る︒

﹇苗売﹈︵名︶1

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみました︒
なえうり
十三323
なえはこび

﹇猶﹈

五427團
私は︑なえはこびをしています︒
なお

心配ですよ︒

五177囹わたしのはこんな小さな字だから︑ なお
六707園 お話もしたら︑なおおもしろいわねえ︒

く そ の と お り で す ︒﹂

七769 ふたりは︑なおびっくりして︑甲﹁まった

すぐなおりました︒
六122園 時計はなおりましたか︒
六123園 なおりました︒

三衙4 んになると︑光の中にきれいなおひめ
ｧ2 しめきったくらの中で︑しっかりとか
四171 そうだ︒バケツの中に月がうつって
四205團 が三びき︑わの中にはいり︑ねこが
四216團 みたちは︑わの中できょろきょろし
四221團

四219国

ちに︑ぴょいと中にはいりました︒

まだそのいたでがなおっていないころでした︒

九235 オーストリアは第一次世界大戦のあとで︑
十一241園 二三日したらなおると思うけれど︒

とき︑またわの中ににげこみました︒

ねらって︑わの中へもぐりこもうと

なか ﹇中﹈︵名︶π なか 中5あめのなか・おな

四541

四225團

かまは︑この林の中におりました︒一

か・きしゃのなか・せなか・ひなか・まんなか・よ

ま

なか・よのなか

なか一そと

︒﹂ほたる︒うちのなかではなした︒で

iおへや

五1010園さきのきかん車の中でさ︒﹂ビューッ︑

四657 のきれいな雲の中に︑みえなくなつ
四皿4 うみべとうみの中うらしまが︑海べ
五1610

よくの大きなはこの中にはいりました︒そ

した︒しかし︑その中に三人だけ︑たいへ

は︑また︑かばんの中にいれられました︒

きました︒ふくろの中からだされて︑ほっ

んな話で︑かばんの中はにぎやかです︒ま

︒せんせいの目のなかに︑わたしがい

︒せんせいの目のなか︑ひろいな︒

届

きました︒へやのなかでは︑しろいき
︒かばんをあけてなかをみせますと︑﹁
五1910

五198

五171

るおはなばたけのなかにありました︒

五218

ねじ

くらいはこの中にしまいこまれてい

五975とんできます︒その中には︑ひわのむれも

五798 v﹁︿略﹀︒﹂﹁川の中の石が︑のびたりち
五802
v﹁︿略﹀︒﹂﹁川の中の石と石とが︑おど
ますよ︒ごはんの中にたけのこのはいつ
五927園
五966ひなはもう︑かごの中をとびまわっていま

七374人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

七365ますようにと︑心の中でいのっていました

七243兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒は
七244囹うして︑葉を砂の中に立てるの︒﹂兄﹁か
七343 中︵﹈︶汽車の中は︑人でいっぱいで
︒﹁もうすこし︑中へはいれませんか︒
七344園
︒﹁もうすこし︑中へいれてくださいま
七361園

そうして︑かごの中にいれて︑おばあ

おりて︑その光の中をあるいていって
︑そのあまだれの中に︑小さなにじが

した︒青々とした中に︑ふんわりした︑

五997氣になって︑かごの中をとびまわっていま
五脳1 ざいが︑くらい木の中からきたので︑ひわ

七409中の人たちに︑心の中でお礼をいいました

︑﹁どうかして︑中へいれてやれません
七369園

五佃4 た︒﹁︿略﹀︒﹂かごの中のひわは︑なかまを

︒ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に
七2311園

しげった草むらの中に︑かくれているの
七197園
七222んで︑庭のはたけの中を歩く︒兄﹁すずめ

七78園なったら︑学校の中を︑ちょっとひとま

だりしながら︑光の中をおよいでいたが︑

だしました︒ささの中︑やぶの中をとんで
︒ささの中︑やぶの中をとんでいきます︒

んとことトンネルの中を走っていきました

ぎさんは︑まつ林の中で︑まつかさで︑ま

モという一ぎょうの中にはいっている︒こ

ノという一ぎょうの中にはいっている音ば

iという五十音の中で︑ナニヌネノとい

︒弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁

て︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑する

がるたやことわざの中にも︑このことのあ
︒きゅうりがくつの中にはいりました︒﹁︿

って︑また︑ひげの中におちる︒15かか

半分はありのいえの中︑しもて半分はそと

﹂というまに︑川の中におちてしまいまし

ら︑ガラス戸だなの中につりさげた︒一日

もとのふたガラスの中へいれた︒そうして

小さなふたガラスの中で︑そばには小さな

888532111105261811292

のみました︒その中には︑みやさまがた

はじめは︑電車の中は︑まるでにらめっ
五254園
五334います︒この荷物の中に︑おり物や︑お茶
五376たちをかえ︑石炭の中にたくわえられてい
五385やるのです︒手紙の中に︑こんなことが書
五409團のちぢうしです︒なかに︑子うしが三と
五585囹︑青い︑青い水の中にういているようだ
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一657︑
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S園 うりが︑くつの中にはいりました︒﹃

二387 り︶ところ山の中たろうとおとうさ

＿Lr

と音をさせて︑海の中へおよいでいってし
五7611

13513512了1211121111111101016261342613111144
5

5

一一

さんのとる竹の中には︑たびたびこ

二474んところへやの中一のばめんい
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三95圏 ︒ あまちゃの中からひょっこりと︑

一L

ノ、
ノ、

一L■

一』

ノ、
一L・

ノ、
一L■

ノ、
一竃一

ノ、
一」

！、
醜し6

ノ、
一L．

！、
＿L．

！、
＿L．

！、
一Lr

ノ、
一Lr

ノ、
一L圃

V。

33

41

42

42

45

46

59

2

〉。

一一

三137 ひとことを心の中にしまいました︒
三152をもって︑でしの中にまじっていまし
さぎが︑はこの中でねそべっていま
三375園
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を渡り︑お金がその中にたまった︒私のま
︒ところ さばくの中︒甲乙ふたりが︑あ

九683園 いでしょう︒この中で︑いちばんばかで

九692崩しわたしだ︒この中で︑いちばんばかで

九7310 ぐりのますを馬車の中にいれました︒ヒュ

あまり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒たち

れはてて︑こおりの中にとじこめられたま

わないように︑水の中をおよぎまわらなけ

九862 う物は︑みなかごの中にいれておきました

九8411園

九823 ると︑先生のかごの中には︑いつのまにか

九795囹 のは︑むかし海の中にいたいろいろな貝

九781一 ステッキを深く土の中へお立てになりまし

まち︑牛乳がへやの中に流れたので︑おか

九柵1 ︑ちょうど小まつの中へとびこんだところ

十島8

八749ねじ曲げてつばさの中にいれた︒ところが
八777けたので︑そこから中へはいっていった︒
八778 へはいっていった︒中には︑おばあさんが
八815園
ね︒それに︑水の中へもぐってそこへい

のいれてあるたるの中へとびおり︑こんど

は︑ぬまの草むらの中で横になっていた︒

十49 きが︑かすんだ空の中にとけこんでいる︒

九備5図画 かるさ日のてる中に

九柵2図國 ひそかに枝葉の中をみあぐる

ていった︒まつ林の中を通っていくとき︑

んのひろった物の中に︑いのししやしか

あひるの子は︑雪の中の草むらへはいりこ

うちに︑大きな庭の中にきていた︒そこに

では︑すべての鳥の中で︑いちばん美しい

ないので︑つばさの中に頭をかくした︒ほ

まくりっぱなものの中に︑しみじみと幸福

十312

あった︒眞珠母子の中に︑砂のような小さ

す︒いつも︑全体の中の部分︑部分があっ

いるために︑うちの中が明かるくなるよう

十88 ︒そういう子どもの中には︑道でおとうさ

十61 つとあわただしさの中に︑それを失ってい

十393園 ︒﹁もし︑母貝の中に︑核をさしいれる

十324

十397

が︑よその家の門の中へ︑はいっていこう

十387
話﹂をきいた︒その中で︑たいこのたたき

十4111

にっかまって︑水の中をのぞきました︒き

6㎝のもみを︑水の中にひたしました︒う

た︒それから︑水の中にドブンととびこん

十529

き︑うめが︑母子の中をしらべているうち

てみた︒うまく貝の中に核がのこり︑眞珠
とがあります︒この中には︑金つばめもい

十541

﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なものです︒

ますが︑能は︑その中でも︑もっとも日本

ことばですが︑この中には︑妹のすがたが
十651

十643

十5411
ゆく

朝つゆの中に自韓車のりいれぬ

ふもとにある森の中の小さな農家ですが

やりみえるかやの中上ばきを自分でつ

せん︒しかし︑その中には︑ことし生まれ

九616

ら︑あっちの山の中だ︒おかしいな︒ま

十一529

たてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一541 このごろ︑電車の中に︑つぎのようなひ

︒そこへ四方の草の中から︑どんぐりども 十一543圏 さがず乗ったら中へ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

んでみますと︑草の中にあっちにもこっち

の子は︑このあしの中で︑横になって休み

九6211

九527園

九365團れになって︑村の中を通り︑田んぼに落 十一222 ︒たくさんの人の中には︑わらじの切れ
九3610団れたように雑草の中にありました︒手に 十一277 みせてくれます︒中には︑正月だという

九3211團︑さかさまに湖の中にうつって︑がくに 十一164 にかがやくものの中で︑いちばん清らか

九326団

す︒つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早く

つにわってみたら︑中に︑青いものがまる

ちろちろと岩つ

着ぶく

﹂そういって︑水の中にとびこみ︑はくち

2274553355149624976117

ろを持って︑かごの中へいれたら︑キュー

くらんでいて︑その中に︑わたのようなふ

子うさぎは︑わらの中の毛の中で︑元氣に

は︑わらの中の毛の中で︑元氣に動いてい

ら︑子うさぎは巣の中でねていて︑親うさ

すえた小さなかごの中から︑一わずつつか

うのは︑同じ日本の中でも︑土地土地でほ

私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

するのです︒うちの中にいるかぎり︑こわ

ろをさがして︑地の中にかくれてしまいま

しまいました︒地の中はどこもまっくらで

その口のさきを根の中につきさして︑木の

ぶになります︒土の中は︑たとえ一ニセン

つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

きました︒すると︑中から︑みずみずしい

らせていくと︑林の中にごてんがあって︑

車が走ってきます︒中には天帝が乗ってお

にごてんがあって︑中から︑はたをおる音

は︑そっとこてんの中へおはいりになりま

王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物をかぞえて

かったときでした︒中から人の声がきこえ
︑つかつかと小屋の中へはいっていさまし

いっていきました︒中には︑うすぐらいひ
︑足もとの森や林の中に︑みえがくれにお

いった︒さっと水の中へとびこんだ︒﹁︿略

きな森があり︑森の中には深いみずうみが

團訂せす、た話つ6でな。一うはあのまあれわ

わのがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒﹁︿

しょう︒たまごの中にあんまり長くいた

九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八
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さぎのふんを︑水の中へいれてみたらうき

119910649781544541137762439322811082
園

みまわしました︒中には︑死人のように

くり返しながら︑中へはいりました︒屈

できますと︑その中にはベッドが二列に

て︑三人は︑川の中ヘドブンと落ちこん

十四5一

十四48

十四46
イリップの作品の中には︑たしかに︑私

しあわせなものの中に︑かえって︑人間

イリップの作品の中にみなぎっている大

十四皿7

十四㎜6

︑神さまの樂園の中で︑元日をむかえて

︑急いで︑たばの中にあったマッチをみ

十四9911

十三573園くさんかいた︒中でも︑ラファエルは 十四9910 を︑そばのたばの中からひきだした︒そ

53

うになった︒その中にわるい人がいて︑

くれが︑有明海の中にある湯島であると

発見される︒その中には︑世界に共通な

なか指を︑そでの中︑いたのうしろがわ

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

いませんが︑その中には︑﹁父﹂﹁母﹂﹁

で︑﹁水﹂がその中にはいっているもの

のかたの両うでの中に強くだきあげられ

々とした木の葉の中から大きくのぞいて
︑すばやくあなの中へかくれてしまった

十四488

十四4710

十四4610

十四4511

十四364

十四322

十四315

十四2710

十四205

って︑自分が水の中にひたっていること

わるいしずけさの中から︑とつぜん︑ま

たちは︑星の光の中からふかい思想を読

すすめましたが︑中には︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十四282囹

きけんのせまった中で︑なんというおち

は︑とても世界の中にはたっていけませ

いわかる︒その中で︑かたかなで囲い

からきたことばの中で︑西洋からきたこ

十五339 山までも︑朝日の中のこの勇ましい少年

十五3210

十五3112

十五278 朝の冷たい空氣の中を︑アルプスの深い

十五2110

ちりました︒その中で︑女の子を後にか

十五278 ルプスの深い谷の中を︑大わしは︑少年

十五2410

︑下の方へ︑谷の中へ落ちて行きました

谷間へ︑氷と雪の中へ︑まっさかさまに

つけては深い谷の中へなげこんで︑それ

十五212 でした︒跨ぎりの中から︑白い雲のわき

十五195 っています︒その中で︑一だんと高くそ

53
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33
35

十五479

が︑そのお庭焼の中でも︑﹁色なべしま﹂

十四622

て見ると︑湯げの中に︑にじのような︑

が一つあります︒中には︑熱い湯がいっ

十四562轟くださった地の中の水や養分でも︑葉

十四5410園

の中に︑﹃美しいものを
＋五研−o囹 大きな喜び﹄

十五992高いのが︑暫間の中にかけこんで來て︑

十五922つけて︑えん会の中にひきずりこんでし

礼ですが︑この中のおもなものをこし
十五874園

十五739かにさけて︑家の中はがらんとしていた

して︑つかつかと中にすすんだホランド
十五7211

ばんだい

まかに︑この文の中にたたみこまれてい

十四637

す︒これは︑湯の中にうかんでいる小さ

じ

文であるが︑その中にたたみこまれてい

十四717

たがって︑湯の︑中までも熱いところと

ふ

たずねた外人の中で︑富士山や磐梯山
十四548雲根の私が︑土の中から吸いとって︑送 ＋五5512囹

ているのは︑その中のひとりでした︒ま

た︒そのひとみの中には︑﹁︿略﹀︒﹂とい

赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒﹁︿略

十四819図

十四725

どういん

﹁くりひろい﹂の中に︑さまざまな氣持

がつたことを心の中に思いうかべる︒い

落ちる︒親しきなかにも礼儀あり︒し

等院という建物の中にある名高いほうお

十五麗11園 の愛は︑喜びの中でも︑いちばん美し

十四836

十五稲2囹 なみだは︑目の中の星になってしまう

十五鵬1囹 遠い金色の雲の中に︑つま先で立って
十五穐3囹 たあの戸だなの中にはいっているの︒

にかけての藝術の中で︑とくにすぐれた

十四8511

ようす︑深い雪の中で生活している人々

ます︒黒うるしの中に︑銀や貝が光をは

︵名︶14なか

︒それとも︑心の中で考えごとをしてい

﹇仲﹈

ではない︒野原の中で︑一本の草花を見
ろぼろの前だれの中には︑もっとたくさ

十四886

ていた︒そのろの中には︑美しい火がも なか

十四862
十四9312

すぐわかる︒その中で︑いちばんさわが

十四9510

く輪になったその中で︑さるがさまざま

聞くのは︑ゆめの中の声のように思われ

︑その女の子は︑中のへやをすっかり見

﹇296手と なかのいいことば︒
十四9610

110

が︑回しい景色の中でわらう︒メアリと

30

消える︒そよ風の中にひっそりと︑客を

31

十五溜3囹 かあさんの目の中には︑星がいっぱい
十五稲8囹 が白いな︒その中から光が流れだすよ

に降ってくる雪の中から︑一ひらの雪を

かたには︑土の中のことはわからない

だろう︒ふろ場の中で湯をかきまわして

38

十四239囹あげたことばの中でも︑クレヨン︑ズ 十五2012 ロッパの高い山の中の生活は︑見るもの

56
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91

91

90

8了

ありあけ

62

としたしずかさの中に︑芭蕉は心をすま

っていることばの中で︑外國からはいつ

十五73囲 みんてききりの中立のひびきのかじ屋
十四61 つたつぎの手紙の中にもよくうかがわれ
十四131團ーヒー入れは︑中に小さなめもりのよ 十五92圏 ら手をつないだ中を日ぐれのうまが通

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

60

は︑父親のうでの中にたおれましたが︑

6了
68

6了
82
91

ドの上のコップの中から取ってきました
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ながい一ながい

一303 足となかのいいことば︒
一4810 よにんが むきあって︑なかよく
こしを
かけました︒

一607園 まきげちゃんも︑おともだちとなかの
いい︑やさしいこになりました︒
なかよくあそびましょう︒

四815圃 星のきれいなこのよるを︑みんなで
五256園 それからは︑みんなにこにこして︑友だ
ちのようになかよくなってきました︒

五446圃 世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん
であそぼうよ︒

五455圃 みんななかよくさきそろい世界の花ぞ
のかざろうよ︒

五461圃 みんななかよくきらきらと︑しずかな空
で光ろうよ︒

七996母うさぎと7ひきの訪うさぎは︑頭をそろ
えて︑ なかよくにんじんをたべていました︒

九894園 あんなになかのいいふたりが︒

十315学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

九佃3 ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒
けあっていきたいと思います︒

﹇長﹈

︵ 形︶

65

ながい

長︽
い ーイ・ー

十五923かれらはみんなとなかよくテーブルにつ
いて︑

なが・い

一459

カッ・ーク︾5おもなが・きなが・ほそながい

二591園

つくえも︑こしかけも︑長いあいだは

たらいてきました︒

長いあいだかかって︑やっと切りたお

すことができました︒

三263

かびかしたものがあります︒

三311園 長くまっすぐになっています︒
三707ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ

あまり長くなりますので︑もう︑おい

四網6園長いあいだ︑ほんとうにおせわにな
りました︒

四餌9囹

それから︑みんなの手でそだてられ︑

とましょうと思います︒

四槻3園

長い長いでんせんをつたわって︑ここまでた
びをしてきたのです︒
一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい

四槻3囹長い長いでんせんをつたわって︑
五213

おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

乗せて︑終点につきました︒

五326

おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

やってきます︒

五326

このような木が︑たおれて土にうずまり︑

やってきます︒

五373

あんまり長くみていないで︑さあ︑おか

長いあいだかかって石炭になったのです︒

五581囹
わり︒

日のかんかんてるところで長くあそばない

二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く

六伽6

六撹5

あなはずんずん長くなっていきました︒

長い物がぼんやりみえる︒

のばしたりちぢめたりすることができる︒

六齪1

みみを 六344 雲のひげがあおられて長くのびる︒

ことなどを︑話しあいました︒

おんなの人たちが︑ながいみみをふり 五827

ふり︑もちものをしらべています︒

一4610 おじいさんが︑やっぱりながい

一501 みんなながいみみのある︑あかい目の

ふりふり︑わたくしたちをよびました︒
うさぎさんでした︒

二454園長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒

六衙10

長い森をくぐりました︒

いれていました︒

七946 あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

王さまは︑ご遅霜をなさって長いことお苦

八93 庭の木にとまらせても長くはいません︒
八446

野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと

しみになりましたが︑

八605

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

八6210囹 一つのたまごに長くかかるのですよ︒

んなふうになっただけですよ︒

八699園 たまごの中にあんまり長くいたので︑あ

八842 まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

首をもっていた︒

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

八887 たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い︑

九385国 長い竹ざおのさきにかまをくくりつけて︑
九637

はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一

長いしゅすの服を着て︑

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九価7

九田8いかにもすべりよさそうなけいしゃが︑長

林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

くつづいている︒

茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ

とうにゆかいであった︒

九欄10
九桝10

くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

とを知って喜んだ︒

くもは︑このおかあさんということばを︑

ちょうちょをとらえました︒

九悩10
九梛8

長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑

長いこと耳にしたことはありませんでした︒

島︒

十2311

ながいす一なかだちする
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十一44 大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ
をひいて通っていくのがみえるし︑

十一48 長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か
ら運んでくるのもみえる︒

十一59園力まかせに︑長いオールをぐいぐいと
こいでみたいな︒

十一511園 その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー
ルをこいだら︑

十一135 ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒

十一671 ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十一739 待っているそのあいだが︑少年にはたい
へん長く思われました︒

十一一232 長いこと外地にいた姉たちがひきあげて
きました︒

おしまいにへびになってしまった︒

十二634 そのうちにからだがだんだん長くのびて︑

もとからの日本語のように思われてきたのだ︒

十二522 いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

なが・し

﹇流﹈︵名︶1 ながし

﹇長﹈︵形︶2

長し

︽ーク・ーシ︾

三369囹大きなながしもあります︒

ながし

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒
十四392園長いゆめがさめた︒
十四5511園私は︑こんなに長いばかりで︑花さん 十二529 古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき
は︑なに一つございません︒

その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い

光のおをひいた︒

十四993

十四815図

ガラス戸の外は月あかし森の上に白

おびに短し︑たすきに長し︒

左手を長くのばして︑

十五125図圃

とくがわ

十五252

徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

雲長くたなびける見ゆ

十五453

てすっかりようすを変えてしまったので︑

ていた﹃正義であることの喜び﹄でございます︒

子うさぎの毛の長さを計りました︒

なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑

﹇流﹈︵五︶7

ながす 流す

︽ーサ・ーシ︾

木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき
六333

だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに

白いひげの雲が風に流されている︒

そのうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑を

﹇長与﹈︵上一︶1 長すぎる ︽ーギ︾

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一283 さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

みんな流されたりしましたので︑

十一1910

してほっています︒

九846

ましたので︑

六156

ながして︑海のとおくにすてにいく︒

五77 下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

がして石を切る︒

三509圃 目もとをすえて石を切る︑あせをな

なが・す

いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

六宙8

十五柵10園私は︑それは長いこと︑あなたを求め ながしかく ﹇長四角﹈︵名︶1 なが四角

長いす

﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあいだ

﹇長椅子﹈︵名︶1

だきあいます︒

十五佃6
ながいす

わたしが行ったとき︑この絵の前には︑

一台の長いすがおいてあったが︑

十三5911園

その年は氣候がわるくて︑九月の中ごろ︑

十六世紀の中ごろに死んだ︑ポーランド
のコペルニクスという人です︒

十三141

きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑

九192

十二644 葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび なかごろ ﹇中頃﹈︵名︶2 中ごろ
えているが︑根はちっともみえない︒
十二668 みえないが深くて長い︒

十二669 深くて長い根の上に︑みごとな草や木が
しげっていく︒

耳の長さも計りました︒

ながす・ぎる

うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2

ちょうどいい長さにひごを切りました︒

七928

六冊6

十二688 まっすぐに長く切るのこぎりは︑早いは ながさ ﹇長﹈︵名︶8 長さ
ばをもっている︒

十三59 長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑

七992

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒
七992

希望の帰ってくるとき︒

十三456 ﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした

1 なかだちする

十四5911園ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ

︽ーシ︾

なかだち・する ﹇仲立﹈ ︵サ変︶

耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6十四171團 夜が長すぎはしませんか︒
その人形などは︑長さにすれば一メー
トル以上のものもあるが︑

十二447囹

㎝でした︒

七993

十三78 人生よ︑長くそこにあれ︒
りして︑電話の話らしくしなければなりません︒

十四228園 それが長い間つかっているうちに︑
すっかりなれてしまって︑

十四277園長いあいだつかっているうちに︑もと

227
ながたまご一なかま

ナガタマゴ

ちしてあげなかっ た ら ︑

一
﹇仲直﹈︵名︶3

なかなおり

十一58図 ナマムギナガゴメ ナガタマゴ

ながたまご
なかなおり

九6310園いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒

なかなおりす

九662園いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒
九674園いいかげんになかなおりをしたらどうだ︒
︽ーシ︾

なかなおり・する ﹇仲直﹈︵サ変︶1
る

なかなか

九醜10囹 なかなおりしたら︑よくなった︒
﹇中中﹈︵副 ︶ 2 3

四298 じぶんでじぶんにきいてみても︑なか

なかなか

なかはっきりした返事をしてくれない︒
五304園 その荷物は小さいわりに︑なかなかおも
かったのですが︑

五3011園 まえからも︑やりたいと思っていました
なかなかよくあつたね︒﹂静い勧物す﹁ほん

が︑なかなかできなかったのです︒
六191園
とうにいい氣持だ︒ ﹂

六M6 あげてみると︑なかなかよくあがりました︒
いきつくものではありません︒

たとはいえない︒

やさしいようだが︑なかなかいいにく

﹇長野県﹈︹地名︺1

ながの縣

九榴7 求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

ながのけん

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

﹇中程﹈︵名︶12

なかほど 中ほど

がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒

ても︑中ほどでは︑いい味はたえなかった︒

九槻5 岸では︑その味がきえてしまうことがあっ

九878

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

九509

五394團中ほどから下は︑雪がありません︒

三584丘のちょうどなかほどにあるのです︒

なかほど

は︑そろそろ日本をさっていき︑

九169

たいへんおそいようですが︑いざりだす なかば ﹇半﹈︵名︶1 なかば

いことばだよ︒

十一598囹
十二274

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり

となかなか早いものです︒

十三319

あたりまえのことだが︑なかなかおもし

ふをいったり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十四255

このぎんが系全体が︑星の世界の全部か

ろいと思った︒

十四3311

ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の現象を

というと︑なかなかそうではありません︒

十四628

観察し︑研究することのすきな人には︑なかなか
おもしろい見ものです︒

﹁つり皮あけずに中ほどへ︒﹂
とロつ

雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

そのとき︑だれか︑その大わしのせの上

絵の中ほどをごらんなさい︒

へ︑がけの中ほどからとびついたものがあります︒

十五2311

十二塒2

中ほどまでもどってきた︒

十二6011

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

十二5611

これがまた︑よく見ていると︑なかなか 十一545圃
おもしろいものです︒

十四6510

その日本の青年はなかなかの人物だっ
﹃不幸﹄に行くのをとめることは︑な

十五5710園
たよ︒

十五鵬5園

それからそれへと長々と話しかけて︑

﹇長長﹈︵副︶1長々

かなかむずかしいのです︒

なかにわ

中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑

えています︒

七42

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

ぼうっとあらわれる︒

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

十三363

一びきのこん虫をながねんかかって調べ

﹇仲間﹈︵名︶35

なかま与がんのなかま・

ここにいるものは︑みんな︑たまを

ひろったなかまですよ︒

一613園

一545園 そうして︑たまがひろえたら︑お月さ
んのくにのなかまにいれてもらえます︒

こうふくなかま

なかま

という人声が聞えてきました︒

十五322 そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤガヤ

十五243 このひつじかいは︑がけの中ほどのあき
﹇中庭﹈︵名︶3中にわ中庭
地に︑草のしげっている場所を見つけて︑
三351園中にわに︑とうもろこしがたくさんは

十一783

七477 それでいいというところまでは︑なかなか︑ ながなが
なかなかわれないのでね︒

九405團木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき

八6210園
落せませんでした︒

九579囹 文章はなかなかうまいようでしたよ︒
九582園 あの字もなかなかうまいか︒

九粥4 くもは︑目がさえてなかなかねむれません︒

九932 なかなかみつからない︒

るのも︑

十四863

十3510 だが︑思うように動くものは︑なかなか生ながねん ﹇長年口︵名︶1 ながねん
まれなかった︒

十一95園 けれども︑ぼくにはなかなか︑よしき

なかまいり一ながめる
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三436園 きみの なかまと ぼくの

なかまと︑
なかまと︑

どっちが多いか︑くらべてみょうではないか︒
三436園 きみの なかまと ぼくの
どっちが多いか︑
三441 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

なかまを大ぜいつれてきました︒

三443聡きみのなかまはずいぶん多いな︒
四532 がんのなかまは︑︿略﹀みずうみのとこ
ろへいこうと話しあいました︒
した︒

りすさん︑

がんの

なかまを

みかけな

四541 がんのなかまは︑この林の中におりま

かったかい︒

四5910園

たまえ︒

その鳴いているなかまのそばへ︑とんで

いってとまりました︒

八249

︑40そこへなかまが集まってきて︑にぎやかな
音樂会のようになりました︒

ノウ﹂−

なかまいり

なかまいり

ものごとを教えてもらえる人たちのなか

﹇仲間入﹈︵名︶2

まいりをしたんだもの︒

八826囹

いたりしますと︑そのなかまいりをして︑

十83 道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで

ほかの人がこれと同じ文を書いたとして

ながむ

︽ームレ︾

しかし︑たたみこまれているなかみはそ

﹇眺﹈︵下二︶1

﹇眺﹈︵下一︶27 ながめる ︽ーメ・ーメ

たろうは︑あせをふきながら︑あたりの

まどからかおをだして空のほうをみ

やぎが︑つまらなそうに︑タやけの空をな

母やおばまで子どものように︑かきの葉

を一まい一まいならべて︑この色がよいとか︑こ

九444国

八653 親あひるは︑じっとその子をながめた︒

をながめた︒

七465 私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと

七337 母は︑ふたりの兄弟をながめている︒

がめている︒

七89

あげて︑降ってくる雪をながめる︒

四931

とかんがえこむようになりました︒

三㎜2 月のきれいなばんになると︑かぐやひ
めは︑空をながめてはためいきをつき︑じつ

三797 みんなは空をながめました︒

けしきをながめます︒

一一40！

ル︾

なが・める

ランプの影のうつりて見えず

十五126図圏ガラス戸の外のつくよをながむれど

なが・む

れぞれちがっても

十二9211

ではなかろう︒

も︑そのなかみは︑おそらく︑太郎や秋子と同じ

十一一926

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか なかみ ﹇中身﹈︵名︶2 なかみ

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

そうして︑新しいなかまをみた︒

らわる口をいわれるばかりでなく︑

八702
八726

八895囹

先生について︑五十人のなかまが︑おくれ

ぶたれたり︑．女の子につきのけられたり︑

九777

みんな自分たちのなかまだなと思って

ないように歩いていきました︒

十二ー811囹

このなかまは︑﹃のどのかわいていな

それから︑あの︑なかまにはいらない

それから︑ぼくは︑まだなかまのうち
それは︑ぼくたちのなかまでいっとう
﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

わるいなかまとっきあっていたものだ

いものがいなくなってしまうわけですからね︒

十五田8園ぼくたちのなかまから︑いちばん美し

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十五研5園

不幸のなかまにはいってしまった︒

十五柳3園

快活なのです︒

十五悩6囹

でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五脳3園

わたしたちのすることを︑みんな見るといい

十五9012園︺わたしたちの生活のなかまにはいって︑

で︑せなかをむけているのはだれです︒

十五8811園

に物をたべる幸福﹄で︑

いときに物を飲む幸福﹄と︑﹃腹のへらないとき

たすけて 十五879園

かまにまよいこんでいないともかぎらない︒

四602園 ふくろうさん︑がんのなかまを みな 十五837囹 青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのな
かったかい︒

四617園 かみさま︑ どうぞ なかまを
ください︒

四625 みると︑なかまのがんが︑へびからぬけ
だそうとして︑もがいているところです︒

四629 そのひまになかまのがんは︑するりと
ぬけだしました︒

四632 かっちゃんは︑なかまの手をとって︑い
そいでとんでかえりました︒
五201 私のなかまは︑一けん一けんにくばられは
じめました︒

五981 ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声
だと思いました︒

五佃4 かごの中のひわは︑なかまをよびました︒

六398園 わたしたちのなかまがわるい虫をとって
そだてたいねを︑こんどは︑あなたがたがまもる
んですもの︒

六八10囹 ぼくも︑かけっこのなかまにいれてくれ
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ちらの色がよいとかいってながめています︒

十5410 そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑
妹は︿略﹀いろいろなものをながめるのです︒

十一43 近くには小高い丘があって︑そこからお
きをながめると︑大きな汽船がけむりをはいて︑
長いかげをひいて通っていくのがみえるし︑

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十一46 川上の方をながめると︑近くの町の工場

十五565園 山のいただきに立った私は︑小手をか
するが
ざして足の下にひろがる駿河湾の海岸線をながめ︑

︽i

あなたがたのお國を親しくおたずねして︑
ながめわたす

人類全体を︑そうして︑うちゅう全体を

﹇眺渡﹈︵五︶1

町や︑家や森や︑山をながめたり︑

十五797
ながめわた・す

十四375

ス︾

ながめわたす大きな目をもってください︒
ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな

︹課名︺2

なかよし

なかよし
よしになってくれたからです︒

﹇仲好小好﹈︵名︶1

なか

か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十一一539

十﹁54 それにあきると︑そのボートをながめて なかゆび ﹇中指﹈︵名︶1 なか指
は︑いろいろな話をしあつて恐しむ︒
なかよし

看護人は︑少年をながめて︑︿略﹀︑ただ︑

﹁︿略﹀︒﹂といった だ け で し た ︒

十一6610

九34八

﹇仲好﹈︵名︶1

なかよし⁝⁝⁝八十七

十一8411 少年は︑また︑病人の方をながめました︒

し

なかよしこよ

十141そういうかわいらしい子どもがいて︑

なかよし

九871八 なかよし

ながめて︑得意になっていた︒

十一一606 長者は︑高どのの上からこのありさまを
十一一612 ところが︑そのあくる朝ながめると︑高
どのは消えてしまってあとかたもなく︑

りのような氣持で︑れんをながめている︒

一53圏

なかよしこよし︑みんないいこ︒

十三351 小さな子どもは︑︿略﹀︑ただ美しいかざ なかよしこよし
十四3511 じいっと大空の星をながめていると︑

二673 ﹁しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑

きょうならったばかりのしょうかを︑大

春をさがす︒

三405

声でうたいながらあるきました︒

三445園ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
ぞえながらとんでいくから︑むこうのりくま

お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ

﹁︿略﹀︒﹂とかぞえながら︑わたってい

でならんでみたまえ︒
三4410
きました︒

おもいかっちゃんをかつぎながら空を

へしずむところでした︒

三749

四521

もうふのようになって︑かっちゃんをさ

とぶのは︑よういなことではありません︒

よいしょ︑よいしょ︒﹂かけ声をかけなが

さえながら︑できるだけ早くとびました︒

四528
四972

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑いってしまい

ら︑みんなでかめをころがします︒
ます︒

四㎜2

どもおじぎをします︒

四㎜8 かめは︑手でなみだをふきながら︑なん

おじいさんは︑わたくしをむしめがねで 四桝5 けしきにみとれながらあるいています
と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

五537

みんな︑ぶつぶつとこごとをいいながら︑

はるおが︑東の空をみながらいいました︒

たしながら︑﹁ありがとうございました︒

五265 はるこさんは︑きっぷを改札の女の人にわ

出口の方へでていきました︒

五216

こちらへまわりました︒

五202 私もその人の手ににぎられながら︑あちら

ぼっていきます︒

めくらが︑ひとりびとりかってなこと 四悩2 天人は︑まいながら︑だんだん天へ の

﹃︿略﹀︒﹄

てしまいました︒
二379園
いきました︒

たろうは︑あせをふきながら︑あたりの
けしきをながめます︒

二401

﹁みんないいこ﹂をうたいながら︑あ
るいていきました︒

二575

とうたいながら︑かえって

をいうので︑ぞうつかいは︑わらいながらいっ

二371囹

のぞいてみながらいいました︒

一474

十四861 一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ ながら ﹇乍﹈︵接助︶醜 ながら■じぶんながら
な角度からながめてみることは︑

十四882 その一すじの道をながめると︑一直線で
はなく︑くねくねとゆがんでいる︒

あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四8910 読む人の心がひかれるのは︑ものごとを

十五194 ベルンの町からながめると︑まつ白に雪
をいただく山々がならび立っています︒
はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

十五473 プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の
十五532 とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり
にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑

ながら一ながら
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がちらちら光っていました︒

五5311 そういいながら西の方をみると︑小さな星

五854 りょうかんさんはこういいながら︑ほうき
五857

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけて

﹁︿略﹀︒﹂とよびながら︑走ってきました︒

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五865

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑しごと台の上を

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒
六89
みて︑

六134 あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い
てくると︑のどがかわきました︒

六295 憾勘論りすていねいにおじぎをしながら︑
﹁︿略﹀︒﹂

六349 かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑
大きくなったり︑小さくなったりする︒

六3510 くるくるまいながらおちていくかかし︒
る書の空︒

六502圃 すんだ青さをもちながら︑ときにはくも

ぼくはこうひとりごとをいいながら︑そと

つをかさねたりべつべつにしたりして︑

六撹4
をのぞいてみた︒

﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒

六㎜10

六備8

いっしょに首をふりながら︑しっかり糸をにぎっ
ています︒

おさるさんは︑きょろきょろしながら︑ま

つかさを受けとりました︒

六槻7

そういいながら︑カチン︑カチンとわって

いると︑

六旧5

かくれているうさぎさんたちは︑おかしい

ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

のをがまんしながら︑︿略﹀うまくにげました︒

六⁝⁝⁝7

六搦9

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたいながらいいました︒

てっぺんにたどりつきました︒
六糊6

七55白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

なんども手をふりながら︑先生にさよう

かたを組んで話しながらでていく子ども︑

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七72園

よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

七76囹

六543

いあつているのをききながら︑ふみおはふしぎで

日記帳をみながら︑兄﹁たまごから小さい
はるお

さなぎをふしぎそうにみながら︑
さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒﹂立ち
おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け

あがりながら︑なにげなく︑しいくびんをみる︒

七308

﹁これ︑死んでいるの︒﹂

七278

虫になるのに︑七日かかっています︒

七255

ならをして走って帰る子ども︒

たまりませんでした︒

のです︒

六685 それは︑むしめがねでよくみながら書いた
六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは
こんなことを考えました︒

﹁手だよ︒﹂といいながら︑この手が動か

ないから︑やはり雪だるまは命がないのかなと思

六766
いました︒

私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中
の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

七408

とって︑つぎの人に渡しました︒

六8911 女の人は木をみあげながら︑おじぎをする︒ 七394

﹁︿略﹀︒﹂と思いながら︑ぼくは︑この二

海の神﹁このつりばりではございませんか︒﹂

六975 ほおりのみことのまえにさしだしながら︑
六996

七749

つ

甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑

また思いだしながら︑旅人﹁それから︑

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

けた荷がありましたね︒﹂

七7711

八109 小さな家で︑小さなかっこうをしていなが

ら︑毎日なにかかわったことをしでかしては︑み

せみの子どもたちは︑︿略﹀トンネルをほ

んなをおどろかせたり感心させたりします︒

八159

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑親あひるは立ち

はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな

りながら︑さぐりさぐりもぐっていきます︒

八324

きました︒

八623

かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

あがった︒

八905

のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

かざして︑いちろうをみながら答えました︒

九535 すると︑りすは︑木の上からひたいに手を

九549 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ

とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒

九581 着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな

をしました︒

九583 いちろうは︑思わずわらいだしながら返事

九602 やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

やまねこは︑︿略V︑ひたいのあせをぬぐい

るな︑と思いながらみていると︑

ながら︑いちろうの手をとりました︒

九698

ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒

九733 やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ

たかぎの服のほこりをはらいながら︑

やまだのせなかをおしながらさる︒

やまだひつばられながら︑﹁︿略﹀︒﹂

九9011

九909

九915
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友だち︑たかぎをかこみながらさる︒

﹁︿略﹀︒﹂

九9111
﹁︿略﹀︒﹂と数えながら︑大またでぴょん

ぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

九923

九929 ﹁一︑二︑三一﹂と数えながら舞台はし
まできてとまる︒

やまだ︑さがし物のよう

すで地面をみながらでてくる︒

九932 しばらく︑間
九935 それを舞台のおくになげすてて︑なお︑あ
ちこちさがしつづけながらさる︒

やり立っている︒

九977 たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん
九観11 やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁でも︑
みてあげよう︒﹂

九型3 ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒
九塒2 リックサックをせおって︑スキーをつけ︑
二本のつえをつきながら︑そこへ集まった︒

九鵬8 みんなだまって︑あえぎながら登っていっ
た︒

九欄6 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
きながら︑小鳥のようにおりてくる︒

九鵬8 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま
じめな顔でやってくるものなどさ．まざまである︒

九槻2 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど
ころでその水でお茶をたてる︒

九伽1 岸にそって上流に向かって歩きながら︑と
きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

九憎3 くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光
る星をみあげていました︒

九伽10 ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑
やぶれたところをつくろいかけました︒

九柵5 くもは︑とんでいくちょうちょをみ送りな

くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいいました︒

九欄10

くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが

とみつめました︒

九備8

﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑おとうさんにわ

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑
十811

十219

村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑

窓に花のはちをおきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

けてくれる少女もありました︒

十368

ふしぎな機械に目をみはりながら︑﹁よくやつ
妹は︑わらいながら︑﹁フッテ﹂と︑ひと

た︒﹂﹁えらいものだ︒﹂といってほめたたえた︒

十5011

パンを︑︿略﹀︑いぬにやりながら︑﹁ハイ﹂

りごとをいいました︒
十513

ふるえ声でいいながら︑いつでもにげだせ

﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返しました︒

十6811

﹁︿略﹀︒﹂といいながら立ちあがり︑

るかっこうで︑こしをうしろにひき︑
十722

太郎かじゃは︑なおも︑おいおいなきなが
らいいました︒

十734

太郎かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌
いながらにげだしました︒

十749

毎晩︑家に帰ってくると︑書まの働きで
つかれきっていながら︑わらをたたいてわらじを

十一2112

そのいき帰りに︑いつもその本を手から

作ることにしました︒

十一271

おめんじょうをいただいて︑ささげ持つ

はなさず︑︿略﹀大声で読みながら歩きました︒

十一458

﹁︿略﹀︒﹂というと︑父はにこにこわら

雨にうたれながら︑電車のくるのを待つ

ようにしながら︑席に着きました︒

十一518
ていた︒

十一592

わきの下に着物の包みをかかえながら︑

いながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒

十一635

少年は︑もしやわるい知らせをききはし

ナポリの大きな病院の門ばんのまえへいって︑

十一656

﹁︿略﹀︒﹂と︑少年は︑ますます不安を

まいかと︑おそろしさにふるえながら︑その名を
いいました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返しなが

おぼえながら答えました︒

十一6511

十一677

勇氣をふるいおこして︑その後からつい

ら︑中へはいりました︒

少年は︑かなしい思いにしずみながら︑

ていきながら︑︿略﹀病人たちをみまわしました︒

十一6710
十一7110

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

やさしい父親のことを︿略﹀思い返していました︒

父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ

かたに手をかげながら答えました︒

十一756

十一793

病人は︑︿略﹀︑うれしそうな色を顔にう

とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑

かべながら︑飲み物やくすりを︑少年の手からで

十一804

少年は希望に力づけられながら︑いきな

なければ飲まないようになりました︒

十一809

少年は︑︿略Vとびあがりました︒のど

り病人のうでをつかんで︑

十一817

ほうたいをしたひとりの男が︑看護婦に

まででかけたさけびを︑じっとおさえながら︒

十一819

病人はしげしげと少年をみつめながら︑

送られながら︑そのへやにはいってきました︒
十一8811

一方の手で花たばを取りながら︑一方の

それを少年に渡しながらいいました︒

ときどきむりにくちびるを動かして︑

十一914

手で目をふきました︒

十一9110

ながら一ながら
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十一923 すみれをベッドの上にちらしながら︑
﹁︿略V︒﹂

十二58 人々は︑なんのためにこんなことをいい
だしたのかと思いながらやってみましたが︑
をうろうろとみまわしながら︑なにかさがしては︑

十一一101 みすぼらしい身なりをした老人が︑道路
それをひろってポケットにいれていました︒
十ニー08 すると︑老人は︑ほおえみながらポケッ
トに手をいれましたが︑

十戯書412 ひとりごとをいいながら文雄が︑そのく
ちた草をとりのけようとすると︑

十二2911 わたしはそういいながら︑︿略﹀民ちゃ
﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

んをだいてやろうとすると︑
十一一3411

とも同じ名であることを私にわからせようとなさ
いました︒

十二359 そうして私は︑くだけた人形のかけらを
足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒

先生も︑﹁︿略﹀︒﹂といのりながら︑ 一生

にもたらした喜びを思い返していたとき

十二392 ベッドに横たわりながら︑この日が自分
十二422
うんぜんだけ

をケラーのためにささげました︒

たぼっこをしながら︑まえの海で顔をあらうのを

十二569 みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑ひな
樂しみにしていた︒

いて來る︒

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩

﹁キリキリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

十三3112
十三334
かん高いひびきをたてる︒

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

るまわしながら︑弄しそうなようす︒

十三3812

また︑手紙を読みながら︑舞台のまん中
三郎手紙を読みながら︑﹁生きて帰って

に出て來る︒

十三431
十三432

來ました一か︒
みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ
小さな絵だが︑じつによくかけている︒﹂

つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三493
十三576

ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

おじさんは︑そういいながら︑目を細くして︑
十三603

又略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒
十四215

きになる文字に目をそそいだ︒

十四539囹暑い日に照らされながら︑せっせと養
つるがこういったとき︑高い声でわらい

分をこしらえて︑送ってあげたからですよ︒

十四573

大きなうずができて︑それが︑かなり早

ながら︑どやどやとはいってきたものがあります︒

十四668

﹁︿略﹀︒﹂と︑小さなマッチ責りの女の

くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四905

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

子は︑町をあちらこちら歩きながら思った︒

十四935

ろとかなしげに通って行きながら︑その小さな

い句の話をきくのでした︒

十二召4 このようにして芭蕉につかえながら︑は
十二7110 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪

夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

マッチ痴りのむすめの考えたことはそれであった︒

十五219

めずらしい草花をつみながら︑がけの上

の外明らかに月ふけわたる

十五133図面

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒
︿略﹀︑一年に一回︑太陽のまわりをまわります︒

十三153 また︑公轄といって︑自轄をしながら︑
十三294 荷車をひきながら︑ゆっくり歩いて重る︒

その中で︑女の子を後にかばいながら︑

をそろそろと歩いていました︒

十五3112

ぎんざ
まぶしい日の光をさけながら︑銀座通り

少年は苦しい職いを続けていました︒

をアメリカの一しょうこうが歩いていたが︑

十五433

十五435 ウインドにかざられてあるさらやはちを︑

かれは︑かるくドアをおしあけながら︑

しげしげとのぞきこみながら︑﹁美しい赤色だな︒

十五4310

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話しかけた︒

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

十五473
十五517

そばにいるタイピストになにごとかをい

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

いながらうたせているしらがの老しん士の

十五5311

十五606 母校札幌農学校の教師をしながら︑︿略﹀

おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の

札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑

せをたたきながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にこやかにわら

十五648

そうして︑足をばたばたさせながら︑

にこやかにわらいながら私によびかけた︒

いながら私によびかけた︒

十五6410

夏の日に︑私をせにおいながら︑あせを

﹁︿略﹀︒﹂と命令した︒

十五6412
十五653

日がさをさしかけながらついていらっ

ふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

おどる胸をおさえながらたどりついたげ

しゃつた新島のおばさんとの思い出は︑

十五654
十五6711

﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑

んかんには︑

おばさんは目になみだをためながら︑

おもわずとびこんだ私をだきしめた︒

十五686

十五688
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ながらく一ながれだす

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒
﹁おじさんが生きていたら︑︿略﹀

といいながら︑主なき書さいへ私をみちびいた︒

十五6811

ふとった幸福どもは︑喜びの声をあげな

ふたとおいとますることもできませんからね︒

する︒

十五946

小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ

十五977

わんぱくこぞうのようなのがく略﹀なに

チルチルはねまわりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五柵2

チルチル

つつましくすこしさがってい
お別れしましよう︒ほどなくあらわれ

︵ほかの﹁喜び﹂たちを見ながら︶おや︑

母の愛光をだきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

るあすの日を待ちながら︒

十五柵1園

る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五佃3

かにぶつかりながら︑チルチルに近づいて來ます︒

十五悩11

らいこけたりしながら︑︿略﹀かけだして來て︑

十五9611

行くのを見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂

チルチル﹁ふとった幸福﹂どもがにげて

がら︑いやがる子どもたちをひきずって行こうと

﹂ 十五9312

はか石に水をそそぎながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五701 じっとおじさんの写眞に見入りながら︑
十五722

﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

おばさんはふたたび呼びかけた︒
十五754

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒

十五758 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ
かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
自動車のドアに手をかけた老博士が︑

十五767 博士は満面ににこやかなわらいをたたえ
ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五8010 そう思いながら︑年よりの私は︑日本の
十五861一 チルチルの方へ手をさしだしながら︑

ながらく

長らく

先生とみなさんへ

﹇長﹈︵副︶1

います︒

九312国

長らくごぶさたして

かわいがっておけばよかったなと思った︒

その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

みんなないているのだな︒

十五㎜8

軸 緑 つ た ﹁ チ ル チ ルさん︑ごきげんよう︒﹂

﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

十五8712 ふたり︑よろよろしながらおじぎをする︒ 十五伽6
十五889
えながらおじぎをする︒
︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

おいでなさい︒

十五893

あ︑どうぞ︒

十五8910 ︵ふたりの子どもに手をだしながら︶さ なが・る ﹇流﹈︵下二︶1 滞る ︽ールル︾

十五91図國水はしずかに実るると見ればもの花

山から川

十五9111 ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チながれ ﹇流﹈︵名︶12 ながれ 流れδこながれ

又臥﹀︒﹂

小さいたにまに︑小さいながれ

りるとき︑この谷まの流れにはいって︑頭から水

九368團夏のあいだ︑たきぎをせおって山からお

をあびるのが害しみでした︒

九慨8 けれども︑流れは急流だし︑雨の日も風の
十245

その流れのかすかな音︒

地下水の流れ︒

日もある︒

十245

ビーカーのそこをアルコールランプで熱

しおの流れの早さや︑

十四716

十426

湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ

したときの水の流れと︑同じようなものになる

十四747

氷河が無言の流れをきざんでいる深い深

えていくときには︑どんな流れがおこるか
い谷の上を︑

十五199

ながれお・ちる ﹇流落﹈︵上一︶2 流れ落ちる ︽一
チル︾

せかれて︑たきになり流れになって︑

九364團岩と岩とのあいだを流れ落ちるしみずが︑

まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

流れこ

九伽2 そこで氣をつけてみると︑右岸からさらさ

﹇流込﹈ ︵五︶4 ながれこむ

らと流れ落ちる小さな谷川がある︒
ながれこ・む

五488

む︽ーム・ーン︾

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

て︑すぐ下のすこし大きな川に流れこんでいた︒

九梱2 あふれでた水は︑さらさらと走って︑やが

九伽2 大きな支流が流れこむところへくると︑と

きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

ころの近くまでくると︑

九悩3 まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると

ス︾

岩と岩とのあいだを流れ落ちるしみずが︑ ながれだ・す ﹇流出﹈︵五︶3 流れだす ︽ーシ・一
せかれて︑たきになり流れになって︑

九364国

のあかんぼが生まれる︒

五410

ルチルに向かって︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
三74園 小川のながれ︒
十五9212 パンロにいっぱい物を入れながら︑ 三了5囹白いくものながれ︒

十五934 いぬぶつぶついいながら︑テーブルの
すみで︑﹁︿略﹀︒﹂

十五937園 おまねきをいただきながら︑そうあた

ながれでる一なきこえ
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九㎜2 ブツブツと音をたててわきだして︑一方の
かけたところがら︑さらさらと流れだしていた︒

五麗4

水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑

音をたてて流れているのをきいて︑

木の葉は船のようになって︑ありのそばを

ちょうど︑そばに小川が流れていました︒

水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに

そこへ︑さわやかな空豆と日の光が流れて
たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

そこに流れているのがまつ川だ︒

竹やぶを流れてくる風であり︑

だに︑

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

そのきみのわるいしずけさの中から︑と

いる︿略﹀ものの名であることを知りました︒

十二377
十四4512

そうなると︑茶わんに接したところでは︑

つぜん︑︿略﹀︑きれいな歌が流れてきました︒

まん中の方では︑ぎゃくに上の方への

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

十四712

十四714

わりあいに熱い表面の水が︑そのあとへ

ぼって︑表面から外がわに向かって流れます︒

向かって流れ︑

十四721

﹇詮方﹈︵名︶2 鳴きかた

←すすりなきする
なきかた

なき

それは︑鳴きかたのちがいではなく︑きき

元日の朝︑人々が︑マッチ障りのむすめ

﹇亡骸﹈︵名︶1 なきがら

ませんでした︒

鳴き声

なき声のわかるものは︑そのなき声を

﹇鳴声﹈︵名︶6

三214

なきこえ

なき声のわかるものは︑そのなき声を

かきなさい︒

三214

たちどまると︑鳴き声がやんだ︒

かきなさい︒

五467

なき声

九欄4 あかちゃんのなき声も︑子もり歌もきこえ

たくさんの木がかんばしくにおい︑その長 なきこえ ﹇泣声﹈︵名︶2 なき声
九梱1 どこかであかちゃんのなき声がしています︒

の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

十四撹3

なきがら

かたのちがいだろうと思う人もありましょうが︑

八87

下をみると︑大きな川が遠くへ流れている︒ 八84 同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの
鴨きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持

七42夜明けの風が流れてくる︒

六623川が流れていました︒
六624くつが流れてきました︒
六624そこへきゅうりが流れてきました︒

たら︑どうなっていたかしれない︒

六1510園

流れました︒

六135

︽iデ︾

六151

流れ出る

十四837 雪どけ水が流れだすところ︑
﹇流出﹈︵下一︶2

︽一

もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

十五備8園 その中から光が流れだすようだよ︒
ながれ・でる

十四486 船がしずむひょうしに流れ出たものらし
い一本の大きなまるたに︑

︽ーマ︾

十五679 そのなつかしい顔をあおいだ私の目から
流れやむ

は︑たまのようななみだが流れ出た︒
﹇血止 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ながれる

流れる

十一181 朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ愛のしみ

ながれや・む

﹇流﹈︵ 下 一 ︶ 3 8

ずに︑うるおされ︑やしなわれて︑

八5811

なが・れる
レ・ーレル︾

八661

た︒

町には︑ポンナフという石の橋があって︑
イエンヌという川が︑その下を流れていました︒

十103

いい味の水は︑左の岸のほとりを流れてい

九㎜10囹

九122

なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

九79

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

八887

おかみさんは手をたたいておこった︒

八867

きた︒

八807

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

一376 川がながれています︒

一381 ちいさな川が︑うちのまえをさらさら

一377 川が︑さらさらとながれています︒
とながれています︒

一523 おおきな川がながれていました︒
二262園 くつがながれてきました︒
二263園 きゅうりがながれてきました︒
三882 すべる︑すべる︑ながれる︒
四952 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒
く︒

五74 川は大きくなると︑ゆっくりとながれてい

を流れている小川のところにいきました︒

五7810 先生といっしょに︑学校のはたけのむこう 御悩5

て︑流れていきます︒

五796 ピシャピシャと︑あがったりさがったりし

五981 ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声
五7911 波が︑すべりだいをすべるように︑らくら 十182 黒い雲が流れてくる︒
だと思いました︒
十二3612 冷たい水がいきおいよく流れているあい
くと流れていきます︒
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なきさけぶ一なく

︿略﹀を︑こまかにしらべたいのです︒

十277 庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声や︑

などといった︒
なきさけぶ

︽ーブ︾

十三101 からすの鳴き声がわるいから不幸がある
﹇泣叫﹈ ︵ 五 ︶ 1

なぎたおす

︽ーシ︾

十四458 助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞

なきさけぶ

﹇薙倒 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

えなくなりました︒
なぎたお・す

水選手は︑

十二823 十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清

︽ーシ︾

鳴きたてる ︽一

なく

﹇無﹈

なく

︽ーイ・ーキ・ーク︾

皿vそれとなく・なんとなく・ほどなく・

たが︑もうどうすることもできませんから︑

﹇泣﹈︵四五︶18

まもなく
な・く

ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

はまべでしくしくないていました︒

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

一283

三464

三466圏 おまえはなぜないているのか︒
三483園なぜないているのか︒
四318團 かさをさしていくと︑むこうでよう

どこかの中学校の女の生徒さんがき

ちえんの男の子がないていました︒

四319国

このわしも小さいときは︑オギャア︑オ

て︑ないているわけをききました︒

六867

ほおりのみことは︑海べでないている︒

もしもし︑あなたは︑どうしてないてい
つりばりは魚にとられてしまうし︑にい

らっしゃるのですか︒

六871園
六874園

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒

いたい︑いたいとないていた︑たいも
喜び︑おめでたい︒

六983圃圓

八122

十五㎜8囹
十五鮒9園

︵ほかの﹁喜び﹂たちを見ながら︶お

どうしてないているの︒

お日さま

とまる

なく

はな

ごとり

とぶ一

鳴く ︽ーイ・ーカ・一

かくれる一

﹇鳴﹈︵四五︶52

や︑みんなないているのだな︒
な・く

﹇337

キ・ーク・ーケ︾

なく

一404
かっこうがないてる︒

一407
つつじからないてる︒

二402 ﹁かっこう︑かっこう︒﹂となきます︒

二403 ﹁かっこう︒﹂となきます︒

﹁ほうほけきょ︒﹂となく︒

二439かっこうが︑とおくでしずかになきます︒

三71園かすみになくひばり︒

海のような空で︑ひばりがないていま

三354園やねのところで︑すずめがないてい
ます︒

した︒

三392

みんな︑しずかに一よしきりがなく

もうしばらくないてくれたら︑かご

きみはよくなくね︒

みんなじっとしていたけれども︑なか

四152園
から︒

なかった︒

四153

かった︒

五葬7

帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはいな

﹁ホーケ︒﹂と鳴いた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑人なつっこい声で鳴きまし

五4610

五468

四872 冬がきたので︑よろこんでないた︒

いた︒

四867 みそさざいが︑﹁チャッ︑チャッ︒﹂とな

からはなしてあげるよ︒

四272団

みんなないて一ことに︑すえの女の子な 四269團
はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな

どは︑目をなきはらしましたが︑

八324

きました︒

九備4至論着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん
太郎かじゃは︑なおも︑おいおいなきなが

とたおれそのままなくも

十734

いままでおいおいないていたくせに︑きゆ

らいいました︒

うに︑にっこりわらい顔になって︑

十741

V

なきだ・す﹇泣出﹈︵五︶4なきだす︽ーシ︾

1

鳴きはじめる

︽ーシ︾

一一

三富7 十五夜がちかくなったある夜︑かぐや
ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒

なきだす

︵下一︶

2

なきはらす

ギャアとないたのだよ︒

十7212 太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑ 五909園
おいおい大声をあげてなきだしました︒

十731 次郎かじゃも︑そのまねをして︑おいおい
なきだしました︒

﹇鳴出﹈︵ 五 ︶ 1

十一697 すると︑かなしくなってなきだしました︒
なきだ・す

﹇鳴立﹈

一179 せみがどこかでなきだした︒
なきた・てる

︵下一︶

八253 死ぬことなど考えられないほどにぎやかに

テ︾

﹇鳴始 ﹈

鳴きたてたせみも︑
なきはじ・める
︽ーメ︾

八246 れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜ
み が ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と鳴きはじめました︒

﹇泣腫 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十︻127 まつの木では︑きょうからせみが鳴きは
じめた︒

なきはら・す

八122 すえの女の子などは︑目をなきはらしまし

U9

なぐ一なくなる
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五五
五五 五五五五
1皿6104し104m4と103103103102た

0
ｪ﹀︒﹂と︑すずしい声で鳴きます︒
「〈

ｪ ﹀ ︒ ﹂と鳴きました︒

ｪ﹀︒﹂と︑さわがしく鳴いてみせます

「〈

ｪ﹀︒ ﹂ と ︑ い い 声 で 鳴 い て ︑
ｪ﹀︒ ﹂ と ︑ せ き こ む よ う に ︑

鳴きました︒

﹁チロリン︒﹂だの︑﹁チイチノーチン︒﹂だ

﹃クワッ︑クワッ︒﹄とないたり︑

九佃6図魍 ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか

はってでた︒

八651 ﹁ピイヨ︒ピイヨ︒﹂と︑ひなは鳴いて︑

八642園

心ぶかい声をだして鳴きました︒

なぐ

︽ーイ︾

なぐさめる

︽ーメ・

このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑

村人の目をなぐさめる︒

はじの葉も︑赤く黄色く色づいて︑冬

なぐさめたりしたのは︑母であった︒

十一394圏

そこで︑少年は︑自分をなぐさめて望み

のしたくをとりいそぐ
十一7712

なくす ︽ーシ︾

﹃不幸﹄をなぐさめてやることがすき

が︑ただ一つ︑少年をなぐさめることが

をかけはじめました︒

十一7912
ありました︒

十五鵬6園

﹇無﹈︵五︶3

なのですから︒

なくなる ︽ーッ・ーラ・

きみはなにをなくしたんだ︒

﹇無﹈︵四五︶18

口ではなしたことは︑そのままきえて

手足の力がなくなって︑なにをするこ

もし︑人がなくなったときには︑やはり

八1311

かっちゃんは︑とぶ力がなくなってし

この思いでは︑おそらく一生なくならない

くなった豆のつる︒

七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな

つしかないのだ︒

六91囹ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

まいました︒

四5110

ここにとどけます︒

四53

ともできなくなってしまいました︒

三麗9

なくなりますが︑

三982

三929 みにきた人が 一本ずつおってしまえ
ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒

ーリ・⁝ル︾

なくな・る

九955園

は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かなしくて

八1211かわいいものをなくしたばかりでなく︑私

て︒

六8511園だいじなつりばりをなくしてしまうなん

なく・す

丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥

小鳥が鳴いている︒

わずは鳴くも夏のあさ夜を
十51
十一1310
の鴫く声をきいていよう︒

一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう
そのあくる日から︑金次郎は︑とりが鳴

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

十一148
十一254

くと︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴

いていたときには︑

十一一181園

毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ

じょうずになっていくようです︒

十ニー812圏

ピアノの先生が︑散歩にいらっして︑

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑

十ニー93園

ところがいま一だんというところで︑い

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒

十二5810

カサカサと落ち葉をふんでいったこと︑
小鳥が鳴いていたこと︑

十二914

遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている
からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十三72

ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の

外に來て鳴け病む人のために

十五112図面人の家にさえずるすずめガラス戸の
十五121團

﹇凪﹈︵五︶1

とのもを見ればよきつくよなり
な・ぐ

なぐさめ←おなぐさめ

﹇慰﹈︵下一︶5

おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ

﹇慰﹈︵名︶1

六354園ないだりあれたり︑呑みたいなものさ︒

十339

ーメル︾δおなぐさめいたす

なぐさ・める

めの泉に︑

十一179

八534 ﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用 なぐさめ

おそろしい声で追いたてるように鳴きました︒

八519 おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

いってとまりました︒

八249 その鳴いているなかまのそばへ︑とんで

のと鳴いているほおじろの声をきくと︑

八138

キューと︑高く鳴きました︒

七931 首のところを持って︑かごの中へいれたら︑

七617 あっちでもこっちでも鳴く︒

もこっちでも鳴く︒

七616 ひとところで︑からすが鳴くと︑あっちで

七567 そこらで︑虫が鳴いています︒

七87 すずめが︑ときどき︑チュンチュンと鳴く︒

七44 どこかで小鳥が鳴いた︒

さかんに

監理﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれま

ｪ ﹀ ︒ ﹂と鳴きました︒

「〈

「〈

ズ 略 ﹀ ︒ ﹂と鳴いてみせました︒

、10748

510た64
0
「〈

「〈
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なぐる一なさる

でしょう︒

べりに道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

九伽7 はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

十四798囹水になげこんでごらん︒
男の子は︑小石を見つけては深い谷の中

へなげこんで︑

十五2110

テ︾

しかし︑自分の物ではないので︑それを舞

十一232 金次郎が十四のとき︑父親がなくなりま なげす・てる ﹇投捨﹈ ︵下一︶ 1 なげすてる ︽！
した︒

台のおくになげすてて︑

十二2511園 いまにもう失敗もなくなるようにして 九935
みせます︒

︽ーッ・ーラ︾

なげこむ

かた足をなげだして︑おしりでいざって

2

投げつける

︽一

五469

︽ーゲ・ーゲル︾

春になったばかりだから︑うまく鳴けない
なげる

八925

おかあさんのところへ走っていって︑も

ひどくとげとげした心でおしあっていた

なごやかな音樂がつづく︒

﹇和﹈︵形状︶2 なごやか

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒
なごやか

七325

人たちも︑きゅうになごやかな夜宴になった︒

十一5311

まもなくさっていかなければならない日本

﹇名残﹈︵名︶1 なごり

．九166

なごり

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

なごりおしい Oおなごりおしい

なさけのある人とみえて︑台所の方からお

﹇情無﹈︵形︶3 なさけない ︽ーイ・

むすびを一つにぎってきて︑
なさけな・い

六66園 なんという小さい︑なさけない自分であ

ーク︾

ろう︒

あろう︒

六71園ああ︑なんというなさけない身のうえで

﹇情無﹈︵名︶1 なさけなさ

らしかりとばされるので︑しみじみとなさけなく

︑7
01
0すがたがみっともないばかりに︑みんなか
ノ
思った︒

なさけなさ

上になげてはうけ︑うけては上になげ 八133 信用してくれていたものを︑あやまちのた

もつ︑にぎる︑なげる︒

﹇投﹈︵下一︶7

のだろう︒
な・げる

一301

むしゃ人形にそえて︑︿略﹀写眞を二ま

﹇名指﹈︵名︶1 名ざし

なさ・る ﹇為﹈

︵五︶20

なさる ︽ーイ・ーッ・ール︾

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五663

なざし

ましたが︑たいへん情ぶかい人でした︒

その子どもに︑りえもんという人があり

情ぶかい ︽ーイ︾

めにあわれに死なせたというなさけなさは︑
うけては上になげて︑よろこびます︒

なさけぶか・い ﹇情深﹈︵形︶1

一一498

ある﹇口︑おじいさんは︑海にでてあみをな 十一196

うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ
てくれた︒

八918

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六槻6

げました︒

五6510

て︑よろこびます︒

一一497

八544

歌っている人は︑︿略﹀︑自分と同じよう なさけ ﹇情﹈︵名︶1 なさけ
︵下一︶

に︑船からなげだされたものでしょう︒

十四474

歩くのです︒

十二273

十二5510 ただ人々のあいだで語り傳えられている
なげだ・す﹇投出﹈︵五︶2なげだす︽ーサ・ーシ︾

だけで︑そういう人たちのなくなるにつれて︑
順々に消えていってしまうものもある︒
う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

十二591 おには約そくをまもって︑そののちはも
十四963

﹇投付﹈

その石を取るが早いか︑︿略Vあくまの
少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑
胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五316

胸をめがけて︑全身の力をこめて投げつけました︒

十五鋭2

ケ・ーケル︾

と思うと︑そのとき︑ほのおは消えてし なげつ・ける

まい︑ろはなくなってしまった︒

根にうつりし直なくなりぬ

十五135図圃照る月の位置かわりけん鳥かごの屋
十五276 もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと
がまた︑少年の氣にかかってきました︒
なくなったうえに︑

十五485 ところが明治になって︑はん主の保護が な・ける ﹇鳴﹈︵下一︶1 鳴ける ︽ーケ︾

なぐる

十五667 なくなった新島のおじさんがいい残され
﹇ 殴 ﹈ ︵ 五 ︶3

た願いによって︑
なぐ・る

をなぐった︒

九997園 でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ
九998囹 でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ
をなぐった︒

う一つなぐってやる︒

﹇投込﹈︵ 五 ︶ 2

︽ーン︾

九9911囹 よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も
なげ 尋まりなげ
なげこ・む

なげいれ δゆうびんなげいれぐち

なし一なす
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←いなさる・うみなさる︒おあがりなさる・おあげ

八445

王さまは︑ご病氣をなさって長いことお苦

九粗3園
あなただってその実をそんなに美しく

おかあさん︑どうなさったのですか︒

先生がジャンプをなさるそうだ︒

しみになりましたが︑

さる・おおきなさる・おかいなさる︒おかえりなさ

十二92圓

なさる・おあそびなさる・おいでなさる・おうけな
る・おかけなさる・おきなさる・おしらべなさる・
十ニー97圓

二つとも同じ名であることを私にわから
こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ

目を細くして︑ありありとその絵を目の

いつもそのうえを考えていて︑

十四861 一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ

な角度からながめてみることは︑つつましい心な

なし

︽ーキ・tシ︾

しにはできるものではない︒

さるすべりラジオのほかに声もなし

﹇無﹈︵形︶7

九295図圃

な・し

九号1図闘 いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの

ひそかに枝葉の中をみあぐる

れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十441

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑

十二710図魍

きはつ油のさしかたは︑ご自分でな 十四821図 たまみがかざれば光なし︒
十五157図圃大きなるなにごともなきばらの花ふ

さってごらんなさい︒

十四119団

前に見るようなようすをなさいました︒

十三577

ることをわからせようとなさいました︒

十一．︻356

せようとなさいました︒

十二3412

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

おとりなさる・おのりなさる・おはじめなさる・お
なさる・ごあんないしなさる・ことわりなさる・ご

ぼえなさる・おみせなさる・おやすみなさる・かき
めんなさい・ごらんなさる・さがしなさる・しっか
りしなさる・しなさる︒しゅちょうなさる・つかい
なさる・つづけなさる・つみなさる・にこにこなさ
る︒はなしなさる・びっくりなさる・ふりかけなさ
る・まわしなさる・まんぞくなさる・よびかえしな
さる・わけなさる

﹁おじさんが生きていたら︑︿略＞i﹂

とのはずみにくずれたりけり
十五6811

﹇成心﹈

︵下一︶

2 なしとげる ︽一

といいながら︑主なき書さいへ私をみちびいた︒

新しい学問をきり開いていくときは︑い

とげて︑さかえるのであります︒

國民だけが︑國の建てなおしという大事業をなし

十三189 この苦しいときにうちかっことのできる

るものではありません︒

つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ

十二柵4

ゲ︾

なしと・げる

が︑おかあさんのおすきなようにな

﹇倣﹈←おもいなし

さってください︒

十四158團

﹇梨﹈︵名︶3

なし

なし

なしの花のきれいにさいている家に︑はい
こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑

なしεおかまいなし・かさな

﹃地所持の幸福﹄で︑なしのようなお

﹇無﹈︵名︶4

なじみ

︽ シ・ース︾

εアイリッシュナショナルほけんがい

←おなじみ

ナショナル

﹇為﹈︵四五︶3 なす

十五131図團

あさき夜の月影込み森をなすすぎの

しているかしれない︒

十三123 迷信は︑今日︑世の中にどれほど害をな

な・す

しや

し・サリバンせんせいなし・せきたんなし・ひっき

に︑

ありません︒

四194囹

十一91圏ただ︑わかっているだけではなしに︑

文もあいてなしには書けるものでは

四194囹︺お話があいてなしにはできないよう

りなし

なし

なかをしています︒

十五876圏㈹

︿略﹀も︑いっぺんにさきだします︒

五399團

りました︒

五205

なし

二588 先生が︑こんなおはなしをなさいました︒
るまわりをなさいました︒

三663 おとうさんはそういって︑またぐるぐ
﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこ

しょにつれてかえろうとなさいました︒

三毛9

四899 雪だというと︑あさ早くはねおきて︑
そとにとびだして︑雪かきをなさるおじいさ
ん︒

四M8園 どうかなさいましたか︒
四竃8圓 どうなさるのでございますか︒
﹃さどが島﹄とおうたいになったとき︑

おじぎをなさいましたね︒

五902囚凹

八276 天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが
すようになさいました︒
八403 着物を着ようとなさいました︒
八4011 王さまは︑朝ごはんをめしあがろうとなさ
いました︒

こがねのさかなになりました︒

八412 さかなをめしあがろうとなさると︑これも
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なすび一なつ

こぬれの高きひくき見ゆ
だよ︒

﹇茄子﹈︵名︶1

なすび

にいじまゆずる

十五584園 かれこそ︑のちに名をなした新島裏
なすび

十一一8010

なぞ

一世界じゆうで︑いちばん力のつ
このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて
﹇昏蒙﹈︵名︶1

なぞあそび

眞珠の産地は︑︿略﹀︑日本産のものは︑こ

うもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒
とに名高い︒

十456

十457 名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が

びよう

これは︑九百年ほどまえに作られた平

ひそんでいる︒
どういん

十二掴4

世界の名高い文学者で︑その名のわが國

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

十四42

に知られている人は︿略﹀少なくはありません︒

﹇菜種﹈︵名︶2 なたね

十五515 また︑名高い大英百科辞典の

七43 申庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑

ぼうっとあらわれる︒

七872 きょうは︑れんげそうとなたねの葉をやり

なつと冬︒

﹇夏﹈︵名︶29 なつ 夏←まなつ

ました︒

なつ

四771 な

四桝6 夏 六月はつゆ︒

夏の日を樂しもうではないか︒

までに︑ことばあそびのたねをたくさんこし
なた

六201園 おおいにうたい︑おおいにひいて︑この
﹇銘﹈︵名︶3

らえておきましょう︒

﹁なぞあそび﹂﹁ふくびきあそび﹂お正月

なたね

﹁なぜ︑そんなことをきくのか︒﹂とい

この世の中には︑まだ幸福がのこって

なぜでしょう︒

う色があらわれていました︒

十四45

十四92團

いる︑なぜかといえば︑妹にしても︑私にしても︑
心からおかあさんを愛しているからだと︑

なぜ横っちょを向いたままでいるの︒

なぜいままで︑もっと先生がたとしたし

なぞ

三組の﹁なぞ﹂︒

﹇謎﹈︵名︶3

くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒

十五榴1

十五佃10囹

なた

四672

なぞあそび

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六658

よいものはなあに︒

六651

四697

なぞ

五893圏園高い山からたにそこみれば︑うりやな
なぜ

なぜ︑かぜになりたいとおもいますか︒
一345囹

﹇何故﹈︵副︶2 1

すびの花ざかり︒
なぜ

一365囹
それはなぜですか︒

かえれたの で し ょ う ︒

三466囹おまえはなぜないているのか︒
三483園なぜないているのか︒
三772園 ﹁なぜ︒﹂
四384園たろうさんは︑なぜぶどうをもらわな
いで︑

四梱9 光がでるのはなぜでしょう︒
六594うたううたは︑なぜうたいやすいかと考え
なぜはながつまるといえなくなることばと︑

ました︒
六餅−o

はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑
七179園 なぜかしら︒

なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大
はじめにまん中になたをいれても︑きっ
と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四781

きくゆれました︒

九405團

をおろすのは氣がつかれます︒

名高いオペラの序曲である︒

でんりゅうきょうという景色で名高いとこ

た︒

だということや︑︿略﹀を知ります︒

八207 あたたかさと︑かわきかたとで︑いまが夏

てかえりました︒

八148 暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ

みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

八143 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生

ふきぬける︒

七641

夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑

六271園 でも︑夏のころはあつくてたいへんだっ

ておいて︑よかったね︒

七8310園 では︑まえ歯のぬけているということは︑ 九393團八九メートルもある木の上で︑なたで枝 六2610園夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ
なぜわかったのか︒

のでしょう︒

七847園 それが麦だということが︑なぜわかった

八57 なぜなら︑ほおじろだけしか貢っていな
かったのですから⁝⁝︒

これは︑名高い泉なんだよ︒

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

七464

九三8

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九捌8

九㎜7園

十294 どんなあみかたか︑なぜ︑このようなあみ なだか・い ﹇名高﹈︵形︶9 名高い ︽ーイ・ーク︾
なぜ︑そのとき︑﹃︿略﹀︒﹄と︑きっぱ

かたをしなければならなかったのか︑
十一6111園

りことわらなかったのか︒

すなおに﹃はい﹄といわなかったのだね︒

十一629園 また︑このことをたずねたとき︑なぜ

なつかしい一なでる
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九152 夏の終りごろ︑つばめが電線や物ほしざお

さつぼろ
十五605 新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう 十五旧8 なつかしい一年生︒
めいじ
なつ・ける ﹇名付﹈︵下一︶1 名づける ︽ーケ︾
外に養っていたのは︑明治二十年の夏であった︒

﹇夏中﹈︵名︶1 夏じゅう

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

一37

←ひとなつっこい

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

︹課名︺2

なってみたいもの

なってみたいもの

なってみたいもの・・⁝・⁝三十四

十五

十五

なってみたいもの

なやつが︑いちばんえらいのだ︒

ちゃで︑てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう

九693囹

ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

九685園

なってな・い ︵形︶2 なってない ︽ーイ・ーク︾

なつつこい

じゅう美しい花をつけていたが︑

十ニー36そこには一本のざくろの木があって︑夏

︽ーイ・一 なつじゅう

あの鳥をなつかしく思った︒

なつかしいそちらの山々の景色を思いだ

これと同じようなことが︑山腹と谷との

十五653
なつかしい

十四767

に五六ばぐらいならんでとまっているのを︑よく

﹇懐﹈︵形︶16

しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ

八853

あの家ののき下につくった古巣がなつかし

します︒

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑

﹇菜葉﹈︵名︶1 なっぱ

一341

秋には︑なつめ費りがやって來る︒

﹇喪売﹈︵名︶1 なつめ責り

夏休みになにをするか︑みんなで話しあい

﹇夏休﹈︵名︶2 夏休み

十三329

なつめうり

を︑とりかえましたか︒

七238園あなたは︑きょう︑しいくびんのなっぱ

なっぱ
もう︑めばえそめたそのなつかしい葉や︑

なつかしい山や︑おもむきのある川など
なつかしいことや︑卜しいことや︑とき

なつやすみ

ました︒

ここに住んでいる子どもたちにとっては︑ 五842

なつかしいおかあさん︑

︿略﹀︑なつかしい思い出の天地である︒

十三2710

には悲しいことなどもあるでしょう︒

十二968

があるためばかりではない︒

十二553

花の上を︑

十一一3110

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

十二84

つかしくなりました︒

九儲1

﹁おかあさん︒﹂といわれて︑きゅうにな

九467團

いのでしょう︒

九251

たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八852

ク︾

なつかし・い

ふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

暑さのきびしい夏の日に︑︿略﹀︑あせを

みかけます︒

九313團 こちらへきたときは夏の暑いさかりでし
たが︑

九367団 夏のあいだ︑︿略﹀︑この谷まの流れには
いって︑頭から水をあびるのが資しみでした︒

九448團 この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで
かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

九冊7図闘 ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか
わずは鳴くも夏のあさ夜を
十一123 春がさって夏がくる︒

十一338夏ほたる追う夜も重なって︑麦のとり
いれことなくすめば︑はい色雲が空うちおおい︑
十ニー48 地面には︑夏のころ︑草とりをしてつみ
重ねておいたかれ草が︑すっかりくちていた︒
十一一599 ある年の夏︑きょうは長者の家の田植え
だというので︑

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので

十三155 これで︑夜と書とがあるわけも︑春・
す︒

十三244 以前は︑ユートランドの夏は︑書は暑く︑
夜はときに︑しもさえ見ることがあったのです︒
十三247 夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑

十四68團

ああ︑なつかしい新島のおばさんだった︒

十三2712 夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か

十五677

めくらは︑ 足を なでて︑

なでて︑こういいました︒

二351囹 はじめの めくらは︑ぞうの

の中をとびまわっていました︒

夏は 夏 で ︑

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

五966 夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

十三2712

そのなつかしい顔をあおいだ私の目から な・でる﹇撫﹈︵下︸︶10 なでる ︽⁝デ・ーデル︾
なつかしい新島のおばさん︑

五人めの

﹃︿略V︒﹄といいました︒

二363囹

おなかを

十五678
十五688

博士の手には︑︿略﹀︑なつかしい数々の
写眞があった︒

十五733

は︑たまのようななみだが流れ出た︒

十三324 夏は︑きんぎょ責りがやって盗る︒

十三335 夏の日には︑この音がすずしい氣持をお
こさせ︑

十四5812囹 あのかわききった夏のさいちゅうに︑
十五204 ある夏のことでした︒
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など一など

二548 おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか
になでてやります︒
七903 よくみていたら︑ねこが顔をあらうように︑
うさぎも︑まえ足で︑耳や顔をなでていました︒

七951 うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が
﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑なでてやったり︑

ふわふわととびます︒
八711

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

八917 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで
九二9 目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで
ています︒

はまったくわれをわすれてなでていました︒

十二321 そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指

︵副助︶囲

など

ひらでなでてみたり︑

十四893 しゃがんで土のにおいをかいだり︑ての
など

もおることができます︒

三952 きつねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなど

四52 こうえんのせわや︑どうろのそうじなど

手紙や小つつみなどをおくってくれま

もしてくれます︒
す︒

四58

四れ7 さんすう︑りか︑おんがく︑ずがこうさく︑

たいいくなどのべんきょうをします︒
白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

五224 おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ
五335 この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん
じゅなどがはいっています︒

つな品物を作っています︒

五342 ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ

るといったが︑わしはお礼などもらわなかった︒

五671園 海へ帰してくれ︑お礼はいくらでもあげ

五827

日のかんかんてるところで長くあそばない
ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ

ことなどを︑話しあいました︒

五柵7

そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん

むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

六52

あれはなんの役にたつのだろう︑これはど

まいなどがならんでいる︒

六64

んなところにおかれるのだろうなどと考えている

村の子どもや︑森や︑小川や︑いな田など

うちに︑ふと︑自分のことに考えおよんだ︒

六408

の︑きれいな︑空しかった思い出が︑

みんなをわらわせてやろうなどという品持
材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

は︑どこかへふっとんでしまった︒

六佃9
六野5

しかさんに勝ったところで︑あの角をおる

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六三9

ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥など

﹁きゅうりの手﹂や﹁豆の手﹂なども︑同

などということはできません︒

七128
じです︒

七264園

に︑すぐみつからないためですよ︒

七641夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑
西洋の子どもだろうなどと︑早がってんし

ふきぬける︒

八44

客がきているときなど︑あまりテーブルの

てはいけませんよ︒

八71

ことに︑すえの女の子な

いていることなどを知ります︒

八253 死ぬことなど考えられないほどにぎやかに

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

鳴きたてたせみも︑

こがねなどはいらない︒

八427園

かしこいものたちがものをいっていると

きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒

八805園

こんな幸福があろうなどとは︑ゆめにも

さをもったらなどと望むことができよう︒

八855 どうして︑あの鳥のもっているような美し
八9311園

﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい

思わなかった︒

ろなことばを組みあわせてみましょう︒

九811

水の音をたいこであらわすことなどは︑

ちょっと考えられないが︑

九109

九143 ゆめからさめるときには︑音などはけっし

﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれた

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒
九404團

が︑ぼくはがんばっておりませんでした︒

うだという裁判のようすなどを考えて︑

九487 やまねこのにやあとした顔や︑そのめんど

九764 めいめい︑シャベルや移植こてなどを持つ

て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒

せておいでになりました︒

九768 先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの

九774富むかしといっても大むかしのことだが︑

主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

九824 かごの中には︑いつのまにか︑せきふらし

けものの骨や︑角などを︑ここへすてました︒

九799囹貝がらといっしょに︑︿略﹀や︑たべた

てきて︑かしてくれました︒

ピオのゆうかんさや︑︿略﹀︑おかしさなど 九789

上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

八108

みんなないて

は︑まだいくら書いても書ききれません︒

八122

いまが夏だということや︑よい天氣がつづ

どは︑目をなきはらしましたが︑

八207

など一など
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い物︑土器らしい物︑ただのわり石のような物な
どがたまっています︒

なにかの道具につかった物があったでしょう︒

九851園 いのししやしかの角などに手を加えて︑

ます︒

九852園 それには︑こんな針や︑もりなどがあり

おもりなどいろいろあります︒

九854囹石で作ったもの︑それには石の矢じり︑

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒

九㎜9 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま
十211 まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑
風にゆれている︒

十278 庭の木に小鳥がくれば︑︿略Vや︑羽の色
や︑形などを︑こまかにしらべたいのです︒

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし

帰りを待ちこがれていたことなどを1

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

十二2610
ていると︑

十二344

﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし

さんのことばをつづることを覚え︑

十二345

十二998

手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

しかの角などで作ったつり針もあります︒

いぬや︑

手首やむねなどには︑まがたま︑ まるた

まなどがかざつてあります︒
十二棚11

はにわには︑このほか︑うまや︑

まなどがかざつてあります︒

十二麗3

この人たちの着物やかぶりものなども︑

鳥などをこしらえたものがあります︒

十二価5

また︑
なまりや貝などをはめこんだもの

いまのものとずいぶんちがっています︒

からすの
あるいは︑きつねがっくとか︑

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

地球も︿略﹀︑火星などと同じように︑

火星や金星・木星などのような星は︑

こむぎ・さとうだいこんなど︑北ヨー

土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑

遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵

ホートンの廣場などに︑かげ絵の舞台を

そこからローマに出て︑へき画をかい

では︑バケツやカーテンなどは︑日本

﹁ことばのおたんじょう﹂などというお

話が︑つくれそうな氣がしてきた︒

十四258

語で︑なんといっていたんでしょう︒

十四191園

おわすれ願いましょう︒

十四163團私がそばにいないことなど︑すっかり

たり︑美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒

十三572園

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

十三34一

本などを持って遊ぶわけではない︒

十三282

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十三273

ロッパ産の農作物で︑

十三248

太陽のまわりをまわっている星の一つだ︑

十三1310

十三138

この考えのまったくあてはまらぬことは︑

十三1010

鳴き声がわるいから不幸があるなどといった︒

十三101

もあります︒

﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば 十二m10

ばかりの動詞も知りました︒
十二3811

その人形などは︑︿略﹀︑まるでたまし

があったことを思いだします︒

十二447園

文豆は手でつかうのだが︑そのほか︑

いがはいっているように動くよQ
十二4512園

指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑糸であやつ
るものなど︑いろいろ種類がある︒

なつかしい山や︑おもむきのある川など
昔︑あるまずしい人が︑︿略V︑この岩屋
﹁雪やこんこん︑あられやこんこん︒﹂

あなたがたの小さいときの写眞などもあ
なつかしいことや︑卜しいことや︑とき
古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑かき︑
このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

十二梱10

かつおなどをたべました︒

十二986

︿略﹀などをたくさんだべていたようです︒

十二981

には悲しいことなどもあるでしょう︒

十二969

るでしょう︒

十二966

などと︑はやしたてていました︒

十二723

からぜんやわんなどの家具のでることを知った︒

十二618

があるためばかりではない︒

十二554

だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十2710 トマトが畑に植えてあれば︑︿略﹀や︑実 十二4611園 これに光をあてて影絵にしてみせるの
のなりかたなどを︑たんねんにみようと思います︒

十281 くもがのきに巣をかけることがあれば︑巣
のはりかたなどを︑しらべておきたいと思います︒
十285 こんな動植物だけではなく︑雪のようすや︑
星の世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十427 しおの流れの早さや︑えさのよいわるいな
ども︑はっきりしてきた︒

十6410 狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ

ぬきや︑ひやかしなどで︑できている
十654 いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ
まをやったり︑だまされたりなど︑よわい人間の
しそうなことを︑なんでもやります︒

︿略﹀や︑手紙の着いたときに︑母親が

ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒

十一811囹 ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな
十一722

どんなにか力をおとしたことなど
十一783 母親のことや︑妹たちのことや︑父親の
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十四2511

外郎の学問などが傳わってきたときに︑

﹁漢語をつかう︒﹄などというときの

そのことばもいっしょに傳わってきたのにちがい
ない︒

十四275園
漢語は︑たいてい大陸からきたことばだ︒

十四293 見てもらいたいなどというと︑どこかに

しそうに見ている雪國の子どもなど︑時間的に︑
じゅんじょをおって︑とりあつかったものである︒

それぞれちがったけっしょうをしている

こと︑その美しい雪が数かぎりなく︑天上から地

十四845

空中の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の

上へ降ってくることなどを写している︒

十四849

たとえば︑ふぶきなどもその一つである︒

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑

十四868

ばんそうの音樂や︑場面の組みあわせと

地球や金星などのわく星が︑

しまってあるもののように聞えるかもしれません
十四3212

十四871

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五344

現することができそうである︒

説明のことばなどによって︑かなり生き生きと表

十四3411 地球などになると︑なおさら︑ごくごく
小さなものです︒

十四3412 したがって︑その地球の上に住んでいる
人間などは︑バクテリアよりも︑もっともっと小
さなものに感じられるかもしれません︒

それで大昔には︑なわを結んで︑その結

十五351

ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

あさなわなどであんだひももっかい︑

十五403

﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に

はものなどでしるしをつけて

ローマ字は︑アメリカ・イギリス・

すべてこのかなによって書かれた作品である︒

︿略﹀など︑世界の大半につかわれている文字で

十五4010
ある︒

このお庭焼のために︑細工人︑画工︑

ちょうこく師︑下ばたらきの者などが︑三十数人

十五481

かかえられていた︒

十五7410神の目から見れば世界の人類はすべてそ

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑けだもの

あるべきはずはない︒

の肉や︑︿略﹀を︑水がめや︑ひっくりかえった

十五825

もりた

石井先生の手品や︑森田先生と西野先生

にしの

﹁ばらのめざめ﹂とか︑︿略﹀︑﹁こはく

かなえなどの間で︑たべたり︑飲んだり︑
十五956
いしい

のつゆ﹂などがあらわれます︒

のバイオリンとピアノ合そうなど︑はじめてのこ

十五櫨10

七重八重

﹁︿略V︒﹂という先生の声とともに︑七色

馬車は︑七色の大きなそり橋を音もなく

﹇七色﹈︵名︶2 七色

となので︑

なないろ

渡って︑

八267
十207

の光が写しだされる︒

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

﹇七重八重﹈︵名︶1

なくて七くせ︒

﹇七癖﹈︵名︶1 七くせ

﹇七﹈︵名︶3 ななつ

一116園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一112園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

ななつ

十四825

ななくせ

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑

十二710図圃

﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に関係の ななえやえ
﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっかって︑その
﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ

﹁江﹂から﹁エ﹂︑﹁加﹂から﹁カ﹂など
まくらのそうし

あの有名な源氏物語や枕草子などは︑

げんじものがたり

と書くようになった︒

十五397

と考えてみただけでも︑

十五3810

漢字の意味にあった日本語をあてて読むことも

十五382

あることを表わし︑

十五378

関係のあることを表わし︑

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に

十五378

十五353

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

十五353

いろいろな考えを表わした︒

びかたや︑なわの色や︑なわの太さなどによって︑

十四5412囹 そこは︑暗いところで︑土もかたいし︑ 十五349
石ころなども︑ごろごろしています︒
﹁同感︒同感︒﹂と︑日や︑土や︑水な

どがいいました︒

十四6111

十四649 飛行機などで︑横からすかして見ると︑
ちょうど︑けむりが廣がっているように見える
茶わんのすぐ上から大きなうずができて

十四665 茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑
十四6611 これとよくにたうずで︑もっと大きなの
が︑庭の上などにできることがあります︒

は︑

十四6612 春さきなどの︑ぽかぽかあたたかい日に

十四715 よく理科の本などにある︑ビーカーのそ
こをアルコールランプで熱したときの水の流れと︑

十四718 湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど
の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒
十四7810 そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど
のやっているところを見ると︑

十四838 雪どけ水が流れだすところ︑それをうれ

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

三277 ふねはななつの大なみをのりきって︑
﹇七八﹈︵名︶1

七つ八つ

鳥のとぶように走るではありませんか︒
ななつやっつ

ニー91園

いちにちにニへんあるのに︑いちねん

に一ぺんしかないものはなあに︒
ニー93園 いるときにいらなくて︑いらないと
きにいるものはなあに︒
ねむっていても︑みえるものはなあ

四M3園

それでは︑なにかかわったことをし

いや︑おとひめさま︑なにもかもじゅ

て︑おなぐさめいたしましょう︒

うぶんでございます︒

四⁝⁝5園

五1110園 あれ︑なにかしら︒

五329 この汽車は︑なにをたいて走っているので

あのガスは︑なにから作るのでしょう︒

に︒

ニー94圓

なにをしているところでしょう︒

んきよのことを話していますけれども︑

九461国 セドリックは︑七つ八つのころでも︑せ
ほう︑なにをやるかな︒

五352

五研4園 ここにいて︑なにか︑おもしろいことが

五908園なにがおかしいものか︑

ました︒

五842 夏休みになにをするか︑みんなで話しあい

そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に 五6011囹 でも

なにかあるのをみつけました︒

ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ
﹁あれなあに︒﹂マイクルがたずねま

六46 いろいろな音や︑みたこともないような物

が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑

あるのかい︒

じゃあ︑お日さまはよその國でなに

かびかしたものがあります︒

三707

しょう︒

二458園

五353

七まわ
にいさん︑なあに︒

ななまわりばん・する ﹇七回半﹈︵サ変︶1
二487園

︽ーシ︾

り半する

なに

した︒

三724圏

三769園

なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

六46

ものはなあに︒

六654 上にすれば下になり︑下にすれば上になる

なあに︒

六653 世界じゆうで︑いちばん力のつよいものは

おみまいを 六298園 なにかめぐんでください︒

手足の力がなくなって︑なにをするこ

をするの︒

ｧ9

って︑なにか︑おかあさん︒

にいさん︑なあに︒

なあに

三702

二505園

ます︒

﹇斜﹈︵名︶1

ななめ

八345 光の速度は︑一秒間に地球を七まわり歯し
ななめ

﹇何﹈︵代名︶ 蜘

七53 朝日の光がななめにさしてきた︒
なに

一288園 けさ︑あなたは︑その目でなにをみ

一186圃 うさぎ︑うさぎ︑なにみてはねる︒
ましたか︒

一289園 きのう︑そのみみでなにをききまし
たか︒

それで︑みんなでなにか

四307国

ともできなくなってしまいました︒

一311 この手で︑なにをもつでしょう︒

しようではありませんか︒

四342園かずこさんの書いた文で︑なにか氣
四458囹なにがつらいの︒

のついたことはありませんか︒

一343囹 なにになってみたいとおもいますか︒

つものはなあに︒

あとからなにかおっかけてきやしな 六656 はたらくときはよこになり︑休むときは立

四4510囹

いかと思ってね︒

にいさん︑これなあに︒

ごろう︑なにを考えこんでいるんだね︒

四493 かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ 六7111園 雪だるまはお話はしないけれども︑はる
えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒
れたかと思うと︑石ころかなにかのようにお
六763園

おまえは︑なにかつったか︒

六7211園

や

ちていきました︒

四779

山より高いものはなに︒

一一183囹上は怯みず︑下は大かじ︑なあに︒

六848園

六923園なにかご用でございましょうか︒

ねえさんが︑赤いきれでなにかこしら
えはじめました︒

四835

きるものはなあに︒

ニー85園 一しゅうかんに 一ど︑赤いきものを

ものはなあに︒

ニー77囹 ぬれたきものをきて︑かわくとぬぐ

はなあに︒

一一176囹口からたべて︑おなかからだすもの

一351園 みちこさんはなにになりますか︒

ますか︒

一342囹 なににでもなることができるなら︑
ただおさんは︑なにになってみたいとおもい

一307 この手で︑なにをもったでしょう︒

一一

ななつやっつ一なに
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なに一なに

六964園 なにかご用でございましょうか︒
六事6 なにかよいおりはないかと思っていたら︑

六佃6 一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ
うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒
六呂9園 うさぎさん︑なにしているの︒
六悩9園 こんどは︑なにをしようか︒

よこどりすると︑ゆるさないそ︒﹂﹁なに

なにかか げ よ う ︒

なにかかげようじゃないか︒

こんどは な に を し て 遊 ぼ う ︒

六㎜4 たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわてて
います︒

六梱8園
六儒6園
六榴8園
六傾9囹

こそこそ さ さ や き あ う ︒

だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで

みんなをおどろかせたり感心させたりします︒

八163

天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八275

かわいいひとりの王女もあって︑なにひと

すようになさいました︒

八374

おまえさん︑なにを考えているの︒

つ不足なことはありませんでしたが︑
八8010囹

葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み
名も知らない雑草がいちめんにはえてい

つけられていました︒

八脳8
九379団

九988園

ガヤガヤ︑ガヤガヤ︑また︑なにがなんだ

いのししやしかの角などに手を加えて︑

いえませんでした︒

十一765

そうして︑なにかいおうとでもするよう

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

ませんでしたから︑病人のふとんをなおしたり︑

十一762 が︑ほかになにといってすることもでき

十一775

病人はしげしげと少年をみつめながら︑

なにかものをいおうとでもしているよう

に︑すこしくちびるを動かしました︒

十一806
に︑

︿略﹀︑なにかものをいいたげにしました︒

十一8812

十二72 少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに

老人が︑道路をうろうろとみまわしなが

さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

ら︑なにかさがしては︑それをひろって

土人のひとりが︑書物というものはなに

十一一106園 なにをひろっているのですか︒

十ニー111

民ちゃんは︑つくえとか︑テーブルとか︑

かすばらしい力をもっているものだと考えました︒
十二265

先生

私の心の目をあらゆるものに向

なにかとりつく物があるとすぐに立ちあがって︑

けて開いてくださるため︑いいえ︑それよりもな

十二3212

十二434囹

によりも︑私を愛するためにきてくださった

十一﹇473園 人間には︑︿略﹀︑心にあることを︑な

なによりおもしろいのは︑大学のボート

なにかはいっているとみえて︑重たい︒

少年は︑もっとなにかききたかったが︑

これがなによりうれしいと︑曾良は喜び

雪が降ったら︑なにをして遊ぶの︒

芭蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだ

ろげてあります︒

十二価8 皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ

してきました︒

十二766

十二7212囹

ました︒

十二715

にか美しいものであらわそうとする氣持がある︒

﹁ふしぎだなあ︒﹂﹁なにが︒﹂

きみはなにをなくしたんだ︒

耳をすますと︑なにか︑かすかな音樂がき
なにをしてもにくまれない︑おもしろい人

こえてくるようだ︒

十53

なにがあいこだ︒

なにかの道具につかった物があったでしょう︒

九851囹

よくなにかをほりあてたらいいが︑

もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑

かわからなくなりました︒

九669

か︑︿略﹀︑わけがわからなくなりました︒

ガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑なにがなんだ

ワアワアとみんななにかいっているのです︒ 十二佃1

て︑なにかでてきそうです︒
九611一

九711

九656

七侶1園 先生︑この実はなににするんですか︒
七225園にいちゃん︑すずめはなにしにくるの︒
七228囹なにしにくるの︒
七234囹なにしてるの︒
七311囹にいちゃん︑なあに︒

九809囹

を︒﹂

なにかの花びらが︑ くもの巣にかかってゆ
七594
れている︒

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

七749 甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑

﹂ 甲 ﹁そうです︒﹂

七7511園あなたがたは︑なにかさがしておいでの 九954園
ようだが

なにか︑

七774 このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑

七828園なにか︑そちらにも︑いいぶんがあるか

十656
十695囹

物になっています︒

十一410

ね︒

七8410囹
それにつ い て ︑ な に か ︒
と︑

十一7512

がいつもここで練習していることだ︒

八102なにか氣にいらなかったりおこったりする
八109毎日なにかかわったことをしでかしては︑

なに一なにしろ
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十三422園見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ
れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三453 三郎くんのことぼの間に︑あいてがなに
かいっているわけです︒

十三551園 なにかおもしろいことでもあるのか︒

十四996

星の落ちるときは︑なにかのたましいが
人々の目には︑小さな小さな黒い点かな

神さまのところへのぼっていくのだと︑
十五2712
なにが氣にさわったのかなあ︒

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五625園

なにかおまえについているな︒

そこでなにをしているんだ︒

なにをするのです︒

十五932囹

でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

なによりも︑まず﹃大きな喜び﹄を呼
わんぱくこぞうのようなのが︑︿略﹀︑な

なにさ︑あれは︑︿略﹀﹃とてもたまら
ほかの人たちはなにをしょうとしてい

なにが幸福といって︑これほどの幸福
うちにいると︑それが見えないが︑こ
こでは︑なにもかも見えるのですからね︒

十五㎜10園

は︑世の中にありませんよ︒

十五柵2圓

るの︒

十五鵬10園

なくなるゆかい﹄ですよ︒

十五鵬4園

にかにぶつかりながら︑

十五悩11

びにやりましょう︒

十五脳8園

あなたには︑なんにも見えないし︑

十五麗2園

十五9211園

十五913囹

さんにいってごらん︒

十四1611團 なにかそういったものがご入用のとき 十五628園満ぼう︑なにが氣にさわったの︑おば
は︑こえんりょなくおっしゃってください︒
十四175国 どの時間になにをしていらっしゃるか︑
この私にはわかるのです︒

十四287 私は︑なにか大きな樂しみをもったよう
﹁星を見たってなにになる︒﹂という

な氣持になって︑家に帰ってきた︒
十四322囹
人があるかもしれません︒

十四428圃 そうすりゃ︑なにがこようと︑平氣
じゃないか︒

十四437圏 そうすりゃ︑なにがこようと︑平氣
じゃないか︒

十四456 助け船は︑いったい︑なにをしているの
だろう︒

十四561園 特別なはたらきは︑なに一つございま
せん︒

十四64一 ガス体の着意が︑しずくになるときには︑

かならず︑なにか︑そのしずくのしんになるもの
があって︑

か関係があることだけはたしかでしょう︒

なに︑りゅうぐうだって︒

ぼくはくやしくなったので︑なに︑こ

なに︑へんじゃない︒

十五624囹

なに︑そうじやない︒

のくらいのことがこわいものかと︑

十一623囹

五884園

四価3囹

十四7312 しかし︑それも︑前の温度のむらとなに なに ﹇何﹈︵感︶4 なに
十四773 私が︑木を割ったり︑竹を割ったりして︑
なにかこしらえようとしていると︑

十四894 耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で
も聞こうとしたりする︒

十二706

芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに

﹁なにかが︑神さまのところへ行くの なにか ﹇何彼﹈︵代名︶1 なにか

だ︒﹂と︑女の子は思った︒

十四994園

﹇何﹈︵副︶3

なにかしら

かにつけて不自由であろうから︑

九165 つばめが︑ならんでいるのをみると︑なに

なにかしら

つとめのためには︑なにかしらぎせい

なにかしらわすれていたものを思いだす

かしら相談でもしているようにみえます︒

十二374
ような︑

﹇何気無﹈

︵形︶ 2 なにげない ︽一

にする心がなければならないものだよ︒

十五868囹

ク︾

なにげな・い

んをみる︒

七308 立ちあがりながら︑なにげなく︑しいくび

なにごと

小さな木のめのむれは︑︿略﹀︑ことばの

﹇何事﹈︵名︶3

十5511 あるとき︑なにげなく妹の作文をみました︒
なにごと

ないかれらのことばで︑なにごとか︑ささやきか

十三53

大きなるなにごともなきばらの花ふ

わしているけはい︒

十五157図圏

そばにいるタイピストになにごとかをい

とのはずみにくずれたりけり
十五5311

﹇何﹈︵副︶8 なにしろ

いながらうたせているしらがの老しん士の
なにしろ

なにしろ︑いっしょうけんめいであるか

なにしろ︑水にいれてやらなければなる

八639囹 なにしろ︑水をこわがるのだから︑
まい︒

八656園
十一一586

なにしろ︑私たちよりふかいものなん

ら︑みるみるうちに工事がはかどって︑
ですから︒

十四85国

なにしろ︑おかあさんにしても︑私に

しても︑とてもわすれることのできないのは︑わ

十四810團

かりきっているのですから︒
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十五899囹 なにしろ︑おびただしい数ですからね︒
のだからね︒

十五9812園 なにしろ︑子どもの時代は︑ごく短い

十五鵬6園 なにしろ︑﹃不幸﹄をなぐさめてやる
ことがすきなのですから︒

六川一 アイウエオ︑カキクケコーという五十音

なに ぬ ね の 3 ナ ニ ヌ ネ ノ

なにも

十四6910

日かげで見ては︑べつにかわったようす

一75圖なのはな︑なのはな︑なのはな︒

一74風なのはな︑なのはな︑なのはな︒

一71間なのはな︑﹁おはよう︒﹂﹁おはよう︒﹂

なにも受けてはいけないよ︒

はなにもありませんが︑

十五862園

一76風なのはな︑なのはな︑なのはな︒

なの花の大きなもけいがありました︒

なの花が︑いちめんにさいていました︒

このまえより︑なの花がへっているわ︒

なの花ちらほらさきはじめ︑うすぐもり︒

﹁なのはな︑なのはな︑まつのき︒﹂

﹁なのはな︑なのはな︑まつのき︒﹂

﹇菜花盛﹈︵名︶1

なの花ざかり

のたりのたりとわたし船︑なの花ざかり
の岸をでる︒

五495圃

なのはなざかり

のわか葉に日の照るころは︑

十一329團げんげがさいて︑なの花ちって︑かき

十234圏圓

と︑﹁こくご一﹂の文を大きな声で歌う︒

十234圏圏

十233 15いちめんのなの花︒

七625

七177園

二5610

なにも聞えませんよ︒
﹃なにももののわからない幸福﹄をさ

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

いや︑どこのなにものをもおさえてい
七日呂くがつなのか・ご

三336園

十五935囹
十五鵬12園

そうしたら︑私は︑もうなにもおそれ

がしているのです︒

十五佃11園

なにもの

父母の愛を一身に集めていた身にとって

﹇何物﹈︵名︶3

ず帰って來ます︒

る︒

なのか

なの葉

の花畑を横ぎる︒

十236 自減車に乗った中学生が︑ふたりつれでな

たまごから小さい虫になるのに︑七日か なのはなばたけ ﹇菜花畑﹈︵名︶1 なの花畑
﹇菜葉﹈︵名︶2

なのはな

湯げは︑︿略﹀︑つめたい風がふきこむた

︵名︶一 ナフタリン

なべ呂ぎゅうにゅうなべ

ナフタリンのにおいがしてきます︒

ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ

﹇鍋﹈︵名︶2

ナポリ

︹地名︺4

ナポリ

なべしま 5いうなべしま

せん︒

七121 ﹁なべの手﹂となると︑人の手ではありま

がふきでています︒

五3410

なべ

三342園

ナフタリン

びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒

十四675

﹁ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉にと なび・く ﹇靡﹈︵五︶1 なびく ︽ーイ︾
﹁ちょうちょ︑ちょうちょ︑なの葉に
︹課名︺2

一23 二 なのはな⁝⁝⁝六
一61 二 なのはな

なのはな

とまれ︒﹂の唱歌が︑きこえてくる︒

七174圏國

まれ︒﹂の音樂が︑ひびいてくる︒

七163圏

なのは

かっています︒

七256囹

がつなのか・しちがつなのか・はちがつなのか

﹇七日﹈︵名︶1

十五854園

この廣間のなにものをもおさえている︒

十五853園

は︑天下におそるべきなにものもなく︑

十五6011

そうすると︑ナ一一ヌネノという一ぎょうは︑ なにもの

の中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中に
六棚11

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒

なにぶん

六麗8 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ
﹇何分﹈︵副︶1

モの二ぎょうだけで ︑

なにぶん

﹇何﹈︵副︶1 7

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十五472囹 ときどき焼いては︑この店に持って來
なにも

三121けれども︑なにもおぼえません︒
三122まだなにもおぼえません︒
四727これをひいた人には︑なにもあげませ
ん︒

五769金のさかなは︑なにもいわないで︑︿略﹀︑
海の中へおよいでいってしまいました︒
六鵬9園 なにもいらないや︒
六偶10園 勝ったものになにもないなんて話はない︒

七755園砂のほかに︑なにもみえない︒
八288 ひめは︑なにも知らずにおりつづけました︒
十一915圏 ほかになにもあげるものがありません︒
にもない︒

一65圏なのはな︑なのはな︑しろいくも︒
一66圏なのはな︑なのはな︑しろいくも︒

一62圏なのはな︑なのはな︑まつのき︒
一63圏なのはな︑なのはな︑まつのき︒

十二656 のびていく根のさきをさえぎるものはな なのはな ﹇菜花﹈︵名︶16 なのはな なの花
十二7112 まだなにも降ってぎもしないのに︑
うとお思いになるにはおよびません︒

十四89團 なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお

なまいき一なみ
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十一635 ひとりの少年が︑︿略﹀︑ナポリの大きな
病院の門ばんのまえへいって︑

少年の父親というのは︑︿略﹀︑数日まえ︑

十一639 少年は︑ナポリの近くにある村からきた
のでした︒

十一641

イタリアへ帰ってきて︑ナポリに上陸しました︒
母親は︑︿略﹀︑長男にいくらかのお金を

持たせ︑父親の看病のために︑ナポリへよこした

十一6412
のでした︒

七262園 なまいきいうな︑はるお︒

なまいき ﹇生意気﹈︵形状︶2 なまいき

﹇名前﹈︵名︶15

名まえ

十五932園 なまいきなことをいうな︒
なまえ

が︑きれいな花がさいていたり︒

五478 すみれがさいていたり︑名まえは知らない

﹁きみの名まえが書いてある︒﹂

いろいろなつかいかたがあるのは︑おもしろい

七158 私たちのからだの名まえに︑このような︑
九961園

たのは︑

十三1010

︽ーケ︾

一

ナマムギナマモメ

メ︑ナマタマゴ
十一585園

十一58図

一

ナマムギ︑ナマモ

ナマムミナマモメ

なまり

ナマムミナマモメ

なまむみなまもめ

﹇設﹈︵名︶1

八89 ほおじろ自身︑亭々のなまりのようなこと

なまり

なまり

まき絵というのは︑︿略﹀︒また︑なまり

﹇鉛﹈︵名︶1

ばをもっているのだそうです︒
なまり

十二柵10

﹇波﹈︵名︶21

なみ

傷むおおなみ・かわな

や貝などをはめこんだものもあります︒

四悩7圃

波もしずかだ︒

白いはまべのまつ原に︑波がよった

りかえったり︒

四協5圃白いはまべのまつ原に︑波がよった

四鵬7囹

なみ

二208はなほしよるゆめ山川さかなふね

み︒さざなみ・としなみ

なみ

﹁なまむぎ︑なまこめ︑なまたまご︒﹂

海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴー

り︑かえったり︒

五7510

うらの山から海べをみれば︑波にうか

いねが波のようにゆれる︒
な波の音︒

六495間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白

六314

ましたので︑

六156 木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

んださどが島︒

五897圏圓

くと流れていきます︒

波が︑すべりだいをすべるように︑らくら

とうなっています︒

みんなは︑なま水をのまないことや︑︿略﹀

ナマムギナガゴメ
ナマムギ︑ナガゴ

ナマムギナマモメ

﹁ナマムギ︑ナマモメ︑ナマタマゴ︒﹂

なまむぎなまもめなまたまご

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑ 十一58図

おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん

この考えのまったくあてはまらぬことは︑いうま
でもない︒

十四508
たとい︑名まえはわからなくても︑

の名まえがわかりません︒

十四508

でも︑きみたちの名まえを聞かせてく

れたまえ︒

十五棚4園

名まえ入り

きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒

ご両人の名まえ入りの大きな写眞を二ま

﹇名前入﹈︵名︶1

十五価9囹
なまえいり

十五662

なまける

いままででも︑なまけたことのない金次

﹇怠﹈︵下一︶1

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒
なま・ける

十一287

郎でしたが︑

なまこめ
﹁なまむぎ︑なまこめ︑なまたまご︒﹂

﹇生米﹈︵名︶1

十一587囹

なまこめ

と︑早口にすらすらといえるようになった︒
十一587囹

十二346 物にはそれぞれ名まえのあることを知っ なまたまご ﹇生卵﹈︵名︶1 なまたまご

五825

五7911
﹇生麦﹈︵名︶1

﹁なまむぎ︑なまこめ︑なまたまご︒﹂

一

一

﹁ナマムギ︑ナガゴメ︑ナガタマゴ︒﹂

一

ナマムギナガゴメ

なまむぎなまもめ

十一584園

メ︑ナガタマゴ

なまむぎながこめながたまご

十一58図

なまむぎながこめ

と︑早口にすらすらといえるようになった︒

十一587囹

なまむぎ

などを︑話しあいました︒
なまむぎ

十二356 こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ なまみず ﹇生水﹈︵名︶1 なま水
ることをわからせようとなさいました︒
ことがわかったのです︒

十二3711 こうして私は︑物にはみな名まえのある
十二川2 この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい
町から発見されたので︑やよい式土器という名ま
えがつけられています︒

十二桝5 ほうおう堂という名まえは︑屋根のかざ
りにほうおうがついているからだと
十三104 名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ
るいとかきめたり︑

十三108 同じ名まえの人も世の中には多いが︑
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なみ一ならう

七652波の音がきこえている︒

七642 しずかに波がよせている︒

九116 おしまいに︑海岸で波のくだけるところを
きかせてくれた︒

九118 ドドンドドンとなる大だいこの音は︑︿略﹀

︽ーツ︾

うななみだがこぼれおちる︒

六395ずっと遠いたんぼだけど︑ぼく︑もう帰れ

﹁電車もなみだをこぼしています︒﹂

電車もなみだをこぼしています︒

ないんだ︒﹂なみだをぼろぼろこぼす︒
十一548園

十一536﹇n国

十五679

そのなつかしい顔をあおいだ私の目から

寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑

十五688

せきあえぬなみだに目をくもらせたおば

おばさんは目になみだをためながら︑

八139

なみだぐ・む

ほおずりをしてもらえば︑すぐそのな
やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり
でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい
なみたいてい

︽ーミ︾

十二409 ケラーをしつけていくのには︑なみなみ

新しい学問をきり開いていくときは︑い

ならぬどりょくがいりました︒

つの時代でもなみなみのどりよくでなしとげられ

十二佃3

るものではありません︒

四786

え一えんぴつをなめないように︒

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

十491園 キタナイワンワンチャンーアンヨナ
メテルワー
十506

﹁アンヨナメテルワ﹂といって︑私に

その足をなめたので︑

十507囹

そうして︑うまい︑うまいとなめているう

知らせたのです︒

ちに︑つぼが︑からっぽになってしまいました︒

十716

ると︑よろけるんだよ︒

十三513 まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ

十四57 おさないころから︑人の世の苦しみをい

﹇悩﹈︵五︶1 なやむ

︽ーミ︾

ろいろとなめていたからのことでした︒
なや・む

←それなら・そんなら

苦しんでいる他人のためにも︒

なら

﹇習﹈︵五︶9 ならう 習う

それから︑まえにならったのを思いだして

﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

六718 はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった

書いてみました︒

六608

声でうたいながらあるきました︒

三404きょうならったばかりのしょうかを︑大

︽ーッ︾

なみたいていのどくではないから︑か 十四442圃 他人のためにもことばをもて︑なやみ︑
なみだぐむ

そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい
みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ

ちめんに波だち︑

つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三493

なら・う

ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ ならい ←てならい・みならい

﹇涙﹈︵五︶1

えって︑うまそうにみえるのだよ︒

十707園

﹇並大抵﹈︵形状︶1

なみだをためているの︒

十五佃10囹

の目にはなみだが光っていました︒

十五佃7

みだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

十五備1囹

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五704

は︑たまのようななみだが流れ出た︒

十四川11

た︒

うちよせる波の音をきいているようであった︒
といった︑しゃしょうさんのことばを
な・める ﹇嘗﹈︵下一︶7 ナメル なめる ︽ーメ・
九7711園 むかし︑このへんは︑波のおだやかな海 十二387 私の目にはなみだがいっぱいだまりまし ーメル︾
のいりえだったのです︒

島︒

十2311長い海岸線︑うちよせる波︑おきの漁船︑

われわれの心をあらうようにきこえる︒

波うつ

なみたいてい

十一132 はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑

にひびくのでしたが︑

十一一752 大川の波の音がバサリバサリと︑まくら

十四455 マッケンナも︑しずんでいく船からほう
りだされて︑黒い波の間をおよいでいました︒
てしまったように︑

十四459 すべてのものが︑ことごとく波にのまれ

そのためにかえって波にのまれてしまったのに︑

十四478 たいていの人は︿略﹀あわてふためいて︑
なみ ﹇並﹈3あしなみ

﹇波打﹈︵ 五 ︶ 1

八568 波うちぎわのかもめが目について︑

なみうちぎわ ﹇波打際﹈︵名︶1 波うちぎわ
なみう・つ

六327 8いねが大きく波うつ︒

なみだ

三人のかわいらしい少女にもあいました︒
﹇涙﹈︵名︶1 3

九598

なみき ﹇並木﹈︵名︶1 なみ木δまつなみき
りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒
十108 プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑ なみだ・つ ﹇波立﹈︵五︶2 波だつ ︽ーチ・ーツ︾
なみだ

どもおじぎをします︒

四㎜8 かめは︑手でなみだをふきながら︑なん

六376 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ なみなみ ﹇並並﹈︵名︶2 なみなみ

ならし一ならぶ
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六799 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった
﹁あさがおの花﹂を 思 い だ し ま し た ︒

きにならったからよく知っているが︑

六麗11 ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと

七73園 ならったばかりの唱歌を︑大きな声で
歌っていく子ども︑

だしてください︒

十二977 四年生のとき習った貝つかのことを思い

ならす

鳴らす

︽ーサ︒

十五769 そうして︑これが新島からならった日本

十二欄3 三年生のときに習ったイソップ物語︒

﹇鳴﹈︵四五 ︶ 2 0

﹇Vてならし

語の一つだといわれた︒
ならし
なら・す
ーシ・ース・ーセ︾呂 う ち な ら す

五516圃 きてきも鳴らさず 船がいく 船がいく︒

七51園 かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って
くる男の子かな︒

七59 かばんをカチャカチャ鳴らして︑げたばこ
のかげにかくれた︒
﹁はなをならす︒﹂

ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま

三べん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしま

九639

した︒
九6510

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らし︑

ぎょしゃが︑むちをヒュウパチッと鳴らし

したので︑どんぐりどもはやっとしずまりました︒

九672
ました︒

九679

ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

どんぐりはみんなしずまりました︒

九6910

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか

わずは鳴くも夏のあさ夜を

九⁝⁝6図韻

十一404圃夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか
まず︑もの肥りが鳴らして來る鳴りもの

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十三287

ならす

︽ーシ︾

︽ーッ︾

でんでんだいこのような︑ブリキのつづ

の音がおもしろい︒

十三295

﹇均﹈︵五︶1

みを鳴らしてやって來る︒
なら・す

ならび立つ

ベルンの町からながめると︑まつ白に雪

﹇並立﹈︵五︶1

をいただく山々がならび立っています︒

十五194

ならびた・つ

八7710 ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴 十2210 田をならしている農夫︒

七155

ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁︿略﹀︒﹂

らしたり︑火花をだすことさえできた︒
八787
とさわいだ︒

三159

まどのところに︑みおぼえのあるかお

右がわはきょうしつで︑左がわにはま

でしたちはそのわきにならびました︒

が︑たくさんならんでいました︒

一5610

ボ・ーン︾5おならびくださる・たちならぶ

八801園 せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした なら・ぶ ﹇並﹈ ︵四五︶ 32 ならぶ ︽ービ・ーブ・一
り︑火花をだしたりすることができるかい︒

八812圏 のどを鳴らすか︑たまごを生みなさい︒

八8211園たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火
花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

三314園

ぼうしかけがならんでいます︒

どがならんでいます︒

八8810 はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑ 三312園
かるく水の上をおよいでいた︒

九622園 おい︑さあ早くベルを鳴らせ︒

青色やちゃ色のくすりびんが︑たくさ

んならんでいました︒

三337園

いうとおりに

三446囹 ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
ぞえながらとんでいくから︑むこうのりくま

わにざめは︑白うさぎの

でならんでみたまえ︒

三448

たすきにならんで︑がんがかえる︒

ならびました︒

三545圏

四443囹 きょうも︑きのうとおなじじゅんばん
にならんでとぶことにしよう︒

さあ︑きょうは︑どのへんにならびた

ならびたいというの︒

四462囹じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに
四469囹

きょうは︑どうならぼうか︑かっちゃ

いというんだね︒

ん︒

四638園

いろいろな魚がでてきてならぶと︑そ

おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ

かめはそのそばにならびます︒

のうしろから︑おとひめさまがあらわれます︒

四㎜10
四m4

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

五833

まいなどがならんでいる︒

六52 そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん

ろな時計がたくさんならんでいる︒

六58 まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい

オルガンをひいているもの︑たいこをたた

いているもの︑︿略﹀︑そのうしろに合唱隊がなら

六185

うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑

んで︑うたをうたっています︒

六梱6

まるくならんで︑話をしました︒

た︒

六価3 うさぎさんたちは︑しかさんとならびまし
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七801 旅人と甲乙が︑ならんでいる︒

九153 つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい
ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒
んでいることがあります︒

九154 ときには︑十ぱも二十ぱも︑ずらりとなら

るのをみると︑

九164 こうして︑大ぜいのつばめが︑ならんでい
まわりの山は︑︿略﹀︑きれいにもりあがっ

て︑まっさおな空の下にならんでいました︒

九493

たちが︑ならんでせんたくをしていました︒

十143 ビエンヌという川の岸には︑︿略﹀女の人

十一675 開いたドアのまえまできますと︑その中

十212 その下を︑あひるがならんで通っていく︒

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

色がよいとか︑こちらの色がよいとかいって
十一7611

貝つかからでたものをならべてみましょ

を二つならべて︑その上でねむりました︒

う︒

くだものをならべたやお屋らしいのもあ

十二992

ります︒

十二価9

十五6410

見るなり私は︑おじさんの廣いせなかに

なり

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

︵並助︶2

とびついた︒

なり

コップなりさじなりをその手から取って︑

十一765

コップなりさじなりをその手から取って︑

看護婦にかわってそれを飲ませたりしました︒

十一765

のは︑きっと︑小もみをいつまでも︑大もみのそ

九264図圃

子もりするしずかなる月なの上に

十三232囹大もみがある大きさ以上に生長しない なり ︵助動︶22 なり ︽ナラ・ナリ・ナル・ナレ・二︾

家々みなまくらなり

九備3図心階上のわが電燈のきえにけりみわたす

ひそかに枝葉の中をみあぐる

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

九価1図圏

わたしたちが︑さくらんぼと︑くるみの

ばにならべておくからです︒

十三501

雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ

ごちそうをならべると︑

十四9612

金色の小さき鳥のかたちしていちょう

ケラーをしつけていくのには︑なみなみ

実際に試験してみると︑もみの木ははえ

ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の

の外明らかに月ふけわたる

十五133図西里のとこにねながら見ゆるガラス戸

とのもを見ればよきつくよなり

十五122図圏

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114図韻わか草のはっかにもゆる庭に來てす

十四8112図 すきこそもののじょうずなれ︒

るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

十三211

ならぬどりょくがいりました︒

十二409

ちるなり丘の夕日に

九柵4図圃
か光るさらをならべたテーブルが見えた︒
．十五377
﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

﹇生﹈皿Vすずなり

なり←かぎなり・みなり・ゆ

て﹁森﹂が作られた︒
なり

﹇形﹈︵名︶3
みなり

﹁幸福﹂は︑まずしいこじきのようななり
をしました︒

︽1べ・1ベ 八503

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七722

うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

なり

そうしてよく日いってみると︑頼んだ品

にはベッドが二列にならんでいました︒
十一一6111
物がちゃんとそろってならんでいた︒

十二鵬6 クロスワーズパズルのようにならんだ文
字があったりして︑おもしろいお金です︒

十三219 両両のもみは︑たがいにならんで生長し︑
るばちならび赤き花さく
﹇並﹈︵下一︶14

ならべる

十五104ロ紅血 荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ
なら・べる
ル︾

そんなまずしいなりをしていても︑それで
なり

なり

おどろきてわが身も光るばかりなり

大きなるばらの花照りかえる

十五151図魍

にばらがまっかにさいてけるかも

十五144図圏目をあけてつくづく見ればばらの木

ゆららにあかく開き満ちたる

こころは︑ふりがやむと︑なりもとまる︒ 十五142図圏大きなるべにばらのひと花思わぬを

﹇鳴﹈︵名︶1

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八506
なり

一一124 かたちのにたものをならべてみました︒

一一122 木のはをならべてみました︒
一一126 ちがったのをならべてみました︒

四702

3それなり

一一127 いろいろかえてならべました︒

五421團 みんなだいじにして︑こくばんのところ なり

だされたくつを見て︑にこにことわらっ

︵接助︶2

鳥のようにとびだした︒

た私は︑それを足先につっかけるなり︑すぐ︑小

十五642

なり

にならべてあります︒

六佃1 五十音というものは︑︿略﹀︑﹁ちがったか
なをならべたもの﹂ぐらいに思って︑

九443團 かきの葉を一まい一まいならべて︑この

なりかける一なる
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1

なりかける ︽！

しるきカ へ

︽ーメル︾

十三376

︵下一︶

1

鳴りはじめる

そのもようが︑どんな軍事からなりたって
﹇鳴始﹈

一361園

︿略﹀︒﹂﹁うみになって︑せかいじゅう

だのいしころになってしまいます︒﹂

一364圓 略﹀︒﹂﹁ことりになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

一5310園

一584園

︑げんきなこになりました︒ぴょんち

かったら︑どうなっていたかわかり

一547園
かったら︑どうなりますか︒﹂おとう

一604園

一605園
きないいこになりました︒はねちゃ

一どとぎれて︑また鳴りはじめる︒
︽ーキ︾

一606園いういいこになりました︒まきげち

鳴りひびく

﹇鳴響﹈︵五︶1

鳴りもの

まず︑もの責りが鳴らして挙る鳴りもの

﹇鳴物﹈︵名︶3

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

八761
なりもの

十三288
の音がおもしろい︒

鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ
たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で

て來る者もある︒

十三3111
十三3210

︵十一︶

なたがおもちになっても︑たまはや

よるになると︑おどりがは

一623囹

あたりがあかるくなりました︒でんとう

ごちゃごちゃになっています︒なん

︑それをごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

二94園

二93

一627

一626

一608園︑やさしいこになりました︒おかげさ
一619囹だのいしころになってしまわないか

たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑

なりはじ・める

へ

十2912

十五151図圏 おどろきてわが身も光るばかりなり なりた・つ ﹇成立﹈︵五︶1 なりたつ ︽ーッ︾
大きなるばらの花照りかえる

十五157図魍大きなるなにごともなきばらの花ふ
とのはずみにくずれたりけり

︵下一︶

なりひび・く

十五1710図圏 きみたちのそのまともなるひとみも
て︒

十五791すなおなれ︒
十五814 いだいなれよ︒
十五815平ぼんなれよ︒
十五816平ぼんにしていだいなれよ︒
十五816平ぼんにしていだいなれよ︒
﹇ 丁掛﹈

十五818空氣または日光のごとく平ぼんなれよ︒
なりか・ける

十四569囹 つるの私がとちゅうで切れたりしたら︑

ケ︾

二

え

二217園 こんなに大きくなりました︒﹂﹁︿略﹀︒

んだんおもしろくなりました︒

二97 ＞︒﹂とおたずねになりました︒みんなは

1 なある なる ︽ーッ・ーラ・

﹇成﹈︵四五︶㎜

あろうと︑トンネルのようなホートンには︑それ

な・る

それについている葉でも︑花でも︑なりかけてい

なりかける ︽一

ニー110

2

が︑ふしぎなほどよくひびきわたる︒

︵下一︶

る実でも︑みんなかれて︑くさってしまいます︒
﹇ 丁 掛﹈

めん

やめて︑しずかになります︒そうして︑

なりか・ける

二515
二521

さんは︑おいでになりません︒いまは

り︑またあかるくなると︑おかあさんが

一どくらくなり︑またあかるく

二521
二557

﹇▽おなる・かわはおおきく

﹇215圃いい

二557

レ・ーロ︾

なる・だんだんくわしくなる・なくなる

ーリ・

一232わ
圏 いいことりになって﹂のところは

ル・

八209 あたりのくらくなりかけた夕ぐれをみはか

ケ︾

一342園 ﹁なににでもなることができるな

二558 まえにはおいでになったにちがいあり
二604園さんが二年生になったら︑あたらしい
二641 ﹂だんだんはやくなる︒りょううでを

﹇生方﹈︵名︶1

なりがち

なりかた

らにもなりかけていたので︑
なりかた

﹇成勝﹈︵名︶1

うたをうた

一343園さんは︑なにになってみたいとおも

二645園

なりがち

うさぎ︑う

一344園く略﹀︒﹂﹁かぜになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

二646園 ﹂みんな﹁はやくなる︒﹂すずめ﹁もう︑

︽ーッ︾

十3412 小学校をでただけのかれには︑手のとどき
なりきる

ことりになって︑

一345囹
﹂﹁なぜ︑かぜになりたいとおもいま

みんな﹁あかるくなってきた︒﹂みけ﹁
﹇成切﹈ ︵ 五 ︶ 1

そうもない空想になりがちであった︒
なりき・る

てんきになあれ︒

一347囹く略﹀︒﹂﹁かぜになって︑どこでもど

二659園

二657園

︒﹂たつお﹁わになろう︒﹂みんな﹁わに

んだんととおくになるように︑小さく

一184し
圃た

一351園
こさんはなにになりますか︒﹂﹁︿略﹀︒

二714

らって︑

︻352園
たくしははなになります︒﹂ズ略﹀︒﹂﹁

三84園

﹁空があかるくなってきた︒﹂みんな

だんだんはやくなる︒﹂みんな﹁はやく

︒いまはおいでになりませんが︑まえに

一354き
園れいなはなになって︑おへやをか

十三162 ガリレオは︑年をとってもいたし︑めく

のなりかたなどを︑たんねんにみようと思います︒

十2710 トマトが畑に植えてあれば︑︿略﹀や︑実

一357園く略﹀︒﹂﹁うみになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
︿略﹀︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八204 七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

253
なる一なる

三86囹

な大きなわになれ︒﹂さきこ﹁東の

三85園 ︒﹂みんな﹁わになろう︒大きな亡き

えません︒三年になりました︒やはり

いと︑おおもいになりました︒そこで︑

て︑ お立ちになっていらっしゃる︒

りと︑ おでになったか︑おしゃかさ

三116

三102囲

三96團

三123
三126

んたかをおよびになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

vとおたずねになりました︒白うさぎ

大ぜいおとおりになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

いっそうひどくなって︑とてもたま

三研10 きゅうにみえなくなりました︒みかどは

三鵬2 みかどがおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂と
三鵬4 略﹀︒﹂とお思いになりました︒それで︑
三研1 んとこそうだんになって︑ある日︑か
三柳2 ぜんおたちよりになりました︒家には
はいってごらんになると︑光の中にき
三塀8 略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこしょ

三皿6 んだんかねもちになりました︒また︑小
三皿9 の人の大きさになりました︒そのう
三梱7 まがたもおいでになりました︒けれども
三鵬1 が︑だんだん高くなったのを︑みかどが

うたを

がんがかえ

とてもたまらなくなりました︒そこへ︑

うたを

って︑

れた︒

ひもになって︑

おびになって︑

八

高
ひもになつ

すぐもとのようになりました︒

vとおたずねになりました︒白うさぎ

︑おそくおなりになったのです︒おおく

えいえ︑それはなりません︒

きほどおとおりになったかたがたのお

えいえ︑それもなりません︒

うたを

ボートをおこぎになりました︒みずうみ

から︑いっしょになって︑丘の大きな

ｧ4

えいえ︑それもなりません︒

うさんがおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂と
略﹀︒﹂とおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

きまるかおまちになりました︒ほかの

うさんはおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

ユデーにおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

るぐるおまわりになりました︒もうみ
子たちにおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

た︑心があわなくなりました︒そこで︑

子たちにおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

三753園
﹀︒﹂﹁ほら︑どうなるか︑きをつけて

ろいうか
なたちになったり︑ふくれたり

ｧ6

三佃6 略﹀︒﹂とお思いになって︑そのままお
三佃6 のままおかえりになりました︒そのの
きれいなばんになると︑かぐやひめは
三佃2
三佃3 んがえこむようになりました︒あきが
月がうつくしくなると︑かぐやひめの
三柵4
︒十五夜がちかくなったある夜︑かぐ

一一

三123 ︒やはりかしこくなりません︒おしゃか

せきにおつきになりました︒でしたち

三145園︑きれいな心になれということに
三158

ことをおかきになりました︒コくみ

三173 んたかをおよびになりました︒はんたか

三204
三227 ほど︑大きな木になりました︒とうとう
三232 わからないほどになりました︒まいあさ

三229 もにとどくようになりました︒大きな
三234 村々が︑日かげになります︒こごにな
村田が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

三234 なります︒こごになると︑東がわのな
三235

三239園池﹀︒﹂﹁なんとかならないものかなあ︒

かということになりました︒すると︑

三2510 こで︑切ることになりました︒こんな
三266

三302 文をすることになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

三271 をつくることになりましたなん年か
三294 かげで︑日かげになってこまっていた
三297 だんだんゆたかになっていったという

三777園れから︑あさになって︑お日さまが
⊥ハ

か

略﹀︒﹂とおかきになりました︒

三389

三347園 も︑早く大きくなって︑あんなきれ

三955

略﹀︒﹂
おと
ききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

三996園なさんが大きくなってから︑それを

三836

三426 ︒﹂ひとりぼっちになってしまいました︒

あさんがおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

はおききかえしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

うさんがおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

63

＝而−〇

三備4 みをますたねになるばかりでしたので
三幡6 ものにおたずねになりました︒おつきの
三宙5 ﹂とおいいつけになりました︒おつきの

三期2 ひめをおわすれになることができませ

こともできなくなってしまいました︒

ｧ6 あたりがあかるくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂

三㎜1囹 におかなしみになるかと思って︑い
三柵5園 かえらなければなりません︒﹂とこた
三川2 かみのけが白くなり︑こしもまがっ
ことをおききになって︑たいへんか
三棚4
三相5 いそうにお思いになりました︒それで︑
三川7 くださることになりました︒いよいよ
三網8 いよいよ十五夜になりました︒おじいさ
三搬1 ︑人でいっぱいになりました︒おばあさ
三皿5 いました︒夜中になって︑お月さまが

一一

一一

三311園 長くまっすぐになっています︒右が

〉。

〉。
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了2

三415 ぼくらはふたりになって︑麦のほとす
三417 ぽのみが︑小人になってとんでいまし

三317園 んあがるようになっています︒きれ

17741064291135337443104184375
毒心心証囲
73

なる一なる
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四658の中に︑みえなくなっていきました︒

五553

もと先生がおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

もうすっかりくらくなっていて︑空いちめ

五521圃 い雲︒ ひつじになって わいてくる︑

郵

いのか︑わからなくなってしまいました︒

〒

四668 んでも︑おなじになることばを考えだ

五556

話をそばでおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂とい

山﹂というようになりました︒

ｧ−〇

四915あがっておいでになると︑ひたいから

五635

五624

︑﹁ぼく︑大きくなるまでに︑どの星も

四133 ︒この町の手と︑なり足となって︑は
四134の手となり足となって︑はたらいて
四957 ちに︑いっしょになったりわかれたり︑
四957 ︑またいっしょになったりはなれたり

四154 ︑わたしがおにになった︒みんな︑鳥ご
ひくと︑かるくなるかしら︒﹂ときい

五5810園

四鵬9園すっかり元氣になったの︒﹂かめ﹁おか

いって︑おわらいになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

四136 たいが︑ひとつになって生きています
四185園

五638園のが︑はうようになり︑立つようになり

五637

ぼくは︑大きくなったら︑にいさんと

おりじょうぶになりました︒あなたの

四悩7園 ないよ︒元詰になってよかったね︒﹂

四⁝⁝10囹

四239團

五639園

五639囹なり︑立つようになり︑あるくようにな

五6310園 うこんなに大きくなった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

り︑あるくようになって︑いまは︑もう

四244團ちゃんがいなくなってから︑もう半

家へかえりたくなりました︒たい﹁こ

四3510園 さんがおいでにならなくても︑かずこ 四餌7圏︺とうにおせわになりました︒﹂おとひ

へやが︑あかるくなりました︒みんなの

五6810園

五644囹︑日に日に大きくなったのは︑おまえひ

んの力で︑大きくなったと思います︒﹂﹁

五6311囹 ひとりで︑大きくなったのでしょうが︑

っておしまいになるでしょう︒﹂天人﹁

五642園

南岳3

川はだんだん大きくなる︒ダムにせかれて

五102囹

五73

五66

五65

五63

たらく

川はだんだん大きくなる︒川は野原におり

こし︑水道の水にもなり︑川はだんだん大

ムにせかれていけになり︑水力電氣をおこ

五7011園金持のおくさんになりたいというのです

五7010園

五704園

五703囹

金持のおくさんになりたいって︒﹂とい

んか︑もういやになったから︑お金持の

なんて︑とくにもならない︒もう一ど金

四王8園

四425
ても︑ばらばらになってしまうことは
四478 のがんは︑一列になってとんでいきま
四479 のようなかたちになりました︒はたけを
四507 のものは︑あとになり︑さきになりし

五105園

つりばりのようになったりしました︒

四417

五62

四507 とになり︑さきになりして︑はげまし

四421

には︑ばらばらになって︑はなれてと

やん︑まっくらになった︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︒﹂﹁もう明かるくなった︒あ︑あそこに

五729園

五725園

五724園

うのものわらいになるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お

になった︑女王になりたいつてたのんで

おくさんもいやになった︑女王になりた

五256園

ん︑駅へおいでになるのでしょう︒つい

のようになかよくなってきました︒ほん

五738園

五736囹

ばあさんは女王になりますよ︒﹂といい

はいやだ︑女王になりたいといっていま

五731 した︒海はまつ黒になってあれていました
五298園

しは女王もいやになった︒こんどは︑海

おばあさんは女王になっているではありま

友だちといっしょになりました︒そこへ︑

くしょうはいやになったから︑お金持の

四511

五162

川は大きくなると︑ゆっくりとな

四513 をたすけなければなりません︒だれも︑
四514

五752園

五7311

れも︑ばらばらになって︑にげようと

四523 すべりおちそうになり︑おんぶしてい

五374

いだかかって石炭になったのです︒大むか

四524 がんもおちそうになります︒﹁︿略﹀︒﹂二

しくたべるようになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

五402国

︑あたりはくらくなっています︒きのう

にあたりが美しくなると︑私は︑なんだ

五766園

五7510

ます︒海のぬしになりたい︑ひろい海で

した︒海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴ

五396達意のみどりがこくなってみえます︒茶色 五754園どは︑海のぬしになりたい︒あのひろい

四565

＞︒﹂と鳴いた︒春になったばかりだから︑

七月十
五469

五432国

れで教室が明かるくなりました︒

うということになりました︒かっちゃ

五788

四576

ら︑せなかがあつくなってきました︒﹂
持がして︑たのしくなった︒あさの光に︑

五804
五491

四628 ︑いきがくるしくなったので︑力をゆ

四606 そのうちに︑夜になってしまいました︒

四564 口もだんだんよくなり︑みんながはこ

四528 のもうふのようになって︑かっちゃんを 五395国 ました︒ふもとになるにしたがって︑木

ひっかけるようになりました︒ゴムのよ

四418 には︑かぎなりになって︑空をひっか

ま﹁あまり長くなりますので︑もう︑
四401園 いいお友だちになったり︑先生にな 四脳9園
ても︑おあけになってはいけません
四401園
つたり︑先生になったりしてくれま 四描7囹
四416 とそろえたようになってとんだり︑ま 四二6圓 ひめ﹁おかえりになりますか︒おなごり

四阿4

四224團 つかまりそうになったとき︑またわ

一一

255
なる一なる

五812 ︒ガラスもきれいになって︑そとのけしき
六4010

六3610

六3610
やけがばら色にこくなる︒かかしの顔まで

れて︑空がうす赤くなってくる︒タやけ雲

六佃3 めに発音ができなくなるような音は︑もと

六研11

21風の音がよわくなる︒それにつれて︑ 六柳6 うまく発音できなくなっている︒しかし︑

六434

五9011園 いいおぼうさんになったのだよ︒﹂こう 六429

上をひとかたまりになってとぶつばめのむ

上にひとかたまりになる︒それがほぐれて

六㎜10

六佃6 いいかたそっくりになった︒それでぼくは

六柵2︑きゅうにおかしくなった︒これなら︑弟

一組でつくることになりました︒それから

六柵4 ぬきさんが︑ま顔になっていうので︑うさ

六夢9

六搦9 ネルはだんだん深くなり︑廣くなりました

あなはずんずん長くなっていきました︒﹁︿

ことはどうでもよくなってしまった︒弟が

五944 なく︑死んだようになっておちていたので

りがきゆ．うにくらくなって︑かげがみえな

聞を発行することになりました︒これには

六下6 さんがかわいそうになりました︒うさぎさ

六伽6

六515

六574

いためて︑歩けなくなりました︒そこを通

五9910園 この鳥はとべなくなったらしい︒にがし

六643

六621圏

六615

︒どうして︑八時になると︑ねむくなるの

六564
六587

︑私はおもしろくてなりませんでした︒ま

のかずが︑五か七になっているのです︒﹁

五9911園 にがしてやれなくなったよ︒﹂おとうさ

二上にすれば下になり︑下にすれば上に 六襯2 はじめました︒上になったり︑下になった

時になると︑ねむくなるのだろう︒どうし

六襯3 上になったり︑下になったりしました︒そ

がかった美しい鳥になりました︒﹁︿略﹀︒﹂

五968園由にとべるようになりましたね︒かごか
六597

五961

五973 ているうちに︑秋になりました︒まいにち
六614

五㎜2 かれた羽がぶらりとなって︑半分しかひろ

六644

七78園

だん深くなり︑重くなりました︒﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁もう︑元号になったようですね︒﹂﹁

五鵬5 まねができるようになりました︒いつのま

六654

たらくときはよこになり︑休むときは立つ

り︑下にすれば上になるものはなあに︒三

六柵1囹

どれ︑ごちそうになろうかな︒﹂のそり︑

六観5園 いる︒ようしゃはならない︒角でついて

六698

はるえといっしょになって︑大きな雪だる

一一号がどんなふうになるか︑樂しみです︒

七108

七94園

う︑四十五年にもなる︒あの日からきょ

七86 と︑学校からいなくなってしまった︒教室

七78園

つして︑しめっぽくなった葉をふるわせ︑

になりたい︒風になったら︑学校の中を

でいいから︑風になりたい︒風になった

川が

六702

ちだかわからなくなつちゃった︒﹂おか

と︑はるえは本皮になっていいました︒は

一口話

六給7 が水にとどきそうになったとき︑足がつる

六116 ままで死んだようになっていたかいちゅう

六7311囹

六717

六柵9 たちは︑いっしんになって︑神さまにおい

六1411 木の葉は船のようになって︑ありのそばを

六246囹 よ︒さあ︑おそくなるからでかけよう︒

六905

六787囹

六774囹

まったら動かなくなるでしょう︒けれど

︑動いたり大きくなったりしているもの

七131 ︑文字を書くことになってきたのでしょう

七122

︑しばらくお考えになって︑女の人に︑﹁︿

七259園

はっぽと同じ色になったのね︒どうして

七256園こから小さい虫になるのに︑七日かかっ

七252園あおむし︑大きくなりましたね︒たまご

七249 センチほどに大きくなったあおむしを︑新

かあさんがおいでになる︒母﹁なにしてる

ところということになります︒また︑﹁︿略

六261 しもて半分はそとになっています︒雪がち

六9510

六3410 くなったり︑小さくなったりする︒口をも 六972園ですっかりらくになりました︒﹂女の人
六368 いくかかし一点になって︑おしまいには 六川2 つとしていられなくなった︒ぼくは画用紙
六369 しまいにはみえなくなってしまう︒21風 六研3 ︑これで大わらいとなった︒ぼくのまねは

七233

六287囹 のめば︑なんとかなるだろう︒﹂きりぎ

は︑ぐっとおのみになって︑編歯駒の﹁ああ

六349 わりながら︑大きくなったり︑小さくなつ

六2010あつまって︑まるぺなります︒テ1ブルに六773囹︑だんだん大きくなるから︑生きている 七121 か︑﹁なべの手﹂となると︑人の手ではあ

六1510園 なかったら︑どうなっていたかしれない

︑こたつでまるくなる︒﹂

たところで︑なんになりましょう︒ちっと

五二11 をほめました︒秋になると︑また︑わたり

六656

六654

六桝10

五爵9ますひわがかわいくなりました︒〒も

た︒また︑ふしぎでなりませんでした︒み

六97 ︑それがまた心配になってきた︒親子はそ

五999囹

五997 もとのように元仁になって︑かごの中をと

六悩8 れてしまわなければなりません︒しかさん

五958直りでとべるようになるまで︑かってやり 六516 て︑かげがみえなくなりました︒三人は遊

五957

て︑だんだん大きくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂

五901牛島﹄とおうたいになったとき︑おじぎを 六4011 かかしの顔まで赤くなる︒33ビルゲイン 六m10 あることはたしかとなった︒自分ではなを

がつまるといえなくなることばと︑はなが

五882園 いおびをおしめになると︑へんでしょう

五8210 の教室にもおいでになりました︒そのお友

、

七271囹 かあさん︒黄色になつちゃった︒﹂母﹁さ

七263園︑はっぱと同じになるのは︑鳥などに︑
七788園

七752囹
一つおきにあさくなっていましたので︒

だれかにおききになったのですか︒﹂旅

とのまに︑いなくなってしまった︒さて

七744いま︑まっぷたつになるすいかだ︒七

七2510囹 はっぱと同じ色になるのか︑わかります 七672 鳥の声も︑夕がたになっている︒ ︵三︶

七272園 た︒﹂母﹁さなぎになったのですよ︒先生
七838囹

七274園

七863

わととびます︒寒くなったので︑むしろで

みんなで︑13びきになりました︒誓うさぎ

うさぎをかうことになりました︒先生が︑

兄﹁いいえ︑どうなるか︑みんな自分で

七273園 おむしがさなぎになるって︑教えてくだ

七952

七893

いました︒

七289囹 おむしがさなぎになったところを書いた
まれるときはまるくなって

八49
七354 るで︑一つからだになってしまうかと︑思
七3611 がすこしゆるやかになり︑からだがらくに 目64

たへもとまるようになったばかりか︑頭の

から家族のひとりになり︑あくる日︑ピオ

七95図

八66

七314園 なった︑ちょうになった︒﹂はるお﹁ほん

七313囹 に︒﹂兄﹁ちょうになった︑ちょうになつ

七371 り︑からだがらくになったような氣がしま

ぶもつっつくようになりました︒それどこ

ちにかわれるようになったかとい黒山の人

七3911 ちに︑にこにご顔になり︑とうとう︑うれ 八68

七474 ︑だんだんくわしくなっていきます︒どこ

七452園 は︑こんなことになろうとは︑思ってい

七413 たみつばちのようになって︑汽車でねむつ

八1710

八131

八124

八91

八811

たのが︑かなしくてなりませんでした︒こ

せんから︑つめたくなったからだをわたに

けいにピオがすきになりました︒ピオのほ

七488 ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょうけ

ていますが︑大きくなるにつれて︑六本の

ほうでも︑その氣になったらしく︑ときた

七494 野の人はいっしんになったので︑かえって

七514 ールをつかうことになった︒ふえがまた﹁

七506 しあいをすることになった︒ぼくたちは︑

七4910 れしさでいっぱいになった︒ ドッジボー

七498 の学校とやることになった︒あぶなかった

八196

八191

八184

八182

か二三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎかえ

ほっていかなくてはなりません︒それでた

かたく︑じょうぶになります︒土の中は︑

八1711

て︑よういに大きくなりません︒あぶらぜ

の足がだんだん強くなり︑ことにまえ足は

く︑ぼくたちの勝となった︒﹁︿略﹀︒﹂しん

かな音町会のようになりました︒ やがて

みも︑やがて︑秋になると︑みんな死んで

ひっそりとしずかになります︒せみの死が
︑もとめておいでになるのでした︒けれど

んの中へおはいりになりました︒すると︑

すっかりおみとれになりました︒ひめは︑

りを一つきおつきになりました︒黒うしは

略V︒﹂こうお考えになった天帝は︑そのま

にでてはたらかなくなりました︒ふたりは

に帰しておしまいになりました︒はたおり

たいへんおおこりになって︑はたおりひめ

︑いよいよその日になると︑けんぎゅうは

のようすをごらんになって︑又略﹀︒﹂とお

すが︑星のきょりになりますと︑これでは

ばかりかかることになります︒ところが︑

た光だというわけになります︒このほか︑

して計算しなければならないほど︑遠いき

ばっています︒夜になって天の川をみると

をかぞえておいでになると︑み知らぬ人が

うと願っておいでになりました︒王女がこ

略﹀︒﹂と︑お答えになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

︑みんなこがねになったら︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

七633 ンパン︑もうくらくなっている︒豆のつる

七607 いまに︑一つもなくなるだろう︒またして

七591 んなのは︑みじかくなった文ですが︑まだ

七584 が︑ますますほそくなる︒おかあさん︑い

七559 ちりほどもあってはなりません︒五年生が

七555 て︑文章がみじかくなっていくことがあり

七545

ぶなくころびそうになった︒﹁︿略﹀︒﹂はく

七529 の学校とやることになった︒このときは︑

八247

八244

八244

八242

八239

八222

八221

八201

八198

は︑きゅうに元氣になって︑そろそろと歩

もあぶらぜみらしくなります︒しばらくす

色のところは茶色になって︑いかにもあぶ

がさつとさすころになると︑せみの羽は︑

︑からだの色もこくなっていきます︒虫は

もうすっかりくらくなりました︒あめ色の

みついて︑動かなくなってしまいました︒

ていますが︑大きくなるにつれて︑だんだ

かからないと︑親になることができないと

八411 コーヒーをおのみになろうとすると︑コi

八4010かと光ったこがねになっていきました︒王

八409みんな手をおふれになりました︒庭の草木

八405さまは︑庭へおでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

八402ねどこにおさわりになりました︒それもこ
八403た︒それもこがねになりました︒着物を着
八404た︒着物もこがねになりました︒王さまは

八3911 ︑いすにおさわりになりました︒いすはた

ました︒あくる朝になりました︒王さまは
八3910

しかにそのようになるでしょう︒﹂み知

七651 葉ばかりのさくらになって︑毎日はれ︒波

七522
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もこがねのさかなになりました︒たまごを
︒たまごをおとりになりました︒これもこ

くれがたになって︑あひるの子は

かわいがった︒朝になって︑よそからきた

はますますはげしくなってきた︒あひるの

んでしまわなければならなかった︒あらし

︵三︶

かけて︑渡り鳥になる考えはないかね︒

のあしの中で︑横になって休みたいと思っ

は︑ここで一晩横になった︒つかれて︑氣

からのちは︑わるくなるばかりであった︒

で︑あんなふうになっただけですよ︒﹂

くなれば美しくもなるでしょう︒たまご

てもいい︒大きくなれば美しくもなるで

ら︑かみつきたくなるんだよ︒﹂年より

の子も︑いっしょになっておよいだ︒天略

れてやらなければなるまい︒﹂あくる日

きに立ってお歩きになった︒みはらし台に

まにもごろりと横になろうとしているとこ

﹂と︑おいいつけになりました︒けらいた

はたいへんお喜びになりました︒さっそく

ばすぐおなおりになります︒﹂これをき

おふれを︑おだしになりました︒これをき

ても︑よくおなりになりません︒王さまは

長いことお苦しみになりましたが︑いくら

らだにおふりかけになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

つともとどおりになるでしょう︒﹂王さ

くって︑こがねになったものにふりかけ

ゃって︑おくやみになっていらっしゃると

︒﹁困ったことになってしまった︒もし

まは︑おかなしみになりました︒王女は︑

は︑かたいこがねになっていたのです︒王

もこがねのたまごになりました︒そのとき

442879421187656914111028610878643543
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なことは考えなくなってしまうよ︒﹂﹁︿

きゅうにおよぎたくなったので︑にわとり

九121 ︑たしかに風の音になる︒とうげ道にさし

九94 と︑ごちゃごちゃになって︑まとまりがつ

九710り︑また廣い海ともなります︒さらに︑﹁

九1210よって︑水の音にもなり︑風の音にもなり

ことがおわかりにならないのです︒﹂﹁︿

て︑ふしぎな耳管になった︒あひるの子は

九166さっていかなければならない日本に︑なご

九1410が生きてくることになろう︒

九1210
雪の降るようすにもなるのは︑ふしぎであ

九1210
もなり︑風の音にもなり︑雪の降るようす

ようたちがみえなくなると︑すぐ水のどん

九1611どすがたをみせなくなってしまいます︒つ

三 つばめ

よぎまわらなければならなかった︒しかし

九1610 ︑十一月のはじめになれば︑もうほとんど

田植えのころになったので︑しろかき

九193 の氣候と同じ寒さになり︑雨が降りつづき
九195たい雨にずぶぬれになって︑身動きもでき
九195 ︑身動きもできなくなってしまったのです
九233と︑十万ばあまりになります︒そのころ︑
九244 いうのです︒近年になって︑いろいろな方
九252 いのでしょう︒春になると︑だれもが︑こ
ら︑ もう四ヶ月になります︒こちらへき
九313團
九315国て︑秋も終り近くなりました︒ぼくは︑
九318国んがうらやましくなります︒先生︑おか

8月18 九3310国よは︑大きなのになると︑三十センチあ
が︑ふくれてかたくなっていました︒二つ
9

九348団それが︑深いのになると︑ 一メートルあ
九362団そこは︑深い谷になっています︒ここか
九364團せかれて︑たきになり流れになって︑村
九365團たきになり流れになって︑村の中を通り
九383團おってよいことになっています︒高くて
も︑すっかり黄色になっておじぎをしてい

9

九3810團
くると︑うれしくなります︒母たちもぼ

これが︑きっと実になるのでしょう︒

と︑明かるい感じになります︒この赤い甘

九4111團いまはもういなくなりました︒そのかわ

九413国みえました︒秋になって︑ぼくは山へい
九414國いくのが樂しみになりました︒だんだん

は︑だんだん黄色くなっていきます︒

きをぬったら︑どうなるでしょう︒むらさ

平年作ということになります︒

︵二︶

つた美しいひびきとなってきこえるにちが

の感じはまたふかくなるでしょう︒

らと流れる小川ともなり︑ちらちらと光る
ちらと光るいけともなり︑また廣い海とも

九445團つくしてはだかになった木の上に︑まつ

九4211團
たちはむちゅうになっていもをひろいま

ばん小さな三つになる妹もつれて︑うち
九427團

色をぬったら︑どうなるでしょう︒これは

ばん多いので15本になりました︒

て︑ほとんど85㎝になりました︒1本ずつ

葉が︑5㎝ぐらいになりました︒どのなえ

度

風にゆられるようになりました︒黄みどり

が︑ほんとうにめになるのでしょうか︒

いわれる身のうえになったのである︒にわ

の草むらの中で横になっていた︒美しい春
︒どうしてこんなになったのかわからない

つかっていなければならなかった︒とうと
︑つかれきって横になっていた︒あひるの

ながだんだん小さくなっていった︒あひる

がこがね色や茶色になった︒雲は︑あられ
︑あられや雪で重くなってひくくたれてい

77655441091皿51皿51041041011011009897959388888了85858584848383818180
109862948824286548855271198106981038
園園
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九447團 のぼってとりたくなります︒この夏︑一
九459團 す︒兄は︑大きくなって農業をするため
九4811 うすっかり明かるくなっていました︒おも
九498 ︑ちょっとしずかになって︑又略﹀︒﹂と答

九5011 びだし︑すぐたきになって︑ゴウゴウと谷
九542 た道は︑もうほそくなってきえてしまいま
九548 いへんきゅうな坂になりました︒いちろう
九5410 かにぱっと明かるくなって︑目がちくっと
九578

ちろうは氣のどくになって︑﹁︿略﹀︒﹂とい

九569囹もどっておいでになるよ︒きみは︑いち

︑きゅうにまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂とい

九5711 あたりまでまっかになり︑着物のえりを廣
九595

九636 すこしずつしずかになりました︒みると︑

九九九九九九九九九九九九九
133 132 129 125 124 123 123 112 112 109 109 105

だんだんのぼり坂になると︑からだがほて

きゅうになつかしくなりました︒くもの小

つなにまかれそうになりました︒ぐずぐず
︑苦しくてどうにもなりませんでした︒し

た︒くもは︑きっとなってその方をみつめ

れた道もない谷まになった︒そこからさら

と感じられるようになった︒﹁︿略﹀︒﹂茶人

でみたりしなくてはならなかった︒茶人は

水の味がわからなくなってしまう︒あとも

となられた︒お書になったので︑雪の上で

うんで︑雪だるまになっておきあがるもの
︑先生は地上の人となられた︒お書になつ

だもスキーも一つになって︑ビュウとうな

1334101531110717

九帽−〇

っかりらくな氣持になりました︒いまのい

みかたをしなければならなかったのか︑よ

うしてそんなことになったか︑そのわけを
︑兄や姉の手助けとなりたいと思います︒

もすなおな子どもになりたいのです︒そう

みんな易しい氣持になるようにできないも

うちの中が明かるくなるように︑できない

とを︑ほこるようになりたいものです︒い

つとしていられなくなり︑設計図をひいて

させておかなければならない︑というので

いてにしてくれなくなり︑まずしさはいよ

にっかわれるようになったが︑かれは︑こ
︑年とともに大きくなって︑天然眞珠とな

なつて︑天然眞珠となることがわかったか

すやすと︑ひとつになるものではなかった

いれてから︑区立になるまでには︑少くと

ると︑もとのままになっていたQ同じこと

ても︑その助力者となってくれたのは︑つ

茶色にかわるほどになるのである︒この赤
︑いっそうはげしくなり︑かれを勘ちがい

＋4410たもなく︑四年めになった︒幸吉は︑望み

十439そ墜ちがいのようになって︑死去をどんど
十443でにしらがの老人になっていた︒よる純な

このわる口のたてとなって︑幸吉をかばい

さえののしるようになった︒うめは︑いっ

九柵1 にくいとは思えなくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂
十911 いう木の葉が黄色くなるころで︑いなかの
十119のそばへくるようになりました︒ひろい集

＋4210
く︑世にだすようになった︒この光明を喜

︒﹁半円が黒円になれば成功するのだ︒
十422園
十428おりに取れるようになったので︑ひとまず

十141がいて︑なかよしになってくれたからです
ことばがこいしくなります︒こうしてお
十176圏

しょにでておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

十1111さんにくれるようになりました︒プラタナ

九821 んにほっておいでになります︒ぼくらは︑

にさまざまな色になります︒﹂10せんた
十2011園

んつかってみたくなります︒わたしは︑
十178園
十193 ︒だんだんまどおになる︒﹁ことばの愛﹂

九842

がまわっておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

九828 だんだんしんけんになってほりました︒﹁︿
九8910 ﹂ふたりともむきになって︑友だちの手か

十291してそのものがこうなったかということを

九9911囹 じゃあ︑あいこになるように︑もう一つ 十248 ︒19あせまみれになった工員の顔︑胸︑
十264の子が︑むちゅうになってかけてくる︒早
九皿10園 おりしたら︑よくなった︒﹂やまだたか

九価6 ︑谷あいでは一列になったので︑ずいぶん

十457とに名高い︒名高くなったかげには︑幸吉
十459たちが︑幸吉の手になる養殖眞珠は︑まが
まんでいうと
十475は︑きのう︑三つになる
十475いうと二年三ヶ月になる妹をつれて︑さん
十531んと︑地べたに横になってねそべっていま

九964 きゅうにまたつんとなって︑だまってそれ

九786

九7811 く土の中へお立てになりました︒土はやわ

＋1312のいなか町がすきになったのも︑一つは︑

どをのせておいでになりました︒又略﹀︒﹂

987410421098328333210834

九8111 は︑耳にもおいれにならないで︑ひとりで

九779 こうに︑一だん高くなったところがみえま

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
41 41 41 41 40 40 40 39 38 38 3了 36 35 34 32 31 31 30 30 30 29

九798園 しょに︑いらなくなったりこわれたりし

九769

九7411 も︑一どにみえなくなって︑いちろうは︑

九柵8園 かあさんをみたくなったよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
九657 ︑わけがわからなくなりました︒そこで︑
九669 なんだかわからなくなりました︒やまねこ 九欄4 つらうつらとねむくなってきました︒﹁︿略
九702囹所のめいよ判事になってください︒これ 九糊8 めて︑ころっと横になりました︒目をつむ
九746 だんだん光がうすくなって︑まもなく馬車 九備2 たつゆが︑しずくになって︑ポタリポタリ
九備6 ︑もう話しかけなくなりました︒ぐっすり
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十一15一

まにかびんぼうになって︑その日のくら

十一109雪男には︑ぼくがなることにきめている

十一104園員には︑だれがなるのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

は︑妹の心の写眞になるのではないかと︑

十一1911

写眞も︑思いでにはなるでしょうが︑こと
すらすらと書けなくなりました︒むりに書

つでて働くことになりました︒そのとき
わりにでることになりました︒金次郎は
︑いまはどうにもなりません︒母親は︑
やってから︑夜になると︑ため息ばかり

みようということになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

十一446

十一4310

十一439

十一375圃

︑ぼくは︑大きくなったら︑また︑おか

をいただくことになりました︒総代の名

名をお読みあげになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

んの上にお立ちになりました︒女の先生

台までいっぱいになってしまった︒その

なごやかな氣持になった︒このごろ︑電

ぼくはくやしくなったので︑なに︑ご

れねずみのようになって家に帰った︒父

た︒太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂とい

らといえるようになった︒太郎は得意に

8

ルガンをおひきになると︑オルガンのキ

は︑ちがったものになります︒どうして︑
︑うらやましくさえなりました︒あるとき

十一214

十一212

しにも困るようになりました︒しかし︑

スは︑おじいさんになるとかわいそうね︒

十一236
十一2310

いれをあけるときになると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一489

﹂ぼくは︑大きくなったら︑どうしても

58

9

じきにおいでになりますからね︒﹂看

ははち切れそうになっていました︒ただ

すると︑かなしくなってなきだしました
︒かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑顔

自分からさきになって渡ってしまった

囹園

十一1912

さんのせいより高くなりました︒もう︑先
ぐんぐん早く大きくなります︒たけのこは

ぶんでした︒夜になると︑また︑なわを

つぼが︑からっぽになってしまいました︒

十一503

くは︑いい農夫になろう︒

58

2
了0

生のせいくらい高くなりました︒たけのこ

十一258

の体格もりっぱになっていきました︒金

たら︑くたくたになってたおれるところ

にっこりわらい顔になって︑次郎かじゃと

郎かじゃは︑心配になりました︒太郎かじ

十一507

あらしは︑けさになってもまだ続いてい

61

3

した︒すこしよくなるかと思えば︑思い

て︑いくらかよくなったように思うとい

すぎました︒夜になると︑少年は︑へや
︒そうして︑朝になると︑また看病をは

はますますわるくなるばかりでした︒平

かりじょうぶになったよ︒それで︑お
十一839園
けがわからなくなっていて︑口もきけ
十一868園

ば飲まないようになりました︒また︑な

ようだいがわるくなったにもかかわらず

はにわかにわるくなりました︒医者は︑

しょうけんめいになっていました︒一日

けなくまたわるくなったりで︑少年は看

ば︑きっとよくなるから︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

芸園

と同じくらいに高くなって︑風にゆれてい
十一2511

十一259

と︑りっぱな人になるためには︑学問を
学問をしなくてはならないと書いてあり

︑まだむちゅうになっているのである︒

十一512

︑みんな下向きになってしまった︒私は
とがもみくちゃになった︒しゃしょうさ

62

4

11

うさんがおうたいになるうたいを︑きいた

十一267
十一267

ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四

十一515

れたりしなければならなかった︒だれか

53
62

7

1

役者がおじいさんになったり︑むすめにな

なったり︑むすめになったり︑わかい男に
つたり︑わかい男になったりするときには

田
いねはそだつ

晩にはかえ

四

んに勉強がしたくなりました︒まきをと

十一269

ずけられることになりました︒いままで

を読むとうれしくなり︑いっしんに勉強

ところのあるものとなっています︒みなさ

十一286

やまわれるようになりました︒

十一2610

みなさんも︑大きくなったら︑自分たちの
︑おもしろい人物になっています︒ 狂言

十一304

に日ざしが強くなり︑

十一346圏うの畑は水田となって︑
十一349圏

つぱなからだになるだろう︒その体格

十一525

5
11
69

53
69

12
2
12

9

9

72
75
76
了7
了了
78
78

9

111010
79

1

78
80

やったりしなければならないので︑ずっと

村までいかなければなりませんでした︒で
︑死ぬようなことになってはつまらないか

さやま

たがじょうずになって︑みんながさせ

十一5210

くりもばらば

りっぽな船長になるだろうよ︒﹂﹁︿略

・しぶがき赤くなり︑

筆轄をする人になるだろうね︒﹂﹁︿略

箸置囹囹囹

5
9
6
10
2

5

文雄はそれが氣になってしかたがなかっ

めきめきと大きくなり︑このごろは︑き

くなり︑会いたくなったので︑学校から

母親がなつかしくなり︑会いたくなった

く︑しだいに暗くなっていきました︒そ
︒それからのちになって︑道灌は少女の

はいよいよ困難になりました︒夕がたの

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

9104482776

十一372圃音さえすずしくなってきた︒

6

のはかえってみたくなります︒それに︑だ

5

雨の中

5

8

六

5

121011

80

141388789888888

村や

に起ついみの

9

1

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十

はすは筆

みとつな問うとぐ生さス

1
2
5
10

7
9
8
エ110
5
9
5
5
6
4
5
7
11
3
12
3
10

7
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十二425

愛情とが︑一つになったおかげです︒

やしめることにもなるからである︒どん

いうだけのことになる︒ただ習慣として

十二935

十二8910

十二9310

十二8912

て村へでてきてはならない︑もしそれが

十二9810

つづられて有名になったものもあるが︑
東の空が明かるくなった︒おにはおどろ

十二558
十一﹇581

ながめて︑得意になっていた︒ところで

十一﹇5811

いもよらない色になってしまう︒かきな

十ニー77囹

十二606

十二鵬8 はどれほど便利になったか︑考えること

十一﹇1610

十ニー61 るところ︑かげになったところ︑力のこ

十ニー710囹 ともっと美しくなりたいと思っている

いて︑くれそうになってきた︒このとき

十一一擢10 間のからだがどうなっているか︑ほとん

十一一麗2

十二694

き︑役にたたなくなる︒どんなにはたら

十一一6311

十三1010

十三108

ってしまうようになれば︑日本の國は︑

って動かなければならない︒知識によら

十二稲1 つかりしたものとなりました︒この本を

りりつぱなものとなって生まれたのです

わかるいとぐちとなったのは︑アメリカ

り心を練ることになる︒心を練るほど︑

十ニー88囹 だんおもしろくなったのです︒おとな

十二608

よせる大きな池となっていた︒家具の

氣をつけなくてはならない︒前後の続き

十ニー91虫ずつじょうずになっていくようです︒

十二614

そのことが評判になって︑だれもかれも

いへんいい色になりましたね︒﹂﹁ああ

十ニー92園 へんじょうずになりました︒このあい

十二621

十二219囹

から︑その弟子になりました︒そうして

十三125

十三121

ぐ

ができるようになりました︒﹂﹁︿略﹀︒

十二桝1 遠いところも近くなり︑世界はだんだん

十一一224囹 て︑じょうずになったのだろう︒そう

すっかりうれしくなりました︑ふたりは

十二761園友だちがほしくなるのはやはりこんな 十三 12 して考えなければならない︒そうして︑

十二704

︑胸がいっぱいになりました︒それから

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
いぬをかうようになりましたが︑民ちゃ
︑私が満七さいになる三ヶ月まえのこと

十二846

十二8312

十二826

十二824

十二815

生きもののようになって︑はねとびまし

めてもらうことになります︒清水選手の

職にのぞむことになりました︒もし︑こ

ても勝たなければならないと思いました

十三237

十三233園

十三158

十三131

十三128

十三128

説を人に教えてはならない︑といいまし

考えかたがもとになって︑東洋でも西洋

のぼり︑夕がたになると︑西の空にしず

︑たいへん不幸になっている︒漢字で名

て︑つこうのよくなった人もある︒同じ

に知らせるようになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

十二769

か

十二214囹 っぱな絵かきになるころは︑わたしも

十二202園

十二悩2 はだんだん小さくなるような氣がします

十二624

おしまいにへびになってしまった︒家に

十二635

十一一621 かりにいくようになった︒その中にわる
と わ
︑かしてくれなくなったという︒ 十和

十一﹇215園 つと大きな木になって︑美しいりっぱ

十二備9 しい︑美しい國となることができましょ

十二216囹 んつけるようになりたいものです︒﹂﹁

るみるうちに湖となった︒それが十和田

らあっちへいくとなると︑すぐに手をつ

十二813

となくさびしくなります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

足と歩けるようになりました︒ある日︑

先生は︑お着きになったあくる朝︑私を

十二8412

びはげしいものになっていきました︒つ

にもころびそうになりました︒相手を一

うつかいのようになって︑大きなチルデ

り清水選手の勝となりました︒あの小さ

十三175

十三161

十三161

︑人にも説いてはならぬといわれまし

自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて

十二888

十二867

ようにしなくてはならない︒もし︑その

清水選手の負けとなりました︒ネットを

十三2311

十三239

えってさまたげになるという︑植物学上

と︑そのとおりになりました︒小もみは

もしある時期になって︑小もみを切り

と︑三つの島からなっている︑小さな︑

ルデン選手の勝となりました︒見物人は

朝になると︑日は東の空か

遊びがおもしろくなって︑それをまねよ
︑先生がおいでになってからいく週間も

十二857

ガリレオ

きよせておいでになっているようすを感

十二864

十一一8810

十二894

十二891

けて話さなければならない︒ごく簡軍な

のみこまなければならない︒そうでない

十三259

十三256

あまりあることになりました︒ところが

は︑百五十ばいになりました︒道路・鉄

に︑こえた田園となりました︒木材があ

ものはないまでになりました︒ユートラ

とりかわすようになりました︒ケラーは

十三2411
し︑はかせにまでなりました︒これは︑

はいえないことになる︒話をきくときに

が見られるようになりました︒ダルガス

かんしゃくもちになったのもむりはあり

持があらあらしくなり︑かんしゃくもち

十二8811

んおかしなことになるばかりでなく︑そ 十三249

がひとりのようになって︑勉強をはじめ

学校にいくようになりました︒もちろん

十二844

べてをみるようになったからです︒へや

ってきて愛らしくなった民ちゃんをだい

て︑いざり歩きになります︒かた足をな

25
27
2了
29
29
30
31
33
33
34
35
3了
38
40
40
40
41
41

とを與えることになったのです︒こうし

482124431011772551142210
42

なる一なる
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十三313 まる︒まるく輪になったその中で︑さる

十三275 トンネルのようになって︑どこまでもつ

十三269 高い土べい続きになっている︒あまり廣

十四108團

十四911国

十四97国

十四96團

しておもらいになるといいと思います

くごをおきめになり︑自分を愛してく

だをおいためになるなんて︑どうあっ

いをしなければなりません︒かなしみ

十四453

十四388園

十四377

十四374

いちにしなければならないことは︑なん

ません︒ひくつになってはいけません︒

十三351 ︑だんだん大きくなって︑文字であるこ

十三333 んで行かなければならない︒大きな水お

十四132團か︑おわかりになります︒それに︑小 十四507 話で︑あきらかになったのですが︑おし

十四

十四117国

十四1012團︒じきに九月になります︒そうしたら 十四458 ︑いっか聞えなくなりました︒すべての

くえがわからなくなりました︒アイリッ

の空が明かるくなってくる︒﹂三の人﹁

十三319 れたりしなければならないので︑なかな

十三3510 を味わう︒早春になると︑はとぶえが天

十四145国生きておいでになったときそのままで 十四536囹んな大きな実になったかということは

油をおつかいになったほうがいいので

つたような氣持になりました︒歌ってい

十四564園空氣をお吸いになって︑養分におこし
十四564園におこしらえになったものでも︑私が

十四471

うっといい氣持になって︑自分が水の中

十三361 ら︑はとがむれになってとんで來ると︑

うから︑黄色くなって落ちてしまった
十四151国なしいお氣持になられたときには︑自 ＋四5312囹

十四4610

十三367 ふわふわとまるくなって︑風がふいてく

とは︑お思いになりませんか︒どんな

ことをお考えになって︑力をとりなお

らをおつかいになってもかまいません

十三427園 がだせるようになったら︑いっしょに
十四172国

十四152團

7国

十三447 ︒ただ︑あいてになる人が︑見物人の目

十三446 れでも︑しばいになっています︒ただ︑

十四595園つきから問題になっている養分だって

かったら︑どうなると思います︒いっ
＋四5710園

ぼちやの実にはなりません︒また︑花
なの話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお 十四565囹

︑先生のお書きになる文字に目をそそい

くばんにお書きになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十四1912

どんどんお続けになった︒﹁︿略﹀︒﹂とう

＋四6312
蒸氣が︑しずくになるときには︑かなら

十四613園れば︑大きくもならなかったかもしれ
十四631 ︑小さなしずくになったのが︑無数にむ

十三452 を︑見せなくてはなりません︒そこに︑

って︑日本語になったと考えていいだ

ばんがいっぱいになってしまった︒﹁︿略

十四208

十四229園

十四2112

十三456 らしくしなければなりません︒あいての

十三545 の絵がだいすきになりました︒その雪持

十三521 だった︒おとなになってる︑いまもそう

十三484 が︑きゅうに暗くなりました︒

十四218

十四216

短日

十三546 たくてたまらなくなりました︒それで︑
十三5410 ︑本物をごらんになっているだろうと︑
＋三5712園いところが黒くなったりするので︑ ど

十三614園しのいで大家になり︑自由にふでをふ

十四711国とっての手本になってくれるでしょう

十四322囹

十四3112

十四3111

十四319

十四308

航海術がさかんになったのです︒宗教も

見たってなにになる︒﹂という人があ

ほどりっぱな國になっていくのです︒さ

考える力が大きくなっていけば︑日本は

はよくもわるくもなるのです︒あなたが

ちっぽけなものになってしまったのでし

十四η7 同じようなものになるわけです︒これは

十四711湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて

＋四7012になります︒そうなると︑茶わんに接し

＋四7012ふれた部分だけになります︒そうなると

十四701なもようのようになって︑ゆるやかに動

十四71團 ことをお考えになってください︒そう
十四74團 だと︑お考えになってください︒どう
十四76團 おこらなければならないことが︑おこ
十四84團 たがわなければなりません︒じゅみよ
十四85團も負けなければなりません︒なにしろ
十四89国 おうとお思いになるにはおよびません

十四327

十四2211 あったとお話しになったので︑私たちは 十四641のしずくのしんになるものがあって︑そ
十四644した︒そのしんになるものは︑ふつうけ
十四245 てきて︑日本語になったのだろうかと︑
十四662 いくつものうずになり︑それがだんだん
十四246 うかと︑ふしぎになってきた︒それで︑
十四664しまいに見えなくなってしまいます︒叩
十四248園ばが︑日本語になったのでしょう︒﹂
十四254 ばが︑いっしょになっているということ 十四677きのようなものになって︑地面からなん
十四287 つたような氣持になって︑家に帰ってき 十四678る︑高い柱の形になり︑たいへんな早さ
十四682氣が︑とくに多くなります︒そういう地

＋四812国ことをお考えになるのです︒おかあさ

十四728の光が同じようにならず︑むらになって
十四728にならず︑むらになって︑茶わんのそこ
あるのです︒こうなってくると︑うちゆ
です︒地球などになると︑なおさら︑ご

十四343
十四3411

十四91国 ことをお考えになって︑この世の中に
十四94團 ︑こうお考えにならなければいけませ
十四95團 しておしまいになったら︑あなたのル

なる一なる
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十四743とのむらが︑どうなるかということは︑
十四746や海の水が︑冬になって︑表面からひえ
十四749してきます︒そうなると︑いろいろの実
十四761があまりはげしくなると︑きけんになる
十四761なると︑きけんになるのです︒これと同
十四768まわり大じかけになって︑たとえば︑ア
＋四7610の南がかった風になるのです︒茶わんの

十四782太く︑一方は細くなって︑まっすぐに割
十四809氣のきいたものになったものとも考えら
＋四8110にまじわれば赤くなる︒十人十色︒すき

＋四9610ぬのようにうすくなって︑その女の子は

十四822りもつもれば山となる︒燈台もと暗し︒
十四847うなけっしょうになるか︑空中の温度の
十四877 ︒一面の銀世界となった暑い野原を︑第
十四881ぎる一すじの道となる︒その一すじの道
十四885か︒足がつめたくなって︑立ちどまった
十四919まったくはだしになってしまった︒だか
十四921 ︑足は赤く︑青くなっていた︒おおみそ
十四947さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて
十四966 いではいられなくなって︑もう一本のマ
十四伽6 あさんが見えなくなっては困ると思った

＋五7012園
ようにおなりになったのですよ︒その

にいじまゆずるのはか

た︒勝海舟の筆になる﹁新島裏之墓﹂と

かっかいしゆう

十五713圓
さんがごらんになったら一﹂といっ

んかんに横づけになった︒ドアをおして

やがてお書どきになったので︑廣い食堂

権を與えられねばならないという理由は

表をためらってはならない︒はじめ︑き

十五9612

十五927園

十五869園

から︑夕がたになると︑これが﹃座ぐ

がまんができなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁

のまわりで︑わになっておどります︒チ

まに困ることになるから︒﹂チルチル﹁

る心がなければならないものだよ︒て

十五835囹

ーブルの光栄になっているさとうがし

んまりあてにはならないけれど︑青い

十五4811
なったり︑黄色くなったりして︑失敗に

十五研9園

十五皿4園

十五鵬9園

十五鵬5園

たびに︑わかくなるのですよ

いものがいなくなってしまうわけです

︒あれはわるくなってしまったのです

みじめなものになってしまうのです︒

十五2511さにたえられなくなって︑羽ばたきも苦

十五146図無
たちまち火となれりゆれにゆるるか
十五207は女の子で四つになるかわいい子どもた
十五226なの頭の上が暗くなって︑なんだか大き
十五242それは︑十五六になるひつじかいの少年

十五646 つたまま動かなくなった︒﹁︿略﹀︒﹂おじ な・る﹇生﹈︵五︶4なる︽ーッ・ーラ︾

十五6311園

十五5910園

十五5711園

ようにきれいになったろう︒さあ︑行

に見せなければならないものがたくさ

クリスチャンになっていたが︑ある日

十五柵11圓

十五価2囹

十五M1囹

私を見なければならないか︑それを︑

てこんなに白くなって︑光がさすのに

から目がわるくなってね︑手紙でもな

九446国

まっかにじゅくした実がすずなりになつ

おかあさんのせいではありませんよ︒

五634盆花がついたり︑みがなったりしたのは︑

とをわすれてはなりませんよ︒でも︑

十五5611園と数十年の昔になるが︑私がまだわか 十五冊2囹︑目の中の星になってしまうのですよ

うち

十五265てしまわなければならない︒それに︑も

まいを移すことになった︒十の春をむか

にいわなければならないのは︑﹃正義

てもたまらなくなるゆかい﹄ですよ︒

十五491旦ハを費らなければならなかった︒それで
十五503園てしまうことになります︒それはおし
十五馴6 ンクリーのふでになったものである︒主

十五佃9園

十五268所へおりなければならないと︑少年は思

十五669

いのだ︒暗い心になって︑じっとおじさ

たずねもむだになるようなわけだが︑

＋五2712
うにしか見えなくなってしまいました︒

十五7011園

十五701

十五558園

十五282 ︑もうたまらなくなったのか︑その重荷

十五価11園

十五521び結ばれることになった︒ 熱情のこと

十五867園分のしなければならないつとめのため

十五852囹

く思われるようになることをいのります

いができるようになったのは︑われわれ

十五405書き表わしかたとなっている︒ ローマ
十五413フェニキア文字となり︑さらに︑そのフ
十五414 てギリシア文字となり︑それから︑その
十五415現在のような形になった︒ローマ字とい
十五422親しまれるようになるであろう︒ 日本
十五453きたりが︑明治になってすっかりようす
十五455活さえむずかしくなってきた︒そこで︑

十五佃7園

十五986

な身ぶりをしてはならない︒すなおなれ

十五4811はずのものが黒くなったり︑黄色くなつ

十五457どっていくようになった︒ハギンスの祖
十五485 ︒ところが明治になって︑はん主の保護

十五329ままでむちゅうになって少年目がけてと
十五347かたをしなければならない︒これは︑記
十五358いうものの起りとなった︒いまから五六
十五361のきまったものとなり︑今日のようにな
十五362り︑今日のようになったといわれている
十五395を作りだすようになった︒かたかなは漢
十五397などと書くようになった︒ひらがなはか
げん
十五402とができるようになった︒あの有名な手

1
1010
7
2
！1
2
12

十五326です︒血まなこになって目の前のてきを

十五93図案く青き月夜となり うまよ人間のか

十十十十十十十十
五五五五五五五五
80 80 了8 78 了4 了3 了2 72
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ているのをみると︑

やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴

ピリピリッとふえが鳴りました︒

先生のふえが鳴りました︒

りました︒

九731
九848

十ニー38 こには一本のざくろの木があって︑夏
九864

29

なる

鳴る

︽ーッ・ーリ・一

ひと日のあせもおさまって︑夕風ふけ

おりから︑港の方でふえが鳴る︒

半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき

ははあ︑これが鳴るんだなと思って
早春になると︑はとぶえが天から鳴って
はとにふえをむすびつけてとばすのであ

十三375

そうして︑ひょうが降ったり︑かみなり

電話のベルが鳴る︒

︵副︶4

なるべく

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ
なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ
いちろうは︑きみがわるかったのですが︑

なるほど

なるべく︑小さな葉をくれませんか︒
﹇成程﹈︵副︶7

ごろうは︑息をすることも自分の力ではな
七833園

それで︑このらくだはどこかからにげて

いことをきいて︑なるほどと思いました︒

六791

なるほど

十122園

なるべくおちついてたずねました︒

九564

ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九2110

れた草はやらないように注意しています︒

七914

なるべく

が鳴ったりします︒

十四686

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

十三3512

きて︑ホートンをにぎわわせる︒

十三3510

やっているうちに︑

十両ー86園

こえました︒

十一733

ばたいこ鳴り︑

十一366圃

十一134

に一そうのボートが近づいてきた︒

﹁ピリピリ︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふい

じゅう美しい花をつけていたが︑あらかたちって︑

︵五︶

﹁ピi︒﹂と鳴った︒

十一114

あとにいくつかの実がなっていた︒

十二202囹 このごろでは︑いつも美しい実をなら
﹇鳴﹈

せることができるようになりました︒

ル︾

な・る

﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

﹁くつがなる﹂では︑あしぶみをしま

一217圃 うたをうたえば︑くつがなる︒
一237圃
した︒

一2310圃

てをうえにさしあげました︒

一一215園 しまいまでみていたいとおもいまし
たが︑かねがなったので︑やめてきました︒

おにさんこちら︑手のなる方へ︒

四709 こころは︑ふればなる︒

四777 お

五794 チョロチョロ︑ひくく鳴ったり高く鳴った
りしています︒

五794 ひくく鳴ったり高く鳴ったりしています︒

五795おなじところで︑いつまでも高く鳴ってい
ます︒

七5011 ﹁ピi︒﹂と︑用意のふえが鳴った︒

七515ふえがまた﹁ピー︒﹂と鳴って︑しあいが
七526

はじまった︒

︑30

﹁ ボ ン ︑ボン︒﹂と︑空で鳴った︒

ノ了−

八741 ﹁ボン︑ボン︒﹂と︑また鳴った︒
九117ドドンドドンとなる大だいこの音は︑
九5010
がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑
九551 草は風にザワザワ鳴り︑

きたのではないかと︑思ったのです︒﹂裁判官﹁な
るほど︒

やまねこは︑なるほどというようにうなず

らです︒﹂裁判官﹁なるほど︒

七837電装のかたがわの草ばかりたべてあったか

いて︑

九687

るほどりっぱなスキー場で︑

九柳4 のだ先生がつえでさされる方をみると︑な

よそのおばさんが︑あかちゃんをおんぶし

︽ーレ・ーレ

て︑そばを通りました︒みると︑なるほど︑﹁ア

十526

なるほど︑よわ虫だ︒

カチャンネテルワ﹂でした︒

なれる

しかし︑かわいそうにあひるの子は︑おき

﹇成可能﹈︵下一︶3

十一625園
な・れる
ル︾

もしこわれたら︑そちらでわけなくか

あがる氣にもなれなかった︒

八763

十四122国

ほかのことはわすれても︑この土のこ

わりをお見つけになれるでしょう︒

︽ーレ・ーレル︾

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒

十四598園

なれる

呂ききなれる・すみなれる・つかいなれる・みなれ

な・れる ﹇慣﹈ ︵下一︶ 5

八66 だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま

る・よびなれる

みんなちぢうしで︑ぼくによくなれてい

だんだんたき木とりになれたのと︑

るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

九415團

た︒

十一477

どうしてもなれることのできないこと

があるとしたら︑それは︑おかあさんがかなし

十四87国

それが長い間つかっているうちに︑

がっていらっしゃるということです︒

十四228園

なわ一なん
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すっかりなれてしまって︑日本語になった

二4510園

さあ︑なんだろう︒

三2710園なんという早いふねだろう︒

ろう︒

六66園 なんという小さい︑なさけない自分であ

ただ自分だけがこのように小さくて︑な

いや︑ふしぎでもなんでもない︒

六71園 なんというなさけない身のうえであろう︒

なわ ﹇縄﹈︵名︶6 なわむあさなわ・しめなわ

三284園
風はなんていってるの︒

六804園 なんだ︒

六7611園 なんだい︑ごろうくんは︒

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六5710 どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

六4410園 なんだろうな︑それ︒

んの役にもたちそうにない︒

二369園 ぞうは︑なわそっくりだ︒

三7010囹

三685囹

六611囹

十83 道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで

ことだかわかりません︒

四m4 ラジオとかけてなんととく︒

四698ゆうだちとかけて︑なんととく︒

六鵬4園

六鵬2園

なんでもいいから︑きてください︒

なんです︑まさおさん︒

六912園 なんだね︒

六878園 なんのこてんですか︒

四707すずとかけて︑なんととく︒

六柵2

いい氣もちでした︒

四7010 ﹃い﹄の字とかけて︑なんととく︒

あったら︑﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわ

六柵3 なんでも︑﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばが

音なのだろうか︒

では︑なんという音が︑はなから声のでる

四714 ﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒
四価8園 なんのおかまいもできませんでした︒

船は︑なんの力で走るのでしょう︒

あれはなんだろう︒

六麟10 角をとったところで︑なんになりましょう︒

六帽11園 なんの絵をかこうか︒

けだ︒

五336

四梛9園

六鵬5

なんだと︑ひとをばかにしている︒

七276園

なんでも︑自分でみつけていきましょう

のはたけですか︒

七199囹先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん

六慨5囹

なんだ︑このぶどうのつるめ︒

この工場のきかいを動かしている力は︑な
あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか
らなくなってしまいました︒

五624

んでしょう︒

五345

なんでしょう︒

四品7 光っている︑ほそい糸のようなものは

ない

四539がんたちには︑この風がなんともいえ

んの

四351 ﹁︿略﹀︒﹂ここまでいわれても︑まだ︑な

なんだろう︒

いま︑わたくしがしたいと思うことは︑

なんだかつまんでみよう︒

いたりしますと︑そのなかまいりをして︑なわを

六384園 おかあさん︑なんでしょう︒

なわしろ

四288

四228国なんのえか︑あててごらんなさい︒

まわしてやったこともありました︒

十一258 夜になると︑また︑なわをなったりわら
じを作ったりしました︒

十五348 それで大昔には︑なわを結んで︑その結
びかたや︑なわの色や︑なわの太さなどによって︑
いろいろな考えを表わした︒

十五348 その結びかたや︑なわの色や︑
﹇苗代﹈︵名︶3

十五349 なわの太さなどによって︑
なわしろ

八949 こうすると︑なわしろにまいてから︑早く
めがでるということです︒

八962 はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに
しるしをつけました︒

なわとび

八991 なわしろからとったなえをみんなでわけま
した︒

﹇縄跳﹈︵名︶1

十82 道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで

なわとび

なわ目

いたりしますと︑そのなかまいりをして︑
﹇縄目﹈︵名︶1

十二鵬2 土器には︑なわ目のもようがあるので︑

なわめ

じょうもん式土器といいます︒

のぞいてみると︑

八54

ね︒

なんの用ですか︑おじいさん︒

七7510園 なんですか︒

七709 なんの木の花だろう︒

おじいさん︒
五694園

なんの用ですか︑おじいさん︒

五6711園なんの用で︑
すか

なんの用ですか︑おじいさん︒

なん

五733園

﹇何﹈︵代名︶ 燭

五763園

これ︑なんのひなだろう︒

一166 なんでしょう︒

一194圖 なんのはなひらいた︒

五946園

なん

一202圃 なんのはなつぼんだ︒

六63

大ぜい人が立っているので︑なんだろうと

一524園 これはなんという川だろう︒

あれはなんの役にたつのだろう︑

二459囚巴 これはなんですか︒
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八164 においで知るのか︑なんで知るのか︑
八198 なんという髪長なことでしょう︒

八297囹あなたの名はなんといいますか︒
八361 夜になって天の川をみると︑なんともいえ
ない大きなふかい感じにうたれます︒
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいましたが︑王女は

なんの返事もしません︒

八422

八469 金もあり︑からだもりっぱで︑なんの不自
なんというかっこうだろう︒

由もなくくらしているかと思うと︑
八6710圓

がいちばんえらいのです︒

九644囹 なんといったって︑頭のとがっているの
九656 なにがなんだか︑まるではちの巣をつつい
たようで︑わけがわからなくなりました︒

九659囹 やかましい︑ここをなんと心える︒
九665圓 なんといったって︑頭のとがったものが︑

なんでも︑そのもとのことをしらべていく
かれは︑そのりっぱな機械をみて︑感心す

ような心がけを︑もちたいと思います︒

十304
十354

るとともに︑なんともいえないかた身のせまい思
しらべてみると︑けっして︑ふしぎでもな

いがした︒

道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

んでもないものであったQ

十385
十483

よその人には︑なんのことか︑おそらくわ

風がふいて︑ガサガサ音がしたから︑なん

からないでしょうが︑

十4910

十622

きみはなんでもよくわかっている︒

よわい人間のしそうなことを︑なんでもや

だろうと思って︑二階の窓からそとをみたら︑

十655
ります︒

十一811園

自分の生まれたところは︑なんともいえ

ない暖かい感じのするものである︒

十二553

長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十一一602

してくれなくなったという︒

十二624 そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か

よじっておかないと︑なんの役にもたたない︒

十二681 のこぎりのはは︑いつも︿略﹀右と左に

みたところ︑なんのかわりもない貝です

十二971 次の写蛮書は︑なんの写眞帳でしょうか︒
十一一975

が︑いまから三四千年もまえの貝です︒

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二m11 黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

十三277 一見︑なんのかわったところもないよう

おとうさんの名はなんというの︒

なんということばですか︒

なんといっても︑いちばん耳に親しいも

な︑このホ1トンではあるが︑

十一595囹

だまのような星がばらまかれて︑

しかし︑なんといっても子どもです︒
十一653囹

なんとかひとこといってください︒

やく美しさは︑なんといったらよかろう︒

十一219

十一709園

名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

かわからなくなりました︒

みなさん︑これも人のしたあとでは︑

このときコロンブスは︑コツンとたまご

だしたのかと思いながらやってみましたが︑
十一一511

十二512園

道灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑

なんのぞうさもないことでございましょう︒
十一一75

なんのことだかその意味がわかりません︒

十三3312．青みがかった明かるい夜空に︑なんきん

十三413園

なんていうか︑ただのおかあさんでは

なんでもあるよ︒

︼つ一つがかが

十三596園

なんといっても︑︿略﹀︑りっぱな作品

なくて︑キリストのおかあさんという感じが︑
十三613園

では︑バケツやカーテンなどは︑日本

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

語で︑なんといっていたんでしょう︒

十四191囹

なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別

十四1910囹 それではなんだろう︒

十四3011

まあ︑なんというしずけさでしょう︒

十四359

の國ででもあるかのように考えて︑
﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たくさんのこ

十四3510 なんという美しさでしょう︒

なんのことともわからないままに︑私は︑
とばをつづることを覚え︑

十二343

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

十一9210

十三3212

十二58

いちばんえらいんです︒

九6611囹ここをなんと心える︒

のはしをテーブルにうちつけて︑なんの苦もなく

九669 ガヤガヤ︑ガヤガヤ︑また︑なにがなんだ

九678囹ここをなんと心える︒
九831園おや︑これはなんだろう︒
九959園なんだっていいじゃないか︒
九967園なんだ︒﹂と立ちどまる︒
両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な

人々は︑なんのためにこんなことをいい

九9711囹 ﹁おい︒﹂たかぎ﹁なんだ︒﹂

立てていいました︒

三川−o

んという勇ましさであろう︒

九鵬6囹 なんだい︑なんの用かね︒

九鵬8囹 なんだって︑お月さん

九㎜6園 なんだい︑なんの用かね︒

九備9 くもは︑なんといって返事をしていいかわ
からないので︑そのままだまっていました︒

なんか一なんぜんにん
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十四3510 なんというおごそかなすがたでしょう︒

十四377 人間がだいいちにしなければならないこ
とは︑なんであるかということも︑

十四448圃 心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん
だってふっとんでしまう︒

十四4710 こんなきけんのせまった中で︑なんとい

うおちついた︑またなんというほがらかな人だろ
う︒

十四4711 またなんというほがらかな人だろう︒
たり死んだりしてしまいます︒

十四587一水がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ

なく︑ふしぎもないようですが︑

十四624 ただそれだけでは︑なんのおもしろみも
十四6511 せんこうのけむりでもなんでも︑︿略﹀
いくらかの高さまでは︑まっすぐにあがりますが︑
うことは︑︿略﹀よくわかっていないようです︒

十四7310 このふしぎなもようがなんであるかとい

それに︑このきれいな着物は︑まあ︑

このらんぼうなやつ︑いったいなんだ

なんだって︒

な同じであって︑そこになんのけじめもない︒
十五932囹

十五価3囹
い︒

十五柵11園
なんでこしらえたの︒

それはなんともいえない︑せつない氣持
なんか

なんきんだま

なんきんだま

青みがかった明かるい夜空に︑なんきん

﹇南京玉﹈︵名︶1

なん時間

だまのような星がばらまかれて︑

十三3311

﹇何時間﹈︵名︶1

八763 なん時間もたってから︑ようやくあたりを

なんじかん

なん十

まいあさ日がでると︑この木の西がわ

﹇何十﹈︵名︶2

みまわし︑

なんじゅう

三233

こごになると︑東がわのなん十という

のなん十という村々が︑日かげになります︒

村々が︑日かげになります︒

わたしたちはめくらだもの︑みること 三235

﹇何﹈︵副助︶12

であった︒

十五梱8
なんか

二328囹
なんかできないよ︒

それは︑なん回もなん回も︑あるいは︑

それは︑なん回もなん回も︑

もの心︒

七98園

なんぜんにん

なん十年

なん十人︑なん百人というきこりが︑切

﹇何十年﹈︵名︶1

祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

︵名︶1

なん十メートル

なん十メートルもある高いすぎやまつの

︵名︶2

なん千アール

長者は︑なんと思ったか︑なん千アール

﹇何千何万﹈︵名︶1

なん生なん

なん千アールのあの美しい田さえなく︑

﹇何千人﹈︵名︶1

なん千人

なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど

りあって︑

八332天の川は︑なん千なん万という星がかさな

万

なんぜんなんまん

十二613

の田をきょう一日で植えてしまえといいつけた︒

十二602

なんぜんアール

はえているところは︑書でもうすぐらく︑

九3710團

なんじゅうメートル

たび結ばれることになった︒

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

十五5111

なんじゅうねん

りはじめました︒

三262

一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても なんじゅうにん ﹇何十人﹈︵名︶1 なん十人
わたしは︑ひゃくしょうなんか︑もうい

持てそうもない物︑

五295囹
五703園

弟のまねなんかわけはないそと思った︒

風なんかも︒﹂﹁あれはちがいますよ︒

やになったから︑

六柵2

六747園

ギα︑︑o
︸1V し

あかんぼのくせに︑ひげなんか︒
七328囹
八714園おまえなんかは︑ねこにくわれてしまえ

いんだ︒

十四8810 雪國でいちばん樂しいものは︑なんと 六個3囹 ぼくはきつねに追われてなんかいやしな
いっても︑春さきの雪どけごろである︒
十四952 まあ︑なんといううれしいことだろう︒
十四968 それがゆらゆらともえあがると︑まあ︑
なんというふしぎなことだろう︒

九706囹お礼なんかいりませんよ︒
だれがきみなんかと遊ぶもんか
九9010圓
自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ
＋四4712

九916園どうしてけんかなんかしたのさ︒

いなんだろうか︒

十四9812囹 かがやく小さな星よ︑おまえはいった
十五229 なんでしょう︒

いなのに︑

十五513 しかしなんといっても︑日本の古い美術
に対する愛着がふかく︑

十四806

の眞理だと思われたので︑

なん代もなん代もやってみた結果︑とうとう一つ

十四806

十五543 いまその大先生にお会いすることができ なんかい ﹇何回﹈︵名︶2 なん回
た私は︑なんというしあわせ者であろう︒
十五7011囹 手紙でもなんでも赤インキで書かなく
ては見えないようにおなりになったのですよ︒
十五744 自分の子女は︑︿略﹀︑かわいいことはみ
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四伽3園わたくしがこの世に生まれてくるま

なんぜんねん ﹇何千年﹈︵名︶1 なん千年

なあんだ

なんだ

では︑なん百年差︑なん千年も︑人々は不自由
﹇何﹈︵感︶5

な思いをしました︒
なんだ

難題

直川11園
．さ︒

九柵7囹

なんだか︑いま考えるとはずかしい氣持

なんだか︑わたしも︑おかあさんをみた
けれども︑なんだか氣がすすみません︒

くなったよ︒

九柵11

う︒

病人がなんだかうれしそうに
なんだか︑すうっといい氣持になって︑

みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか
なんだか︑あの人たち︑こっちを見た
なんて

うさぎたちは︑なんてひとがいいんだろ

なんてらんぼうな風なんだろう︒

﹇何﹈︵副︶9

六捌2囹

六352圏㈹

なんて

ようだ︒

十五858園

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒

十五226

十四4610

十一786

なかったのです︒

一503園 なんだ︑みんなうさぎさんじゃないか︒ 十一6211園 なんだか氣まりがわるくて︑そういえ
﹁なんだ﹂というかわりに︑﹁ダンダ﹂

五543囹 なんだ︒あんな小さいの︒
六柵4囹
といってみると︑

なん代

﹁ なあんだ︑さとうだ︒﹂

九悩8園 なんだ︒ちょうちょか︒
﹇何心﹈︵名︶2

十7012園

なんだい

十四806 それは︑なん回もなん回も︑あるいは︑
なん代もなん代もやってみた結果︑とうとう一つ
の眞理だと思われたので︑
﹇難題﹈︵名︶1

十四806 なん代もなん代もやってみた結果︑
なんだい

﹇何﹈︵副 ︶ 1 5

なんだか

一つの難題をもちだした︒

＋五9512園
なんてたくさんいるのだろう︒

十五949囹やあ︑なんてきれいなところだろう︒

ろう︒

十五946園おやおや︑なんてみっともないざまだ

十二5710 村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑ 十五842園なんてきれいなおかしでしょう︒
なんだか

五402團 きゅうにあたりが美しくなると︑私は︑
なんだか︑ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

るのだろう︒

ろう︒

十五979園

なんて

なんてかわいらしい服を着ているのだ

五585園なんだか︑青い︑青い水の中にういてい 十五971園まあ︑なんてかわいらしいのだ︒
るようだ︒
十五978園なんてかわいらしいほっぺたをしてい
七3611 なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑
からだがらくになったような氣がしました︒

七536 なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて

︵格助︶3

勝ったものになにもないなんて話はない︒

なんて

六鵬10園

﹃こんにちは︒﹄なんていったって︑だ

強そうだ︒

八891 なんだかかなしい思いがこみあげてきた︒

十π4園

ておっしゃるんだもの⁝⁝

なんて︵係助︶9なんて

こんなおけなんて︑とくにもならない︒

だいじなつりばりをなくしてしまうなん

六834園朝から一びきもつれないなんて一おや︑

五6810園
ひく︑ひく︒

て︒

六8511園

あみをはり︑かくれていて︑ほかの虫が

九538園南へいったなんておかしいなあ︒

ひっかかると︑いきなりとびついてかみころすな

九桝11

かなしみのために︑おからだをおいた

ごちそうなんてたくさん︒

んて︑なんとひどいことをしてきたものだろう︒
十三386囹

しかし︑土にはえていないかぼちゃな

めになるなんて︑どうあっても考えのたりないこ

十四97團
とです︒

十四595園

ここにいる子をだれも知らないなんて︑

んて見たことがない︒

そんなことあるものですか︒

十五9910園

なんで

そうして︑なんでこんなにほがらかで

いったい︑なんでけんかをはじめたんだ

﹇何﹈︵副︶3

九梱6園

なんで

ろう︒

十四443圃

でも︑なんで︑あんなに顔をかくして

いられるのか︑それを︑こう話してやるのだ︒

十五稲9囹

﹇何﹈︵副︶1 なんでも

いるの︒

なんでも

なんでも︑たべてはうまくない鳥だそ

うじゃないですか︒

十五907園

なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし

﹇南天﹈︵名︶1 なんてん

くいれてありました︒

十二768

なんてん

十三398囹だって︑おばさんたら︑お客さんなん

れもわかるものがありません︒

九717園 さあ︑なんだかへんですね︒

九736 そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか
たちのうまがついています︒

なんと一なんにも
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なんと

﹇何﹈︵副︶1 3

なんと

四梛3園 なんとまあ︑いいけしきだろう︒
鳥だろうと︑

八810 なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい
九襯9園 なんとみじかいゆめだろう︒
なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九幽6 ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

う︒

九魍7 なんとおだやかなくらしをしているのだろ
九構8 それにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽ
いくらしをしていることだろう︒
九桝11 なんとひどいことをしてきたものだろう︒

十403

同じことをなんどもくり返してみたところ

で︑かわりのあるはずはない︒
﹁︿略V︒﹂こういつて︑失望にしずむ幸吉

それからもっとさきのことをおっしゃったりする

この日の午後︑私はなんとなくものを待

と︑なんとなくさびしくなります︒

十一一317

つ氣持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

﹁ハイ﹂﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返しま なんにち ﹇何日﹈︵名︶1 なん日

を︑なんどもはげました︒

十411

十514

どたっているかしら︒

七253園
なんどもコートでたおれました︒

した︒

十二818

九梱6

南東

なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが
しだしたいものと思った︒

あっちこっちほってみて︑なんにもみつ

でかみてにさっていきます︒

からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

九8010園

﹁なんにもないそ︒﹂

九849園 わたしは︑なんにも説明しなかったが︑

九818園

看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに

いことをちゃんと知っています︒

九鵬2園 あなたが︑この四五日︑なんにもたべな

十一732

血まなこになって目の前のてきを相手に

いってしまいました︒

しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

十五327

﹃なんにも知らないという幸福﹄で︑

﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

﹃なんにもしないという幸福﹄と︑

あなたは︑やっぱり︑なんにも知らな

なんにも聞えないんだなあ︒

十五穐6園 人間というものは︑目を閉じていると︑

十五齪3園

ないんだなあ︒

あなたには︑なんにも見えないし︑なんにも聞え

十五撹3園 でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

いのですね︒

十五棚5囹

﹃必要以上にねむるという幸福﹄でね︑

十五883園

こうもりのように目が見えない︒

十五882園

なんとかして︑からだをじょうぶにして︑ 十五8712園

そうすれば︑おとうさんのようすもな

身代をもとのようにしたいものだと︑

十一1912

十一719園

民ちゃんをなんとかして早く歩くように

んとかわかるだろう︒

十二249

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

してやりたいものです︒

十二405

なんとかしなければ︑おみこしはあが

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑
十五6212園

なんとなく
ざくろさんが︑來年とか︑さ青年とか︑

﹇何無﹈︵副︶2

りませんよ︒

なんとなく

十二219囹

六254 ありはなんにもいわないで︑おもい足どり

文を書くときには︑よく手をいれること なんにも ﹇何﹈︵副︶14 なんにも

﹇南東﹈︵名︶1

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938
なんとう

それは︑南東の空で光っていました︒
なんとか

王子も︑なんとかして父の病氣をなおした

ふたりでたのめば︑なんとかなるだろう︒

なんとかならないものかなあ︒

なんとかして︑そろえることはでき

﹇何﹈︵副︶10

五539
なんとか

ませんか︒

十1310 なんとかわいらしい子どもたちではありま 二95園
せんか︒

六286囹

十5511 なんと︑わけもなく︑すらすらと書いてい． 三239園
ることでしょう︒

なんど

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

十二3911 こんなりっぱな文章が書けるということ 八472
なんとかわいい汽車ではありませんか︒

は︑なんとすばらしいことではありませんか︒
十一一備6

十四398園 なんとさわやかな夜明けだろう︒
﹇何度﹈︵名 ︶ 1 1

十四904園 なんと暗い︑寒い夜だろう︒
なんど

どもおじぎをします︒

四㎜8 かめは︑手でなみだをふきながら︑なん
六307 なんどもお礼をいってたちさります︒

七75園 なんども手をふりながら︑先生にさよう
ならをして走って帰る子ども︒
ども湖に近い川しもの方へとりにいきました︒

九337團 黒くてひらたい貝がとれますので︑なん
九襯10 くもは︑いまみたばかりのゆめを︑なんど
もなんども思い返しました︒
九襯10 なんどもなんども思い返しました︒
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﹇何人﹈︵名︶2

なん人

なんにも見えないのだからね︒
なんにん

三価5さいごまでどうしてもあきらめない人
が︑なん人かのこりました︒

﹇何年﹈︵名︶5

なん年

一そうの

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒

十四487 一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人
なんねん

三225 なん年かたつうちに︑
三271 なん年か かかって︑とうとう
ふねができあがりました︒

なんべん

﹃さようなら︒﹄とか︑﹃ありがとう︒﹄

﹇何遍﹈︵名︶3

けっしてふしぎではありません︒
なんべん
六452園

なんべんもくり返して読んだよ︒

なんべんもなんべんもさけんでいたよ︒

とか︑なんべんもなんべんもさけんでいたよ︒
六452囹
なん本

川上の方をながめると︑近くの町の工場

﹇何本﹈︵名︶1

十三4012園
なんぼん

十一47

なんメートル

たつまきのようなものになって︑地面か

︵名︶1

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒
なんメートル

らなんメートルもある︑高い柱の形になり︑

十4110 うめは︑いつも︿略﹀幸吉をかばい︑苦し 十四677
みにたえて︑なん年かをすごした︒
すからね︒

なんの

南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い
今日︑眞珠の産地は︑︿略V︑オーストラリ

一

一﹂

アや南洋の島々であるが︑

十455

オーストラリアまでいくのがあるということです︒

九179

十ニー99園 わたしはなん年もなん年も生きていま なんよう ﹇南洋﹈︵名︶2 南洋

﹇何﹈︵感︶−

十ニー99園 なん年もなん年も生きていますからね︒
なんの

はり︑お金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多

十五9712囹 なんの︑ここだって︑どこだって︑や
いのだよ︒

なんびやくにん ﹇何百人﹈︵名︶2 なん百人
りはじめました︒

三262 なん十人︑なん百人というきこりが︑切
七97囹 なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど に ︹課名︺30
もの心︒

一23
一61
ニ23

なんびやくねん ﹇何百年﹈︵名︶2 なん百年

ニー2一

二 花まつり⁝⁝⁝九

二 私の旅⁝⁝⁝八

二にわとり

花まつり

えにっき

三23

二

十四802 なん百年という前からつくられて︑子に︑

四136

五23

二 なのはな⁝⁝⁝六
ニ なのはな
ニ えにっき⁝⁝⁝十二

では︑なん百年も︑なん千年も︑人々は不自由

四榴2園わたくしがこの世に生まれてくるま

一一一9一

二 にわとり⁝⁝⁝十四

まごにと傳えたことではないかと思います︒
なんびゃっキロ ︵名︶1 なん百キロ

九185 なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

二

な思いをしました︒

四23

二

に

2〔コ1921828213212213161313131

私の旅

二

九904

二﹁もういいじゃないか︑そんな話1一た

二﹁たかぎくん︑帰ろうよ︒﹂

︵二︶

︵二︶

かぎくん︑いこうよ︒﹂

九919

一446

に ︹題名︺35

︵二︶

︵二︶

二84 ︵二︶
二267

ニー74

⁝・・十九
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3

大わしに乗った話
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外國からきたことば

外國からきたことば・ ：⁝⁝十八

眞理

眞理⁝⁝⁝八

写生

写生⁝⁝⁝十三

めいめいの歌

めいめいの歌⁝⁝⁝十二

ことばの広

ことばの愛⁝⁝⁝七

音というもの

音というもの⁝⁝⁝十

あぶらぜみ

あぶらぜみ⁝⁝⁝十四

手ということば

手ということば⁝⁝⁝十一

イソップものがたり

イソップものがたり⁝⁝⁝十三
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︵二︶

︵二︶

﹇二﹈︵名︶18

二

2

②呂ありいちに・あり

いちにさん︒ありに・ありにさん・いちにのさん・

に
うおに・おとこのこに・おんなのこに︒きりぎりす

十三2910

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑

これも︑いろいろな道具を入れた荷をか

七783園 その荷は麦でしょう︒
ついでいる︒

十三2911

に

歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん

どうがどらにあたる︒

十三2912

その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

23456789

いちに・きりぎりすに・こがらすに・こどもに・だ
いに

︵二︶

︵二︶

︵二︶

11

︵二︶

六64図

︵二︶

︵二︶

は四︑ 五︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわか

九885たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

八15図

六654

11

六316

︵二︶

九913

十184

2
トップ

しまできてとまる︒

︵二︶

一

5

7

コックス

﹂と数えながら舞台は

3

4 二 に与いかに・いちじに・いちど

に・はるをむかえに・ひとりでに・ひにひに・べつ
2

に・ときには・とくに・とっくに・とともに・とも

しに・ついに・てんでに・どうにかこうにか・とき

に・すでに・そくざに・それだけに・それに・ため

に・じゃがいもをつくりに・じゅんじゅんに・しん

に・しきりに・しだいしだいに・しだいに︒じつ

こころみに・ごじゅんに・ことに・さらに・じか

ろにいきていることば・こころにたいようをもて・

に・おもに・かりに・くちびるにうたをもて・ここ

も︒おおいに・おおわしにのったはなし・おまけ

んに・いまに・いまにも・おうちにいるこうふくど

に・いっきょに・いっさんに・いっしんに・いっぺ

︵格助︶咽

12345678910
ー2345678

︵二︶

︵二︶

10

8

それから︑

つけた荷がありましたね︒

整調

一184圃

いたま︒

四

たまいれし

﹁かごにはいったたまを

そのてをうえに︒

あした

うたを

十ゆ

うさぎ︑

ことりになって︑

みるまにひらいた︒

てんきになあれ︒

たら︑

つぼ

かわいい

たら︑

一205圃

一翰7囲
一215魍

みるまにつぼんだ︒

一108囹 えましょう︒さきに︑しろいたまをか
﹇152 き じをよむときには︑くちをつかい
一161 す︒じをかくときには︑てをつかいま

一106囹

一88圏

に・めったに・ゆめにも

さに・まさにたつべし・まにあう・みるみるうち

に・ほんとうに・ほんとに・ほんに・まことに・ま

23456789
そ）22二（2）（2）（2）2！21

6

園（101181149611図
名

︵名︶5荷

評論熊竸云10騙

4

十一11図

︵二︶

七十十十十十十十十

︵二︶

︵二︶
︵二︶
︵二︶

︵二︶

︵二︶

︵二︶

︵二︶

八 木もと竹うら⁝⁝⁝七十七

︵二︶

に

︵二︶

︵二︶

二︑二︑三

一︑一一も︑たかぎの落した物を集める︒

れてふたりをひきとめている︒

︵二︶

︵二︶

2121

ニ 12

︵二︶

四70図

j

︵二︶

（一

九928園

黶j

︵二︶

（一

676611

10

に一に
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一2310﹂では︑てをうえにさしあげました︒

一239︒
圃﹁はれたおそらにくつがなる﹂では

一235
たえば﹂では︑くちにてをあてて︑らっ

一232か
圃わいいことりになって﹂のところ

一558︒
園﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ここにもつています︒﹂

一549園
にあるがっこうにはいって︑べんき

一549園
には︑はなれぼしにあるがっこうに

一549た
園︒﹁そんなときには︑はなれぼしに

一545園
のくにのなかまにいれてもらえます

ニー12囹

ニー09園 みえないものとに︑わけたらいいと

ニー09園 だしさんは︑﹁目にみえるものと︑み

ニー05園 のほかのものとに︑わけたらいいと

ニー01囹 うでないものとに︑わけたらいいと

かんがえどおりに︑わけてごらんな

るく︑はしる︒ほかにありませんか︒こ
一306

いました︒おさらにのせてかざりまし

ふりました︒にわに川ができました︒

一354﹂
園﹁きれいなはなになって︑おへやを

一612園
んじですね︒ここにいるものは︑みん

い︑やさしいこになりました︒おか
一608園

﹇606囹
りいういいこになりました︒まき

ニー92囹略﹀︒﹂﹁いるときにいらなくて︑いら

ニー91囹るのに︑いちねんに一ぺんしかない

ニー87園略﹀︒﹂﹁いちにちにニへんあるのに︑

ニー84囹︒﹂コしゅうかんに

は︑どうしたらえにかくことができ

ニー41

のかんがえどおりにわけてみました︒
︒わけているうちに︑そのわけかたが︑

ニー14 なは︑小さなかみに︑ひとつひとつこ

一562

ニー16

︵八

一342園いもの

一568た︒まどのところに︑みおぼえのある

P17

﹁603園
あなたのおうちにおいていただいた

一595はなばたけのなかにありました︒おじ

りだして
わ︑たくしにみせました︒

一343だ
園おさんは︑なにになってみたいと

﹇573 わな
たくしのうちにいたきょうだいで

﹁なににでもなることが

一344園﹁︿略﹀︒﹂﹁かぜになります︒﹂﹁︿略＞
一347︒
囹﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁かぜになって︑どこでも

﹁604囹
は︑げんきなこになりました︒ぴょ

一345＞
囹︒﹂﹁なぜ︑かぜになりたいとおもい
一351ち
園こさんはなにになりますか︒﹂﹁︿略

一357︒
園﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁うみになります︒﹂﹁︿略﹀

一616園
れをたろうさんにさしあげます︒ど

一ど︑赤いきもの

一361︒
園﹂﹁︿略V︒﹂﹁うみになって︑せかいじ

しました︒はじめにしりとりをしまし

一364﹁
園︿略﹀︒﹂﹁ことりになります︒﹂﹁︿略V

んせいの目のなかに︑わたしがいます
一421

一395とうさんときしゃにのって︑お月さん

一638
いました︒おんがくにつれて︑みんなが

一626 ︒

﹁624て︑わたくしの手にたまをおしつけま

﹁623囹
どなたがおもちになっても︑たまは

じゅんばんに︑おはなしをして
二252 はなし

﹁先生︑でんせんに︑つばめがたくさ
二247囹

ろこしのはっぱに︑じっとぶらさが
二243園

さも︑ゆりの花にきていましたよ︒
二234囹

おわりに︑ひとりがいった

一434 に ︵一︶ よなかに目をあけると︑お

︵三︶
ニー96

ニー92園 ︑いらないときにいるものはなあ

一435おとうさんがそばにたっていました︒

一491 かけました︒へやには︑きれいなはな

一654さ
囹んのおみやげにいただいたの︒﹂﹁︿

一645
にあったこしかけにもたれて︑うとう

よるになると︑おどりが

りはいそいでえきにいきました︒﹁︿占
一447

一645 わ
﹂たくしは︑そこにあったこしかけに

一641くしも︑わのなかにはいって︑おはな

一512園
くものとんねるに はいります︒みな

二93 が︑それをごらんになって︑﹁︿略V︒﹂
二97 略﹀︒﹂とおたずねになりました︒みん

ぞうというものに︑さわらせてくれ
二342園
らが︑ぞうつかいにたのみました︒そ
二345園
X園 そるぞうのそばによってきました︒

し︒﹁あるところに︑六人のめくらが
二323園

︒ 一ばんはじめに︑ぶうちゃんがか
二295囹

つきました︒きしにあがってから︑か
二293囹
くし
をざのうえにだきあげてくれま
ひ

W5 ︵二︶ つぎの日に︑﹁い﹂のつくこ
W9 めました︒おしまいに︑﹁お﹂のつくこ

一659

一526ら
園︑ところどころに︑おおきなほしが
一5310囹
ただのいしころになってしまいます

一543囹 ﾇたまひろいにこのかわらにき

一543く
囹にでは︑一ねんに一どたまひろいに
いにこのかわらにきます︒そうして︑
一544囹

一一

一一

一一

一532園さんのおみやげにしたいな︒﹂と︑わ

一657画
なたの目のなかにふたつひかって

︵十一︶

いた四かくなかみに︑まるいおおきな
一4710

し︒﹁あるところに︑川がありました︒
二261園
二264園
りが︑くつの中にはいりました︒﹃︿
ました︒そのうちに︑二ひきとも︑どぶ
二284園
なむこうのきしにつきました︒きし
二292囹

﹂

一617園
さんのおみやげにしてください︒﹂

S

一619園
ただのいしころになってしまわない

S

一392が︑いつつかきねにさきました︒ゆめ

一605園
いずきないいこになりました︒はね

U

一一

一一
一一
一一

一366略
園﹀︒﹂﹁たかい木にとまって︑うたを

一352わ
囹たくしははなになります︒﹂﹁︿略﹀

P3
P6 P5

R4

一
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V囹
は︑ぞうのはなにさわって︑﹃︿略﹀︒

二354園は︑ぞうのきばにさわって︑こうい
一一

V

おかあさんのそばにかけよります︒大

園

︑じろうにいさんにいただいたの︒﹂こ

おかあさんのよこに︑三人が立ちます︒
︶ ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こ

二571なの花が︑いちめんにさいていました︒

二568しまいました︒ゆめに︑ひろいのはらを

二565うちに︑いつのまにか︑ねむってしま

二565んがえているうちに︑いつのまにか︑

二558はおいでになったにちがいありません

二558なりませんが︑まえにはおいでになった
二558 ︑まえにはおいでになったにちがい

二557 ん︒いまはおいでになりませんが︑ま

二557とうさんは︑おいでになりません︒いま

二555えました︒わたくしには︑おとうさんも

3

7

9

二529 いて︑りんごを手にうけとります︒け
二532 ども︑またさちこに︑りんごをかえし
二534 ︑またおかあさんにあげます︒とうと

二528んごを︑おかあさんにあげます︒おかあ

一一

二522おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を

二513をだいたり︑ほおにつけたり︑おどっ

二498うけ︑うけては上になげて︑よろこび
二506なりんごをさちこにわたします︒﹁︿略

二497とびまわります︒上になげてはうけ︑う

二488 して︑じろうの手にわたします︒﹁︿略

二478きます︒﹁︿略﹀︒﹂手に大きなりんごを

だろう︒手の上にごむまりをのせて
二4510園

二375囹くにざかいの山に︑ゆきがふってい
二422園 ︑だれかがばかにするんだもの︒﹂お

二361園 ︑大きなうちわににているよ︒﹄と

二3510園のめくらは︑耳にさわって︑﹃︿略﹀︒

R5
T2

555453

に一に
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くしのおじいさんによくにたかたで
なさんが二年生になったら︑あたら

三173

はんたかをおよびにな．りました︒はん

だんだんととおくになるように︑小さ

三203

三201

うなことをおかきになりました︒﹁一く

︒先生が︑こくばんにつぎのようなこと

三174 ︑しずかにごてんにあがってきました
三195 Qあつめたことばにえをかきそえまし
三197 よくしらべることにしました︒えをか
かいていくうちに︑花の名も︑鳥の

︒﹂みんな﹁かすみになくひばり︒﹂す

︒﹁一くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒﹄引くみの

三205

︒﹄三くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒﹄四くみの

︒﹄二くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒﹄三くみの

三203

三211

三207

ろう︒﹂みんな﹁わになろう︒大きな大

おでになったか︑おしゃ

川にいる魚と海にいる魚とをわけ

みの人たちに︒﹃川にいる魚と海にい

大きな大きなわになれ︒﹂さきこ﹁東

三212

三212

︒﹄四くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒﹄﹂できあ

っこりと︑

三213

お立ちになっていらっしゃ

たか

のをうしろのかべにはりました︒みん

おしゃかさまにはんたかという

たかをりっぱな人にしてやりたいと︑

三222

三216

一本のくすのき

りたいと︑おおもいになりました︒そこ

三226

ぺんは︑空のくもにとどくようになり

いほど︑大きな木になりました︒とう

三225 なん年かたつうちに︑このくすのきは︑
はんたかをおよびになりました︒﹁︿略

三228

王さまのおまねきにあずかりました︒
︑王さまのこてんにまいりました︒は

なれということにちがいない︒﹂と

三234

三234

になります︒こごになると︑東がわの

う村上が︑日かげになります︒こごに

三232 か︑わからないほどになりました︒まい

大きなえだは四方にひろがって︑どこ

ひとことを心の中にしまいました︒そ

三229

もって︑でしの中にまじっていました

三253園
木を切ることにしよう︒﹂みんなは
三257囹︼ たるようにするには切るよりほかに
三257園 は切るよりほかにしかたがあるまい

三271

三266

おかげで︑日かげになってこまって

なふねでした︒海にうかべて︑大ぜい

ふねをつくることになりましたなん年

するかということになりました︒する

そこで︑切ることになりました︒こん

三274

三2510

三235 う村山が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒

しゃかさまがせきにおつきになりまし

三261 とですから︑切るのにも大さわぎでした︒

三294

す︒ふしぎなことに︑はちをもった手

はちをわたくしにとどけようとして

かさまの目のまえにのびてきました︒
あれは門のぞとにいますので︑この

んたかは門のぞとにのこりました︒こ
まがせきにおつきになりました︒でし
したちはそのわきにならびました︒そ

は︑きれいな心になれということ

いました︒そのうちに︑きたないことば

おぼえません︒三年になりました︒やは

かし︑あるところに︑

のをおしえることにしました︒一年た

さして︑

ごう︒﹂たつお﹁わになろう︒﹂みんな﹁

︑うこかすはやさにかわりはない︒し

あ︑春をむかえにでかけましょう︒﹂

1616161515151515151414141413131212111111111098887716661605了
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囹園
園囹
心事囹憂心園 園曳

三307 なはあちらこちらにわかれました︒あ

三302 ︑作文をすることになりました︒﹁︿略

三467

三465

三4510

略﹀︒﹂とおたずねになりました︒白う

が大ぜいおとおりになって︑﹁︿略﹀︒﹂

三448さぎのいうとおりにならびました︒白

さきほどおとおりになったかたがたの

︒いちばんしまいにいたわにざめが︑

いだんははじめに十五だんあがって

三312囹 うしつで︑左がわにはまどがならんで
三316園

三478

で︑おそくおなりになったのです︒お

三318囹 だんあがるごとに︑あたりのようす

三325園たところのかべには︑えがはってあ 三481

略﹀︒﹂とおたずねになりました︒白う

﹁︿略﹀︒﹂﹁中にわに︑とうもろこしが

ています︒いけには︑きんぎょが三

ました︒

よあけにぱあとまつき色︑

うきまるかおまちになりました︒ほか
しゃつて︑ジュデーにおききになりまし

ジュデーにおききになりました︒﹁︿略

したから︑いっしょになって︑丘の大き

でました︒みずうみにはボートがうかん
︒みんなはボートにのりこみました︒

男の子は︑うしろにこしかけました︒

の女の子は︑まえにこしかけました︒

︑ボートをおこぎになりました︒みず

かけました︒まん中には︑おとうさんが

とうさんはおききになりました︒﹁︿略

三532圏

三526圃

三524團

こどもは石の上に立ち︑﹁︿略﹀︒﹂と

はしらかばの木にはねて︑

いすはうめの木にとまり︑

﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

三6610 の子たちにおききになりました︒﹁︿略

三502圃
ました︑ はかげにふたつさきました 三648囹左手をはんたいにこいだら︑ぐるぐ
三504國
さめて︑ かぜにゆれゆれさきまし 三649園ばかりだ︒はじめに右か左かどちら
三522國 りはすみれの花にのぼり︑ ﹁︿略﹀︒﹂
三656 ぐるぐるおまわりになりました︒もう
三665園たらいいか︑風にきいてみようよ︒
三6610さんは女の子たちにおききになりまし

三495圃

三487囹 しいて︑その上にねるがよい︒﹂白
三489 さぎがそのとおりにしますと︑からだ
三494圃 あんなところにさきました︒ よあ

三484

︒ほそ長いびんに︑さかながはいつ

三329園 略﹀︒﹂﹁でいり口には︑げたばこがた

三335園
た︒へやのすみに︑かれ木が立って
まつ白なかびんに︑赤い花がさして

いました︒そこに︑はくせいのりす

三339園
三341園
三345囹
三351囹

三346園ながそのまわりにあつまって︑しゃ
三352囹

三353囹︒白いくもが水にうつっています︒
三368囹 ます︒大きなうに︑大きなやかんが
三374囹 ってあるところにきました︒白いう

三6710
た︒青々とした中に︑ふんわりした︑小

﹁︿略﹀︒﹂と

たすきにならんで︑

んとうさまは空にてり︑

かえる︒

がんが

三674 さんは男の子たちにおききになりまし
三674 の子たちにおききになりました︒﹁︿略

声が︑オルガンにまじってきこえて 三545圏

三377囹 います︒かなあみにからだをつけるよ 三534圏
三382園

なって︑

がんが

三554圃

ひもになって︑

三553圃 あれた︒ おびになって︑ ひもに

せどのこやぶにいけましょか︒

︑

つ︒たのしい学校にしましよう︒きれ

三563圃

ぞうげのふねにぎんのかい︑月

︒﹂先生がこくばんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおか

三566魍

い︑

三686 とうさんがおききになりました︒﹁︿略
ました︒﹁はじめにもりへいって︑そ
三695園
六

れいなきょうしつにしましょう︒﹂と

三576圃

三575圃

三755 又略﹀︒﹂そのうちに︑赤いお日さまは

あるのでも︑ふもとにあるのでもありま 三731 かあさんがおききになりました︒﹁︿略

おうちは︑丘の上にあるのでも︑ふも

三762 したが︑ゆかの上にはもうみえません

月夜の海にうかべれば︑

うしろの山にすてましょか︒

三389 ﹁︿略﹀︒﹂とおかきになりました︒

三583

ちょうどなかほどにあるのです︒それ

三388

三584

︑みんなであそびにでかけました︒﹁︿

うさんはえんがわにこしをおろして︑

﹁︿略﹀︒﹂とおききになりました︒﹁︿略

とうさんがおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂

三612

三605

三603

わす

三396 ん中で︑右のかたにはいちろうくん︑

三588

三585

三427 学校どうぐをわきにかかえて︑どんど
三434 ︒ある日︑はまべにでてみると︑わに
三441 ︒﹂といって︑すぐになかまを大ぜい

4 4 1
囹 囹 園

りばんこにお目にかかるのです︒あ

國の子どもたちに光をあげるのです
でかわりばんこにお目にかかるので

三702はふと︑ゆかの上になにかあるのを
三707 ました︒ゆかの上に︑なにか︑長い︑肺
三723 せん︒やはりゆかにのこっています︒
三727 んはおききかえしになりました︒﹁︿略

三426 略﹀︒﹂ひとりぼっちになってしまいまし

三384

61

62

63

63

63

63

63

63

63

三398 うくん︑左のかたにはみよこさん︒ぼ
三413 うくんが︑右の方にまがっていって
三415 ︒ぼくらはふたりになって︑麦のほと
三417 ぽぽのみが︑小人になってとんでい

三387

61

298776511103
64

了了
了了
了了
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三776園うに︑光をあげにいくのです︒それ
三777園︒それから︑あさになって︑お日さま
三778園す︒だから︑だれにもひるとよるが
三786園 きますよ︒だれにもお日さまはとら
三㎜4

三塁2

や山へ竹をとりにいきました︒ある

むかしあるところに︑﹁竹とりのおきな﹂

三田8

三下8 ﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑すぐこし

三985
ます︒ 一まいの紙にかいたえを︑どこ 三伽2 ︑かりのおかえりに︑とつぜんおたち
三無2 つぜんおたちよりになりました︒家に
三985
かいたえを︑どこにかざりましょう︒
になりました︒家にはいってごらんに
三987 かざりましょう︒紙にかいた字を︑どこ 三柳4
三田4 にはいってごらんになると︑光の中に
三柳4 になると︑光の中にきれいなおひめさ

︒﹁だめだよ︒雨にぼくのいどをい
三7910園
三鵬7

三朋6

三佃6

そのままおかえりになりました︒その

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑そのまま

って︑すぐこしょにつれてかえろうと

三梱8園︑﹁これはわたしにさずかった子に
にさずかった子にちがいない︒﹂と︑

れよりもはやく山にいって︑天略﹀︒﹂

三808 みんない
のうことにはおかまいなしに︑

三804園ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ

三菱1

三棚9園

略﹀︒﹂と︑てのひらにのせてかえりまし

三808 にはおかまいなしに︑どんどんふりつ

このことをおききになって︑たいへん

なにおかなしみになるかと思って︑

三悩6

さまがたもおいでになりました︒けれ

みました︒その中には︑みやさまがたも

三陸5

三川10

ていました︒夜中になって︑お月さま

人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

三川6 ってくださることになりました︒いよ
三川8 ︒いよいよ十五夜になりました︒おじ

三眠4園 す︒この十五夜には︑月の國からむ
三m9囹
月の世界の人にわたさないくふう

三⁝⁝1囹

月のきれいなばんになると︑かぐやひ

三月ほどのあいだに︑すくすくとせい

三川4

たくさんのけらいにいいつけて︑まも

わいそうにお思いになりました︒そ半

ひめも︑そのたびにごへんじをさしあ
三㎜1

しいかぐやひめに︑ひと目でもあい

つうの人の大きさになりました︒その

三川6

三棚5

でしょう︒風の日にはどんな音︒雨の
どんな音︒雨の日にはどんな音︒ 十

三型7

ころにもおよめにいきません︒いつ

はだれのところにもおよめにいきま

だんだんかねもちになりました︒また︑

三撹8

いな人がおよめにもらいたいものだ

三㎜9

三812 きました︒そのうちに︑雲は雨をつれて

三撹2 うして︑かごの中にいれて︑おばあさ
三醜5 んのとる竹の中には︑たびたびこが

三鵬6園

三醜9

めいにおじいさんにたのみました︒そ

ときとかえるときにここをとおります

三悩9園

三島9園

三価6
三塒8

三麗8 ﹂けらいたちは︑弓に矢をつがえました
三鞭9 が︑ふしぎなことに︑手足の力がなく
三柵2

あさんのおそばにいたいと思います

三斜3囹︺なのなら︑こてんによびたい︒﹂とお

三備10囹

三稲8囹

三重1園

しばふ︑みどり色につやつやと光った

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになりました︒それ

さんとおばあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三面1

三聖7

さんとこそうだんになって︑ある日︑

さんは︑かぐやひめにこのことをつた

きたら︑おまえにくらいをさずけて

やひめをこてんにつれてきたら︑お

三備2

三価8

三価5

やひめをおわすれになることができ

こで︑よういの車にのって︑しずかに

そいでかぐやひめにはごろもをきせま

三桝5ぬいで︑おばあさんにわたしました︒天

三稲7

しまいますが︑紙にかいたものは︑い

す︒せめて月夜には月をみて︑わた

つまでもおそばにいて︑こうこうを

なくなりますが︑紙にかいたおはなしは

いでください︒みにきた人が一本ず

しばふ︒﹁よごさずにかわいがってくだ

それで︑おじいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

の天人たちが︑雲にのっておりてき

いろいろなかたちになったり︑ふくれ
︒この 一まいの紙に︑えをかくことが

三描4

三型4

いました︒そのうちに︑空から大ぜいの

︑この 一まいの紙に︑字をかくことが

三百6園

三描5囹︺

三榴1

ともできます︒心に思ったことは︑い

三備1

ことは︑いつのまにかきえてしまいま

92

93

93

95

95

めは︑その人たちにとてもむずかしい
ができたらおよめにいくといいました

96

9了

9了

︑みかどがおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂

9了

ましょう︒こうえんにさいたきれいな

やはがきを︑ここにいれます︒きんじ

三聖6

三814のようなにじが空にかかりました︒﹁＜
三832園くはだいだい色にするからね︒﹂その
三833 あさんがえんがわにでていらっしゃい
三836 ｪ﹀︒﹂とおききになりました︒﹁︿略
三838園﹂﹁あんなところにだれがかけたの︒

三寿6

三脳3囹

「〈

三843 ターは︑はのさきにあまだれがあるの
そのあまだれの中に︑小さなにじがみ
84

90

90

91

91

92

92

たちもこのポストにいれます︒くさを

310986759874182217
98
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四206團

ひき︑わのぞとにでました︒ねこの

三びき︑わの中にはいり︑ねこが二

四221團わっているうちに︑ぴょいと中には

四205国

四221團 に︑ぴょいと中にはいりました︒ね
四223團 た︒すると︑そとにいたねこがおい
四225国き︑またわの中ににげこみました︒
四227 んは︑﹁にいさん﹂にあてて文を書き

三備5囹 ︑あるとき︑﹁天にいちばんちかい
三備6

四237團

んは︑﹁いもうと﹂にあてて書きました

四2310団

三備4 なしみをますたねになるばかりでした

三描6 のものにおたずねになりました︒おつ
三備8囹 ものは︑﹁するがにある山がいちば
三胎8囹 いちばんみやこにもちかく︑天にも
三佃9囹 にもちかく︑天にもちかいそうでご

四242

しゃしんのまえにかざりました︒み

ました︒おみやげにうめもどきをとつ

と︑おつきのものにおたずねになりま

三毛5 ＞︒﹂とおいいつけになりました︒おつ

四249團

さんといっしょに︑ふねではたらき

山へくりひろいにいきましょうね︒

三道6 ものはそのとおりにしました︒すると︑

四251團

ます︒いそぐときには︑でんぽうをう

には︑やはりここにとどけます︒ここ

四44
生まれると︑ここに知らせます︒うえ
四47 からきます︒学校にはいる子どもも︑
四54

四54 がなくなったときには︑やはりここに
四61

四63もっといそぐときには︑でんわをとり
四87
いけです︒まわりには︑さくらの木が
四91 かがみを︑この町にはめこんだようで
四128 いじなものがここにとどきます︒どこ

がんは︑おたがいにいましめあって︑
﹂

かぎなりになって︑空をひつ
ときには︑

四369園︑となりのうちにおつかいにいきま
四369囹うちにおつかいにいきました︒その
四371囹おりました︒そこには︑ぶどうが︑たく
四375園なりのおばさんに︑﹃︿略﹀︒﹄といお
四399園じさんのことばに氣がついてやめ
四401囹のいいお友だちになったり︑先生に
四401囹 なったり︑先生になったりしてく
四403園りっぱなことばにいろいろであうで
四433

山418

四443園なじじゅんばんにならんでとぶこ
四444二らんでとぶことにしよう︒﹂みんなは

四481

と︑高い山のそばにきました︒その山

みんなは︑それにさんせいしました︒
四254團
っちゃんがそばにくるような氣が
四445 ＞︒﹂
四255團
かざると︑そこにすわっているよう 四452園やんがおしまいにしてくれってい
四261 さんは︑﹁りんご﹂にお話をするつも 四462囹︑きょうはどこにならびたいという
四267 ぎりす﹂をあいてに書きました︒﹁︿略
四466園一ばんせんとうにしてくれってい
四274
んは︑﹁ポチ﹂あてに書きました︒﹁︿略
四469園うは︑どのへんにならびたいという
四278
しおさんは︑﹁雲﹂に話をするつもり
四473園なら︑十五ばんめにして︑とぶことに
四474園して︑とぶことにしょうじゃないか
山476 く︑がんのむなげにあたりました︒三
四478ぽのがんは︑一列になってとんでい
四479ばのようなかたちになりました︒はた

四135 ぜんたいが︑ひとつになって生きてい
四285 ︑じぶんをあいてに書くことに︑氣が
四154
ら︑わたしがおにになった︒みんな︑
四285 あいてに書くことに︑氣がつきました︒
四155 た︒みんな︑鳥ごやにかくれていた︒た 四288 は︑なんだろう︒山にいって︑くりひろ
四158 ︒わたしのせなかにかおをつけてね
四298
︒じぶんでじぶんにきいてみても︑な
四161 かしをしっかり手にもってねんねした 四302くみの人みんな﹂にきいてもらいたい
四312團
は︑うちのにわにさいているコス

四163 ︒ゆうがた︑水くみにでた︒おかあさん

四344

うさんのことばに︑氣がつきました︒

﹁︿略﹀︒﹂先生にこうたずねられて

四335團 さんはわたくしに︑﹃︿略﹀︒﹄といっ

四511らわれているときには︑ばらばらにな

四507 あとになり︑さきになりして︑はげま

四507 かのものは︑あとになり︑さきになり

四492 五ばんめからわきにそれたかと思うと

O その山のふもとには︑大きな木がし
四482
四485 とびこえて︑たににさしかかったとき
四4810思って︑べつに氣にもかけないでとび

四171

四347園

うさんがおいでにならなくても︑か

︒﹂﹁先生は︑そこに氣がついたのです

やはり︑﹁みんな﹂に知らせたいといっ

四181 かあさんの手の上につかまってひいた

四359囹

かずこさんの耳には︑おとうさんの

四訓4

四183 いった︒おかあさんに︑又略﹀︒﹂ときい

四3510園

うだ︒バケツの中に月がうつってい

四184園 ぼくがいっしょにひくと︑かるくな

四361園

四164 ︒おかあさんが︑月にてらされて︑水を

四194園話があいてなしにはできないように︑

かりますか︒そこにいなくても︑その

ば

四195園 文もあいてなしには書けるものでは

四362園

四531 したが︑目のまえに︑高い︑高い山が
四532 ︑この山のむこうにあるみずうみの
を﹁おかあさん﹂にきめて︑つぎのよ

四201

に一に
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四606 ﹂﹁︿略V︒﹂そのうちに︑夜になってしま

四576 しょうということになりました︒かっ
四585園 ︒ねているうちに︑いいこと考えた

四877

四863

四853

四852

四851

四849

た︒すみがまの上に︑雲がでています

は︑まがるほど雪につもられて︑だま

おかあさんが︑かごにみかんをいれて︑

りました︒おしまいに︑みんなでトラン

四川4

四棚3

たつこさんが︑それにあわせておどりま 四梱8

しました︒三ばんめに︑すじむかいのみ

四桝7園

ます︒あの白い雲に︑だれかが︑ちぢま 四佃9園

んとうにおせわになりました︒﹂おと

をして︑ごらんにいれましょう︒﹂う

ぎやかなおんがくにあわせておどりは

︒かめはそのそばにならびます︒魚た

さまは︑左のいすにこしかけます︒か

たゆめ︒め1目にみえるもの︑みえ 四悪6園︒﹂うらしま﹁お礼にはおよぼないよ︒
四538 いているがんたちには︑この風がなん 四794
世界の子どもにうたわれて︑ きょ 四脳9囹 たね︒﹂かめ﹁お礼にりゅうぐうへおつ
四5310
た︒みずうみの島には︑こんもりとし 四817圃
四541 まは︑この林の中におりました︒一わ 四839 まつの枝のさきにつりさげると︑弟 四鵬9園しまさん︒むこうに光ったやねがみ
四552
てやりました︒島にはかりうどはきま 四845 ました︒ 一ばんさきに︑ねえさんが︑エス 四鵬5 りゅうぐうまん中にきれいなこしかけ
四㎜2 たりのうつくしさにおどろいています
四847 しました︒二ばんめに︑となりのうちの
四梱5園そそのこしかけにおかけください︒﹂
は︑右のこしかけにこしかけます︒い
四606 ＞︒﹂そのうちに︑夜になってしまいまし

四881

四915

にあがっておいでになると︑ひたいか

はきはいて︑うちにあがっておいでに

四擢4

四柵2園

四這10

までもそのままにしておいていた

︑たまてばこを手にもって︑うらしま﹁

四柵4園 うちのことも氣にかかりますので︑
四備3囹 ﹁では︑おみやげにたまてばこをさし
四点7囹 あっても︑おあけになってはいけませ

め﹁では︑みんなにおもしろいおどり

四609 テーブルのまわりにあつまりました︒
四622 のねているひまに︑かっちゃんは︑も
四623 林のおくをさがしにいきました︒しず
四898

きれいな雲の中に︑みえなくなって

四胴10園

四627 きなりへびのくびにかみつきました︒

四914

四657
そび﹂お正月までに︑ことばあそびの

はねおきて︑そとにとびだして︑雪か

四649園 やんは︑三ばんめにしよう︒まだ︑か

四629 ました︒そのひまになかまのがんは︑

四674

四917 ゆげがたつ︒ほおにはあせがったわっ
四934 さかんに降る︒右にも左にも︑むこう
四934 に降る︒右にも左にも︑むこうにもこ

四713

ころは︑﹃ろ﹄の上にある︒﹂﹁︿略﹀︒﹂四

四685 らの小山の小いけに子がもが二百ぱ︑

生まれた村にかえったら︑

だれ

とひめ﹁おかえりになりますか︒おな

ん

四佃8圏

四桁6園

むこうにもこっちにも︑どこにも降る︒

も左にも︑むこうにもこっちにも︑ど

四梱1

ができあがるまでには︑どれほど苦心

の光をだすために︑どれほどたくさ

を作りあげるまでには︑どれほど手か

四梱3

四健8

四欄2園

四拠7園

四934

四934

四佃2圃

四716 ころは︑﹃は﹄の上にある︒﹂四組の﹁

こっちにも︑どこにも降る︒風にふか

四724 これにあたった人には︑ハンケチをあ
四727 ﹄これをひいた人には︑なにもあげま

んでいく︒

波がよったり

空にかすんだふじの

はまべのまつ原に︑

四悌1園たくしがこの世に生まれてくるまで
四旧7囹てあるくかわりに︑わたくしをもつ

四997

︑うちのたからにしようと思います

︑うちのたからにしよう︒﹂りょうし

きだろう︒﹂けしきにみとれながらある

四丁4園︒きょうは︑お礼にあがりました︒﹂う

を子どもたちの手に︑それぞれわたし

とほうにくれたうらしまは

四934

どこにも降る︒風にふかれて︑うずを
な黒い︒雪がかおにかかるのもわすれ
して︑だんだん下におちてくる︒よく
まっていない︒風にふかれてとんで

四俗7圃

るうちに︑いっしょになったりわかれた 四度4圃

四749 ぼ︑とんぼ︑かきねにとまれ︒ち

けっせ

ばかり︒

四719 これにあたった人には︑おもちゃのね

四936
四941
四952

り︑またいっしょになったりはなれた

四枷5

き﹂︒﹁﹃︿略﹀︒﹄これにあたった人には︑

四7210 これがあたった人には︑にっきちょうを 四956

﹁そうだ︑わたしにこのかめをうっ

四枷7 むこうのまつの枝に︑きれいなものが︑

四719

四956
四731 をあげます︒﹃ひびにつける︒﹄という
た︒これをあっ紙に書いて︑えもっけ 四957
四957

＞︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これにあたった人には︑

四984圓

子ども；この人にうってあげようか

四724

四992囹
まつに月︒け

のきばにすくうつばめさん

は︑ことばのあとにつく︒わ
なに︒ま

てとんでいるうちに︑いっしょになつ

ハ

四735にこしらえることにしました︒早い

四734

わか

四759
四7710

四776 かう︒の
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四㎜4囹
四纈2園
四麗5園
四槻8園
して︑あなたがたには︑ご用のないも
ん︒國のたからにいたします︒﹂天人
﹁それでは︑お礼にまいましょう︒で

あなたは︑まわずにかえっておしまい

り︒ いつのまにやら天人は︑
かも

春の

んでいく︑ 空にほんのりふじの

︑ 春のかすみにつつまれて︒

四槻8囹 えっておしまいになるでしょう︒﹂天
四悩4圃 いきます︒ 右に左にひらひらと︑
四悩4魍 ます︒ 右に左にひらひらと︑ ゆれ
四悩6圃 はまべのまつ原に︑ 波がよったり︑
四価1圃
四価2團
四塒4圏

五43 川のあかんぼ 山に雨が降る︑きりがお
五49 ころ︑小さいたにまに︑小さいいずみ︑小
五410ずみ︑小さいたにまに︑小さいながれ山か

五54 て︑たっちして︑村にでましょう︑町にで
五54村にでましょう︑町にでましょう︒川は
五63ん大きくなる︒ダムにせかれていけになり
五63ダムにせかれていけになり︑水力単三をお
五65をおこし︑水道の水にもなり︑川はだんだ
五67きくなる︒川は野原におりてくる︒野原を
五610くるまわし︑たんぼに水をいれ︑はたけに

五71 に水をいれ︑はたけにも水をまいていく︒
五78 がして︑海のとおくにすてにいく︒川はだ
五78 ︑海のとおくにすてにいく︒川はだまって
五105囹つた︒あ︑あそこにきれいなさくら︒﹂﹁
五152さんが︑みつおさんにあてて書いた手紙で
五153 ︒私も︑いまから旅にでかけます︒ゆくさ
五154さきはむねのところに書いてありますから

さあ︑このかばんにはいるんだよ︒﹂と

五264

っぷを改札の女の人にわたしながら︑﹁あ

︑いま改札口の人にありがとうっていっ

五289園 いえ︑むこうの店に品物をとどけて︑受

五2610園

五295園 くて︑ぼくなんかに︑とても持てそうも

五274園ら︑それであの人にいったのよ︒﹂﹁︿略

んでもないところにやられるかと思って

たちをみんなかばんにいれました︒﹁︿略﹀

﹂﹁︿略﹀︒﹂そのうちに︑きょくの人が︑私

五302園 ようぶです︒ぼくにも持てそうですがら

五298園さん︑駅へおいでになるのでしょう︒つ

五304園 荷物は小さいわりに︑なかなかおもかっ

れそれひとかたまりにわけてくれました︒

︑じょうぶなふくろにいれられて︑かぎを

つたのです︒ぼくにはすこしおもかった

ていきました︒駅につくと︑その人は︑
五3011園

五305園

をだして︑﹃これには︑きみのようない

五319園﹄といって︑ぼくにくれました︒それで

五316囹

ん︒私たちは︑汽車につまれて︑どんどん

一けん一けんにくばられはじめまし

五4010国
ちうしです︒なかに︑子うしが三とうい

五398團しきを︑みなさんにおみせしたいと思い

五334ます︒この荷物の中に︑おり物や︑お茶や
五349います︒ガスこんろにかけたかまやなべか
五355です︒まわりのかべに︑石炭がでています
五358た石炭は︑ トロッコにつんで︑そとへはこ
五366私たちは︑ 石炭なしには︑くらすことがで
五373な木が︑ たおれて土にうずまり︑長いあい
五374あいだかかって石炭になったのです︒大む
五377ちをかえ︑石炭の中にたくわえられていて
五378れが︑私たちのために︑生き返ってはたら
五383 ︵一︶ けさ︑先生に︑先生のお友だちか
五385るのです︒手紙の中に︑こんなことが争い
五387團
受持の子どもたちに︑手紙を書いてもら
五388團
受持の子どもたちに︑それを送ってあげ
五393国す︒山のてっぺんには︑まだ雪がのこつ
五395団めました︒ふもとになるにしたがって︑

五232園
略﹀︒﹂﹁まだほかにあるの︒どんなこと
五236園
んのよこのところに︑もたれかかってい

五411團︒けさも︑まきばにだしてやりました︒

五407国

v﹁ぼくのうちには︑うしが十三とう

五396團た︒ふもとになるにしたがって︑木のみ

日2510でくると︑でむかえにきていたおねえさん

︑げんかんにむかえにでました︒﹁︿略V︒﹂

あさんが︑げんかんにむかえにでました︒

しぶりにおじいさんにおあいして︑おもち
︒いちろうさんが家に帰ると︑おかあさん

ました︒ひさしぶりにおじいさんにおあい

んのさとの︑いなかにいきました︒ひさし

た︒しかし︑その中に三人だけ︑たいへん

っぱい乗せて︑終点につきました︒あまり

そのままみつおさんにおったえすることが

よろこんで︑私を手にとりあげました︒私

れいにさいている家に︑はいりました︒﹁︿
︑その家のげんかんにおかれました︒﹁︿略

た︒私もその人の手ににぎられながら︑あ

まは︑

する人は︑撃てん車に乗って走りました︒

町のゆうびんきょくにつきました︒ふくろ
︑また︑かばんの中にいれられました︒配

らおろされ︑自動車につみこまれて︑ある

﹂﹁︿略﹀︒﹂おたがいに︑であったと思った

くの大きなはこの中にはいりました︒そこ

87733284109752111107521095211154
囹
囹
五241園
うが︑ぼくのまえに︑まつばづえをつい
五248即
の女の人が︑ぼくに氣がついて︑﹃︿略﹀

〉。

五156 ︒これは︑汽車の旅にきっぷがいるのと︑
五158 っぷは︑遠い︑近いによって︑ねだんがち
五162す︒﹁︿略﹀︒﹂ポストにいれられると︑友だ
五162 ︑友だちといっしょになりました︒そこへ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
22 22 22 22 22 22 21 21 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18 1了 1了 16 16

う︑先生といっしょに︑学校のはたけのむ

のずが工作の時間に︑写生しましょう︒

五597

五791 ている小川のところにいきました︒そうし

五783園

五623園

五807 きました︒竹のさきにほうきをむすびつけ

五7810

五421團 こくばんのところにならべてあります︒
の話をそばでおききになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

かきねにあさがおの花が︑三

五431團 だいをして︑うちに帰るころは︑もう︑
五635

といって︑おわらいになりました︒﹁︿略﹀

さがおの花

五434團 さひがわへおよめにいっています︒ぼく
五637

︒みんな︑からだに氣をつけてください

しもりさんのせなかにあたりました︒にし

﹂﹁花の色を空色にそめてくれたのは︑

五437国 で︑よくいっしょにうたいました︒ぼく

五8010

海べに︑おじいさんとおば

五822園

金のさかな

五652

五826 いことや︑ねるまえにたべないことや︑日

きれ

は︑ふるい小さな家に住んでいました︒お

世界のそのにさきにおう︑

五453圏

五654

だ︒

五464 うぐいす おつかいにいくとき︑うらの竹

五829 友だちが︑学校をみにいらっしゃいました

して︑私たちの教室にもおいでになりまし

︑おじいさんは︑海にでてあみをなげまし

ちの教室にもおいでになりました︒そのお

帰って︑おばあさんに︑このふしぎな話を

五8210

五831 のお友だちが︑記念に写眞を写したいとお

五8210

お金持のおくさんになりたいって︒﹂と

なさい︒帰るまでには︑新しいおけがで

五659

五704園

五6810園

五686園

五469 略﹀︒﹂と鳴いた︒春になったばかりだから

おもさにゆれゆれ岸をでる︒

おけなんて︑とくにもならない︒もう一

五4610 ないのだろう︒帰りに︑また通ったら︑も 五669
たし船︑

五492 くなった︒あさの光に︑身をきよめるのは
五503圃

五7011囹お金持のおくさんになりたいというので 五832 ︑私たちは︑運動場にあつまって︑先生を

喚べ がけの下には 白いはま︑白

五833

五506圃

をうま小屋のしごとにおいやりました︒そ

五842 十六日

わいてくる

五521圃 白い雲︒ ひつじになって
五721

あさんはおじいさんにいいました︒﹁︿略﹀

夏休みになにをするか︑みん

えさんは︑國語の本にでていることばを︑

土

って︑先生をまん中にしてならびました︒

五526 は︑まさごをうば車に乗せて︑はるおと大
五722

五848

五526 て︑はるおと大通りにでました︒いそがし

五849 ることばを︑五十音にわけてみるといいま

かわい

もたちがくるまでに︑そこらをきれいに

ない︒黒いころもに赤いおび

五852囹

五889

五884囹

ゆうのものわらいになるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

んはいやだ︑女王になりたいといってい

五729園

五531 しずんでまもない空に︑大きな星が光って 五724園た︒﹁金のさかなに︑わたしは金持のお
五544園 もっと高いところに︑四ばん星1⊥温い 五725園 やになった︑女王になりたいつてたのん

おばあさんは女王になりますよ︒﹂とい

五548 ︿略﹀︒﹂空のまん中に︑大きな星が光って

五738園

五736園

︑おばあさんは女王になっているではあり

五882園赤いおびをおしめになると︑へんでしょ

五551 ちょっと︑家のまえにでてみました︒三十

ありませんか︒そばには︑りっぱなけらい

五5411 まさこをおかあさんにわたして︑食事をす 五7210園︑ぐずぐずいわずに海へいっておいで︒
五553 ていて︑空いちめんに︑星がでていました

五7311

さんは︑おじいさんには目もくれないで︑

五897圃圓をみれば︑ 波にうかんださどが島︒

うかんさんのまわりにあつまりました︒﹁︿

五556

五747

五741

まもと先生がおいでになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

五5511 ︑はるおといっしょに︑学校へいきました

五5510 ︒私は︑おかあさんにこのことをいって︑

五562園土星です︒あそこに大きく光っている星 五748 くれないで︑けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつ
五568園︑みえる︒まん中にまるいきれいなたま 五752園 た︒﹁金のさかなにたのんでおいで︒わ

が島﹄とおうたいになったとき︑おじぎ
五901園
五904囹はな︑ずっとまえに︑さどが島においで
五904園まえに︑さどが島においでなさったこと
五906園が島をうたうときには︑いつでもおじぎ
五907園 v﹁おぼうさんにおかあさんがあるっ

います︒海のぬしになりたい︑ひろい海

のさかなをけらいにしてやりたい︒﹂お

おくざしきにつれていきました︒
五913 ＞︒﹂と︑

にいいおぼうさんになったのだよ︒﹂こ
五9011囹

んどは︑海のぬしになりたい︒あのひろ
五755園

五753園
五766園

五569園 える︒そのまわりに︑うすい︑大きな︑
五582園 わり︒ごろうさんにおみせなさい︒﹂は

五571

五922囹︑たたみのまん中にあなをあけてやった

五767囹︑あなたをけらいにしたいといっていま 五917囹のこが︑えんの下にあたまをだしたので

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂はるおにさいそくされて︑ば

五584 ︑ばんをごろうさんにゆずりました︒又略

五924園︒それ︑たけのこにごはんつぶがついて

した︒みると︑まえに住んでいた︑ふるい
生のつくえのかびんに︑大きなひまわりの

五925園れそれ︑たけのこにごはんのつぶが

五773
五778

五585園青い︑青い水の中にういているようだ︒
五594 みてきた土星を︑紙にていねいにかいてお

五5810園︑大きくなるまでに︑どの星もみんなみ 五774 っていました︒入口におばあさんがすわっ

〉。
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五929囹

﹁いや︑たけのこにごはんつぶがついて

五927園すよ︒ごはんの中にたけのこのはいって

五939 んは︑いつまでも月にみとれていました︒

五936 て︑うらのいどばたに立ちました︒むこう

五943 ました︒その帰り道に︑一わの小鳥のひな

五942︑山へわらびをとりにいきました︒その帰

色がかった美しい鳥になりました︒﹁︿略﹀

五961 ︒あたまからせなかにかけて︑き色がかっ
五961

五972 そういっているうちに︑秋になりました︒

五966 ︒夏休みがすむころには︑ひなはもう︑か
五972 っているうちに︑秋になりました︒まいに
五975 んできます︒その中には︑ひわのむれもあ
五984 ︿略﹀︒﹂こんなふうに︑自分でもさえずり

五977 のおうちのまつの木にとまったり︑かえで
五985 た︒いちばんはじめに︑それをおかあさん
︿略﹀︒﹂おとうさんにいわれて︑よくみる

五993 わは︑かたのところにけがをして︑ころが
五㎜1

五㎜1 ︑よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶ

いから︑いっしょにあそぼうよ︒﹂かご

︑ガラス戸だなの中につりさげた︒一日お

六135

もうすこしで口が水にとどきそうになった

た︒ちょうど︑そばに小川が流れていまし

六129園分もほんとうに役にたっているのだ︒﹂

六1111

六137

というまに︑川の中におちてしまいました

︑﹁︿略﹀︒﹂というまに︑川の中におちてし

ました︒近いところに製材所ができて︑の
くらいはこの申にしまいこまれていた

かし︑ひわは︑すぐに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑まね

六138

じ

六138

ガラスの中で︑そばには小さなしんぼうや

のは︑しごと台の上にのっている小さなふ

たと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑な

物が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいる

六157

六156

六155

︑ありは︑ぶじに岸にあがることができま

に流されて︑川の岸につきましたので︑あ

た︒木の葉の船は波に流されて︑川の岸に

た︒そうしてその上に乗りました︒木の葉

六合3 て︑すぐ木の葉の船につかまりました︒そ

六149

りは︑心から木の葉におれいをいいました

な鉄のねじが︑ふいにピンセットにはさま
︑ふいにピンセットにはさまれて︑明かる

具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六158

歩くのをやめて︑弓に矢をつがえて︑木の

とって︑ありのそばにおとしてやりました

かべやガラス戸だなには︑いろいろな時計

六161

らいました︒木の上には︑一わのはとがと

六164

ていることを知らずにいました︒ありは︑

これはどんなところにおかれるのだろうな
どと考えているうちに︑ふと︑自分のこと

六167

六166

いでかりうどのすねにはいのぼりました︒

て︑あれはなんの役にたつのだろう︑これ

ふと︑自分のことに考えおよんだ︒ズ略

六168

っています︒まん中に︑しきしゃがタクト

るもの︑そのうしろに合唱隊がならんで︑

六245園

六244囹

︑はたらけるときにはたらくのですよ︒

だね︒樂しむために生きているんじゃな

六243園︑こんないいときにあそばないで︑いつ

なります︒テーブルには︑お茶が用意して

﹂テーブルのまわりにあつまって︑まるく

六二6薫りの木の葉は喜びにみち︑きよらかな風

ありでも︑力まかせにかんだので︑かりう

六69園めて︑世の中の役にたつのに︑どれもこ

六185

六1610

六610園の中の役にたつのに︑どれもこれも不足
六611園さくて︑なんの役にもたちそうにない︒

六186

六2010

六209

六101のとき︑いままで雲にかくれていたたいよ

六95囹うなものでも︑役にたつことがあるのか
六96囹︑﹁こんなところにころげおちてしまつ
六99園︒ねじは︑﹁ここにいます︒﹂とさけび

六251園

﹁ここでいっしょに音樂会をやろうじゃ

す﹁小さなからだに大きな荷物︒荷物が

降っていて︑夕ぐれに近いころ︒あり一

六2210圏

六262

が︑たくさんおさらにもつてあります︒み

六104 ︑日光が店いっぱいにさしこんできた︒す

︑しもて半分はそとになっています︒雪が

もい足どりでかみてにさっていきます︒し

六2011

五価11 わをほめました︒秋になると︑また︑わた

五価6 りました︒いつのまにか︑しじゅうからは

六114んで︑きかいのあなにさしこみ︑小さなね

六261

六254

五柵4園

六1111
た時計をちょっと耳にあててから︑ガラス

で鳴いて︑おしまいに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑本を

五描1 んのうちのまつの木におりてきました︒ひ

六118ねじは︑自分がここにはいったために︑こ

五研9 ︑おどろいて︑すぐにまつの木の上へにげ

五皿10

五器8園 きみも︑いっしょにむこうへとんでいこ

六118ごこにはいったために︑この時計ぜんたい

五 6 と鳴いて︑木のかげにかくれました︒どこ

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ここにいて︑なにか︑おも

五山2園 いつまでも︑ここにいるよりしかたがな

五棚10 ますが︑おひるすぎには︑かえでの木につ

六810おいたねじのないのに氣がついた︒﹁︿略﹀

五柵5 さんちゃんは︑ひわによくいってきかせま

園

六73 んだ︒ ﹁︿略V︒﹂ふいにバタバタと足音がし
六85 んだと思うと︑ すぐにおとしてしまった︒
六86 ごと台のあしのかげにころがっていった︒

、

五棚10 ぎには︑かえでの木につるしておきます︒

一L

ノ、

五雲1 します︒かえでの木につるしておくと︑い

五川9 どばたの高いところにかけますが︑おひる
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そろそろ夕ごはんにしようか︒﹂あり二︑
六266園

六407

六406囹︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒﹂31 六564 ︑ 一組でつくることになりました︒それか

六373 つ一とがつた屋根にひっかかっているか
六379 動く︒25ずっと下にみえる夕やけの大通

がよわくなる︒それにつれて︑空がうす赤
六3610

はたらかないものには︑この潔しさ︑こ
六278園
六281このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ
六304の方からみつをびんにいれてもってきます
六305 ︒それをきりぎりすにわたします︒きりぎ
六317のもへ﹂の顔で︑風に向かって立っている
六319 ︒きもののすそが風にあおられる︒3雲
六321 4 木が大ゆれにゆれる︒木の葉がと
六324囹﹁これぐらいの風にまけるものか︒﹂7
六325 ＞︒﹂7かかしの顔に葉がとびかかる︒て
六328 音︒9かかしが風にまきあげられる︒糸
六329たたこのように︑空にすいこまれていくか
六331てて︑子がらすをすにひきもどす︒12白
六333 ｪ目ひげの雲が風に流されている︒13
六335 13風を受けるたびに雲のからだのかっこ
う︒﹂雲﹁山のかげにかくれて︑ここから
六341園
六347て︑また︑ひげの中におちる︒15かかし
六361 し︒18貸すぎの上にやっととまったかか
六366るようにあたまを地につけるすぎの木︒は
六368ふきあげられて︑空にきえていくかかし一
六368ていくかかし
点になって︑おしまいに
六369になって︑おしまいにはみえなくなってし

六5411

六5410

六545

六544

六517

六515

さっきの枝のあいだにはなくて︑木をずつ

と︑月は枝のあいだにじっとしていますが

ふたりはそのとおりにしてみました︒する

きました︒﹁ここに立って︑お月さまを

て︑しばらく枝こしに月をみていましたが

がついて︑まえの方にある木の下へいきま

げました︒月は︑雲にはいったかと思うと

いました︒そのうちに︑あたりがきゅうに

六681 ﹂といって︑木の上にするするとのぼって

六675

六662 づき話

六659

偏658 がわかった人は︑紙に書いてかべ新聞がか

六656 はたらくときはよこになり︑休むときは立

六654

六654 すれば下になり︑下にすれば上になるもの

六654

六654

︒二上にすれば下になり︑下にすれば上

のはなあに︒二上にすれば下になり︑下

六4211

六4210

六429

六428

六426園

六417

六41一

れ︒39その列が空にすいこまれていく︒ 六597 声のかずが︑五か七になっているのです︒

の上をひとかたまりになってとぶつばめの

かかしが列のまん中にはいっている︒37

れがほぐれて︑一列にビルディングをはな

の上にひとかたまりになる︒それがほぐれ

めのむれ︑屋根の上にひとかたまりになる

くれきらないうちにおねがいします︒﹂

めが︑かかしのそばにとまる︒親つばめ﹁

ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ

六593 う︑おもしろいことに氣がつきました︒そ

六587 した︒そのひょうしに足をいためて︑歩け

六585 にくる道で︑はき物に雪がついてころびま

六585 一年生の子が︑学校にくる道で︑はき物に

六575 ︒これには︑みんなにお知らせしたいこと

六575 になりました︒これには︑みんなにお知ら

六574 新聞を発行することになりました︒これに

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六434

色︒40青黒い夜空に大きな三日月さま︒ 六5910圃︒ウスムラサキニ

七ホノボノト

六439

六612 るたやことわざの中にも︑このことのあて

六6011圃五アンナトコロニ

七サキマシタ
さんやおかあさんにもわからないんだっ

白い雲︒42木の枝にとまっている二わの六608五それから︑まえにならったのを思いだ
目をさましたときには︑おびみたいなも

六618 す︒毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度

六446囹

︒かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色の

六625

六667 しょう︒どんなふうにお話がすすんでいく

この第一号に︑つづき話の第一か

べ新聞がかりのものにだしてください︒

なり︑下にすれば上になるものはなあに︒

六642 た︒どうして︑八時になると︑ねむくなる

川639 ︒つかまえて︑たなにあげたら︑あぶくを

きゅうりがくつの中にはいりました︒﹁︿鯉

六457

しの目のまえに︑風にそよぐ金色のいねが

明か

かきはすずなり

四

六457

びだす子うまの顔に︑

のいねが︑いちめんにつづいている︒
六478圃

うすむらさきにほのぼのと︑

た

︒ふみおがねるまえにそとをみると︑空は

ると︑ 一びきのさるにであいました︒﹁︿略

六556ると︑空はいつのまにか︑雲一つなく︑き 六672 かい︶ あるところに︑一びきの子ぐまが

六549園

六497圃

六459

六447園

六441

六581

六436

六567 まって︑どんなものにしようかといろいろ

車が︑ひっきりなしにゆききしている︒26
六3711

六556

新聞を発行することにしました︒かべ新聞

る︒夕やけがばら色にこくなる︒かかしの

しょう︒あの屋根にとまっているのは︒
六385園

六559

六4010

六3810てきてかかしの近くにとまる︒親つばめ﹁

六563

31かかしのまわりに︑村の子どもや︑森六566 んしゅうをすることにきめました︒私たち

六2610園り一﹁夏のあいだに︑こんなにたきぎを

す︒きょうの大風に︒﹂子つばめ﹁へえ︒
六392園
へえ︒きみ︑どこにいたの︒﹂かかし﹁あ
六393囹
六397圓つばめ﹁でも︑村に帰らなくちゃ︒あな

、
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六684れを切りとって新聞にはりつけました︒そ
六698第二号がどんなふうになるか︑樂しみです
六702 のはるえといっしょになって︑大きな雪だ
六709 vそこへ︑中学校に通っているねえさん
六718た︒はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならっ
六731 く略﹀︒﹂おとうさんにたずねられて︑﹁︿略
六742囹︒生きているものには︑みんな命という
があらわれて︑私に海のこてんへいくよ
うか︒みなのものにたずねるが︑だれか

ましょう︒﹂女の人に向かって︑海の神﹁

六931園
六936

六946園

は︑しばらくお考えになって︑女の人に︑

︑つりばりをのどにかけまして︑たいへ

えになって︑女の人に︑﹁︿略﹀︒﹂女﹁はい︒

六9510
六9510

たまと︑おとうさんにかっていただいた小

いっか︑おじいさんにいただいた古いめが

る︒みことは︑それにあわせておどりをお

おりのみことのまえにさしだしながら︑海

であらって︑海の神にさしあげる︒海の神

がいない︒﹂女の人に向かって︑海の神﹁

海の神﹁あ︑それにちがいない︒﹂女の

六966園
六969

六968園

六7510
るまのかたのところに︑まつの枝をつけま

六975

六973

六792園 左のむねのところに手をあててごらんな

六781ごろうはおとうさんに︑この考えついたこ

六994

六994

六9710

と﹁つりばりは魚にとられてしまうし︑

と﹁つりばりを魚にとられてしまいまし

六814囹 よう一日だけ︑私につりをさせてくださ
六853園
六873園

六875園 げましょう︒そこに船がある︒あれにお

六葉7

六伽4

を発見した︒左の手に︑めがねのたまを四

うがって︑ついそこにあるようにみえるで

うと思って︑右の手に虫めがねを持って︑

六9910

六873園まうし︑にいさんにはしかられるし︑困 六999 していた︒そのうちに︑ふと︑おもしろい
六876園 に船がある︒あれにお乗りなさい︒まも
六877園 ︑きれいなごてんにつくでしょう︒﹂ほ
六8710園 あって︑そのそばには︑大きな木が立つ

六棚6

に作って︑そのはしに︑虫めがねをとりつ

いるくらいの大きさに作って︑そのはしに

できあがった︒つぎに︑もう一まいの画用

て︑その一方のはしに︑めがねのたまをは

まるくらいの大きさにまいて︑その一方の

六879園こてんの門のそばにいどがあって︑その 六糊11囹 おとうさんのお話にきいた望遠鏡が︑で
六8711囹 は︑その大きな木にのぼって︑まってい

六棚6
六棚11

田川9
六棚11

い︒﹂編論酌の﹁木にのぼるのですか︒﹂

六884園 う︒さあ︑早く船にお乗りなさい︒おし

六882囹

六887 のこてんの門のまえに︑大きな木が立って

だけだが︑そのために発音がすこしおかし

かげんしているうちに︑はっきりした︒電
んのまねのうまいのに感心した︒弟は︑ま

六撹6
六法9

心した︒弟は︑まえに︑﹁︿略﹀︒﹂というこ

六891 ぼってみよう︒﹂木にのぼって︑下をみる
六893園 や︑あんなところにいどがある︒きれい

六鵬1

ないことばを︑さきにいったから感心した

御子1

で︑おもしろいことに氣がついた︒弟はは

六904 で︑ほおりのみことにさしあげる︒ほおり

六芸4

ら声のでるような音にちがいない︒そうし

で︑ものをいうときに︑声がはなからでる
︒弟は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂とい

ら︑﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわ

いいわけだ︒ためしに︑﹁なんだ﹂という

んだ﹂というかわりに︑﹁ダンダ﹂といっ

新しいことがあたまにうかんだので︑もう

ようだ︒ねんのために︑はなをつまんで︑

という一ぎょうの中にはいっている音ばか

わかった︒このほかに︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂

という一ぎょうの中にはいっている︒ここ

のは︑一年生のときにならったからよく知

ブベボ︑パピプペポにいたるまで︑みんな

てあげにいったときに︑みんなが︑﹁︿略﹀

らべたもの﹂ぐらいに思って︑それ以上ふ

たこが青空で右や左にゆれると︑自分もい

ばなく︑上へ弓なりにまげるのですから︑

ています︒そのすじにあわせてひごを切り

につけたすじがたてについています︒その

ま四角に切ったときにつけたすじがたてに

のうらには︑まん中に︑ま四角に切ったと

めました︒紙のうらには︑まん中に︑ま四

ってきました︒つぎに骨のとりつけです︒

バックをむらさき色にぬりつぶしたら︑た

わらい顔をかくことにしました︒クレヨン

できました︒はじめに半紙をま四角に切り
︑いっかおかあさんに教えていただきまし

です︒はじめてあげにいったときに︑みん

ついたことをみんなに話して︑びっくりさ

た性質をもっているにちがいない︒ぼくは

と︑自分もいっしょに首をふりながら︑し
︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹二本と

118
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六899園 っぽなかたが︑水にうつっているわ︒﹂
とは︑ぐっとおのみになって︑編論酌の﹁あ

六帽5

ノ、

118
一L．

六905

六のばめん 正面に︑海の神がこしをか

がある︑ということに氣がついたのである
はながつまったために発音ができなくなる

113
ノ、

119
＿■一

六908

六三8

六伽6がつまっているために︑あることばが︑う
六佃3

5211111172198487441172119328295441105
！、

113
！、
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＿L．

六911園 ︒女﹁海の神さまに︑申しあげます︒﹂
︒﹂海の神﹁木の上に︑りっぱなかたが︒

一轟一

ノ、

113
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六913園︒﹂女﹁門の木の上に︑りっぱなかたがい
六914園
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六柵6 ︑ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六柵5 うでした︒じっさいに紙の上でいろいろと
六研11

六観10

六観5囹
かさんは︑いつのまにかはぐれてしまいま

りました︒そのうちに︑しかさんは︑いつ

だと︑ひとをばかにしている︒ようしゃ

七911

七97園春には春の話︑秋には秋のものがたり︒

七97園 うな話がある︒春には春の話︑秋には秋

六事2 ︑とんとことさがしにでかけました︒おに

六伽3 んたちは︑めいめいにあなをほりはじめま

六桝7 ﹂りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって

六悩2園 んとれたね︒ぼくにもちょうだい︒ぼく

六悌2

六槻9 で遊びました︒そこには︑くるみの実が︑

六憎6 んぽんとおさるさんになげてやりました︒

六櫨2 たちは︑おさるさんにみんなまつかさをあ

六伽8 だいじに本ばこの上にのせておきました︒

六伽6囹 がかわかないうちにあまりいじると︑す

六伽4園

でわってたべることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂

六麗4

六事3

心耳2

六柵9

六月2

六襯1囹

六鵬9

六儒6

六髄5

六徳1

ました︒そのあいだに︑うさぎさんたちは

︒上になったり︑下になったりしました︒

をはじめました︒上になったり︑下になつ

芦川11う一びきのとらさんにとびかかりました︒

六川4園

もこえました︒谷川にそって︑山のふもと

六棚5囹

そって︑山のふもとにでてきました︒やつ

の谷をわたるときに︑ちゃんとみつけた

た︒﹁おれがさきにうさぎをみつけたの

んになって︑神さまにおいのりをしました

そり︑のそり︑そばに歩いてきました︒う

︒どれ︑ごちそうになろうかな︒﹂のぞ

うてん︑みんな地面にべたんとうつぶして

この大きな岩のかげに︑とらさんがねむつ

でゆっくり休むことにしました︒ところが

︑大きな岩のところにでました︒﹁︿略﹀︒﹂

七174團國

七165 くる︒学校の運動場に︑子どもたちが集ま

七163圃

七158 ちのからだの名まえに︑このような︑いろ

七1411 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁腹に思っていることと︑

七146

七145

七143

七142

七136

七131

七123

七122

七115

七109

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁手にとるようによくわか

＞︒﹂﹁ちょっと︑手にあまるしごとだな︒

すばらしいものを手にいれたね︒﹂﹁︿略﹀︒

手﹂は︑どんないみにっかわれているので

が︑文字を書くことになってきたのでしょ

︒また︑﹁あさがおに手をやりましょう︒

つところということになります︒また︑﹁︿

﹁手﹂ということばにも︑いろいろなつか

︑それから︑ねむりにおちていった︒

七102園

しょうか︒﹁ゆく手に︑まつの木が立って

略﹀︒﹂おぼろ月が空にかかっている︒さく

六白9 きたので︑おかってにいらっしゃるおかあ

六伽10 ︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑こ

六襯8

としずかな広い野原にでました︒野原には

て︑げたばこのかげにかくれた︒つぎから

て︑うすべに色の空にきえた︒﹁︿略﹀︒﹂か

﹂朝日の光がななめにさしてきた︒校舎の

うちょ︑なの葉にとまれ︒﹂の唱歌が︑

ようちょ︑なの葉にとまれ︒﹂の音盤が︑

二

六伽8園 ︒﹂﹁いま︑きつねに追いかけられている

六襯8

しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑こ

雨蓋1囹 ぐぼくが︑きつねにみつかってしまうか

六襯9

七56

七2011園
うちょが︑白い花にとまった︒﹂男の子

生︑この実はなににするんですか︒﹂先
七181囹
七191囹 ﹁あぶないよ︒川に落ちないように︒﹂
七195囹ようちょは︑どこにかくれているんです
七197囹げつた草むらの中に︑かくれているのさ
七205園 ︑だいこんを︑庭に二十本うえたんです
七206園 ︑たねをとるために︑一本だけのこして

れ︑ただしちゃんにあげるの︒﹂﹁︿略﹀︒

六個3園 う︒ぼくはきつねに追われてなんかいや

集註4たぬきさんが︑ま顔になっていうので︑う

七59

ふりながら︑先生にさようならをして走

︑いちばんはじめにくるのは︑だれかな

原にでました︒野原には︑日の光がいっぱ

﹀︒﹂﹁勝ったものになにもないなんて平

どでいいから︑風になりたい︒風になつ

六襯9

六欄10囹

七76園

六麗4園あの山のてっぺんにしよう︒いいかい︒

身悩6 うせ︑足の早いことにかけては︑しかさん

七78園

七49園

六悩6 かけては︑しかさんにかないません︒そう

風になりたい︒風になったら︑学校の中

七53

六悩9りません︒しかさんに勝ったところで︑あ

七711囹

七78囹

六齪10園 かけっこのなかまにいれてくれたまえ︒

六事10 つたところで︑なんになりましょう︒ちつ

六二8 さぎさんたちのまえに︑大きなしかさんが

六髄3 うが︑ぶどうのつるに︑角がひっかかりま

る︒しゅくちょく室にひがともった︒白い

鳴く︒その声が校庭にひびきわたる︒やぎ

なが勉強する教室にはいって︑こしかけ

七2211囹の︒﹂兄﹁医すずめにやるのさ︒﹂はるお﹁

七211囹 四﹁あっ︑こっちにも︒﹂女の三四﹁あっ
七212囹女の子四﹁あっちにも︒﹂先生﹁とまって
七225園︑すずめはなにしにくるの︒﹂すずめが︑
七228囹いちゃん︒なにしにくるの︒﹂兄﹁あおむ
七229囹あおむしをさがしにくるのさ︒﹂はるお﹁
七810

︒もう︑四十五年にもなる︒あの日から

七87

七94囹

七93囹業生たちは︑どこにどうしているだろう

六搦9 ひきひき︑てっぺんにたどりつきました︒
六燭11 りつきました︒そこには︑もううさぎさん

六畜6 はたおれた木のみきにトンとけつまずいて

六槻1 して︑木の切りかぶに︑つぎのようなこと
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七2410

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

七244園 して︑葉を砂の中に立てるの︒﹂兄﹁かれ

七243 しいくびんの中の砂に水をやる︒はるお﹁

七241囹 をそうじして︑砂に水をやるから︒﹂は

七233 おかあさんがおいでになる︒母﹁なにして

七352

七352

七351

七348

七336

は︑だんだん頭を私によせ︑おしまいには

︑汽車がゆれるたびに︑前後からおされて

ろうは︑私のからだにすがりついていまし

のさぶろうは︑乗るには乗ったものの︑動

んからとりだす︒庭には︑日光が降りそそ

七454囹︑たいくつまぎれにひいたのです︒せっ

七452囹 しは︑こんなことになろうとは︑思って

七447

七445

いって︑青年のまえにすすみでた︒﹁︿略﹀

らがの老人のところにもどった︒老人は︑

七443 くらかのお金をそれにくわえた︒車中をひ

七442たまった︒私のまえにもぼうしがきた︒私

七331園庭のだいこんの葉に︑うつしてやりまし 七442 渡り︑お金がその中にたまった︒私のまえ

おむしを︑新しい葉にうつす︒兄﹁ねえ︑

七256園 まこから小さい虫になるのに︑七日かか

私によせ︑おしまいには︑私とさぶろうと

七457 が︑ふたりのあいだにとりかわされた︒お

七456 ういってから︑老人にぼうしを返した︒そ

七353

いました︒﹁ここに子どもがいる︒かわ

るとき︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とうけあ

七256園小さい虫になるのに︑七日かかっていま 七354 まるで︑ 一つからだになってしまうかと︑
七357

七2510囹︑はっぱと同じ色になるのか︑わかりま 七367園

七259園 ﹁はっぱと同じ色になったのね︒どうし

七4511園

﹁それでは︑お礼にわたしのいちばんと

七458 わされた︒おしまいに︑青年は︑大きな声

七467

七465 のまどから︑夕ぐれに近いそとをながめた

は︑さぶろうのかたに手をかけて︑﹁︿略﹀

とり︑わらいもせずに︑両方の手でまどわ

七372

むしが︑へんな色にかわっている︒﹂兄﹁ 七3710

さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ

ます︒私たちのために︑せいいっぱいの力

七264囹 なるのは︑鳥などに︑すぐみつからない
七3711

はとれません︒つぎに︑﹁ドッジボール大

七482 んあります︒はじめに書いたのと︑二回め

七481

七469ンを黒ぬりのケースにおさめた︒駅は︑東

い道︑そこを自馬車に乗って走る中学生︑

七384園

七2610園

七272囹 つた︒﹂母﹁さなぎになったのですよ︒先

で︑ひとあしすすむにも︑よういではあり

七271囹 おかあさん︒黄色になつちゃった︒﹂母﹁

七273囹 あおむしがさなぎになるって︑教えてく

七388

︑﹁さあ︑リレーにしよう︒﹂といった

七482 書いたのと︑二回めに書いたのとを︑くら

七3811園

ね︒﹂兄﹁観察日記に︑さっそく︑これを

七2711園

七483 てあるだけ︑よむ人に︑はっきりと︑その

七3911

七395

七4810 いにやった︒はじめに︑ひがし村の学校と

七488 ︒ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょう

に送られていくうちに︑にこにご顔になり

七287囹 うね︑國語の時間に︑先生にほめられた

七289園あおむしがさなぎになったところを言い 七3911 うちに︑にこにこ顔になり︑とうとう︑う

七496 しまった︒第二回めには︑にし村の学校と

けとって︑つぎの人に渡しました︒それか

七287囹 語の時間に︑先生にほめられたの︒﹂母﹁

た︒三郎は︑だれかにゆずってもらった座

七503 も︑みんな︑運動場に整列して︑式をあげ

七498 町の学校とやることになった︒あぶなかっ

七405

がら︑車中の人たちに︑心の中でお礼をい

七505 式をあげた︒はじめに︑ぼくの学校とひが

七291囹 たね︒どんなふうに書いたの︒﹂兄﹁よん

︑ちょうど︑かふんにまみれたみつばちの

七506 ︑しあいをすることになった︒ぼくたちは

七498 れも勝った︒さいごに︑町の学校とやるこ

七2911園もう黄色なさなぎにかわっていた︒弟が 七408

ねむっていた︒ふいに︑はくしゅがおこつ

私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中
七412

ますと︑向こうの席にひとりの青年が立つ

てもらった座席の上に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と

七414

七514 ボールをつかうことになった︒ふえがまた

七405

七415

いた︒かれは︑むねに︑大きなぴかぴかし

七516 センターまで︑外野にでてしまった︒ぼく

七408

七304園

七415

れていたが︑ひく手にくるいはなかった︒

七295園 のはっぱと同じ色にかわっていた︒それ

七305囹 よ︒きょう︑先生にほめられたんですっ

七418

七296園 れは︑すずめたちにたべられないためだ

七307園 はるお︑いっしょに遊ぼう︒﹂立ちあが

七4111

﹁いま︑にいさんに日記をよんでもらっ

七301園 が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒

七313園 あに︒﹂兄﹁ちょうになった︑ちょうにな

七422

た︒汽車はトンネルにはいった︒しかし︑

とですが︑わたしにちょっと話をさせて
しを︑そばの人の手に渡した︒ぼうしは︑

七539 ﹂おうえんの声が耳にひびいてくる︒セン

七5211 ︑ちょっとのあいだに︑勝つことができた

七5210 ールが︑よくあいてにあたって︑ちょっと

七529 村の学校とやることになった︒このときは

七314囹 になった︑ちょうになった︒﹂はるお﹁ほ

が︑旅をしてきた私には︑しみじみときか

七319園 ︒母﹁白いえのぐにみどりをとかしたよ

七431園
﹁あかんぼのくせに︑ひげなんか︒﹂兄﹁

七441

七324園 ている︒﹂母﹁空写にふれて︑すこしずつ
七328園
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七755園す︒甲﹁砂のほかに︑なにもみえない︒
七759 ﹂甲乙が︑いっしょにふり返って︑甲乙﹁
七779園りして︑乙﹁それにちがいありません︒

が︑外野のセンターにれんらくをとって︑

︑すばやくあちこちにとんだ︒そのたびに

めて︑すぐセンターに渡した︒ボールは︑
七7711 か︒﹂旅人は︑それには答えないで︑また

声がおこった︒ふいに︑ボールが︑ぼくの

ルが︑ぼくのところにとんできた︒ぼくは

た︒ぼくはよこだきに受けとめた︒あぶな

みんな︑また運動場に集まって︑終りの製

せん︒そのはんたいに︑ふでをいれるほど

ことがあります︒心にはっきりとえがかれ

たせみが︑かきの木につきあたって︑バタ

花びらが︑くもの巣にかかってゆれている

あとが︑一つおきにあさくなっていまし
七838囹
二三本ぬけているにちがいないと︑考え
七843園

いますと︑砂の上にらくだの足あとがつ
七8211園

んだのは︑この男にちがいありません︒
七824園
﹁なにか︑そちらにも︑いいぶんがある
七828囹

す︒﹂裁判官﹁ほかにまだ︑知っていたか
七8110囹

けさ書く︒いつのまにか︑葉ばかりのさく
︑葉ばかりのさくらになって︑毎日はれ︒

七855官は︑ふたりのものに向かって︑裁判官﹁

もありません︒道に︑麦がこぼれていた
七8411園

いています︒根もとに︑ぽたぽた落ちてい
︒家と家とのあいだに︑ほそ長く光ってい

みかんを持って遊びにきている︒よい天馬

ゆれている︒うら山に︑みかんを持って遊

七8510く
囹へいかないうちに︒﹂甲乙ふたり︑い

七863 ︑うさぎをかうことになりました︒先生が
七864色のうさぎを︑かごにいれて持っていらっ
七872 ︑しらべてみることにしました︒きょうは
七889ばかりたべて︑まえにたべのこした古い草
七893 ︑みんなで︑13びきになりました︒白うさ
七897 x よく晴れた日には︑とても元氣があ
七918か︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました
七925しました︒だすときに︑わらを足でけった
七933から四ばんめのへやに︑子うさぎが4ひき

︵三︶

七936がはいっているへやに︑えさがなかったの

をちょうこくするのに︑二つのやりかたが

︒いま︑まっぷたつになるすいかだ︒七

たのか︑すぐうしろに︑月は︑音もなく︑

七938から四ばんめのへやに︑黒い小さな虫が︑

と︑春は︑小さな川にまで︑あふれている

写しだすということにほかなりません︒

ころは一つです︒心に思ったことを︑はっ

くわしく書きたすのににています︒あとの

んだん︑その人の顔ににせていくやりかた

だいに︑その人の顔ににせていくやりかた

らえておいて︑それにねんどでだんだん肉

人 甲と乙︑ほかに︑ひとりの旅人︒と

小鳥の声も ︑ 夕 が た に な っ て い る ︒

黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと

うです︒﹂乙﹁どこにいるか︑早く教えて
七785園
七788園それとも︑だれかにおききになったので
︑だれかにおききになったのですか︒﹂
七788囹
へっれていったのにそういない︒﹂旅人
七791園
しょへ︑いっしょにいってもらおう︒﹂
七793囹
休みしているうちに︑つい︑ねむってし
七804園
そのとき︑この人にであったのです︒﹂
七809園

にとんだ︒そのたびに︑﹁︿略﹀︒﹂という声

74347742974255114565374754433210

七752園 乙﹁ちょっとのまに︑いなくなってしま

七942けさ︑奪うさぎは耳にけがをしました︒ほ
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のち晴

29度

お書に︑うさぎのところへ

知らずで︑なにか氣にいらなかったりおこ

るのです︒うちの中にいるかぎり︑こわい

る私のひざのあいだにもぐったり頭をつつ

まへにげこみ︑そこにすわっている私のひ

うようにーー庭さきにいるとき︑とつぜん

じどころか︑庭の木にとまらせても長くは

のほうでも︑その氣になったらしく︑とき

んとりこうな︑土地にかんけいのふかい鳥

ずさりして︑うしろに氣つかず︑テーブル

り︑三ど三どの食事に︑テーブルの上でお

たたくと︑ひざの上にとび乗ったり︑嵩ど

たばかりか︑頭の上にも乗り︑口さきのめ

晩から家族のひとりになり︑あくる日︑ピ

らしさ︑おもしろさに︑黒山の人だかりだ
︑小さなボールばこにいれてもらって︑だ

遊ばせたり︑口さきにふくんだえさをとら

たとくべつで︑そばにすえた小さなかごの

まえのうすくらがりに︑大ぜい人が立って

で︑ピオが私のうちにかわれるようになつ

いたるところの山野に︑いちばんたくさん

ほどまえ︑私のうちに︑ピオという︑うち

ました︒よいぐあいに︑みんな元氣よくそ

て︑親うさぎのちぢにすがりつきますと︑

きました︒草のそばにきて︑口をくっつけ

白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

ていました︒その毛にくるまって︑うさぎ
︑目があき︑からだには︑すっかり毛がは

らんでいて︑その中に︑わたのようなふわ

くみると︑おくの方に︑わらが巣のように

たら︑左がわのへやに︑毛がたくさんぬけ

て︑まえ足を胸の下にいれていました︒

10109999987666665555444999了9了9了96959595959494
2287531105111074311108397279328986575
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んなあわてて︑口々によんで︑元氣づける

かりでなく︑茶のまにいたうちじゅうのも

八217

八216
ほどのぼったところに︑小枝がわかれてい

つこうをして︑それにはいあがっていきま

たいへんです︒地上には︑一本のささだけ

た︒あめ色のせなかに︑たてのすじがはい

のつめでかたくそれにしがみついて︑動か

ました︒虫は︑それにとりつくと︑まえ足

八2110
八2110

八218

八222

につつんで︑小ばこにいれて︑庭さきの︑

つばきの木の根もとにうめてやりました︒

なったからだをわたにつつんで︑小ばこに

しものふかい朝の野にでたとき︑﹁︿略﹀︒﹂

を︑あやまちのためにあわれに死なせたと

にして︑頭をうしろにさげました︒しばら

の下のほうだけが皮にかくれています︒虫

八232

八254

八244

八241

八241

が走ってきます︒中には天帝が乗っておい

いつまでもささだけにかたくすがりついて

せみも︑やがて︑秋になると︑みんな死ん

茶色のところは茶色になって︑いかにもあ

光がさっとさすころになると︑せみの羽は

です︒朝日が山の上にのぼって︑明かるい

夏の終りに︑せどのあおぎりの

ていました︒みるまに︑羽はすらりとのび

八257

りてきました︒そこには︑星のかんむりを

︵一︶

八2311

八238

をさがして︑地の中にかくれてしまいまし

八265

虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

のあおぎりの木の皮に生みつけられた︑あ

も︑なにかの木の根にいきあたります︒し

八271

ますが︑大きくなるにつれて︑六本の足が

同じように︑しぜんにそなわったかしこさ

えば︑母親のちぶさにすがったようなもの

八283

八282

八279

した︒川の水は銀色に光り︑はくちょうが

がて︑大きな天の川にさしかかりました︒

を︑もとめておいでになるのでした︒けれ

てんの中へおはいりになりました︒すると

いていました︒川岸にそって車を走らせて
八286

のおり物の美しい光に︑天帝もすっかりお

せていくと︑林の中にごてんがあって︑中
八288

もすっかりおみとれになりました︒ひめは

八283

安全です︒同じ地中に住むものでも︑こが

八288

めは︑なにも知らずにおりつづけました︒

八284

みこえやこえ土の中に生みつけられて︑わ

八289

とえ一ニセンチ歩くにも︑トンネルをほっ

もかからないと︑親になることができない

八291園

だ︒むすめのために︑りっぱなむごをさ

の子たちは︑はじめにはあさいところにい

どういて︑大あばれにあばれだしました︒

ゆうは︑やはりふえに心をうばわれていま
︑男らしいうでまえにうたれて︑むすめの

れて︑むすめのむごにもらいました︒とこ

んぎゅうも︑はたけにでてはたらかなくな
︑たいへんおおこりになって︑はたおりひ

けんぎゅうを西の岸に帰しておしまいにな

川の東の岸のこてんにもどしてしまい︑け

このようすをごらんになって︑﹁︿略V︒﹂と

岸に帰しておしまいになりました︒はたお

て︑いよいよその日になると︑けんぎゅう

んぎゅうは︑黒うしに乗って︑ふえをふい

と大きな風位をもとにして計ります︒それ

ますが︑星のきょりになりますと︑これで

光の速度は︑一秒間に地球を七まわり落し

ら発した光が︑地球にとどくまでには︑や
︑地球にとどくまでには︑やく八分二十秒

どのくらいのきょりにあるのでしょう︒二

秒ばかりかかることになります︒ところが

やく三十年ほどまえに発した光だというわ

した光だというわけになります︒このほか
︑五十光年のところに光っている星があり

らばっています︒夜になって天の川をみる

あるところに︑金持の王さまがい

い大きなふかい感じにうたれます︒しかも

ようと願っておいでになりました︒王女が

ねひめ

︵二

っすぐなあなを地表に向けてほっていき︑

ります︒そこで地表に近づいてきて︑皮を

八298

八294

八294

＞︒﹂天帝は︑その男にたずねました︒﹁︿略

いてくる︑わかい男にであいました︒その

た︒すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふ

八3910いました︒あくる朝になりました︒王さま

八393園
＞︒﹂﹁わたしの手にさわったものが︑み
八393囹
が︑みんなこがねになったら︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
八396七
︑その願いどおりにしてあげましょう︒

︿略﹀︒﹂と︑お答えになりました︒﹁︿略＞

物をかぞえておいでになると︑み知らぬ人

土をかきわけて地上にはいだします︒

たりを一つきおつきになりました︒黒うし

︿略﹀︒﹂こうお考えになった天帝は︑その

26321876176651101095332193316
八304

ますが︑大きくなるにつれて︑だんだん認
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30

で︑ねこや︑すずめにみつけられたらたい

八292

めにはあさいところにいて︑ほそい木の根

もトンネルをほるのにっかいますから︑た

ていきました︒地面におりた虫たちは︑や
︑やがて︑思い思いにやわらかいところを

の口のさきを根の中につきさして︑木のし

さいけれど︑親ぜみによくにて︑ほそいと

きをつたって︑地面に向かって︑すべった

のさきで︑かたい皮にあなをあけて︑てい

八2210

3110610763654153373854105

51095111108119
ノ、プk
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八八八八八八八八八ノ、八八八八
41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39
にみんな手をおふれになりました︒庭の草

そこらの木の葉や花にみんな手をおふれに

王さまは︑庭へおでになりました︒﹁︿略﹀

した︒着物もこがねになりました︒王さま

した︒それもこがねになりました︒着物を

︑ねどこにおさわりになりました︒それも

すはたちまちこがねにかわりました︒王さ
︒王さまは︑ねどこにおさわりになりまし

ず︑いすにおさわりになりました︒いすは

おきて︑まず︑いすにおさわりになりまし

八489

八482揺りがたい︒世の中にわしょり幸福なもの 柄584 の中に︑みえがくれにお寺の屋根や停車場

八4710

八474

八473

八4611

八464

八459園

八459園

八452

八451

︑幸福な人をさがしにでかけました︒どん

いたちは︑足をぼうにしてさがしまわりま

＞︒﹂と︑おいいつけになりました︒けらい

八4511

いくと︑さびしい村にさしかかりました︒

まはたいへんお喜びになりました︒さっそ

ればすぐおなおりになります︒﹂これを

るシャツを王さまにお着せするのです︒

うおふれを︑おだしになりました︒これを

なおしてくれたものには︑國の半分をわけ

八584

八582

八582

八577

八575

八574

八574

八573

八569

八569

足もとの森や林の中に︑みえがくれにお世

なけしきが目のまえにひらけてくる︒いま

のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけし

帰って︑おじいさんにその話をしたら︑お

にいきついて︑それにもたれて︑いま歩い

やってみよう︒小船にいきついて︑それに

し︑あれを目じるしにしてやってみよう︒

百メートルほどさきに︑ひきあげてある小

みをしたあたりが横にそれている︒こんど

が目について︑それに氣をとられて︑わき

れもこがねのたまごになりました︒そのと

た︒たまごをおとりになりました︒これも

れもこがねのさかなになりました︒たまご

ずコーヒーをおのみになろうとすると︑コ
︑コーヒーはこがねにかわりました︒さか

八504

八4910

八492

八491

の男は︑﹁王さまに︑さしあげたいこと

までのわけをこの男に話しました︒すると

いまにもごろりと横になろうとしていると

っていきました︒中には︑うすぐらいひが

八593

八593

八592

八589

八589

八586

八584

のこっている雪が目についた︒あの山にの

︑向こうの山の谷まにのこっている雪が目

ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠

八494囹まですが︑わたしには︑あいにく︑一ま 八5810 なった︒みはらし台に立ってみると︑目の

八494園

八595 目についた︒あの山にのぼったら︑もっと

おっしゃって︑さきに立ってお歩きになつ

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車によびかけた︒先生は

の屋根や停車場が目についた︒すると︑お

ちどまって︑その声に耳をかたむけました

びかと光ったこがねになっていきました︒

木は︑みているうちに︑ぴかぴかと光った

こういって︑王さまにだきつきました︒﹁︿

八5010

うなものが家のまえにいるのをみて︑﹁︿略

八596 えるだろう︒山の上には︑青い空がすきと

﹁幸福﹂だといわずに︑﹁びんぼう﹂だと

てみると︑目のまえに高い山々がそびえて

どりであった︒野原にはかれ草がつみあげ

した︒その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が

さきに立ってお歩きになった︒みはらし台

女は︑かたいこがねになっていたのです︒

八512

なものでも家のまえに立ったように顔をし

おまけに︑そこの家にかってあるいぬが︑

︒田や野原のまわりには︑大きな森があり

シャツ あるところに︑ひとりの王さまが

こういつて︑王さまにすがりつきました︒

からだにおふりかけになりました︒﹁︿略﹀

八568

八567

八567

八564

ちぎわのかもめが目について︑それに氣を

るまつの木を目あてにして歩きだした︒ま

る︒そこで︑向こうにみえるまつの木を目

︒ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとを

八639園

八6210園

八618

八6010

ひながでてくるまえに︑もうつかれきって

一わのあひるがす

うだ︒高いところにのぼるほど︑大きな

八5910園

八604

な森があり︑森の中には深いみずうみがあ

て長いことお苦しみになりましたが︑いく

ってね︑そのひなには苦労したよ︒なに

︒二つのたまごに長くかかるのですよ

︒みどりは目のためにいいから︑親あひる
しても︑よくおなりになりません︒王さま

八599 た︒そのことを先生に話してみたら︑先生

八606

のはえているところに︑

1010

かってあるにわとりに氣をつけました︒ま

いました︒﹁幸福﹂には︑そこの家の人の

八608

八606

1

八531

朝早くはまにでてみると︑目のと

つ︑たくあん一きれにも︑人の心のおくは

3
6

ノ、

うなものが︑おもてに立っていました︒そ
八553

らし台

8

43

八541

八554

ノ、

44

まで︑そのおむすびにそえてくれました︒

す︒﹁困ったことになってしまった︒も
八426囹
八428しゃって︑おくやみになっていらっしゃる
すくって︑こがねになったものにふりか
八437園
がねになったものにふりかけなさい︒き
八437園
きっともとどおりになるでしょう︒﹂王
八438園

八562

八
ノ、

44

八549

って︑王女のからだにおふりかけになりま

八5810

さまは︑おかなしみになりました︒王女は

八522

八518

んでむかえてくれるにちがいありません︒

た︒王女は︑王さまにとっては︑世界じゅ
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八645囹 て︑ほかの子どもに︑およぐことを教え

八656囹ら︒なにしろ︑水にいれてやらなければ
八662 上を流れたが︑すぐにうかびあがってきて
︒﹃︿略﹀︒﹄わたしについておいで︑大き

八665 るの子も︑いっしょになっておよいだ︒﹁︿
八672園

八673囹が︑わたしのそばにくっついてね︒人に
八674園くっついてね︒人にふまれないように︑
八674園 に︑それからねこに氣をつけてね︒﹂そ

八676 で︑みんなは鳥小屋にでかけた︒そこには
八676 屋にでかけた︒そこには︑二つの鳥の家族
八678 そうして︑親あひるにつれられたひなたち
あひるの子の首すじにかみついた︒﹁︿略﹀

八6710園 るがいい︒あそこにいるあひるの子をさ
八682

八683囹 てください︒だれにもわるいことをしな
八699囹 よう︒たまごの中にあんまり長くいたの
八6911圏 ので︑あんなふうになっただけですよ︒

どは︑ぬまのまわりにまちぶせをしていた

のがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒﹁︿略

ら︑いいしあわせにあうかもしれないよ

八869

八867 ち︑牛乳がへやの中に流れたので︑おかみ

八864 どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑あ

八8511 はてて︑こおりの中にとじこめられたまま

んどはまたこなおけにはいってしまった︒

していた︒あしの上に廣がっている木の封

いぬがそのすぐそばに立っていた︒したは

八886 ちに︑大きな庭の中にきていた︒そこには

八885 のかわからないうちに︑大きな庭の中にき

八882 まの草むらの中で横になっていた︒美しい

八8710 んだか︑ここで話すにはあまりにもかわい

をあひるの子のそばにつきつけて歯をむい

八886 中にきていた︒そこには︑たくさんの木が

八877 で︑つかれきって横になっていた︒あひる

の音はあしのあいだに鳴りひびき︑てっぽ

じ曲げてつばさの中にいれた︒ところが︑

子は︑おきあがる氣にもなれなかった︒な

八896園 まわない︒なかまに追いかけられたり︑

八887 枝は︑流れる水の上にのびていた︒ここは

八897事たれたり︑女の子につきのけられたり︑

八899 そういって︑水の中にとびこみ︑はくちょ

八898園 るよりは︑あの鳥にころされたほうがま

八896園れたり︑にわとりにぶたれたり︑女の子
にかわいがった︒朝になって︑よそからき

にわとりといっしょに住んでいた︒ねこは
あひるの子は︑すぐにみつけられた︒ねこ

八914 くりつぱなものの中に︑しみじみと幸福を

八912 れば︑あひるの小屋に生まれてもさしっか

八907 ︑すみきった水の上に自分のすがたのうつ

八905 思いながら︑水の上に頭をたれた︒そのと
をいっているときに︑自分の考えなどは

八9110園

八918 な子どもがきて︑水にパンや麦をなげてく
うちのおばあさんにきいてごらん︒世界

八932 いので︑つばさの中に頭をかくした︒ほん

八9211 いはくちょうのまえにきて頭をさげた︒新

八935 といわれる身のうえになったのである︒に

八9311園 うなどとは︑ゆめにも思わなかった︒﹂

八936 いはくちょうのまえに枝をたれた︒太陽は

八945 田のもみを︑水の中にひたしました︒うい

八958

れが︑ほんとうにめになるのでしょうか︒

八952 水をとりかえるときにみたらもみのもとの

八949 うすると︑なわしろにまいてから︑早くめ

八948 ︑ふたをして日かげにおき︑ときどき水を

らのけものあつかいにされた︒ ︵四︶秋

できよう︒そのうちに寒い冬がきた︒あひ
︒しかし︑一晩ごとに︑そのおよぎまわる

みて︑ふしぎな氣持になった︒あひるの子
︒しかし︑いままでにだれをなつかしく思

葉がこがね色や茶色になった︒雲は︑あら

て︒じゃあ︑だれにわかるのかね︒わた
︒あたたかなへやにはいってさ︑ものこ

ることがおわかりにならないのです︒﹂﹁

どもが︑﹁あすごに新しいのがいるよ︒

つたのだよ︒ねこにきいてごらん︒水の

ったので︑にわとりに思わずその話をした

るの子は︑すみっこにすわってばかりいた

vと︑あひるの子にたずねる︒﹁︿略﹀︒﹂

三週間ばかりためしにおいてもらった︒し

はいっていった︒中には︑おばあさんが︑

あれていて︑どっちにたおれるかわからな

︵三︶

くれがたになって︑あひるの子

地がっている木の枝にものぼっていた︒封

8626865110868648354989831111109554118
園園園園園
園
囹
了了

〉。

八709 みっともないばかりに︑みんなからしかり
八712 であった︒おしまいには︑自分の兄や姉か
八714囹 えなんかは︑ねこにくわれてしまえばい
八716園 ら︑﹁遠いところにいてくれさえずれば
八717 みつかれ︑にわとりにはこずきまわされ︑

八717 ﹂といった︒あひるにはかみつかれ︑にわ
八718 えさをくれるむすめには足でけとばされた

︑10た︒すると︑草むらにいた小鳥がおそれて
ノ了−

八723 へやってきた︒そこにはかもが住んでいた

八7111園 がみにくいばかりに一﹂と︑あひるの
八724 子は︑ここで一晩横になった︒つかれて︑

八729 このあしの中で︑横になって休みたいと思
八731 れから二日間︑ここにそっとかくれていた
八737園 れわれといっしょにでかけて︑渡り鳥に

八736囹 みにくいから︑氣にいったよ︒どうだ︑

八737園 でかけて︑渡り鳥になる考えはないかね
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103
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104

104

105

105

105

106

めでした︒はんごとになわしろをきめ︑そ

もみをまいたところには︑べつにしるしを

がでてきました︒水にひたしたほうが︑1

えが︑2㎝から3㎝にのびました︒ひたさ
27度 なえが朝風にゆられるようになり

x 田植えのころになったので︑しろか

田も︑たんざくがたにでそろってにぎやか

8月

みました︒1本のほに︑多いのは180ぐ

3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの

1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ

ほも︑すっかり黄色になっておじぎをして

いもち病という病氣にかかったのだとおっ

ぶありました︒先生におききしたら︑この

れていました︒先生におききしますと︑う

いました︒葉のうらに︑青黒いなにかのた

にわってみたら︑中に︑青いものがまるく
︒これが︑きっと実になるのでしょう︒

つていました︒二つにわってみたら︑中に

花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ

したが︑お書の時間には︑もう閉じてしま

た︒3時間めの終りに開きはじめましたが

朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ

ぢばん多いので15本になりました︒

たのは︑9本ぐらいにふえましたが︑いち

だいたい7本ぐらいにふえました︒3減ず

して︑ほとんど85㎝になりました︒1本ず

い葉が︑5㎝ぐらいになりました︒どのな

した︒やく12平方mに150かぶばかり遍

るようすをみることにしました︒やく12平

植えたのと二とおりにして︑くきの⁝数のふ

植えました︒！かぶに3本ずつ植えたのと

24

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八

ぶに作ったいねかけに︑日がよくあたるよ

天日のよい日に2日ぼしたら︑もみ

︵一︶

︵三︶

白い紙に赤い色をぬりますと

ここに︑﹁月﹂という︸つ

一つの

あわせだと︑すぐ心にものを思いうかべる

ましょう︒おしまいに︑﹁山﹂﹁けむり﹂﹁

朝風﹂として︑これにいろいろなことばを

﹁風﹂ということばに︑ほかのことばをつ

あわせも︑おたがいにとけあって︑

﹁月﹂ということばに︑﹁水﹂ということ

す︒このことばを耳にしたり︑文字でよん

す︒

きとなってきこえるにちがいありません︒

の樂器を︑いっしょにあわせてひいてみた

す︒オルガンのほかに︑バイオリンとか︑

かの音とをいっしょにひいてみると︑まえ

てきいても︑その音には︑ある感じがこも

ちがった感じがするにちがいありません︒

︑三色の組みあわせにしたら︑二色のとき

︒むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑

ます︒黄色のかわりに︑みどり色をぬって
︒みどり色のかわりに︑むらさきをぬった

すと︑明かるい感じになります︒この赤い
︒この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑

せ

は平年作ということになります︒

平年作は︑1平方mに3・5ωのげん米が

たら︑こんどはすぐにはげましたが︑くだ

んかんほして︑すぐにもみすりをしてみま

もみを︑1日︑日光にかんかんほして︑す

いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ

x

した︒ぼうのあいだにいねをはさんでこい
︒もみをむしろの上にひろげてほしました

ききかいをつかわずに︑手でいねこきをし

988887776665555544444109109109109109108108108108祀了107
2119735328541084329744387432864141
17

をきめ︑そのさかいにしるしをつけました

2854108432443288 765554341853632
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たいこのたたきかたによって︑いろいろな

三 つば

めたい雨にずぶぬれになって︑身動きもで

にうえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

だったつばめは︑食にうえ︑つめたい雨に

月の氣候と同じ寒さになり︑雨が降りつづ

いがけないさいなんに︑あわないともかぎ

ん︒しかし︑その中には︑ことし生まれた

キロの海をひといきにとぶのも︑けっして

よくしたものが︑秋には︑南ヨーロッパを

ばめは︑こんなふうに渡っていきますが︑

いていました︒それによると︑さいたま縣

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる

き︑十一月のはじめになれば︑もうほとん

ければならない日本に︑なごりをおしんで

わきがいくぶん黄色にみえるのさえありま

があります︒この中には︑親つばめもいま

が電線や物ほしざおに五六ばぐらいならん

ちが止⊥きてくることになろう︒

ゆめからさめるときには︑音などはけっし

があるQこんなときにも︑たいこをつかう

り︑雪の降るようすにもなるのは︑ふしぎ

音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降るよ

たによって︑水の音にもなり︑風の音にも

こが︑そのうちかたによって︑水の音にも

音になる︒とうげ道にさしかかったとき︑

と︑たしかに風の音になる︒とうげ道にさ

ようであった︒つぎに︑風の音をたたいた

らわした︒おしまいに︑海岸で波のくだけ

ところである︒つぎには︑雨の降るところ
︒それから︑水の中にドブンととびこんだ

の音である︒はじめに︑川の水の音をたた

れないが︑じっさいにきいてみると︑たし

5443976211541062521032101099119654313
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夜ながの二時︑三時にも︑よわりきってい

そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

ました︒それと同時に︑協会ではすぐに︑

iンの動物ほこ協会に︑近くのうンネルス

九301圃

九295図魍りラジオのほかに声もなし くれてい

九274圃音や秋の風 秋風にプールの水がゆれて
九275図圃れている 草原に一本あかしはじもみ
九281図圏重にじ青田の上にうすれゆく 朝つゆ
九282図圃く 朝つゆの中に自輔車のりいれぬ
九284多芸草の花 ほし草にかげおとしとぶとん
九286図圃れている 大空にのびかたむける冬木
九293図闘さる うらがれにおろされ立てる子ど

九264図閣

麦ふむやみだれし

た︒さいわいなことに︑そのとき︑あいて

かなる月なの上に

をつばめたちのためにぐあいよくっくりな

九3210團
すみきった空の下に︑山のすがたが︑さ

九303図圏ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道
歩みくる胸のへにちようとびわかれ
九305図圏
九313国から︑ もう四ヶ月になります︒こちらへ
九321團おとなといっしょに畑にでたり︑ 山へた
九321團なといっしょに畑にでたり︑ 山へたきぎ
九322團
山へたきぎをとりにいったりするので︑
九326團
家は︑山のふもとにある森の中の小さな
九328国と︑はるか下の方に美しい湖がみえます

ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

九3211團にうつって︑がくにいれた油絵のように

九3211団
さかさまに湖の中にうつって︑がくにい

飛行機をつかうことにしました︒航空会社

いところへ運ぶために︑飛行機をつかうこ

きました︒その夜半には︑また一台の貨物

いました︒晩の十時に︑二千ばのつばめが

のかたや︑頭や︑手にとまりました︒たく

人をおそれず︑へやにはいってくる人があ

話が︑ひっきりなしにかかって︑つばめを

︿略﹀︒﹂という運動に全國民が︑加わった

をすることを︑新聞に廣卜しました︒その

すぐに︑寒氣のために苦しんでいるつばめ

時に︑協会ではすぐに︑寒氣のために苦し

では︑お金をとらずにつばめを運ぶことを

ると︑十万ばあまりになります︒そのころ

千ばです︒このほかに︑オーストリア動物

しいのでしょう︒春になると︑だれもが︑

う︒あの家ののき下につくった古巣がなつ

です︒その小さな胸には︑わか葉のもえる

わすれません︒日本に春がくると思うと︑

というのです︒近年になって︑いろいろな

たいことだといわずにはいられません︒む
︑つばめは︑同じ家に帰ってくるといわれ

利器が︑このしごとにっかわれたというこ

いるかを世界じゆうに知らせた大きなでき

われなこの小鳥たちにしめしたもっとも黒

九332團す︒この湖へつりにいくのが︑いちばん
九336国うです︒このほかに︑大きな︑黒くてひ
九337国ので︑なんども湖に近い川しもの方へと
九338団策しもの方へとりにいきました︒村の子
九338国きょうそうでとりにいくので︑たいそう
九339団ぎょは︑大きなのになると︑三十センチ
九341團なさんといっしょに︑この湖へつりにい
九341団に︑この湖へつりにいけたらと︑いつも
九348團 ︑それが︑深いのになると︑一メートル
九351團んされて︑三日めにやっと︑うねを十三
九361国た︒たきぎをとりにいく山は︑ぼくの贈

るくものあお向きにまえ向けるすずめ

て︑九月十九日の晩には︑ヴェニスいきの

21097311098631441111087321086431109996
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︑せかれて︑たきになり流れになって︑

︑そこは︑深い谷になっています︒ここ

︑たきになり流れになって︑村の中を通

つほりおこすことにしました︒苦労して

では︑五日めごとにひとうねずつほりお

ももきました︒山には︑つぐみや︑ひわ

りまた︑いつのまにかがんが渡ってきま

したが︑いつのまにどこへ渡っていった

へきたころは︑湖には美しい白さぎがた

と︑山へいくたびに︑めずらしい小鳥が

んだんたき木とりになれたのと︑山へい

へいくのが撫しみになりました︒だんだ

がみえました︒秋になって︑ぼくは山へ

す︒思わぬところに炭やき小屋があって

をふりおろすたびに︑すぎの木は大きく

くので︑思わず木にしがみついたりしま

した︒のぼるたびにぐらぐら動くので︑

メートルに近い木にのぼったことがあり

砂さ十五メートルに近い木にのぼったこ

じめ︑その長ざおにかまをつけてやる熱

長い竹ざおのさきにかまをくくりつけて

い雑草がいちめんにはえていて︑なにか
︑おってよいことになっています︒高く

山へたきぎをとりにいくのが︑すきでは

ために︑くわの葉につつんで持って帰っ

にありました︒手にとってロへいれると
︒小さい妹のために︑くわの葉につつん

たように雑草の中にありました︒手にと

るほそ道の両がわに︑まっかな︑かわい

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています
︑この谷まの流れにはいって︑頭から遡

解を通り︑田んぼに落ち︑湖にまでつづ

国国團国尽国団團團團團団團国憲團団匪〕国国国乱団團国国国匪〕硬張團国
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九433團 るやしきのまわりにも︑大きなかきの木

九431国 ころで︑どこの家にも︑二本や三本はあ

九427国 ちばん小さな三つになる妹もつれて︑う

九534

九518

九511

一本のぶなの木の下に︑たくさんの白いき

って︑ゴウゴウと谷に落ちていました︒﹁︿

九5011

︑木の上からひたいに手をかざして︑いち

九731 のじんばおりが︑風にバタバタ鳴りました

九727園

九726

九725 よかったというふうに︑口早にぎょしゃに

いままでのとおりにしましょう︒そこで

九435国 ります︒朝早く庭にでて︑つやつやした
九536囹

いきましたら︑谷川にそった道は︑もうほ

九739 した︒ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはど

九721囹

九438團 ときは︑思わず手にとりあげます︒うち
九541

たいへんきゅうな坂になりました︒いちろ

とびだし︑すぐたきになって︑ゴウゴウと

九4310国 すから︑ほしがきにするために︑母がか
九5411

九548

こい︒ニリットルにたりなかったら︑め

九729 きのどんぐりをますにいれて︑はかってさ

九554

︑ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

︒その草地のまん中に︑せいのひくい︑お

九765

九751 ︑自分のうちのまえに︑どんぐりをいれた

九748

九745 した︒馬車がすすむにしたがって︑どんぐ

りのますを馬車の中にいれました︒ヒュウ

九4311團 にとおし︑のき下につるしてくれます︒
九556

さまは︑いますぐにここへもどっておい

九7310

九445国 います︒いつのまにか葉がすっかり落ち
九569園

へもどっておいでになるよ︒きみは︑い

色の草地で︑草は風にザワザワ鳴り︑まわ

に︑口早にぎょしゃにいいました︒﹁︿略﹀︒

九4310團 しがきにするために︑母がかわをむいて

さまだくらいうちに︑馬車で︑南の方へ

九4311團 わをむいて竹ぐしにとおし︑のき下につ

九445国 ちっくしてはだかになった木の上に︑ま
九5611

九569園

九767 ていました︒みるまに︑貝がらの山が家の

のむきみ屋のところに集まっていました︒

は︑茶色のどんぐりにかわっていました︒

九445團 かになった木の上に︑まっかにじゅくし

して︑ひと足うしろにさがって︑﹁︿略﹀︒﹂

九446国 した実がすずなりになっているのをみる
九598

九777

九769

した︒﹁︿略﹀︒﹂先生について︑五十人のな

などをのせておいでになりました︒﹁︿略﹀︒

九768 ︒先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどを

九449團 ︒ぼくはみなさんにあってお話がしたい

九5911

きて︑草はいちめんに波だち︑ぎょしゃは

九448團事でおばがそちらにでかけるとき︑ぼく 九5711 りを廣げて︑からだに風をいれながら︑﹁︿ 九768 がらの山が家のまえにできます︒先生が︑
九4410團 だったので︑先生にだけお目にかかって
九451團 帰りました︒おばに︑﹁小公子﹂をよん

九617

九616

と︑草の中にあっちにもこっちにも︑こが

でみますと︑草の中にあっちにもこっちに

九779 畑やたんぼの向こうに︑一だん高くなった

ってみますと︑そこに︑やまねこが︑黄色

九4411国︑先生にだけお目にかかってすぐ帰りま 九6010囹 て︑ちょっと裁判に困りましたので︑あ
九452團 ︑﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリッ

九463團 公子﹂をみなさんにお話してあげてくだ

九462團 すけれども︑ぼくにはまだ︑セドリック

九459團 て農業をするために︑いま知りあいの家

九664

九642

九637

九634

九627

どんぐりどもが口々にいいました︒﹁︿略﹀︒

んぐりどもは︑口々にさけびました︒天略

どんぐりどものまえにすわっていました︒

ずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガラ

窪いそぎでぎょしゃにいいつけました︒ぎ

深く土の中へお立てになりました︒土はや
九7811

九454国ら︑世の中のことに注意を向けるように 九617 にあっちにもこっちにも︑こがね色のまる

うの小高いところに︑白い物がちらちら
九782園
もうすこしで貝つかに着くというところで
九784
先生は一けんの農家にたちよられました︒
九785
この主人といっしょにでておいでになりま
九786
っしょにでておいでになりました︒﹁︿略﹀︒
九786
らせてもらうことにします︒﹂主人も︑
九787園
﹁かねた

九473 た︑いちろうのうちにきました︒

九466国 の山々のいただきに︑白い雪のぼうしが
九478 みもがさがさして指につくくらいでした︒

九481 そっと学校のかばんにしまって︑うちじゅ
九484 りしました︒ねどこにもぐってからも︑や
九491 ていました︒おもてにでてみると︑まわり

れからは︑はがきに︑かねたいちろうど

い︒わたしの人格にかかわりますから︒

です︒この土の上に白くみえているのは
九6710 やまねこがいちろうにそっと申しました︒ 九794囹
九795園は︑むかし海の中にいたいろいろな貝の
九691 して︑どんぐりどもに申しわたしました︒
貝がらといっしょに︑いらなくなったり
九702園 判所のめいよ判事になってください︒こ 九797囹
九704囹 せんか︒そのたびにお礼はいたします︒
九801囹らほってみることにしましよう︒﹂私た
九803園 ︑ゆっくりしごとにかかりましょう︒ま
九804園 ︒まずどんなふうにほりますか︒﹂﹁︿略

九493 ︑まっさおな空の下にならんでいました︒

んねんだというふうに︑しばらくひげをひ 九808園 ︑手あたりしだいにやって︑ぐあいよく

九707囹

九7110

九708囹

九509 な岩のがけの中ほどに︑小さなあながあい

九494 はんをたべて︑谷川にそった小道を︑上の

九933からない︒そのうちに︑セルロイドの三角
九935 ︑それを舞台のおくになげすてて︑なお︑
九938 っている︒そのうちに新しいすみをひろい

はじめた︒思い思いに︑スキーのあとを雪

ころんで︑雪だるまになっておきあがるも

キーのあとを雪の上にえがきながら︑小鳥

水ぐ

ちろちろと岩つた

たべのこ

ほおずきを口にふ

けれども︑どうも氣にいらなかった︒とこ
︒茶人は︑この上流にいい泉があるのでは

茶そのもののうまさにもよるが︑たてる懸

下のすこし大きな川に流れこんでいた︒帰

味だった︒﹁そこに流れているのがまつ

かった︒ちょっと歯にしみたが︑うまかっ

うに飲んでから︑私にいった︒﹁︿略﹀︒﹂尊

おりてくると︑そこに小石でかこまれた美

に登った︒その帰りに︑近道をして谷をお

れて︑近くの高い山に登った︒その帰りに

ろであった︒私は父につれられて︑近くの

ほおずきを口にふくみて鳴らすごと

るなり丘の夕日に

夜はいろりの火にあてており金色の

やえんがわの上にうつる日を追いて

や青き葉のかげにきておる

うと岩つたう水にはい遊ぶ赤きかにい

るさ日のてる中に

はこの木にいるにちがいなしひそかに

まの鳥はこの木にいるにちがいなしひ

るま近きひびきにすこしゆれすこしゆ

せてちよ紙かいにゆく月夜かな

べた︒午後は︑先生について︑ひとりひと

人となられた︒お書になったので︑雪の上

のからだは︑ちゅうにうかんだ︒両手をひ

ちは︑もう目のまえにこられた︒はげしい

みごとなすべりぶりにみとれていると︑先

た︒のだ先生がさきに︑すぐつづいていし

つえをふって︑それに答えた︒のだ先生が

109

九814園 いのはばで︑東西に四五十メートルほっ
九816園 どれか一つのかごにいれておこう︒﹂そ

九815園 ルほってみることにしよう︒貝や石ころ
略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂口々にこんなことをいうの 九9311る︒両方ともあいてに氣がつくが︑わざと
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九8111

︑じゃあ︑あいこになるように︑もう一
︒﹂やまだ﹁友だちにまで心配させて

たかぎ﹁いっしょにあやまろう︑あした

立ち︑あせばんだ顔に︑雪のこなが降りか
︑二十人︑つぎつぎにすべりはじめた︒思

らだもスキーも一つになって︑ビュウとう

た︒すばらしい早さに︑からだもスキーも

はなれて︑ま一文字にすべりおりた︒すぼ

いよいよ︑スキー場に着いた︒いかにもす

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声にさけんだ︒みると︑

さけばれた︒その声にはげまされて︑ぼく

こえる︒きゅうな坂にかかると︑まえの方

が︑谷あいでは一列になったので︑ずいぶ
︒だんだんのぼり坂になると︑からだがほ

と︑のだ先生が先頭に立たれ︑いしい先生

ので︑スキーをするには︑ちょうどよかっ

へいった︒まえの日に︑こな雪がたくさん

だ先生といしい先生につれられて︑山のス

よって︑ねえさんにそのボタンをつけて

ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに

541111711410764753443210
園囹園園囹

九8111 うのを︑先生は︑耳にもおいれにならない 九944して持っているすみに氣がつき︑ちょっと
九8111 生は︑耳にもおいれにならないで︑ひとり 九951 って︑たかぎのそばにより︑だまったまま
九821 ねんにほっておいでになります︒ぼくらは 九961 まだたかぎのまえにじょうぎをつきだし
九822 めて︑そこをのぞきにいってみると︑先生 九964それをとり︑かばんにいれる︒そのあいだ
九965 いれる︒そのあいだに︑やまだがいきかけ
九823 と︑先生のかごの中には︑いつのまにか︑
九823 の中には︑いつのまにか︑せきふらしい物 九973ンをちぎれた服の糸にむすびつけようとす
九8210囹 だ︒先生のところにあるのと同じだね︒ 九977すりながら︑その場にぼんやり立っている
九984して︑そっとやまだに近づく︒たかぎ﹁お

九8910 ︒﹂ふたりともむきになって︑友だちの手

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九834囹 いよ︒ぼく︑先生におたずねしてみよう
九836 かけていって︑先生におたずねしますと︑
生がまわっておいでになりました︒﹁︿略﹀

九839園 あげるから︑かごにいれてとっておきな
九842

九8411園 のひろった物の中に︑いのししやしかの

九851園 しゃしかの角などに手を加えて︑なにか
九851囹 て︑なにかの道具につかった物があった
九852囹 たでしょう︒それには︑こんな針や︑も

九854園作ったもの︑それには石の矢じり︑おも
九862 物は︑みなかごの中にいれておきました︒

九866園ごをこのリヤカーにつみなさい︒それか
九878 ぜい舞台の中ほどに大きな木が一本立っ

九884かぎとやまだが左右にひきわけられたとこ
九885ころである︒たかぎには友だちの一︑二︑
九885
︑三︑やまだには四︑五︑六︑その
九886か数人が︑それぞれにわかれてふたりをひ
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九905かごんでいる友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂六﹁うん︒
九913うしをひろってあとにつづく︒ 一︑二も︑
九917囹したよ︒いっしょに歩いているうちに︑
九917囹に歩いているうちに︑きゅうにつかみあ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九槻6 うしても支流のほうにはなくて︑遠い上流
九槻7 はなくて︑遠い上流にあるのだとさとった
九穀7 いもすぎ︑ながの縣にはいった︒そうして
九旧11 ︒ここで茶人のしたには︑まぎれもないい

134

134

136

13了

13了

とばを︑長いこと耳にしたことはありませ

てたべてしまうわけにもいきません︒﹁︿略

でいると︑いつのまにか︑いままで苦しか

いてみると︑あたりにいいにおいがします

十710 ついてこられたときには︑おとうさんも困

十76

十62

十61

とうさんが通るたびに︑目をまるくしまし

は︑いつでも︑どこにでも︑その美しいも

とあわただしさの中に︑それを失っている

かあさんをさがしにいきたいのか︑ちょ

で︑いなかの子どもにとっては︑もっとも

ながら︑おとうさんにわけてくれる少女も

十88 そういう子どもの中には︑道でおとうさん

うちに︑おとうさんには︑子どものお友だ

十86 いなかでくらすうちに︑おとうさんには︑

九柵4囹

十811

十86

九悩3 つ川がでんりゅう川に流れこんでいるとこ

しがた︑みつばちにさされて︑苦しんだ

十島2 た︒そのいなかの町には︑ポンナフという

九柵3園

た︒岸にある丘の上には︑センテチェンヌ

流れていました︒岸にある丘の上には︑セ

九桝5 流れていた︒ためしにまつ川の水をにて飲

なかがすいているのに氣がつき︑また︑あ

十104

は︑フランスの國道にそった景色のよいと

わむれている子どもにあいました︒そのい

ていました︒あたりには︑やはりばらの畳

十104

た︒その橋のたもとにあるプラタナスのな

十912

かげでねむることにしようかな︒﹂くも

十106

のかわいらしい少女にもあいました︒みあ

十101

九川1

るめて︑ころっと横になりました︒目をつ

十108

が︑休み茶屋のまえにこしかけて︑コーヒ

たし︑おかあさんにひと目あったら︑も

九晒1 こで船をすてて︑岸にそって上流に向かっ
畳側6園

した︒そのひょうしに︑くもは︑目がさめ

十109

九㎜7園

九伽1 て︑岸にそって上流に向かって歩きながら

した︒つゆが木の葉にたまりました︒たま

十111

九柵9

九伽6 ざとがあって川べりに道もあったが︑いま

こうもりのために︑高いところがらた

つたつゆが︑しずくになって︑ポタリポタ

いかたち︑いままでにこの手で︑この足で

いるのだろう︒それにくらべて︑自分は︑

にしても︑ばらの花にしても︑なんとしず

ました︒ちょうちょにしても︑ばらの花に

十141

十134

︒フランスのいなかによくみかける︑赤い

エンヌという川の岸には︑手ぬぐいのよう

もがいて︑なかよしになってくれたからで

れから︑三人の少女に︑歌を歌ってほしい

十1212園

十1211囹

十127

屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

たしは︑自分の國にのこしておいてきま

わたしといっしょにお話をしておくれ︒

九品10 われた道もない谷まになった︒そこからさ

九伽9 てをふさぎ︑まつ林におおわれた道もない

九備11

九川8
九襯7
九備1
九備2

う︒くもが︑月の光にちらりちらりと光り

十142

んは︑ひとりの少年にもあいました︒たぶ

＞︒﹂くもはみつばちにとびかかりました︒

九梱1 であることが︑くもにはすぐわかりました
九梱9

九撹3 きません︒そのうちにみつばちのからだも

九捌9 ︒みつばちも︑くもに向かいました︒くも

十1511

えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ

えました︒この返事に︑少年も満足したら

した︒この少年の問には︑ちょっとおとう
十173園

十151

けれども︑お友だちにさそわれても︑どう

てきて︑おとうさんにくれるようになりま

その少女たちも遊びにきています︒いずれ

九襯1
九傾4
九幽6
九幽6
九幽8
九搦4
九衛8

十144

十144

たは︑そのいなか町にある商業学校の下の

十1111

九槻3 ちのからだも︑つなにまかれそうになりま

九衛11 くもは︑このつばめにひろわれました︒く

十146

十114

九条6 きさしました︒それにはさすがの大きなく

九㍑1 は︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑空
九㍑9園 命は︑つばめさんにあげよう︒﹂こう決

十148

十45 ︑美しいものはどこにでもある︒高い木が
十49 が︑かすんだ空の中にとけこんでいる︒じ
十57 のは︑いまも︑どこにでもある︒ただ︑そ

あの白いちょうちょにあうことができた︒

九麗9 さすっているあいだに︑みつばちは︑つな

九観−〇

すっかりらくな迫持になりました︒いまの

九鵬9 くもが思ったとたんに︑ばさりとこうもり
くもはそのまま地面に落ちました︒﹁︿略﹀︒

九燭9 さりとこうもりの羽にたたかれました︒あ
九儒11

思いだしているうちに︑心持が︑しだいに

九柵3 いし︑苦しくてどうにもなりませんでした

九網3園 うまくおかあさんにあえたかしら︒﹂そ

九伽9 た︒おまけに︑あみに大きなあなをあけて

九榴8 こうをして︑こちらにとんできます︒あみ

九伽8 れ︑くももいっしょにゆれました︒ブンブ

九榴8 とんできます︒あみにつきあたってはたい

は︑

九伽3 ︑その子もり歌を耳にしながら︑光る星を

九桝6 は︑木と木のあいだに︑巣をかけました︒

九悩10 長い探求の旅が終りに近づいたことを知っ

︒いま︑ちょうちょに︑﹁︿略﹀︒﹂といわれ

んでした︒また︑口にしたこともありませ

1198442

九悩9園 泉はまつ川の上流にある︒﹂茶人は︑長

九悩3 ＞︒﹂茶人はつれの人にいった︒まつ川がて

九桝2圏 と︑泉はこの近くにある︒﹂茶人はつれ

九九九九九九
13了
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十173囹 つ一本買いにいくにも︑日本のことばで

十291は︑同じものをみるにしても︑どうしてそ

＋2810︑美しさにおどろくにちがいありません︒

＋2810とにうたれ︑美しさにおどろくにちがいあ

十205園あ︑その白いかべに︑プリズムでわけた 十303どうしてそんなことになったか︑そのわけ
十307 ︑みんなといっしょにはたらきたいと思い

十201 ＞︒﹂8村の林の上に︑大きな半円形のに ＋2910︒もようをみたときには︑そのもようが︑

十184 ︒2いけのおもてにはじける雨あし︒竹 十296た︑一つの和音を耳にしたときは︑組みあ
十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字 十298音一音のことも︑心にうかべてみたいので

十1710園 たちは︑おさな心にも︑ことばを愛する

＋3812
者は︑眞珠貝の研究に全力をつくした︒こ

十372式人力織機は︑國内につかわれるようにな
十373たが︑かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動
十374動力機械を作ることにとりかかった︒そこ
十377 ︒日本の新しい出発にあたっても︑この自
十382天然眞珠をてのひらにのせて︑大きなゆめ
十387 った︒耳珠母貝の中に︑砂のような小さな
十387のがいりこみ︑それに︑貝のだす三珠質が
十388まきつき︑年とともに大きくなって︑天然

十177囹 うしておまえたちに話すようなことばが

十207 いう先生の声とともに︑七色の光が写しだ

十3011
うちじゅうの人たちに︑めいわくをかけな

十309 つもすなおな子どもになりたいのです︒そ

＋3412
校をでただけのかれには︑手のとどきそう

てきて︑やりなおしにがかった︒町の人の
十416．

十414 ︒この赤しおのために︑母野はみな死んで

丁411 ﹂こういつて︑失望にしずむ幸吉を︑なん
十413物が︑海水いちめんにふえて︑海水が茶色
十413ふえて︑海水が茶色にかわるほどになるの
十414が茶色にかわるほどになるのである︒この

ます︒世界のために︑きっと︑あなたの
＋4011園

十404しいれてから︑罪業になるまでには︑少く
十404ら︑眞珠になるまでには︑少くとも四年は

十402みると︑もとのままになっていた︒同じこ

＋3912
核をさしいれたために死ぬものもあった︒

十3911
貝は︑その核をそとにはきだして︑受けつ

十399やすやすと︑ひとつになるものではなかっ

十396それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒う
十397みた︒うまく貝の中に核がのこり︑眞珠質

十391のわか者こそ︑のちに眞珠王として世界に
み きもとこうきち
十391に眞珠王として世界に知られた御木本幸吉
﹁もし︑蝶貝の中に︑核をさしいれるこ
十393囹
︑眞珠が発生するにちがいない︒﹂幸吉
十394園

十2010園 なにさまざまな色になります︒﹂10せん 十309ます︒父や母のために︑いつもすなおな四
十21一

ハンケチなどが︑風にゆれている︒そ．の下

十217 る︒男の子がベッドにすわっている︒﹁︿略

十312す︒ぼくがいるために︑うちの中が明かる
十219 ている︒﹁︿略﹀︒﹂窓に花のはちをおきなが
十313 ︑みんな号しい氣持になるようにできない
十228 ︑その兄といっしょに種まきをしている︒
とよだ さきち
十236 な声で歌う︒自轄車に乗った中学生が︑ふ 十329園やつだ︒男のくせに︒﹂豊田佐吉は︑村
十333ら発ちがいあつかいにされるのをみて︑調
十237 ちは︑母といっしょに汽車に乗っている︒
十237 母といっしょに汽車に乗っている︒窓から 十338 いれかえさせるために︑佐吉をよその大工
十338吉をよその大工の家にあずけてしまった︒
十243 ッコをおして︑炭坑にはいっていく工員︒
十244 工員︒ヘッドライトにたよって現場に近づ 十339まった︒このあいだに立って︑佐吉をはげ
十244 イトにたよって現場に近づく︒地下水の流 十341 ︑けっしてゆるがせにしてはおかれない︒
十248 る︒19あせまみれになった工員の顔︑胸十342て︑困るときがくるにちがいない︒そのた
十2412
う石炭︒2歪みるまに︑トロッコにつまれ 十343がいない︒そのために︑いまのうちに︑早
十2412 みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒ 十343ために︑いまのうちに︑早く織機を進歩さ
十345る︒佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑ぬ
十346あった︒横糸はおさによって︑右から左︑
十273

十351ま︑そのころ︑東京にはくらん会が開かれ

＋3412どきそうもない空想になりがちであった︒

吉をかばい︑苦しみにたえて︑なん年かを
＋4110

十254 せて︑坑内から地上にでてくる︒まぶしい

十275 ます︒わざわざ遠くにでかけなくても︑ふ

＋4112した︒これは︑まえにさしいれておいた核

ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察

とうきよう

十257帰ってくる︒道ばたにさくたんぽぽ︑とび 十347るが︑これを人の手によらず︑機械の力で

十256 とした足どりで︑家に帰ってくる︒道ばた

十275 ん自分の身のまわりにあるものを︑よくし

十352毎日かよった︒銀色に光った︑たくさんの

＋4112さしいれておいた核によって発生した半円

をしらべているうちに︑一つの半円形の塾
十4111

十277 と思います︒庭の木に小鳥がくれば︑その

十367 いく︑ふしぎな機械に目をみはりながら︑

吉は︑一けんの小屋に閉じこもって︑いっ
十279 のです︒トマトが畑に植えてあれば︑その 十3511
十2711 ︒また︑くもがのきに巣をかけることがあ 十362 ︑だれひとりあいてにしてくれなくなり︑

十289 ︑そのふしぎなことにうたれ︑美しさにお

た︒﹁半円が眞円になれば成功するのだ

1

十422園

十424 吉とうめは︑たがいにはげましあった︒そ
十425 づけられた︒眞珠貝にちょうどよい海水の
十428 円眞珠が思いどおりに取れるようになった
十429 して︑ともかく︑世にだすようになった︒

十432 は︑じつに八十五万にもおよんだ︒しかし
十441 まはなきうめのれいにささげて︑その成功
十443 すでにしらがの老人になっていた︒よる年
十444 ていた︒よる年なみにも負けず︑研究を重
十445 核をさしいれるときに︑ほかの母貝のがい
十448 をもって母貝を海中にはなった︒さいわい
十449 かった︒海水の温度に大きなかわりかたも
十4410 かたもなく︑四年めになった︒幸吉は︑王
位4412 開いていくと︑どれにも眞珠が︑きよらか

十457 ︒名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心
十4511 ︑世界の学者の研究によって︑天然眞珠と

十459 商たちが︑幸吉の手になる養殖眞珠は︑ま
十4610園 眞珠を世界の人々にあたえたことに︑心
十4611園 々にあたえたことに︑心から敬意をささ
十471園 するならば︑作製に失敗したわたしは︑

十471囹 したわたしは︑星にもあたらないでしょ
十475 でいうと二年三ヶ月になる妹をつれて︑さ

十475 私は︑きのう︑三つになる一まんでいう
十476 妹をつれて︑さんぽにでました︒家から十
十477 ばかり歩いたところに︑廣い草原があるの
十479 のところですが︑妹にはそうはいきません
十483 かりでなく︑道ばたにあるものを︑なんで
十483 でもみつけて︑それに話しかけたり︑そこ
十488 いきました︒ためしに︑私は︑妹のいって
タイテルよその人には︑なんのことか︑

十489 ることばを︑紙きれに書きとめてみたので
十4910

十4911 さつを知っている私には︑このことばの至

3
3
7
9
3

ヨ﹂は︑足をせなかに天略﹀︒﹂というの

ルワ﹂といって︑私に知らせたのです︒い

ってみると︑ひふ病にかかっていて︑顔の

です︒その黒いいぬに近よってみると︑ひ

いくと︑道のまん中に︑黒いいぬが一びき

＋5910えをだして︑その上にすすきをかざった︒

十599 ってきた︒えんがわにつくえをだして︑そ

＋5812のこったのをおし葉にしました︒

十5811んと︑なお子ちゃんに︑三たばずつあげま

十586ひろいました︒うちに帰って︑十まいずつ
十586て︑十まいずつたばにして︑赤いひもでい

十585した︒みんな負けずにひろいました︒うち

お月見

ノ﹂といって︑いぬにたずねているのです

らとりだして︑いぬにやりながら︑﹁ハイ﹂

かけると重いから手に持つのだと︑ませた

記念語長も︑思いでにはなるでしょうが︑

＋6312ーロッパの大むかしにさかえた︑ギリシア

十6311
あります︒そのために︑能は︑めんの藝術

＋6310と︑それぞれの人物によって︑それぞれの

十601れいだ︒おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といった
十602囹
でて︑あかちゃんにも︑みせてあげて︒
十611けのこ うちのお庭に︑たけのこが一本は
十612は︑たけのこのそばにいって︑せいくらべ
十625 ︑親爺と同じくらいに高くなって︑風にゆ
十625 いに高くなって︑風にゆれていました︒
十629とうさんがおうたいになるうたいを︑きい
十631 ︒能は︑そのうたいにつれて︑役者が美し
十635 ︑役者がおじいさんになったり︑むすめに
十635になったり︑むすめになったり︑わかい男
十635なったり︑わかい男になったりするときに
十636になったりするときには︑おしろいやべに

とは︑ちがったものになります︒どうして

くは︑妹の心の写眞になるのではないかと

十642画や︑庭園や︑建築にも︑外為とはおもむ
十647ます︒能といっしょに︑狂言というものが
十652名なものです︒狂言には︑よく︑太郎かじ
十656うえのいばったものに対してもおそれず︑
十657 い︑おもしろい人物になっています︒ 狂
十659 言﹁ぶす﹂ ある村に︑けちんぼのだんな

とばですが︑この中には︑妹のすがたが︑

って︑水おけのふちにっかまって︑水の中

がありました︒そこに︑すいれんの花が三

たQまだ︑いぬが氣にかかるのか︑ふり向

っといいます︒かたにかけると重いから手

とうをはずして︑手に持つといいます︒か

とき︑いままでかたにかけていたすいとう

いぬの動作をことばにして喜びました︒そ

うんと︑地べたに横になってねそべってい

らもどってきて︑道にでたとき︑あとをふ
︑ごろんと︑地べたに横になってねそべつ

遊んでいたいと︑私にねだったり︑そのく

7
3
12
1
1
5
6
7
7

7
8
11
1
11

1

2

＋6510をもらえば︑くらしにもお金がかかり︑着

私は︑遊び時間にふくろうをみにいき
せて︑とまり木の下におりていってしまい
モスは︑おじいさんになるとかわいそうね
算数の時間に︑先生が︑はしごで
しごでいちょうの木にのぼって︑いちょう

うの葉

十664というふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂といいつ
十666園のへやのおしいれには︑﹃ぶす﹄といっ
十667囹からふいてくる風にあたっても︑たちま

時間にふくろうをみにいきました︒そうし

う

さって︑新しい世界にふみだしていこうと

きつけているその力に︑おどろきました︒

うして︑こんなふうにゆきづまってきたの

7
8

2
4
8

8

10
9
2
3
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＋6612で︑死ぬようなことになってはつまらない

十674 よいちょいあのへやにはいるが︑べつに︑
十674が︑べつに︑からだにさわりもしないのだ
十675てみようということになりました︒﹁︿略﹀
十682 ︑そっとおくのへやに近づき︑さきに立つ
十682 へやに近づき︑さきに立った太郎かじゃが
十689しいれをあけるときになると︑﹁︿略﹀︒﹂と
＋6812
うで︑こしをうしろにひき︑せんすの手だ

＋6812んすの手だけをまえにつきだして︑あおぎ

十697囹 たりとも︑どっきにあたって死んでいる

十692 いました︒そのうちに︑太郎かじゃは︑お
十692しいれのたなのすみに︑だいじそうにしま
十694 つけ︑へやのまん中にかかえてきました︒

れるなぐさめの泉に︑かなしみもいたみ

いって︑さかわ川にそった村です︒この

やまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑やし

した︒その子どもに︑りえもんという人

たちが困って頼みにくると︑浄財よく︑

た村です︒この村に︑ぎんえもんという

たので︑いつのまにかびんぼうになって
︑その日のくらしにも困るようになりま

た︒そういうときに︑金次郎が生まれて

なものを買うために︑自分でわらじを作

ずつでて働くことになりました︒そのと

かわりにでることになりました︒金次郎

郎が︑そのかわりにでることになりまし

けているので︑役にたたないことはあり

次郎は︑年のわりにからだが大きかった

12

十69皿園 さあ︑もとの場所において︑あっちへい

1

十6911園 ぐずしているうちに︑どっきにあたるに

は︑ほかの人たちにすまないと思いまし

2

十6911園 るうちに︑どっきにあたるにちがいない

ました︒毎晩︑家に帰ってくると︑邪ま

6

︑どっきにあたるにちがいない︒﹂﹁︿二

7

十6911囹

たくさんの人の中には︑わらじの切れて

わらじを作ることにしました︒これを持

十一228園みなさんのお役にたたないで︑すみま

10

えの子どもを親類にもらってもらいまし

たが︑いまはどうにもなりません︒母親

おどろいて︑すぐには受けてくれません

うかそのかわりにはいてください︒﹂
＋一2210園

6

うぶんでした︒夜になると︑また︑なわ

四人が生きていくにはじゅうぶんでした

たりして︑村の人に買ってもらいました

に︑その晩のうちにいって︑子どもをつ

返し話して︑母親にすすめました︒﹁︿略

へやってから︑夜になると︑ため息ばか

した︒金次郎の下にふたりの弟がありま

したが︑おしまいには︑喜んではいてく

11

十7011 く︑すぐそれを︑口に持っていきました︒

1了

22

十715 りは︑かわりばんこに指をつっこみました

きはらい︑﹁おれに︑うまいくふうがあ

18

19

19

19

19

19

19

20

20

21

21

21

21

21

21

21

22

23

十716 いとなめているうちに︑つぼが︑からっぽ
十721囹

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十

十718囹 ったら︑どんな目にあわされるかわから
十727園 み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒﹂こ

十733 ﹂だんなは︑あっけにとられてたずねまし
十736囹 ドサリととこのまにたおれたはずみに︑

十737囹 にたおれたはずみに︑あのたいせつなか
十7310園 りの申しわけなさに︑ふたりとも︑命を

十739圏 して︑こなみじんにいたしました︒あま

21121054442831111653219
22

23

6

23

7

23

8

23
25

24
25

24
25

十7311囹 ようと考え︑それには︑大どくとうかが

十741 おいないていたくせに︑きゅうに︑にっこ
十742 ︑にっこりわらい顔になって︑次郎かじゃ
十743 郎かじゃといっしょに歌いだしました︒﹁︿

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

1了1了161616151311111010101010999988776655555554
8274219439973112521711179611101095532
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ぱな人になるためには︑学問をしなくて

ると︑りっぱな人になるためには︑学問

十一349圃

十一348圃晴れ空はみどりにすんで︑

十一347圃

十一343圏

空にくずれる雲のみね︑

さ

した︒まきをとりに山へいく︑そのいき

はん樂し︒

んで︑

日ましに
空に

日ましに日ざしが強くなり︑

ふくすず風に夕はん樂し︒

続いてひびくら
あぜ

いまの暑さはど

すむ秋空によくひびく︒

庭にもえたつはげいとう

あぜに火とさくまんじゅし

じゅしゃげ

ひびく︒

も︑

くる大ゆうだちに︑

く光るいなずまに︑

︑

晩にはかえるが歌いだす

く︑そのいき帰りに︑いつもその本を手
十一352圏

十一351圃

青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒

たが︑金次郎は耳にもいれず︑それを続

となって︑

せてくれます︒中には︑正月だというの

庭にかがやくひまわりの

十一378圃

十一358圃

十︻356翻

雲のみね︑

うので︑そのうえに十二文はずむ者もあ

べえさんのところに︑あずけられること

の弟は母親のさとに︑金次郎は親類のま

あずけられることになりました︒いまま
十一379囲

の米を自分のものにすることができまし

すると︑秋の終りには︑一びょうあまり

んだ田の水たまりに植えてみました︒す

ました︒これを油にかえて︑本を読み続

十一406圃

十一389圃

十一388圃

十一387圃

十一384圃

十一381圏

て︑

葉鳴らす︒

に︑

そと︒

まつり︒

︒

え顔にほころびあいさつを

廣場につどうたおとなりど

十一405圃南にかたむく日につれて︑

十一405圃

はつ日︒

十一3710圃

の一びょうをもとにして︑困っている人

十一413圃

どうし︑

へいって︑あき地にまいておきました︒

ました︒夜の勉強には油がいります︒そ

て︑困っている人にかしてやったり︑植

十﹇416圏

いねも

いったりするうちに︑三年めには︑二十

十一417圏

つをする︒

続くひよりに勇みたち︑

るうちに︑三年めには︑二十びょうの米
︑もとの自分の家に帰り︑一家をふたた

十一418圃

すごおり︑

ちれば山にはま
か

光はまと
ほしたかぼ
も

こ

さんが︑だんの上にお立ちになりました

たちは︑そのまえにおとなしくこしかけ

︒正面のテーブルには︑赤いうめの花を

るので︑私が︑母にかわってでました︒

どれ植

つばきの上にぽたぽた落す︒

つばきの

庭に立ったはしも柱︒

池にむすぶはうすごおり

うらの山には白雪つもる︒

はまともにえんにさす︒

南にかたむく日につれて

ちれば山にはまったけが︑

しとと降る秋雨に︑

かきねににおうきんもくせい

ゆ

ろいろのことを身につけて︑やがて︑村

十一419圃

そうちくも重荷にたえず︑
青い
青い空にはかすみがこめて︑

かきねを黄色にそめていく︒
いく ︒

十一435
十一437
十一439

村道に立つ大のぼり︑

︒

のめも︑ 日々に色づきふとりだす︒

十一423圃

︑

続くひよりにさくらがさいて︑

︑もも赤く 畑にさいて︑れんぎょう

十一424團

︑春も目さきに近づいた︒

ほた

色ただ
夏

十一434

十一428圃
やぶのたけのこ
かきのわか葉に日の照るころは︑

しとと降る春雨に︑

だいこんの花にあかつきの

村のわら屋の庭に立つ︒短か悪しら
︒くわ持って野にいそぐ︒

43

だんの上にお立ちになりました︒女の先

アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち

ちぢうしで︑ぼくによくなれていた︒う

あさんといっしょに北海道へいきます︒

く︒一停留所ごとに︑おりる人と乗る人

が︑私のくつの上にぼたぼたと落ちてき

内はむし暑いうえに︑おたがいがぬれた

あふれそうな乗客にまじって︑どうやら

さげて︑とまらずに走っていってしまう

た︒電車は︑くるにはくるが︑みな満員

めてしまった︒雨にうたれながら︑電車

は︑みんな下向きになってしまった︒工

大あらしは︑けさになってもまだ続いて

ぼくは︑いい農夫になろう︒ 六 雨の

やがいもをつくりにいこう︒おかあさん

います︒さっぽろに農学校をつくられた

よう︒おとうさんに︑負けないように働

やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお

りいすで︑その下に︑いつもかいねこの

いた︒北海道の家には︑うしが四頭いた

は︑船のかんぱんに︑おかあさんとふた

が︑こいみどり色にゆれて︑ぼくは︑船

海峡をこえて内地にきたのは︑ぼくの二

かいきよう

畑のうねの向こうに︑いつもぽっかりと

うにしながら︑席に着きました︒私はほ

ともとの自分の席にもどり︑そこからで
︒園長さんのまえにでて︑だんをあがり

たで四歩ほどまえに進みました︒そうし
︑園長さんのまえに向いたとき︑天竺﹀︒

うをいただくことになりました︒総代の

父兄と︑いっしょに呼ばれているようで

の名をお読みあげになりました︒﹁︿略﹀︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一533 雨や風の音のために︑乗客の耳にきこえ
十一6412

父親の看病のために︑ナポリへよこした

十一757囹

十一756

こと三こと看護婦にたずねました︒﹁︿略

をみたり︑ひたいにさわってみたりして

十一7511囹︒力をおとさずにいるがいいよ︒﹂三

﹁たんどくが顔にでたのです︒だいぶ

う一ど少年のかたに手をかげながら答え

きますと︑その中にはベッドが二列にな

十一761

十一7410

十一656

ただ︑﹁わたしについておいで︒﹂と

をながめて︑それには答えないで︑ただ

十一748

十一533 ために︑乗客の耳にきこえそうもない︒
十一6611園

十一6610

十一674

にはベッドが二列にならんでいました︒

かと︑おそろしさにふるえながら︑その

十一5311 になごやかな氣持になった︒このごろ︑

十一534 ︒乗客はおたがいにおしあって︑しゃし
十一541 のごろ︑電車の中に︑つぎのようなひよ
十一675

ました︒が︑ほかになにといってするこ

﹁つり皮あけずに中ほどへ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

こで︑少年は看病にかかりました︒が︑

十一545圃

ら取って︑看護婦にかわってそれを飲ま

︑ときどきその手にさわってみたり︑は

も︑ハンカチを目にあてているときには

十一762

十一766

どおどした目を右に左に向けて︑青ざめ

﹀︒﹂﹁おたがいにつめて︑座席にもう

十一768

十一6711

十一546圃

うす暗く︑あたりにははげしいくすりの

︑うなるたびごとにかがんでみたり︑そ

十一681

護婦がふたり︑手にくすりびんを持って

にあてているときには︑じっとみつめて

十一763

十一684

十一769

十一764

十一685

少年は包みを下におくと︑頭を病人の

のベッドの頭の方に立ちどまって︑カー

十一7611

色が︑そのひとみに︑ちょっとのあいだ

た︒そうして︑朝になると︑また看病を

どした目を右に左に向けて︑青ざめた︑

十一588 ︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらといえるよ

十一688

十一771

まわしました︒中には︑死人のようにみ

十一591園 ことばは︑ほかにないでしょう︒﹂と

十一691

手で︑ふとんの上におかれたまま動かず

十一774

十一6711

十一601 ぜ道で︑とちゅうに︑かなり深い小川に
十一692

かれたまま動かずにいる︑うでをつかみ

十一777

につめて︑座席にもうひとり︒﹂﹁︿略
たろう
り返しているうちに︑太郎は︑﹁︿略﹀︒﹂

十一602 ︑かなり深い小川にかけ渡した一本橋が

十一586

郎は︑まえから父に︑﹁︿略﹀︒﹂とかたく

十一692

お医者さんがみにきてくださるだろう

したまゆとのほかには︑どこといって父

十一546圃

十一604

十一703
十一7110

っていって︑最後に船の上でわかれを告 十一7710 もとにつけたときに︑少年はそのふくれ

は︑かなしい思いにしずみながら︑やさ

十一7710

︑目を開いたときに︑その小さな看護人

年は︑へやのすみにいすを二つならべて

はすぎました︒夜になると︑少年は︑へ

十一6010 うして︑いっしょにその一本橋を渡りだ

十一717囹
十一7112

十一7611

十一612 のようになって家に帰った︒父は︑﹁︿略

十一612 ていた村の人たちに助けられて︑みんな
十一618 ︒その夜︑また父にきびしくただされて

十十十十十十十十十十十十十

のようなよわ虫には︑ひょっとすると

え﹄といいきるには︑ほんとうの勇氣

︒人のいうことに﹃いいえ﹄といいき

十一732

十一7212囹

十一7212囹

十一724

十一722

十一721

まじきにおいでになりますからね︒﹂

生が︑いまじきにおいでになりますか

るい手がふとかたにさわったので︑びっ

手紙の着いたときに︑母親がどんなにか

族の者が︑その旅に樂しい希望をかけて

十一7811

十一7811

十一788

十一786

十一7711

したそのちょうしに︑じっと耳をかたむ

そうにその話す声に

は︑ナポリの近くにある村からきたので
︑しごとをさがしにフランスへいったの

十一738

十一734

十一732

のあいだが︑少年にはたいへん長く思わ

つのベッドのそばに立ちどまりました︒

やの向こうのはしにはいってきました︒

はなんにもいわずにいってしまいました

﹂看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに

十一7911

十一7911だといわんばかりに頭をふりました︒少

十一798

十一793

十一792

ところが︑五日めに︑病人はにわかにわ

よっとした目つきにも︑ふるえながら氣

よっとしたため息にも︑ちょっとした目

︑手を少年のかたにかけました︒それか

をはなれないうちに︑少年は立ちあがり

十一808

十一804

十一804

ので︑少年は希望に力づけられながら︑

れしそうな色を顔にうかべながら︑飲み

した目を少年の上にすえて︑うれしそう

た︒少年は︑いすにぐったりと身を落し

十一738

れから︑病人の上にかがんで︑みゃくを

が︑にわかに病氣にかかって入院したの

十一745

十一7311
つたことと︑病院にはいったことを知ら
さないので︑長男にいくらかのお金を持

十一747

たので︑家族の者にかんたんな手紙を書

ってきて︑ナポリに上陸しました︒とこ

ていました︒一日に二ど︑看護婦が持つ

りで︑少年は看病にいっしょうけんめい

愛情とかなしみ

れあがった顔の上に︑きわめてかすかな

ぬれて︑わきの下に着物の包みをかかえ

年が︑どうまみれにぐっしょりとぬれて

116321109546554
園園漸漸

プを病人の口もとにつけたときに︑少年

十一619 とを︑ありのままにうちあけた︒父は︑
︑ 自分からさきになって渡ってしまつ
62

62
62
62
63
63
63
63
64
64

64

64

64
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ばの︑ドアのぞとに足音がきこえて︑や

みると︑一方の手にあつくほうたいをし

りの男が︑看護婦に送られながら︑その

ながら︑そのへやにはいってきました︒

︑父親のうでの中にたおれましたが︑胸

をあげて︑その場に立ちすくみました︒

で︑いくども少年にほおずりしてからい

十一837園 日おまえはここにいたのだね︒どうし
十一846園 あ︑いこう︒晩には家に着けるから︒

十一854園 いんです︒ここにあのおじさんがいま

十一846圏 こう︒晩には家に着けるから︒﹂父親

十一854園す︒ぼく︑ここに五日のあいだいまし
十一856園︒ぼく︑あの人におくすりを飲ませて
十一857囹 も︑ぼくがそばにいないといけないの
十一8510園 もうすこしここにいさせてください︒

十一8511圏︒どうか︑ここにいさせてください︒

十一867囹参したと同じ日に︑入院したんです︒
十一867囹 つれてきたときには︑もうすっかりわ
十一871

﹁じゃあ︑ここにおいで︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

た︒父親はチチロにいいました︒﹁︿略﹀︒

十一869園 ん︑遠いところに家族があるのでしょ
十一872囹

十一875囹︑これからすぐにうちへ帰って︑おか
十一877囹 から︑こづかいにしなさい︒さような

十ニー45

︑根もとのところに三つ四つかたまって

︒文雄はそれが氣になってしかたがなか

︿略﹀︒﹂そのうちに︑ちょっとわきのほ

だな︒そのままにしておいてやろう︒

その根もとの地面には︑夏のころ︑草と
十一一149

十七三48
十ニー57圏

よっとわきのほうにいっていた看護婦が
ました︒﹁ほかになにもあげるものが

して︑それを少年に渡しながらいいまし

たるところ︑かげになったところ︑力の

めて︑また下がきにがかった︒だいたい
十ニー61

と︑パレットの上にチューブから絵のぐ

十ニー510

みれをベッドの上にちらしながら︑﹁︿略

十ニー65

れを病院の記念に持っていらっしゃい

︑﹁ぼく︑記念に︑この死んだ人にの

と航海して陸地にであったのが︑それ

物の包みを小わきにかかえました︒夜は

名が︑しぜんと口にのぼってきました︒

︑この死んだ人にのこしていきます︒

十ニー74

十ニー611

十ニー610

十ニー69

十七ー67

︑かいていくうちに︑ひととおりできあ

思いもよらない色になってしまう︒かき

たもので︑子どもにはりっぱすぎるほど

たいへんいい色になりましたね︒﹂﹁あ

文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ

が︑カンバスの上にぬりつけてみると︑

をテーブルの上に立ててごらんなさい

々は︑なんのためにこんなことをいいだ

どうかん

のはしをテーブルにうちつけて︑なんの
道灌は︑たかがりにでかけました︒する
雨具をかりることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂

のか︑ふと庭さきにさいていだ黄色なや
︑その花の枝を手にはしましたが︑なん
た︒それからのちになって︑道灌は少女
しき﹂という古歌に︑少女の思いをたく
家をはなれて勉強にでかけていましたが
っと立って︑そばにあった小がたなをと
ひろってポケットにいれていました︒そ

十二96囹のちゅうとで家に帰ってくるのは︑ち
さが︑老人のそばによってきて︑﹁︿略﹀︒

ンがちょっとそとにでかけたるすにやっ

みながらポケットに手をいれましたが︑

て︑その書物を手にとりました︒そうし

とにでかけたるすにやってきて︑その書

ど

﹂﹁ぼくにはだれも教えてくれ

鳴いていたときには︑ほんとうにおか

やっているうちに︑だんだんおもしろ

の先生が︑散歩にいらっして︑あなた

鳴いているうちに︑すこしずつじょう

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑た

でも︑美しい色にできますがねえ︒﹂﹁

に美しくなさるには︑ご苦心がおあり

りっぱな絵かきになるころは︑わたし

も︑あなたの歌には︑そのさびしい氣

ずっと大きな木になって︑美しいりっ

長いこと外地にいた姉たちがひきあ

︵三︶ ﹁自分には父もある︒母もあ

りません︒姉だけにわかるへんなことば

と目みたとき︑ 天にものぼるほどうれし

わいいめいとおいにあたります︒ おいの

とですが︑ わたしには︑かわいいめいと

というのは︑ 父母にとってのことですが

ごたちといっしょに︑ 同じ屋根の下でく

ん

十一876園 ︒じゃあ︑ここに二円だけおいていく
十一8710 そばのもとの場所に帰ると︑病人はほっ
十一886 ︑一日ずっとそばにいました︒しかし︑
たの回しんのときに︑医者は︑﹁︿略﹀︒﹂

18

18

18

19

18

19

19

20

21

21

21

22

23

23

24

24

十一882 チロはまた︑病人に飲み物を飲ませたり

十一888

1了

17332522105312733127317
囹園囹囹囹園囹囹囹園園園圓
24

十一887 ︒顔はむらさき色になり︑呼吸はいよい

は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑が
かたちって︑あとにいくつかの実がなつ

をはじめた︒そこには一本のざくろの木

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

25109984

十一891 さしい色がその目にうかぶこともありま

園芸

8

853322953

81
81
81
81
81
82
83

十一902 医者は︑病人の上にしばらくのあいだう

園囹

24

10

10
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12

12

12
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13
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十十十十十十十
十一893 年は夜どおしそばについて︑病人をみま

88777766555593929292929191919090
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園園
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ことばで︑わたしに知らせるようになり

いって︑かべぎわにおしつけてしまった

くとなると︑すぐに手をついて︑いざり

持たせているうちに︑民ちゃんは三足四

︑﹁水﹂がその中にはいっているもので

っきり教えるために苦しまれたのですが
︑新しい人形を手にとって︑ゆかにたた

手にとって︑ゆかにたたきつけました︒

のかけらを足さきに感じながら︑ゆかい
いろりのかたすみにはきよせておいでに
はきよせておいでになっているようすを

私は暖かい日なたにでかけるのだと知つ

はゆっくりと︑次には早く︑﹁水﹂とい

らのあまいにおいにひかれて︑庭の小道

を先生の指の動きにそそいでいました︒

こうして私は︑物にはみな匿まえのある

あいだに︑別の手に︑はじめのはゆつく

流れているあいだに︑別の手に︑はじめ

びとを與えることになったのです︒こう
たのです︒私の手にふれるあらゆるもの
いろりのかたすみに走りよってかけらを

たからです︒へやに帰るとすぐ︑私は︑

めでした︒私の目にはなみだがいっぱい
やむ心と悲しみとに胸をさされました︒
ませんが︑その中には︑﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂

て︑小さなベッドに横たわりながら︑こ
一せつを︑日本語になおしたものです︒

ら︑この日が自分にもたらした喜びを思
たったとき︑大病にかかって︑みるはた
︑かんしゃくもちになったのもむりはあ
ののわかる子どもに育ててやりたいと念
じて︑もうあ教育に経験のあるサリバン
きていただくことにしました︒サリバン

あるサリバン先生にきていただくことに
をしつけていくのには︑なみなみならぬ
︒しかし︑ケラーに﹁ことば﹂というも

40

40

41

をわからせることによって︑そのまつ暗

心がついて︑学校にいくようになりまし

明かるくすることに成功しました︒だん

ん︑サリバン先生に手をひかれ︑ふたり

サリバン先生なしには︑生きていけませ

のです︒手のひらに文字を書くことから
︑そのにぎりかたによって﹁ことば﹂を

生をケラーのためにささげました︒その

うるりさ︒あれにあわせてしばいをす

形などは︑長さにすれば一メートル以

︒﹂﹁文言のほかにまだあるんですか︒

が︑これは人間にできないことでも平

けだけれど︑絵には絵のいいところが

考えないところに︑人間の美しさやお

やを美しく舞台にあらわそうとする望

人形を思うままに動かして︑喜びや︑

間がいるところには︑かならず詩もあ

っていても︑心にあることを︑なにか

﹁だいたい人間には︑顔の色やくらし

て︑いろんな國にいろんなものがある

それが音樂や歌にあわせてしばいをす

光をあてて影絵にしてみせるのだが︑

けてある︒これに光をあてて影絵にし

ていると別世界にいったような潔しい

人がいて︑ものによっては︑三人がか

んだがね︒日本には︑文樂といって︑

︒﹂﹁さあ︑人形にきいてごらん︒はは

に︑人形が夜中に集まっておどりだす

だいた童話の本に︑人形が夜中に集ま

う愛情とが︑ 一つになったおかげです︒

一のサリバン先生に対する信頼と︑サり

で卒業し︑はかせにまでなりました︒こ

41

41

41

いて︑いざり歩きになります︒かた足を

のです︒いまそこにいたかと思うと︑も

せん︒立ちはじめには︑物を持たせると

と︑もう次のへやにはいっているという

いって︑民ちゃんに持たせてみました︒

さあ︑いっちょにいきまちょうね︒﹂

って口から地面におりて︑わたしのげ

した︒こんなふうにして︑毎朝おべんと

とば数のふえるのには︑おどろいてしま

日︑私が満七さいになる三ヶ月まえのこ
︑じっとげんかんにたたずんでいました

︑みあげる私の顔に降りそそいでいまし

て︑次のしゅん間には︑私は︑先生

︑私を愛するためにきてくださった一

目をあらゆるものに向けて開いてくださ

かたの両うでの中に強くだきあげられま

ン先生は︑お着きになったあくる朝︑私

る朝︑私をおへやに呼んで︑一つの人形
︑先生は︑私の手に︑﹁人形﹂という文

しい喜びと得意さに大はしゃぎで︑二階

んなものがこの世にあることさえ知らず

．いく日かのあいだに︑なんのことともわ

もわからないままに︑私は︑﹁ピン﹂﹁コ

は︑先生がおいでになってからいく週間

た︒けれども︑物にはそれぞれ名まえの
形を私のひざの上において︑﹁人形﹂と

名であることを私にわからせようとなさ

7
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42
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二497

①古はがきを横にまいて︑ひとさし指

十二499 を二まいとも八つに切って︑そのうち一
十二4910 まいだけを正方形にする︒ほかのはよく
のりをつけてつつにかぶせる︒ω首の

いれて︑首を着物にぬいつける︒ω手

あわせて︑図の形に切る︒これを二まい

三十センチぐらいにつぎあわせて︑図の

に切って︑まん中にあなをあける︒②

さ九センチくらいに切って︑まん中にあ

て︑一まい一まいによくのりをつけては

こして︑もんだ紙にのりをつけないで︑

ほうをいれて︑穴に糸を通してぬいつけ
人形

とさし指を首の中にいれ︑おや指となか

いたのうしろがわにいれる︒ 2

は人形の顔を前後に動かす︒ 三 舞台
︒ 2 舞台の上には︑紙やいたぎれで

からである︒母音には︑正しい歴史にも

説が︑そのあいだにおりこまれているか

には︑正しい歴史にもとづいたものもあ

多い︒また︑文章に書きつづられて有名

人たちのなくなるにつれて︑順々に消え

見される︒その中には︑世界に共通なも

その中には︑世界に共通なものさえある
ごろう

しまばら

ものさえある︒次にいくつかの例をあげ
うんぜんだけ

そ五郎 昔︑島原にみそ五郎という大き

そ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑ひなた

ありあけ

お

が

かみやま

ゆじま

あらうのを領しみにしていた︒雲仙岳の
︒雲仙岳の中ほどにあと
るう
唐の池は︑みそ
あきた

もとやま

れが︑有明海の中にある湯島であるとい
秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という

が︑ふしぎなことに︑神山のほうには︑

は困りはて︑おにに向かって︑一つの難

つみね

こぎり

一つおきに右と左にすこしよじ

のこぎりには︑はがある︒のこ

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

い切って︑水そこにとびこむと︑小川が

のびない︒また人にみられるのもこまる

のからだをみせるにはしのびない︒また

りの母がある︒母にそのからだをみせる

ってしまった︒家にはひとりの母がある

のびて︑おしまいにへびになってしまつ
︑おしまいにへびになってしまった︒家

かった︒そのうちにからだがだんだん長

と思って小川の岸にでてみると︑美しい

湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木こりが

おいらせ

旦ハをかりっぱなしにして返さなかった︒

になった︒その中にわるい人がいて︑か

だれもかれもかりにいくようになった︒

徳島縣の山善山に︑家具の岩屋という
︒そのことが評判になって︑だれもかれ

とくしま

このとき︑高どのに立っていた長者は︑
︑まねかれるままに空の中ほどまでもど

︑日ははや西の山に傾いて︑くれそうに

ある︒昔︑この里に長者がいた︒一代二
︑先祖のことを鼻にかけて︑わがままを

右四キロのところに︑まわり十ニキロの

ひとりずつ︑おにに人間をくわせてやる

おにが一夜のうちに百だんの石だんをき

んでいて︑毎年村にあらわれては︑田や

とに︑神山のほうには︑昔から九十九だ
︒昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑

55299776655410722117119875321098865
がって︑

一つおきに右と左にすこしよじれて︑二
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りをかけて右と左によじっておかないと

ら

があっても︑それにあつみと廣さがなか

そ

の芭蕉の家の近くに︑曾良という人が住

いので︑寒さは身にこたえましたが︑雪

した︒先生の近くにいればこそ︑毎日教

バサリと︑まくらにひびくのでしたが︑
︑すべての音も雪にうずめられたような

ちのかけていく方に︑自分もいっしょに
︑自分もいっしょにかけだしたいと思い

たったりふところにとびこんだりします

はのらないで︑顔にあたったりふところ

さな手をしゃくしにして︑受けようとし
︑あられはその手にはのらないで︑顔に

や︑芭蕉の足もとに落ちて︑はね返った

話をしているうちに︑パラパラと音がし

いつも遊び友だちにしていました︒﹁︿略

もや︑のりをとりにでるりょうしの子ど

いるのは︑川べりにある船大工の子ども

した︒そのあたりにいるのは︑川べりに

した︒そのあたりに遊んでいる子どもた

ました︒そのうちに︑冬がきて︑くもつ

のようにして芭蕉につかえながら︑はい

近所へ木をひろいにいったりしました︒

蕉のおきないうちに︑いどから水をくみ

をかりて住むことにしました︒そうして

自分は︑その近所に別に家をかりて住む

んでいて︑なにかにつけて不自由であろ

句を勉強することに心をきめました︒曾

ばしょう

てから︑その弟子になりました︒そうし

ないと︑じき︑役にたたなくなる︒どん

をもったのこぎりににている︒しかし︑

ないと︑なんの役にもたたない︒のこぎ

3211111099854107651187543110107542642110
68

69

69

57

57

57

57

5了

十二501③正方形の一まいにのりをつけてつつに

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

69

了0

了1

50

了0

了0

了0

了0

了0

71

71

了1

71

了1

了1

了2

72

了2

了2

了3

了3

了3

了3

了3

了3

了3

73

75

75

51

57

58

59

59

59

60

60

60

61

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

63

63

52
54
54
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
57

66

67

67

6了

52

50
52

50
52
53

53

53

53

長く切った古新聞にのりをつけてとめる

41111098655108665103109521010322942
5了

に一に
300

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

どうしてもこずにはいられませんでし

︒そのひとみの中には︑﹁︿略V︒﹂という

人は︑いよいよ手にあせをにぎりました
受けやすいところに︑送ってやったので

たびはげしいものになっていきました︒

いた両選手のために︑見物人たちは︑し

入れをしている父にこういわれたら︑バ

きまわしている父にこういわれたら︑手

われたら︑水さしに水をいれて持ってい

りばこをあけた父にこういわれたら︑言

ケツか︑じょうろに水をいっぱいいれて

われたら︑手おけに水をいっぱいくんで

や︑音声や身ぶりによって︑いろいろに

ききわけて︑それによくかなうようにし
︒もし︑そのわけにかなわないことをす
へんおかしなことになるばかりでなく︑

とはいえないことになる︒話をきくとき
る︒話をきくときには︑相手の人のいっ
ないと︑相手の入に満足を與えることが
分が話をするときには︑その場のようす
︑その場のようすによくあうように︑氣

﹁ごちそうさま﹂にしても︑そのときそ

﹂というあいさつにしても︑ほんとうに
︒食事のたびごとにいう﹁いただきます

でいうだけのことになる︒ただ習慣とし

﹁くりひろいにいった︒﹂太郎が︑

をいやしめることにもなるからである︒

︶

は︑その場その場にあらわれるその人の
たろう
くりひろい﹂の中に︑さまざまな氣持を
氣持をこめているにちがいない︒天氣の
帰っておかあさんにゆでていただいたこ

91
92

したしずかさの中に︑芭蕉は心をすませ

vやがていろりには︑パチパチとしば

芭蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだ
︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめてこし

た︒テニスコートには日本とメキシコの

います︒スタンドには︑はじまるまえか

けて︑練習のためにコートにでました︒

習のためにコートにでました︒すこしば

てから︑休けい場にもどってくると︑中

しい十一二の兄弟にサインを頼まれまし

ままで試合のまえにこんなふうにはげま

まえにこんなふうにはげまされたことは

＋二7912囹
のテニスの試合には︑どちらをおうえ
ン﹂ということばに力をいれて答えまし

母國の選手のために︑勝つことをいのつ

時間もぶっとおしに戦いました︒なんど

月︑八月の四ヶ月にわたって︑十一ヶ國

は︑最後の決勝戦にのぞむことになりま

勝職にのぞむことになりました︒もし︑

じめてもらうことになります︒清水選手

もし︑この決勝職に勝つことができたら

ートル︑みるからにりっぱな体格は︑小

のひかれたコートには︑日ざしがさんさ

なはく手をふたりに送りました︒﹁︿略﹀︒

じまりました︒目にもとまらぬボールが
︑ネットの上を右に左にと︑ゆききしま
ットの上を右に左にと︑ゆききしました
つのボールを中心にして︑両選手はとぶ

に︑﹁くりひろいにいった︒﹂と書いた︒

かに︑この文の中にたたみこまれている
あきこ
たみこまれているにちがいない︒秋子も

も︑﹁くりひろいにいった︒﹂といい︑﹁

であるが︑その中にたたみこまれている
︒となりの友だちにさそわれていったこ

うことばは︑だれにでも同じようにわか

もっている︒そこにことばとしての性質

場のようすが相手にみえないから︑こと

とんぼを︑心の中にえがきだす︒﹁︿略﹀︒

まり心を練ることになる︒心を練るほど

る︒文を書くときには︑よく手をいれる

んでなく︑読み手によくわかるようにく

いいあらわしかたには︑いっそう氣をつ

とでしょう︒土器には︑なわ目のもよう

運んだりするときにもつかったことでし

る貝は︑三百種類にものぼりますが︑古

るでしょう︒それにはあなたがたのおと
︒貝つか ここに貝がらがあります︒

あなたがたの家に︑耳鳴帳があるでし

の人の生活や経験によって生かされてく

手の思いでや心持にとかされて︑その人

ったことを心の中に思いうかべる︒いっ

であるが︑読み手によって︑三人三よう

しょんぼりと校庭に立っていると︑赤と

おと年︑この学校にうつってきたときの

とらずに︑花を手にいっぱいつんで帰っ

赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぽい

かけたが︑道ばたに野はぎがさいていだ

ふと思いだす︒弟にせがまれて︑赤とん
︑赤とんぼをとりにでかけたが︑道ばた

分もそんなところにいって遊んでみたい

すすきの野原を心にえがき︑自分もそん

を読んだ人々の心には︑めいめいちがっ

でも読んで︑すぐにそのわけがわかる︒

3
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合をみているうちに︑早くも︑第一回は
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もん式土器のほかに︑やよい式土器とい
︒手首やむねなどには︑まがたま︑まる

三百年ばかりまえに作られたものであり

千二百年ほどまえに︑はじめて作られた

いん

金がなかったときにくらべて︑お金がで
びょうどういん
︑九百年ほどまえに作られた平等院とい

院という建物の中にある名高いほうおう

は︑屋根のかざりにほうおうがついてい
︑屋根の形や左右にのびたろうかのかつ

ろうかのかっこうにも︑ほうおうという

らわれていることに氣がつくことでしょ

ます︒向こうがわに店がみえます︒皮ざ
︒ 絵巻物 四つに組んだ大ずもう︒か
かまくら

終りから鎌倉時代にかけての藝術の中で

能面 これは能につかうお面です︒舞

仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま

身ぶりや︑手ぶりによって︑このお面は

語 三年差のときに習ったイソップ物語

教の宣教師が日本に傳えたのは︑三百干

た︒日本のことばになおしてローマ字で
え

ど

これは︑茶だんすににていますが︑そう

ません︒江戸時代にできたまき絵書だな

るしをぬったうえに︑金や銀のこなをま

す︒黒うるしの中に︑銀や貝が光をはな
︑古くから外國人にもてはやされてきま

く人と︑それを木にほりつける人と︑吊

りつける人と︑紙にすりあげる人との干

す︒三人がひとつに心をあわせた美しさ

から百八十年まえに︑日本で出版したも

1099999888777766655555544115115115114114114113113

日本語になおすのには︑どれほど苦心し
であります︒汽車にかぎらず︑船でも︑

二

眞理

の進まないところには︑迷信が行われる

のかふんがめしべにっかないようなくふ
︑かふんがめしべにつくときはよくみの

だ研究をする土台にするのである︒たと

の関係や︑その間に行われる法則を知っ

正しい知識を得るには︑考えたり︑調べ

がらである︒知識には︑浅いものと深い

はたしていくために︑知識をますことは

人生よ︑長くそこにあれ︒﹂

いうしずかな午前にあって考える︑﹁︿略

うに︑白雲をかたにまとった小山をめぐ

にあらわれて︑目に見えぬかすみのよう

のきざしは︑よもにあらわれて︑目に見

て︑私たちの頭上にとびかい︑歌うだろ

みにしずんだものにも︑春は︑希望の帰
︑遠い國からここに帰って來て︑私たち

た︒長くかなしみにしずんだものにも︑

として︑あさい水には︑あしのめがすく

日のしま目もようにもちらちらとして︑

は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ日

むれは︑おたがいにひじをつつきあって

に︒その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな

小枝のあみ目の先にも︑はやふっくらと

調がそろったときに︑はじめて︑日本が

ということは︑身に行うということです

していくよりほかに道はありません︒こ

国家をきずくために︒こんどの新しい平

國日本を作るために︑また︑文化潮岬を

が︑全國からここに集まって︑いろいろ

4108653876875！12439976529586687592
ば︑移轄をするのに︑方角がよいとかわ
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ませんか︒はにわには︑このほか︑うま

2117111103−Z19651063109223711986327393108
のですが︑この本によって︑日本の医学
︒この本を日本語になおすのには︑どれ

10

たり︑生まれた年によって︑その人の性

の空にえがく道は︑だえん

もいたし︑めくらにもなりかけていたの

じてはならぬ︑人にも説いてはならぬ

リレオは︑ローマに呼びだされて︑自分

だし︑その説を人に教えてはならない︑

をえがいて︑一年に一回︑太陽のまわり

といって︑一書夜に一どずつ︑自分で西

はいつもその焦点にいるものだ︑という
︑イタリアのピサに生まれたガリレオと

いますが

十六世紀の中ごろに死んだ︑ポーランド

した︒これを最初にいいだしたのは︑十

ようなことが︑目についてきたのです︒
︑天動説とは反対に︑地動説が出てきま

な考えかたがもとになって︑東洋でも西

東の空から西の空に向かって動きます︒

になると︑西の空にしずみます︒月も︑

らのぼり︑夕がたになると︑西の空にし

は︑今日︑世の中にどれほど害をなして
︒ ガリレオ 朝になると︑日は東の空

知識によらず道理によらず︑いたずらに

ばならない︒知識によらず道理によらず

して︑人は︑道理によって動かなければ

には︑科学的研究によっても︑まだ知ら

のは︑科学的研究によって調べられる︒
︒もとより世の中には︑科学的研究によ

のは︑普通の知識によって知られ︑むず

と他のこととの間に︑すこしのつながり

このように︑道理にあわないことを信ず

までもない︒日本には︑毎年︑約二百万

かぬ國の人々などには︑この考えのまつ

まえの人も世の中には多いが︑ある人は
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十三163 あったということにして︑ゆるしてもら
十三173 近海の漁場のほかには︑鉱山があるので
十三176 世界の子どもたちにおくった︑アンデル
十三178 ︑千八百六十四年に︑ドイツオーストリ
十三179 リアニ國との戦いに敗れ︑賠償として︑

十三182 國運をもとどおりにするか︑これが︑デ
十三186 した︒たとえ戦いに敗れても︑精神的に
十三188 るかは︑このときにさだまり︑この苦し
十三188 ︑この苦しいときにうちかっことのでき
十三191 画をたて︑その顔にほほえみをたたえて

十三1812 ︒かれは︑その胸に竃馬回復の計画をた

十三194 ほったりするときに︑よく︑細土の地質
十三196 これを豊かな土地にしょうとする大計三
十三198 想を実現する誠意にみちていました︒ユ
十三1912 めを実現するために︑ダルガスのとるべ

十三202 ︑八百年あまり前には︑よくしげつた三

十三202 iトランドの平野には︑八百年あまり前
十三204 をおこたったために︑土地は︑年を追っ
十三207 牧草を植えることにありますが︑もっと
十三208 しいのは︑あれ地に木を植えることです
十三209 スは︑このあれ地に育つ木があるかない
十三2012 トランドのあれ地にも育つだろうと思っ

十三2012 うと思って︑実際に試験してみると︑も
十三212 強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこ
十三214 実は︑これがためにくじかれることなく
十三216囹 解決してくれるにちがいない︒﹂と︑

十三219 エー産のもみの間に植えてみると︑両三
十三211一 トランドのあれ野には︑年ごとに︑みど

十三219のもみは︑たがいにならんで生長し︑三

いものはないまでになりました︒ユート

ペキンの町には︑ホートンが︑あ

いろいろなもの音に︑耳をかたむけたり

を走ったり︑地面にこしをおろして︑あ

いホートンの留場に︑子どもたちがたむ

でいる子どもたちにとっては︑かけがえ

ではあるが︑ここに住んでいる子どもた

ら高い土べい続きになっている︒あまり

風景

里と︑熱誠な早耳によって︑あれ地をみ

した︒敗軍のために意氣のおとろえた三

おあまりあることになりました︒ところ
︒ところが︑ここに︑木材よりも︑農作

わりました︒戦いによって失われたシュ

は︑いたるところにしかれました︒とう

では︑百五十ばいになりました︒道路・

が︑いたるところに生まれました︒土地

あたえられたうえに︑いい氣候があたえ

林がしげったために︑こえた田園となり

ほかわずかのものにすぎませんでしたが

結果は︑木材だけにとどまりません︒第

親子の発見と努力によってもたらされた

トランドのあれ地には︑おいしげったも

が︑ダルガス親子によって︑発見された

かえってさまたげになるという︑植物学

ると︑そのとおりになりました︒小もみ

スの意見を︑実際にためしてみると︑そ

して︑生長するにちがいありません︒

︒もしある時期になって︑小もみを切

︑大もみのそばにならべておくからで

ある大きさ以上に生長しないのは︑き

いダルガスは︑父に︑﹁︿略﹀︒﹂といいま
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のである︒もの音には︑いろいろなもの
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十三2111 れ野には︑年ごとに︑みどりの野が廣が

十三227 その生長は︑これによってはたされなか
十三229 ﹂といって︑かれにせまりました︒ダル

って來る︒かた手には︑大きな毛ぬきの

土べいのかたすみにたまる︒ふわふわと

から︑はとがむれになってとんで着ると

ふえが鳴る︒ふえには大小があるから︑

る︒これは︑はとにふえをむすびつけて

分を味わう︒早春になると︑はとぶえが

あざやかな色どりに︑正月十分を味わう

には︑門のとびらに︑まっかな紙の乱れ

とではない︒正月には︑門のとびらに︑

うその美しさが胸にきざまれる︒文字の

に面した家々の門には︑﹁れん﹂が書か

りする︒ホートンに面した家々の門には

ちは︑あわてて家にもどって行ったりす

ートンの廣場などに︑かげ絵の舞台をこ

つた明かるい夜空に︑なんきんだまのよ

おこさせ︑冬の日には︑いかにもさむざ

がひびく︒夏の日には︑この音がすずし

の音であろう︒水に不便なペキンでは︑

ても︑いちばん耳に親しいものは︑水を

のようなホートンには︑それが︑ふしぎ

略﹀︒﹂と歌う︒秋には︑なつめ責りがや

れが︑見ている人には︑かえっておもし

集まる︒まるく輪になったその中で︑さ

れそれ子どもたちにはすぐわかる︒その

も︑そのうちかたによって︑調子がちが

音をたてる︒どらにも︑大小さまざまあ

にふんどうがどらにあたる︒﹁ボーン﹂

がゆれて︑しぜんにふんどうがどらにあ

さげ︑その両がわに︑ふんどうをつるし

いる︒前の荷の上に︑小さなどらをぶら

う︑頭をつるつるにそられている︒糸屋

のを持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎつ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

室右がわのかべに︑電話がとりつけて
︑配給物を取りに行ったんじゃないで

っている︒その間に︑ぼうしをぬぎ︑指

つ⁝⁝え︑うちに來たんですか⁝⁝へ

ね︒おかあさんに⁝⁝はい︒早く帰つ

ると︑また電話口に行き︑電話をかける
︒その間︑かた手に持ったさっきの手紙

︒きょう︑うちに來たんだって⁝⁝う

るよ︒いっしょにっかえばいいよ⁝⁝

んだ︒いまここに持っている︒なんべ

ある︒いっしょに読もう︒ああ︑リッ

きみをお客さんにして︑ハイキングに

て︑ハイキングにつれて行くって⁝⁝

を⁝⁝それきみにくれたの⁝⁝マンシ

シュウの子どもに︑お礼の手紙を書こ

たら︑いっしょに︑そのマンシュウの

ね⁝⁝え︑ぼくに⁝⁝いらないよ︒せ

⁝うん︑忙しみにしているよ⁝⁝おじ

さんやおばさんによろしく︒さような

ら︑舞台のまん中に出て來る︒三郎画

する︒三郎︑それに氣がついて︑三郎﹁

︵と︑うら手に行く⁝⁝声だけ続く

45
45
4了
4了
4了
4了
4了
50
51
51
51
52
53
53

十三5911園

十三595

十三592園

しい人が︑その前にひれふしている絵で

スデンの美術館にある絵で︑﹃シスト

︒ですから︑文字にあらわれていないあ
ばを考えて︑それによって︑﹁⁝⁝﹂を

十三5912園︑かわりばんこにやって当て︑あいて

き︑この絵の前には︑ 一台の長いすが

うします︒見物人にせなかを向けないよ

チューリップの花に消える︒そよ風の弔

十三609園

をしのいで大家になり︑自由にふでを

さは︑普通の人にもわかるだろうね︒

でしょう︒ぼくには︑そのうまさがよ
十三612園

目をあげて︑かべにかかっている一まい

十三604

しか

十三614園

午前の森に︑しかがすわってい

える︒そよ風の中にひっそりと︑客をむ

いる︒そのせなかにその角のかげ︒あぶ

十四5一

十四48 あわせなものの中に︑かえって︑人間と

︑その名のわが國に知られている人は︑

十四42

山の湖水

ているその耳もとに︒

十四46 リップの作品の中にみなぎっている空き

きり

子うしをつかまえに行って來るよ︒早う

場の泉を︑そうじに行って來るよ︒ちょ

よ︒失うしのそばに立ってるんだが︑ま

リップの作品の中には︑たしかに︑私た

る︒おさないころにそうだった︒おとな

いて︑その右の方に︑もうひとりの子ど

うだった︒おとなになってる︑いまもそ
︑はがきの上の方に︑まるく原色ですつ

十四511

十四511

業のためにパリーに出て︑市役所のガス

︑文学修業のためにパリーに出て︑市役

十四58 ︑まずしさのために︑すこしもゆがめら

十四56 しい木ぐつしの子に生まれ︑おさないこ

の下の白いところに︑先生の手で︑こう

のガス係という職についたとき︑ふるさ

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
十三564園

十四61 たつぎの手紙の中にもよくうかがわれま

十四62 えて︑私たちの胸にまでせまってくるで

二くん︑おしまいにおかあさん︒ですか
︒ですから︑舞台に出ている人は︑四人

十三574圓

十三574囚剛

十三572園

は︑おけのそこにかいたという小さな

た︒その﹃いすによるマドンナ﹄は︑

そこからローマに出て︑へき画をかい

十四711團にとっての手本になってくれるでしょ

＋四710国出をまもることにしましよう︒おとう
十四711国 一生は︑私たちにとっての手本になつ

たあとで︑七時にパリーに着きました
十四66国
十四66團 ︑七時にパリーに着きました︒たって
十四71国 のことをお考えになってください︒そ
十四72国うして︑ご自分にはまだ子どもたちが
十四74国 のだと︑お考えになってください︒ど
十四77團 おこったというにすぎないのです︒私
十四79国 とうさんのために︑心からの思い出を

声は︑見ている人には聞えません︒そこ

十三578園

十三577

ました︒﹁ぼくには︑よくわかりませ

十四81團ばのつくえの上におきます︒一生の間
十四82團を思いだすことにします︒それは私に
なりません︒そこに︑このしばいのむず

とその絵を目の前に見るようなようすを
くんのことばの間に︑あいてがなにかい

心しているうちに︑たいそう上達した

十四512たとき︑ふるさとにのこした母へ送った

十四512

ら五百年ほど前に︑イタリアのラファ
十三539團
十三541團もので︑﹃いすによるマドンナ﹄とい

これでも︑しばいになっています︒ただ

十三5612園

十三567園

いう町の絵画館にかざってあるよ︒ラ

す︒ただ︑あいてになる人が︑見物人の

んちがっているのにおどろきました︒絵
．だの色の美しいのにおどろかされました

も︑本物をごらんになっているだろうと

た︒それで︑すぐに︑おとなりのおじさ

の腸持を︑だれかに話してみたくてたま

いうことは︑すぐにわかりました︒そう

21110764

人が︑見物人の目につかないだけです︒

のしばいは︑舞台に出て來る人が︑ただ

45
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つけてある︒左手につくえ︒電話のベル
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
まおうとお思いになるにはおよびませ

んですから︒私には決心がつきました

ん︒じゅみょうにも負けなければなり

かあさん︑運命にはしたがわなければ

ます︒それは私にとって︑このうえも

十四136團

十四132團

十四131国

十四129團

十四123團

十四122團

のか︑おわかりになります︒それに︑

十四1212国

︒もうじきお目にかかれます︒あなた

ピー入れば︑中に小さなめもりのよう

は︑このランプに満足しきっているそ

でもりっぱに役にたちます︒かさは︑

わりをお見つけになれるでしょう︒そ

＋四1912んなの話をお聞きになって︑又略﹀︒﹂と

ろ︑おかあさんにしても︑私にしても

十四141團

十四1311団えの上︑私の前においてあります︒お

のことをお考えになって︑この世の中

十四149国玉

十四145国︑生きておいでになったときそのまま

と︑こうお考えにならなければいけま

妹にしても︑私にしても︑心からおか

かといえば︑妹にしても︑私にしても

十四151国

十四151團

になられたときには︑自分には子ども

かなしいお氣持になられたときには︑

十四1410壁厚︑ごいっしょに一月をくらせるのだ

十四2211であったとお話しになったので︑私たち

明しておもらいになるといいと思いま

るとか一それには︑つかいかたを書

らかくするために小さなかさがあると

十四168團

十四163国

十四162国

十四1512團

十四1511團

︒ランプがお氣にいって︑うれしく思

ます︒私がそばにいないことなど︑す

ものおなぐさめにしたいと思っていま

からだはこちらにいても︑このまここ

れば︑おあいしに行く日のくるまで︑

＋四2412ラジオといっしょに︑﹁ラジオ﹂という

十四2411ことばもいっしょにはいってきたので︑

十四2411ら傳えられたときに︑そのことばもいっ

交通をして︑日本になかった品物が︑外
＋四2410

十四256しいものが世の中にできてくると︑こと

十四173團せください︒私には︑おかあさんのお 十四254とばが︑いっしょになっているというこ

十四253まざまなことが心にうかんできた︒もの

十四251り︑タバコとともに︑﹁タバコ﹂という

るのです︒じきに九月になります︒そ

ました︒パリーにある︑なにかそうい

おすがたが︑目に見えるような氣がし

傳わってきたときに︑そのことばもいっ
十四2511

十四257 ︑ことばも︑それにつれて︑新しく生ま

るとは︑お思いになりませんか︒どん

ます︒どの時間になにをしていらっし

十四1611團

十四174團

やるか︑この私にはわかるのです︒で

十四172国

十四175団

したら︑おそばに行けます︒さような

ちらをおつかいになってもかまいませ

十四175国
子をととのえるには︑どうをあちらこ

十四184囹うべ︑にいさんに聞いたよ︒﹂といっ

十四178国︒が︑近いうちにまたはじめましょう ＋四2512ことばもいっしょに傳わってきたのにち

＋四2512に傳わってきたのにちがいない︒そうし

です︒いっしょに小さなかさを送りま

をあちらこちらにまわすのです︒いっ

つ油をおつかいになったほうがいいの
︒ランプはかべにおかけなさい︒きは

す︒じきに九月になります︒そうした

も︑一週間ごとにお手紙をさしあげま

かくごをおきめになり︑自分を愛して

きなかったことに対して︑しっかりし

らだをおいためになるなんて︑どうあ

かなしみのために︑おからだをおいた

としておしまいになったら︑あなたの

十四152團 ときには︑自分には子どもがあるとい 十四234 で︑みんなは口々に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そく
十四152團 うことをお考えになって︑力をとりな 十四236略﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒すると先生
たとえば︑ここにあげたことばの中で
十四155国さしさこそ︑私にとっては︑いちばん 十四239園
十四243を聞いているうちに︑私は︑どうしてこ
十四158国 か︑ちょっと私にはわかりかねます︒
十四1510團 紙をあげることにしましよう︒そうす 十四245 ってきて︑日本語になったのだろうかと
とばが︑日本語になったのでしょう︒
十四248園

は︑おたがいに︑それほどはなれて

て︑この世の中には︑まだ幸福がのこ

す︒おとうさんに対しては︑このうえ

のことをお考えになるのです︒おかあ

んにしても︑私にしても︑とてもわす

そらくいっしょには着きますまい︒コ

とお思いになるにはおよびません︒な

十四204せた︒みんなが席につくと︑先生は︑私
十四208しゃつてこくばんにお書きになった︒﹁︿
十四208 こくばんにお書きになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十四216ら︑先生のお書きになる文字に目をそそ
十四216お書きになる文字に目をそそいだ︒先生
十四217生は︑そんなことにはおかまいなしに︑
十四217にはおかまいなしに︑どんどんお続けに
十四217 ︑どんどんお続けになった︒﹁︿略﹀︒﹂と
さ とう
十四222は︑あまり多いのにおどろいた︒佐藤さ
十四227囹︑いまは日本語にちがいないが︑もと
かっているうちに︑すっかりなれてし
十四228囹
十四229園まって︑日本語になったと考えていい

11111111111111重010101010109999999999888888888
101098761121210865111077543321121010996442
国君團團團團團團團團摂津男團里国国国国国団国国團團卓筆月曜国團團

十四261 ︑先生から︑日本にはいってきた西洋医
十四265 はいってきたときに︑また︑チフスやト
十四266 はいってきたときにそれぞれ傳わったこ
十四2610 はいってきたときに︑いっしょに傳わっ

十四268 また︑音樂の時間によくつかう︑リズム
十四2610 ときにYいっしょに傳わってきたことば
十四2611 ︑図画工作の時聞によくいう︑デッサン

十四271 はいってきたときに傳わってきたのだと
十四274 た︒それで︑先生にそのことをおたずね
十四276園 あまり古い時代にはいってきて︑長い
十四277園 かっているうちに︑もともとからの日
三

十四287 もったような面持になって︑家に帰って
十四288 氣持になって︑家に帰ってきた︒

十四292 の光 あなたがたに見てもらいたいもの
十四293 というと︑どこかにしまってあるものの
十四296 です︒それは︑空にかがやいている星で
十四297 しから︑あまり星に親しみをもっていな
十四298 おとぎ話は︑日本にはあまりありません
十四2910 ずさいていだために︑天上の花を見よう
十四307 ます︒小さな島國に住んでいたために︑

十四305 もの︑大きなものに心をくばることがた
十四307 に住んでいたために︑氣持までちっぽけ
十四308 でちっぽけなものになってしまったので
十四315 ︑とても世界の中にはたっていけません
十四316 ︑これからの日本にとってだいじなかた
十四3112 るほどりっぱな國になっていくのです︒
すめましたが︑中には︑﹁︿略﹀︒﹂という

十四321 私は︑あなたがたに星を見るようにすす
十四322

十四322囹 を見たってなにになる︒﹂という人が

十四324 はなれているために︑自分たちとはえん
十四328 たのです︒よそ目には︑星と人間とは︑
十四3210 です︒人間は︑星によってみちびかれ︑

てみちびかれ︑星によって生きていると

十四4411 ばいもある定期船につきあたってち
︑ん

十四432囲れる︒くちびるに歌をもて︑ほがらか
十四434圃で︒日々の苦労に︑よし心配がたえな
十四436圏とも︑くちびるに歌をもて︒そうすり
十四441圏る︒他人のためにもことばをもて︑な
十四442圃いる他人のためにも︒そうして︑なん
十四445圃のだ︒くちびるに歌をもて︑勇氣を失
氣を失うな︒心に太陽をもて︑そうす
十四447圏

て︑その地球の上に住んでいる人間など

十四4510

十四459

しずけさがあたりに廣がりました
す︒
る

︑ことごとく波にのまれてしまったよ
が

いま︑日々の生活にもつらい思いをして

われ︑そのことばにふかい感動を受けた

とき︑物理の時間に︑先生から︑星をつ

した︒聞くところによると︑キューリー

のない︑遠い世界にひきこまれるような

ものは︑うちゅうにも負けないくらい廣

十四477

十四476

十四471

＋四4610

十四467

十四463

しょうとつのときにあわてふためいて︑

えったような氣持になりました︒
歌って

て︑
自分が水の中にひたっていることも

十四4610 すうっといい氣持になって自
︑分が水の

十四468

ためにかえって波にのまれてしまったの

めいて︑そのためにかえって波にのまれ

かれは︑
いままでにどれだけ歌を聞いた

た護持で︑
この歌に聞きほれていました

大ぜいの來客を前にして︑
客間で歌って

聞える︑わたしにも聞える︒﹂三の人﹁

をあたえてくれるにちがいありません︒

うことも︑しぜんにわかってくるはずで
つと︑あなたがたに力をあたえてくれる

十四4812

十四487

十四486

十四485

十四485

十四483

本の大きなまるたに︑なん人かの婦人が

がしずむひょうしに流れ出たものらしい

たよりに︑その方におよいで行きました

︑歌の声をたよりに︑その方におよいで

こういう美しい歌に送られて︑死んでい

﹁この光を全身にあびよう︒﹂三の人﹁

十四501

さんの歌をたよりに︑マッケンナがおよ

十四494圃もて︑くちびるに歌をもて︒﹂このお

十四493囲

やみをぬって助けにきてくれました︒や
︒天には雲︑地にはあらそいがたえな

がふろうが︒天には雲︑地にはあらそ

太陽をもて

十四507

十四506

十四503

すが︑おしいことに︑歌を歌ったおじよ

︑あくる日の新聞に出たマッケンナの話

しい声を手がかりにして︒そうして︑マ

たのです︒﹁心に太陽をもて︑くちび
︒﹂三の人﹁喜びにみちてかがやく光︒

十四502

なかろうが︑心に太陽をもて︒そうす

心に太陽をもて︑あらし

わたしたちの前に︑朝がきた︒﹂一の

ないように︑寒さに氣を失って︑まるた
でいる︒ばら色にわらっている︒﹂三

すが︑そんなことにへこたれてはいけま
︑人間がだいいちにしなければならない

十四478

間は︑バクテリアにもおとるほどの小さ
︒そのバクテリアにもおとる小さな人間

もっと小さなものに感じられるかもしれ

はしまでとどくのに︑二十億年も︑かか

ユタイン博士の話によると︑うちゅうは

ん︒あのぎんが系に負けないほど大きな

る天の川の内がわにあるたくさんの星の

な集まりの一部分にしかすぎないのです

のです︒地球などになると︑なおさら︑

の廣大なうちゅうにくらべては︑太陽も

76538433510！0763210971274211211108418610
圃圏圏圃園園園園園
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十四514囹

︒﹁ひさしぶりにごちそうをたべて︑
れで︑よきょうに︑﹃︿略﹀︒﹄という話

66
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ることのすきな人には︑なかなかおもし

みだれて︑しまいに見えなくなってしま

︑それがだんだんに廣がり︑入りみだれ

湯げがのぼるときには︑いろいろのうず
︑いくつものうずになり︑それがだんだ

と思います︒つぎに︑湯げがのぼるとき

わりの空氣の温度によってもちがいます

のぼります︒反対に︑湯がぬるいと︑い

ずっとかるいために︑どんどんとさかん

て︑まわりの空氣にくらべてずっとかる

えてしまったあとには︑いまいった︑ち

いるのです︒空中にうかんでいた雲が消

ものです︒空中中には︑それが︑しぜん
︑それが︑しぜんにたくさんういている

ました︒そのしんになるものは︑ふつう

って︑そのまわりに︑蒸氣がこってくっ

そのしずくのしんになるものがあって︑

しずくになるときには︑かならず︑なに

の蒸氣が︑しずくになるときには︑かな

いっかべつのときにしましょう︒すべて

月にかかったときに見えるのと︑にたよ

見ると︑湯げの中に︑にじのような︑赤
︑白いうす雲が月にかかったときに見え

いときには︑日光にすかして見ると︑湯

り大きくないときには︑日光にすかして

見えます︒ばあいにより︑つぶがあまり

が︑ちらちらと目に見えます︒ばあいに

あて︑向こうがわに黒いぬのでもおいて

して︑日光を湯げにあて︑向こうがわに

なったのが︑無数にむらがっているので

て︑小さなしずくになったのが︑無数に

見ものです︒第一に︑湯の表面からは︑

43288632277664211121088766654421108

十四509 も︑われわれの耳にひびいてくるように
十四515囹

十四536園 そんな大きな実になったかということ

十四538園りのいいところに出て︑じりじりと暑
十四539園 りじりと暑い日に照らされながら︑せ
十四542囹 る力をかまわずに︑あなたがたが︑か
十四547園 ﹁では︑おさきに申します︒さっき︑

十四5410園らしているかたには︑土の中のことは

十四557囹 ｪ﹀︒﹂﹁ほかに︑だれもいませんか

た︒﹁生きものに︑いちばんたいせつ

十四626 いると︑だんだんに︑いろいろのこまか

十四622 一つあります︒中には︑熱い湯がいっぽ

十四622 茶わんの湯 ここに︑茶わんが一つあり

十四618園︑すっかり人間にあげてしまっても︑

十四618園ぼちゃは︑お礼に︑すっかり人間にあ

十四617園 來年もわすれずにまいてもらうことが

十四607囹 ︑どうして地面にはえたのか︑考えた

十四598囹 ときもおわすれになれないでしょう︒

十四595園 さっきから問題になっている養分だっ

十四594園 す︒しかし︑土にはえていないかぼち

十四591園丁のさいちゅうに︑あの雨のおかげで

十四5810園養分だって︑水にとけているから︑根

十四586園

十四582囹 が︑それを養分につくるのは︑葉さん

十四5712園本でできるためには︑私が熱と光とを

十四569園 りしたら︑それについている葉でも︑

十四565園 なかぼちやの実にはなりません︒また

十四564園分におこしらえになったものでも︑私

十四564園 になって︑養分におこしらえになった

十四563園 ︑空氣をお吸いになって︑養分におこ

十四563園︑それを日の光にあてたり︑空言をお

「〈

十四626 こまかいことが目につき︑さまざまのう
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のが︑庭の上などにできることがありま

うなると︑茶わんに接したところでは︑

にふれた部分だけになります︒そうなる

です︒もし︑表面にちゃんとふたでもし
︑まわりの茶わんにふれた部分だけにな

のお湯がだんだんにひえるのは︑湯の表

きりします︒つぎに︑茶わんのお湯がだ

かに動いているのに氣がつくでしょう︒

らんなさい︒そこには︑みょうなゆらゆ

よう︒白い茶わんにはいっている湯は︑

のほうを見ることにしましよう︒白い茶

お話はこのくらいにして︑こんどは︑湯

るという一つの例に︑らい雨をあげてみ

からは︑おたがいによくにたものである

んな︑茶わんの湯にくらべるのはむりで

かしまた︑見かたによっては︑茶わんの

とへ︑入れかわりに︑そのつめたい空氣
︑茶わんのばあいにくらべると︑しくみ

いにつめたい空華におおわれた地方があ

わりに︑わりあいにつめたい空房におお

いう地方のまわりに︑わりあいにつめた

方が︑日光のために︑特別にあたためら

雨のときに︑空申におこっている大きな

は︑らい雨のときに︑空中におこってい

ある︑高い柱の形になり︑たいへんな早

まきのようなものになって︑地面からな

きこむたびに︑横になびいては︑また︑

風がふきこむたびに︑横になびいては︑

す︒そういうときに︑よく氣をつけて見

ぽかあたたかい日には︑前日雨でも降っ

3211212119921298765311743331111187553111

の方では︑ぎゃくに上の方へのぼって︑

きます︒その反対に︑茶わんのまん中の

、
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︒これは︑湯の中にうかんでいる小さな

よく理科の本などにある︑ビーカーのぞ
︑同じようなものになるわけです︒これ

︑表面から外がわに向かって流れます︒

季の南がかった風になるのです︒茶わん
＋四7610

十四768陸と太平洋との問におこると︑それがい
十四769 ︑われわれが冬期に受ける北西の風と︑

十四767とまわり大じかけになって︑たとえば︑

ころとがほうぼうにできます︒したがっ

にして︑湯の表面には︑水のおりている

ます︒こんなふうにして︑湯の表面には

とへとどくじぶんにはひえて︑そこから

わりの︑わりあいに熱い表面の水が︑そ

いでおいたばあいには︑湯は表面からも

十四791ほうをかるく四つに割って︑あとは︑早

十四78！ ︑はじめにまん中になたをいれても︑き

十四779 でした︒私はすぐにこれをためしてみま
十四781 ︑たとい︑はじめにまん中になたをいれ

十四777 い︑竹を割るときには︑うらのほうから

十四776は︑木を割るときには︑もとのほうから

＋四7612では︑これくらいにしておきましょう︒

せられると︑それに接した空氣がふくれ

そのために︑さきにいったようなもよう

十四802れて︑子に︑まごにと傳えたことではな

十四802らっくられて︑子に︑まごにと傳えたこ

十四802 でしょうか︒ことによると︑なん百年と

十四793 ︑もとのほうを上にして︑上からはもの
十四795 のは︑木のばあいには︑どっちがうらか
十四797そのことを友だちに話すと︑﹁︿略﹀︒﹂と
に話すと︑﹁水になげこんでごらん︒
十四798園

十四793うは︑これと反対に︑もとのほうを上に

めなのです︒つぎには︑熱い茶わんの湯

湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ

めのようにたて横にやぶれて︑そこだけ
︒湯がひえるときにできる︑熱さとつめ

ると︑湯のおもてに︑にじの色のついた

十四811ちとらず︒石の上にも三年︒一事が万事
うり二つ︒おびに短し︑たすきに長し
十四815図
に短し︑たすきに長し︒かべに耳あり
十四815図
きに長し︒かべに耳あり︒ころばぬさ
十四816図
る︒親しきなかにも礼儀あり︒しゅに
十四819図

十四808人々に傳えるうちに︑あのような︑短く
十四809 ︑氣のきいたものになったものとも考え

十四808 ことをほかの人々に傳えるうちに︑あの

氣が︑日光のためにあたためられてでき

というようなことにも関係してきます︒

らひえていくときには︑どんな流れがお

のむらは︑飛行家にとって︑たいへんあ

十四827ら目ぐすり︒ぬかにくぎ︒ぼろを着ても
十四841らをとらえて映画にしたものである︒た
十四847か︑どんなばあいに︑どのようなけっし

ら陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきま
︑山腹と谷との間にあって︑山谷風と名

も礼儀あり︒しゅにまじわれば赤くなる
＋四8110

︑陸地と海との間に行われております︒

りも︑日光のためによけいあたためられ
︑もっと大じかけに︑陸地と海との間に

十四835るようすを︑映画にしたものである︒雪

します︒そのために︑さきにいったよう

うにならず︑むらになって︑茶わんのそ

湯の表面を︑日光にすかして見ると︑湯

きてきます︒これに日光をあてると︑熱
︑光が曲がるために︑その光が同じよう

ころと︑わりあいにぬるいところとが︑

643372128751976529987654332197754
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ようなけっしょうになるか︑空中の温度
︑さまざまな算学によって︑雪のけっし

vこんなことばによって︑映画は私た

けを︑映画的手法によって︑よくわかる

1996101098210754212115412918110976551097

みの毛は︑両かたにまつわりつき︑雪は

っとひどくしかるにきまっていた︒かわ

は人形のゆりかごにはもってこいだと思
︑まったくはだしになってしまった︒だ

道を横ぎったときに︑その上ぐつはぬげ

それをさけるために︑急いで道を横ぎっ

ったので︑この子にとっては大きすぎた

きは︑上ぐつを足にひっかけていた︒そ

雪はひっきりなしに降ってくる︒寒いこ

たかくながめた人によって書かれた文で

をとりあつかう人によって︑文章は︑ど

たり︑耳を地べたに近づけて︑なにかも
︑映画独特の手法によって︑おもしろく

ざされていた地上に︑ぽちっと黒い土が
︑この黒い土の上に集まって︑足でトン

である︒半年も雪にとざされていた地上

に曲がるのか︒風にふかれたからであろ

ろうが︑いつのまにか曲がってしまう︒

じ足あとをたよりに通って行く︒ぼつり

の足あとをしるべに︑第二の人が歩いて

説明のことばなどによって︑かなり生き

の一つである︒風にあおられた雪のむれ

つつましい心なしにはできるものではな

あとのほうの映画に心をひかれた︒ふん

画は︑どちらも雪にえんのあるものであ

かに空からの手紙にちがいない︒﹁空か

れた︒一ひらの雪によって︑はるかに高

て︑映画は私たちに説明してくれた︒一

〉。
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をあたためるために︑一本のマッチで一
十四9411

十四943は︑二つの家の聞に︑ちょっとした︑身
十四945 ︒そうして︑そこにすわりこんだ︒女の

ぼろの前だれの中には︑もっとたくさん
＋四9312

十四9311
う︒女の子は︑手にマッチの小さなたば

十五116図閣

十五116図圏

十五114空知

十五113図魍

十五112図閣

十五112図圃

十五108図幽

ととぎす鳴くに首あげガラス戸のと

すきてたたみにうつりぬ

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

かにもゆる庭に來てすずめあさりて

病む人のために

ガラス戸の外に來て鳴け病む人のた

見ゆ

ふくかきの上に小さき虫の出でてと

十五104図圃板のかたわらにふるばちならび赤き

十五102圃月が出る山の家にうしをつないだ木

十五97図幽

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

れんげつみて子と

十四951とりだした︒かべにこすりつけて︑火を
十四955ほのおが︑その子には︑もえさかる附き

十五121図闘

ブリキの屋根に月うつる見ゆ

が燈台の高きに

間︑大きなろの前にすわっていた︒その
＋四9510

十五123図圏

ほ

十五133極圏ゆ夜のとこにねながら見ゆるガラ

十五125些些

あかし森の上に白雲長くたなびける

ガラ

月夜

わか草のはっかに

人の家にさえずるすずめガラ

か草荒れ庭にしきたる板のかたわ

十四9511いた︒そのろの中には︑美しい火がもえ

十五123極圏

十四992見つめているうちに︑一つの明かるい星

十五144図圃ればばらの木にばらがまっかにさい

十五104図圃

＋四9712
リスマスの木の下にすわっていた︒いか

十四964た︒女の子は︑手にもえつくしたマッチ
十四973 ︑テーブルの一方におかれてあった︒そ
十四975ホークとをせなかに立てたまま︑テープ
十四978て︑女の子のそばには︑あつい︑かたい

十四995は思った︒この子にとって︑ただひとり
十四㎜6 急いで︑たばの中にあったマッチをみん
十四㎜8園 た︒﹁いっしょにつれて行ってくださ
十四㎜8園 ねえ︑いっしょにつれて行ってくださ

十五147図魍

おどろきてわが身

わぬをゆららにあかく開き満ちたる
か照りそう風に

ま

らの重いよよに重くかたむきふかむ

ふとのはずみにくずれたりけり

十五163図圏年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼこ
十五193とも高い山の一 つに︑ユングフラウとい
十五201山電車のとちゅうにはいくつかの停車場
十五202場があって︑そこには︑氣持のいい︑小

十五157鼻息

十五155︹図圃

十五143図圃

十五135図圃鳥かごの屋根にうつりし麗なくなり

＋四㎜12 間でも︑それ以上に明かるくはないと思

十五155図圏すぎていよよにあかきばらの全いよ

十五47竪町 りけり︒ 空にとなえしわが歌は︑

十四棚7 は︑女の子をうでにかかえて︑ふたりは
十四梱8 たりは︑いっしょにふわりとまいあがつ
十四観6 がおおみそかの晩に見たふしぎなまぼろ
十五43図魍 矢と歌 空にはなちし わがそ矢
十五44図魍あわれいずこに落ちにけん︒ とき
十五45藩士ときいきおいにまなこすら︑ その

十五202テルがここかしこに立っています︒ある
十五207りは女の子で四つになるかわいい子ども

十五51図星あわれいずこに落ちにけん︒ いか

十五209の三時ごろと︑日に二どずつ︑このふた

十五204ウの山中のホテルに︑アメリカ人の一家

十五57図圃

十五54図圃 ち．かしの木に︑矢はまだおれで

十五63圏ざくらみどり子にいうさようなら

＋五2010 ︑両親や家庭教師につれられて︑散歩に

も︑友の心にあらわれぬ︒朝ざ
家

十五96図鑑 もみんな早口に話しつつ來る子ども

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
27 27 2了 27 27 2了 26 26 26 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 20

つれられて︑散歩に出て來るのでした︒

にのせ︑少女を下にさげて︑ずんずん︑

わしは︑少年をせにのせ︑少女を下にさ

がまた︑少年の氣にかかってきました︒

た︒ところが︑下につかまれている女の

く略﹀︒﹂といわずにはいられませんでし

を元氣づけるために﹁︿略﹀︒﹂といわず

り︑とくに下の方にいる女の子を元氣づ

ちょうど︑発動機にこしょうのできた湿

なことのないうちに︑どこでもいいから

るので︑その重さにたえられなくなって

も︑十五六の少年に上からおされるので

ぴったりと鳥のせにつけて︑右手で鳥の

年は︑大わしのせにとびつき︑その上へ

て︑思わず鳥のせにとびついたのでした

の中ほどのあき地に︑草のしげっている

んめいにわしのせにしがみついて︑両足
︒それは︑十五六になるひつじかいの少

なやまわしのつめにっかまれて︑．女の子

せん︒先生が第一にさわぎだす︑両親が

ままで先生のそばにいた女の子のすがた

音をたてて︑空中に風をまき起して︑み

方に︑また下の方にちらばっているひつ
︒そのとき︑ふいに︑みんなの頭の上が

りで︑山の上の方に︑また下の方にちら

子どもは家庭教師につれられて︑めずら

つものように散歩に出ました︒ふたりの

がかった大空の下に︑わらうようにそび

のかおり︑その上に︑まつ白な服をつけ

くすずの音︑日光にかがやく高山植物の

つじのむれ︑朝風にひびくすずの音︑日

られた子どもたちには︑このヨーロッパ

99632112108111011193212755151128754331110
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 2了

っている人々の目には︑小さな小さな早

の前のてきを相手にしているものには︑

うです︒血まなこになって目の前のてき

たちが︑そのへんにいたひつじかいたち

中で︑女の子を後にかばいながら︑少年

されます︒まわりには︑鳥の白い羽が雪

んをすれば︑それにふきとばされ︑ちょ

てて︑苦しまぎれに︑いっそうするどく

す︒そのたびごとに︑鳥はさけび声をた

ばさに︑胸に︑目に︑ひしひしとあたり

鳥のつばさに︑胸に︑目に︑ひしひしと

石は︑鳥のつばさに︑胸に︑目に︑ひし

この思わぬいたでにおどろいて︑ぱっと

た岩のかけらが目にはいりました︒少年

き︑ちょうどそこに︑手ごろなとがった

少年が女の子を後にかばうようにして︑

短刀で鳥のつばさに一たちあびせました
︑綿のように一面にちりました︒わしは

身をかわすと同時に︑右手の短刀で鳥の

かばい︑昔の物語に出てくる英ゆうのよ

す︒少年は︑右手に短刀をふりかざし︑

いいきおいで少年にとびかかって來まし

た︒大わしはすぐにとび起きて︑きずの

子を自分のせなかにかくしました︒大わ

子が︑右手には血にそまった短刀があり

は女の子が︑右手には血にそまった短刀

いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

なして︑あおむけにたおれかかりました

不意のしゅうげきにおどろいて︑思わず

かおろさないうちに︑鳥のせ骨をさけて

早く︑自分のこしにさしていた短刀をぬ

手は女の子の上帯にかけたままで︑右手

7631211987766311109433111098644432119711

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
3了 3了 3了 37 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 32 32 32 32

手にしているものには︑なんにも耳には

︑その文字の左側に﹁木﹂を書いて︑﹁

考えを表わすことにした︒いまの﹁本﹂
︒また︑それまでに作られた文字を組み

のであるが︑それに線を加えて︑﹁もと﹂

においたり︑したにおいたりして表わし

﹂をその線のうえにおいたり︑したにお

すのには︑線を横に引いて︑﹁・﹂をそ

う考えを表わすのには︑線を横に引いて

わすのに︑線を横に一本引いたり︑二本

いものを表わすのに︑線を横に一本引い

あたりにも︑これににた文字があった︒

部アラビアあたりにも︑これににた文字

フリカのエジプトには︑そうした絵文字

六千年ぐらいまえに︑アフリカのエジプ

に︑事物の形を絵にうつすことも行われ

表わしかたとともに︑事物の形を絵にう

石や︑貝がらなどに︑はものなどでしる

ある︒それで大昔には︑なわを結んで︑
︑なわの太さなどによって︑いろいろな

は︑記おくのためにも必要な方法である

書くか︑またほかに特別の表わしかたを

るためには︑文字に書くか︑またほかに

人に知らせるためには︑文字に書くか︑

や︑遠くにいる人に知らせるためには︑

いない人や︑遠くにいる人に知らせるた

も︑それをその場にいない人や︑遠くに

の考えを表わすのに︑ことばや︑身ぶり

おり︑父親のうでにだかれた女の子は︑

もう自分のまわりには︑おおぜいのひつ

いりません︒ふいに﹁︿略﹀︒﹂という鉄

には︑なんにも耳にはいりません︒ふい

853210999871111995539876665553212877
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
45 45 45 45 45 43 42 42 42 42 41 41 41 41 41 40 40 40 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 3了 3了 3了

﹂などと︑﹁木﹂に関係のあることを表

とくがわ

した店も︑のき先にかかっているおもし

かたを教えるためにやって來たのも︑そ

しきたりが︑明治になってすっかりよう
︒ハギンスの祖父にあたるプリンタリー

は明治初年のころにさかのぼる︒徳川些

めいじ

すすめられたいすにかけて︑樂しそうに

まった︒ウインドにかざられてあるさら

ると︑世界のどこに︑こんなに三種類も

本語が世界の人々に親しまれるようにな
︑ローマ字の教育にも努力している︒し

て︑標準語の教育に役だつ︒また︑ロi

シア文字がローマに移って︑現在のよう
︑現在のような形になった︒ローマ字と

ア文字がギリシアに傳わってギリシア文

文字がフェニキアに移ってフェニキア文

ローマ字は︑まえにいったように︑その

など︑世界の大半につかわれている文字

をいかして︑かなに漢字をてきとうにま

なは︑日本の文化にとって︑ほんとうに
︑すべてこのかなによって書かれた作品

日本語を表わすのに便利なかたかなや︑

つかっているうちに︑その漢字から︑日

ある︒しかも︑字によっては︑いくつか

い︑日本のことばによる読みかたを訓と
︑たいていの漢字には︑この音と訓のふ

たが︑中國の発音にもとづいた漢字の読

漢字をふたとおりに読んできたが︑中野

もとの中身の発音にしたがった読みかた
︑その漢字の意味にあった日本語をあて

字が中國から日本に傳えられたのは︑千

表わし︑字の右側に︑﹁支・反﹂をおい

29832157621554311043114387654211199
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十五462かんばんも︑かれには︑みなめずらしい
十五463 ︒ある小さな店先に出ていた一まいの赤
十五464 の赤絵のはちを手にとって︑かれは︑ぴ
十五469園
あまりに安いのにおどろいた︒﹁︿略﹀︒
＋五4610囹
のが︑まだほかにもありますか︒﹂﹁︿

十五471園いては︑この店に持って來ますが︑な
十五472囹なにぶん作るのにてまのかかるもので
十五474は︑きかれるままに語りだした︒有田に

十五4711このお庭焼のために︑細工人︑画工︑ち

十五476語りだした︒有田に焼物がはじめられた
十五479とか︑おくりものにする焼物とかを作ら
十五482ていた︒そのほかに︑色絵をつける赤絵
十五483六人だけが︑有田に赤絵町を作って住み
十五484絵製作の方法が他にもれないように︑保
十五485た︒ところが明治になって︑はん主の保
十五485がなくなったうえに︑いままで︑焼く早
十五4811 ったりして︑失敗に失敗を重ねていった
＋五4812お金をはらうために︑家の道具を責らな
＋五4910かに外國人がこれに目をとめて買うこと

︑いま︑まごたちによってふたたび結ば

＋五5711園
なクリスチャンになっていたが︑ある

十五579園にいそしむことにしたが︑その日本の

十五582囹して︑私はすぐに授業にかかった︒つ
十五582園
私はすぐに授業にかかった︒つまり︑

熱情のこ

十五584園かれこそ︑のちに名をなした新島裏だ

タンフォード大学に学んでいた私は︑一

部諸州へ見学の旅にのぼった︒眞心こめ

十五586そのときの思い出にふけっていられるよ

たび結ばれることになった︒

ダン博士は︑別れに際して︑各地の大学

島裏という名を耳にした私は︑とびあが
十五5811

十五588図
北側の第八号室に入る︒室友ホランド
十五589図
先生︑自然科学にもっともきょうみを

にいじまゆずる

シガン湖のほとりにたたずみ︑あるいは

カーネギー博物館に館長ホランド博士を

十五581
7新島先生年ぷには︑﹁︿略﹀︒﹂とある
十五588図
州アマスト大学に入学︑北側の第八号

すりっぱな博物館に自動車を乗りつけ︑

あるピッツバーグに着いたのは︑暑い眞

を乗りつけ︑守衛にみちびかれておくま

十五592囹
き︑その新島裏にたいそうかわいがら

十五5811びあがらんばかりにおどろいた︒こうし

に︑しずかに室内にはいった私の目に映

＋五5910囹
日記やら︑きみに見せなければならな

十五595 ﹂と︑一言のもとにしりぞけようとした

まった館長室の前に立った私は︑しばし
︑しかも力強い声に︑しずかに室内には

にはいった私の目に映じたのは︑聡いへ

＋五5912
イピストをしり目に︑げんかんに出て︑

＋五5912
略﹀︒﹂と︑あっけにとられているタイピ

吝いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ
スクをすえ︑そばにいるタイピストにな

十五601んに出て︑横づけにしてあったりっぱな

＋五5912
り目に︑げんかんに出て︑横づけにして

に歩みよる私が手にしているしょうかい

十五601たりつぱな自動車に︑ためらう私をおし

にいるタイピストになにごとかをいいな
︑いまその大先生にお会いすることがで

いるしょうかい状に目をそそいで︑﹁︿略

めい

十五603うに︑だいじに胸にだいてはぐくみ育て

さつぼろ

い色のふうとうには見おぼえがある︒

＋五6010た︒ことに︑長男に生まれて父母の愛を

十五604 いを札幌のこう外に養っていたのは︑明

いって︑たがいに向かいあい︑勉学に

つくえのまん中にチョークで線をひき

だが︑その一つに日本の青年をとまら

ると数十年の昔になるが︑私がまだわ

たへのごちそうに︑日本留学生第一号

︑山のいただきに立った私は︑小手を
するが
かざして足の下にひろがる駿河湾の海

十五618も︑思うぞんぶんにふるまった︒ある日

十五617川の岸にあった家につれられて行っても

十五617札幌の創成川の岸にあった家につれられ

十五613送った手紙のどれにも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑必

十五613都に帰ってから父に送った手紙のどれに

十五613わいがつた︒京都に帰ってから父に送つ

十五6011にとっては︑天下におそるべきなにもの
と

そうせい

きょうと

身に集めていた身にとっては︑天下にお
十五6011

かいあい︑勉学にいそしむことにした

＋五6010て父母の愛を一身に集めていた身にとつ

うって︑かたわらにあったいすをすすめ
をきりだすと︑話に聞きいっていたボラ

言も発しないうちに先手をうって︑かた

園

＋五4912
根へ煙りだすことにしたのである︒﹁︿略

＋五508園えてしまうことになります︒それはお
十五505園︒ほかの外國人にも話してあげましょ
十五506園を今右衛門さんに傳えてください︒﹂
十五507 ︿略﹀︒﹂これを耳にした今右衛門は︑﹁︿
十五508囹︑どんなにお金に困っても︑どんなに
＋五5010よいよこのしごとに熱情をこめた︒その
十五5011日本の美しい焼物にひきつけられていろ

十五514 ︑日本の古い美術に対する愛着がふかく
十五516リンタリーのふでになったものである︒
十五517しい茶をハギンスにすすめながら︑﹁︿略
十五519圏今右衛門のまごにあたるものです︒﹂
＋五5110た︒祖父たちの間に結ばれた心が︑なん

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
5了 5了 5了 5了 56 56 56 56 55 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 51
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十五642 私は︑それを足先につっかけるなり︑す

十五638 つを持ち︑かた手に大きなブラシをつか

十五627 じさんはおばさんに助け船を求められた

十五625囹 のだ︒なにが氣にさわったのかなあ︒

十五622 けて︑ふみ石の上にそろえてある大小二

十五701ないのだ︒暗い心になって︑じっとおじ

＋五6910︒手紙のたびごとに︑どうしているかと

十五686略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑お
十五688ん︑おばさんは目になみだをためながら
十五691と指さされるままに︑顔をあげてへき面
十五692 のあるみけんの下にかがやく目は︑思い
十五696おばさんのことばに目をうつすと︑おじ
十五697大きなつくえの上に︑くつをみがかせた

りついたげんかんには︑おもむきのある
＋五6712

十五674 ︑そのクリスマスに得意の銀てきをふい

十五636 りすてて︑かた手に小さなくつを持ち︑

十五629 私のくりごとを耳にしたおばさんは︑腹

十五628園たの︑おばさんにいってごらん︒﹂小

十五628園 ぼう︑なにが氣にさわったの︑おばさ

十五645 とは行かないうちに︑私は︑道のまん中

十五701とおじさんの写眞に見入りながら︑私は
﹁そのいすにこしかけてごらん︒

十五648 おじさんは道ばたにしゃがんで︑自分の
力

やった︒﹁そこに赤インキがおいてあ

︑

十五706園

十五704せきあえぬなみだに目をくもらせたおば
Σ

十五6410 にわらいながら私によびかけた︒見るな
十五709囹

十五6411 さんの煙いせなかにとびついた︒そうし

十五653 のきびしい夏の日に︑私をせにおいなが

十五653夏の日に︑私をせにおいながら︑あせを 十五7012園 いようにおなりになったのですよ︒そ

十五668 を守り育てるために︑北海の地をすてて

十五667 いい残された願いによって︑私の父は︑

十五664 せっくがくるごとにその人形をかざって

十五662 っぽなむしゃ人形にそえて︑ご両人の名

十五661 たりした︒その次には︑りっぱなむしゃ

十五659 となおもちゃを私に送ってくださった︒

十五658 すがら︑小樽で目についたといって︑車

十五656 は︑いまも私の胸にやきついている︒秋

十五721せた︒勝海舟の筆になる﹁新島裏之墓﹂

十五719

十五719

十五719

十五718

十五718

十五713囹

十五712園

東にある寺の一角に︑こけむす一つのお

にのせた︒町の東にある寺の﹈角に︑こ

のように私をひざにのせた︒町の東にあ

しゃつた︒人力車に乗ったおばさんは︑

十五715囹

のおはか︑その前に立ったおばさんは︑

じさんがごらんになったら

︑満ぼうがいすにこしをかけて︑ペン

おたる

十五669 地をすてて︑京都にすまいを移すことに

十五7210

十五722

にいじまゆずるのはか

十五6610 に残し︑ひとり父につれられて︑景色の

十五721一

十五7211

十五7210

ンド博士は︑客間に私をみちびき︑自分

て︑つかつかと中にすすんだホランド博

げんかんに横づけになった︒ドアをおし

しい家のげんかんに横づけになった︒ド

おくつき︒はか石に水をそそぎながら︑

かっかいしゅう

ら︑﹁いっしょにお寺へ行って來まし

﹂とい

十五6610 の弟妹たちをあとに残し︑ひとり父につ

十五669 すまいを移すことになった︒十の春をむ

十五6611 景色の美しい京都に移った︒そのころは
ひろしま

十五6611 のおばさんは廣島におられて︑学校のい

十五731

き︑自分は書さいにはいって︑しきりに

十五671 学校のいきかえりにその門前を通っても

十五734

た︒ふかい思い出にうたれている私の目

十五672あった︒そのうちにクリスマスの日がめ 十五732 らわした博士の手には︑古ぼけたアマス
十五673 ︒新島家のとなりにあった教会の日曜学

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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りひろげ︑つくえに白線をひいて﹁心境

生きるためにたべよ︒たべるため

私には︑あなたがた日本

くらず︑人のしたに人をつくらず︒

天は︑人のうえに人をつくらず︑人の

の時代がきたときには︑私たちの時代が

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつ

以前は︑おたがいに他の國々のことはわ
︑実際は︑たがいににくみあったり︑お

うな國の人々の間に︑友だちとして心の

んたちにも︑お目にかかったことがある
︒私のつくえの上には︑日本のみなさん

の子どもさんたちにも︑お目にかかった

小学校のみなさんに︑このあいさつを送

ーロダン

人の心をひくために︑しかめっつらをし

あるものは︑他人にとっても眞実だから

う︒ひとりの人間にとって眞実であるも

たちは︑世間の人にわかってもらえない

べよ︒たべるために生きるな︒きょうの

とば

ると︑博士は満面ににこやかなわらいを

ら︑自動車のドアに手をかけた老博士が

ったら︑新島夫人にきょうのゆかいな会

こぶしを私の鼻先につきだされた︒

会を與えて︑社会に巣だたせたいのが念

れば︑自分の子女にはすべて同じ教育を

けのことで︑それによって兄が特権を與

として︑一方が先に生まれ︑他方があと

じであって︑そこになんのけじめもない

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

たので︑温い食堂にみちびかれ︑博士と

ちは暑さをどこかにさけて︑家の中はが
︒やがてお書どきになったので︑廣い食

221110641109933108742268749865412101096
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十五828ろうどや︑にしきにくるまり︑金だの︑
十五828 ︑宝石だのを︑頭にいっぱいつけていま

十五823テーブルのまわりには︑この地球の上で

十五822ると︑園の前の方に︑高い大理石のまる

十五941

うとする︒その間に︑﹁はちきれそうな

十五935園

十五927園

るんだ︒﹂パンロにいっぱい物を入れな

いまに困ることになるから︒﹂チルチ

十五925票差なは︑テーブルにすわりこんでるよ︒

十五⁝⁝11

十五餌10

十五脳9囹

︑よくいっしょに遊ぶのですもの︒ま

ながら︑チルチルに近づいて來ます︒鼻

う︒﹂と︑見るまに︑黒の肉じゅばんを

な喜び﹄を呼びにやりましょう︒﹂と︑

十五933園︒なにかおまえについているな︒それ 十五脳1囹 こえた手のために︑きれいなむらさき

十五9212

十五悩11

十五鵬7園

っぱで︑おともに﹃星の出を見ること

れから︑タがたになると︑これが﹃日

十五868囹 にかしらぎせいにする心がなければな

十五868園 いっとめのためには︑なにかしらぎせ

十五861園 ちを︑ごちそうによぼうというのだろ

十五8511 きなおなかを両手にかかえて︑たいぎそ

十五852囹 テーブルの光栄になっているさとうが

十五969囹

十五964囹

十五962園

十五959園

十五951囹

から︒ほかの者にまで会っているひま

︑ふつうの人間には︑それが見つけら

光﹁この世の中には︑人が思うよりも

もが︑ひどい目にあわせたのだよ︒﹂

たちをあんないに來た︒﹂チルチル﹁あ

十五描11囹

十五櫛10囹

十五鵬9囹

十五968園とだよ︒私たちに用のあるものは︑ど 十五鵬9囹 ︑みじめなものになってしまうのです

十五965園

チルチル﹁どこにびんぼう人がいるの

ちのまわりで︑わになっておどります︒

十五鵬7囹

十五柵5園

十五鵬3園

十五価12囹

あれが﹃不幸﹄に行くのをとめること

ません︒その後にいるのは︑﹃善人で

えしされたときに︑いつもにっこりし

もの︒まず第一にいわなければならな

をたてて︑なにかにぶつかりながら︑チ

十五欄9園

十五繊6園ぼくは︑あなたにっかえる﹃健康の幸

十五8211んな右手の前の方に︑光をとりまいてか

たりを︑力まかせにおさえました︒光﹁

十五価10囹

十五8710園 いていないときに物を飲む幸福﹄と︑

十五9612

るときは︑だれにもかまっていられま

十五834園 とっただれの目にも見える﹃幸福﹄ど
十五942

ばら色の美しい光に照らされます︒チル

十五価11園

十五8710囹 のへらないときに物をたべる幸福﹄で

十五982園

たちといっしょに︑不幸のなかまには

ぼく︑その兄弟にあったよ︒﹃ふとつ

十五835園 もあんまりあてにはならないけれど︑

十五836園鳥だって︑ことによるとちょいとでも 十五945

イヤモンドの光にたえられる幸福の精

十五837園人たちのなかまにまよいこんでいない 十五9411囹 光﹁同じところにいるのだよ︒ちがっ

十五884園

十五985園ばん美しいものに見えるものだからね

十五柳2園

でも︑それを妹にいってはいけません

︑不幸のなかまにはいってしまった︒

らね︒さてここに︑﹃いちばん大きな

十五皿7園あの女はさがしに行きたがって︑つま

十五柳3囹

きな喜び﹄の中に︑﹃美しいものを見

十五観7園

います︒その後に︑﹃もののわかる喜

喜び﹄のとなりにいます︒その後に︑

のです︒右の方には︑﹃しごとをしあ

うわけで︑あれにうっちゃられると︑

十五886園 ちばんおしまいに︑ここにいるのは︑

十五柳3囹

十五9811園

と︑﹃必要以上にねむるという幸福﹄

十五886園 しまいに︑ここにいるのは︑﹃はちき

たちは︑大急ぎに急いでいる︒ごらん

十五888園 し︑だれもそれに立ち向かうものはな

十五992

いのが︑聖旨の中にかけこんで來て︑あ

十五8810 ル︑すこし横の方に立っているひとりの

も︑だんだん人に知られてくるね︒︵

十五柳10園

たちを照らす光に︑二つ三つずつ新し

十五997園

十五8811園︑あの︑なかまにはいらないで︑せな 十五996 る子がいる︒︵光に︶ぼくは︑どこへ行
てくるね︒︵幸福に向かい︶きみはだれ

十五柳10園

十五892囹子どもさんたちにしょうかいするのは

らないの︒ここにいる子をだれも知ら

十五㎜5圓

十五佃2園

十五佃1園

をすっかり見るには︑まだ小さすぎま

くらいのところにいる人︑だれなの︒

い金色の雲の中に︑つま先で立って︑

十五8910

十五999囹

十五柳12囹

ル﹁ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの

なたといっしょに︑たべたり︑飲んだ

十五㎜7垂れから︑あすごに︑ずっと後の方に︑

︵ふたりの子どもに手をだしながら︶さ 十五997

十五8911囹 おふたりのために︑ちゃんと席がとつ

十五㎜12園

十五㎜5園︑まだぼくたちに会ったことがないん

十五911園 の生活のなかまにはいって︑わたした

十五棚8園

十五川1園

いても︑あなたには︑なんにも見えな

あなたのまわりにいるのですよ︒ぼく

十五909園 たちのテーブルにのぼったことはない

十五904園︑あの鳥︑どこにかくれているか︑ご

ながら︑チルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

十五槻3園

十五棚10園︒この人のうちに﹃幸福﹄がいるかっ

十五9111

十五921 な話をしているまに︑﹁ふとった幸福﹂

なあ︒まず第一に︑ぼく自身をしょう

十五佃9園

人がまだ知らずにいる﹃喜び﹄たちで

十五㎜7囹︑ずっと後の方に︑ベールをかぶった

十五922 けて︑えん会の中にひきずりこんでしま

十五齪5囹

十五923 なかよくテーブルについて︑飲んだり︑

に一にいさん
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十五糊5園ましいのどん底におちつけて︑よくご
十五梱4

十五伽6

十五伽5
書けていないことに氣がついた︒あれも

れた︒その歌を耳にしながら︑もっと下

で︑私たちのために送別の歌を歌ってく

︒読んでいるうちに先生がたに対する感

十五m1囹 ︑きょう︑ここにいて︑それはさびし
十五梱7

るうちに先生がたに対する感謝の念があ

十五梱12園 まえたち︑ここにいたの︒思いもかけ
十五㎜2園 も︑おかあさんにだかれておくれ︒な
十五櫨1園

十五梱7

は︑﹁おたがいに︑信じあえ︒愛しあ

十五柵4囹 ちのおかあさんににているけれども︑

に

生であった︒﹁心に花をかざれ︒﹂1

記当番ですが︑私にも書かせてください

︵接助︶1

﹁にいさん﹂の﹁二﹂︑﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑﹁か

﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自分で声をだし

む﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

六㎜3

六佃5囹

﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒

ていってみると︑
六欄8囹

六m11 ﹁＝﹂は︑︿略﹀五十音の中で︑ナニヌネ

﹁に﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全

ノという一ぎょうの中にはいっている︒

体をくずしたものから作りだしたものである︒

十五399

たのです︒

にいさまがたのおもいふくろをせおっ

ていらっしゃつたので︑おそくおなりになつ

三479

さとはしぐれがしとしと降るに︑ふも にいさまがた ﹇兄様方﹈︵名︶1 にいさまがた

麦の花に︑ばらの花︒

との小屋はみぞれして︑うらの山には白雪つもる︒
に

センターが︑外野のセンターにれんらくを

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄
芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ
大きなきんぎょに小さなきんぎょ︒﹂

風くればばらはたちまち火となれり

に
に

おじさんが生きていたら︑どんなにか

に

日本一のふじの山︒

おかあさんおとうさんにいさんねえさ

﹁にいさん︑なあに︒﹂いちろうは︑り

﹁にいさん︑なあに︒﹂じろうは︑大き

﹁にいさん︑ありがとう︒﹂

﹁にいさん﹂にあてて文を書きました︒
みましたね︒

五83囹 にいさん︑汽車のきっぷかったの︒

んのことばを思いだして︑

四395囹 ありをころそうとしたとき︑にいさ

いっしょに︑ふねではたらきたいと思います︒

四2310国ぼくは︑大きくなったら︑にいさんと

おかえりですか︒

にいさんは︑こんど︑いつおふねから

四232團 あのまどから︑にいさんとよく星を

四227

なりんごをさちこにわたします︒

一一505囹

二491園

んごをだして︑じろうの手にわたします︒

二487園

んはなほしよるゆめ山川

二206

さん・おにいさん・じろうにいさん

美しいぶどうに︑かがやくりんご︑書し にいさん ﹇兄﹈︵名︶31 にいさんむいちろうにい

む

︵並助︶8

ある︒

︵終助︶1

二

喜ぶだろうに一
6

四746

に

十五6810園

に

十五846囹小ひつじの足に︑小うしのかんぞうも 四234国

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146図心

こんなことをいって通る︒

十三325園

がたから降ってきました︒

十二743

色く色づいて︑

十一391圃

とって︑どんどん︑あてにあてた︒

七531一

いわれらきりぎりすの生活i

六212囹

四773

に

十一411圃

に

十五旧10

十五槻7

十五柵3囹︺幸福は︑世の中にありませんよ︒﹂チ

うちにいると︑それが見え

十五柵8園 っこりするたびに︑わかくなるのです
十五㎜9園 ですよ
十五川8園 ずりをするたびに︑私の着物に︑月と

十五棚9囹びに︑私の着物に︑月と日の光がさし
十五皿1園 つもそれをどこにしまってあるの︒そ
十五搬5園 ︒けれど︑人間には見えないのさ︒人

十五 3園あの戸だなの中にはいっているの︒﹂
十五麗7園 かわいがるときにはお金持なのですよ
十五佃3園 あさんの目の中には︑星がいっぱいあ

十五塒2園 は︑目の中の星になってしまうのです
十五柵9園 ここでは︑うちにいるときのように︑

十五M4園よ︒でも︑うちにいるときよりか︑ず
十五網5園 ︒﹂母の愛﹁うちにいるとね︑あんまり

十五M7園︑あの小さな家に帰って︑私がぼろぼ

十五M6園 おまえたち︑私に会ったのだから︑あ

ら︑ぼくもここにいたいや︒﹂母の愛﹁

十五榊9園 かあさん︑ここにいるなら︑ぼくもこ
十五掴10園

十五掴12園 すよ︒小さな家に帰るのですよ︒おま
十五価4Dq国 ︑いまだけ天國に來ていると思ってい

十五価6園 よ︒おかあさんに︑ふたりはありませ

十五柵6囹︑いつでも天國にいるのですよ︒おか
十五柵12囹 の︒人間が地上に住みついてからこの

十五佃2囹私の子どもたちに︑それはこしんせつ
十五佃4園 愛しあう人たちには︑いつでもしんせ
十五㎜7 すと︑ふたりの目にはなみだが光ってい
十五㎜10囹 してみんな︑目にいっぱいなみだをた

315
にいじま一にいちゃん

五86園にいさん︑汽車がはいってきたよ︒

ね︒

ずいぶん早いね︑にいさん︒
五106園
五129園にいさん︑あの人だあれ︒
五143囹にいさん︑もうおりていいの︒
六705園にいさん︑この雪だるま︑歩きだしそう

らっしゃるが︑私は毎日山へいって︑鳥やけもの

六763園にいさん︑これなあに︒
六803囹にいさん︑お願いがあります︒
六805園にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい
をとっていますね︒

六816園 そのかわり︑にいさんは山へいらっ
しやって︒

六827囹ほんとう︑にいさん︒
六829園ありがとう︑にいさん︒
六829園にいさんはこの弓と矢を持っていらっ
しゃい︒

ですか︒

六847園にいさんもやっぱりえものがなかったん

﹁にいさんしというのは︑﹁リイサン﹂

さんにはしかられるし︑困ってないていたのです︒

六862囹にいさん︑ゆるしてください︒
六873囹つりばりは魚にとられてしまうし︑にい
六個−o園

にいさんが︑﹁︿略V︒﹂といって︑みんなで

のようだ︒

六価4
大わらいをした︒

﹁にいさん﹂の﹁二﹂︑﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑﹁か

六価11 にいさんのまねのうまいのに感心した︒
六㎜3

む﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

いたところよ︒

七304園 いま︑にいさんに日記をよんでもらって
十四184園 ゆうべ︑にいさんに聞いたよ︒

﹇新島﹈︹人名︺15

新島

十五591園新島のおじさんなら︑私はよく知って

にいじま

同志社をわが子のように︑だいじに胸に

います︒
どうししや

十五604

新島のおじさんとおばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑
十五612

そのころ︑新島のおじさんがどんなにえ

といって私をかわいがった︒

十五616

夏の日に︑私をせにおいながら︑あせを

らいかたであるかを知らなかった私は︑

十五654

日がさをさしかけながらついていらっ

ふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

十五655

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

新島家のとなりにあった教会の日曜学校

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

十五671

十五673

そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ

の生徒であった私は︑

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒

十五6711

﹇新島先生年譜﹈︵名︶1

新島夫人

日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ

﹇新島夫人﹈︹人名︺1

1新島先生年ぷには︑﹁︿略﹀︒﹂とある

にいじませんせいねんぷ
十五587

新島先生年ぷ

十五757

にいじまふじん

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
にいじまゆずる

にいじまゆずる

かれこそ︑のちに名をなした新島裏

新島裏という名を耳にした私は︑とびあ

がらんばかりにおどろいた︒

十五5810

だよ︒

十五584園

図嚢

満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ にいじまゆずる ﹇新島嚢﹈ ︹人名︺3 新島裏 新

しゃつた新島のおばさんとの思い出は︑

十五666

新島のおじさんがいい残された願いに

んのすがたが消えうせよう︒

十五667

よって︑私の父は︑同志社を守り育てるために︑
そのころは︑新島のおばさんは廣島にお

︿略﹀︑京都にすまいを移すことになった︒
ひろしま

十五592囹私は小さいとき︑その新島裏にたいそ

にいじまゆずるのはか

勝海舟の筆になる﹁新島裏之墓﹂とい

かっかいしゆう

う五つの文字をきざんだそのおくつき︒

十五721

裏尺墓

ゆずるのはか

うかわいがられたのですから︒
にいじま
﹁新島のおばさん︒﹂とよんだつもり にいじまゆずるのはか ﹇新島裏毛﹈ ︵名︶ 1 新島

ああ︑なつかしい新島のおばさんだった︒

十五6611

られて︑

十五677
十五682囹

で︑私はかねをカーンとたたいた︒

なつかしい新島のおばさん︑おばさんは
︿略﹀︑しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五688

七225囹にいちゃん︑すずめはなにしにくるの︒
七228囹ねえ︑にいちゃん︒
七261囹にいちゃん︑わからないのかい︒
七268園にいちゃん︑にいちゃん︒

七2110園
にいちゃん︒

ちゃん

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで にいちゃん ﹇兄﹈ ︵名︶ 11 にいちゃん 塁おにい
ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五699
十五763

新島家

そうして︑これが新島からならった日本

うを守っていてくださったのだ︒

﹇新島家﹈︹人名︺3

語の一つだといわれた︒

十五769
にいじまけ

にえん一にぎやか

316

七268園にいちゃん︑にいちゃん︒
七303囹にいちゃん︑帰っていたの︒
七306囹いいな︑にいちゃん︒
七311園にいちゃん︑なあに︒
七316囹ほんとうだね︑にいちゃん︒
七333園にいちゃん︑早くいこう︒
二円

十一876園じゃあ︑ここに二円だけおいていくか

にえん ﹇二円﹈ ︵名︶1

﹇匂﹈

︵ 名 ︶17

におい

︑し O
ら︑こづかいにしなさ
におい

二481 うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし
あげたり においをかいだりします︒

三342囹ナフタリンのにおいがしてきます︒
三411 かぜふ
がくと︑くわのはのにおいがぷ
んとします︒

と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

四枷6 けしきにみとれながらあるいています
七84 学校のにおいがしてくる︒
七731 うまが︑水のにおいをかいでいる︒

んで知るのか︑手ごろな︑皮のうすい︑しるの多

八164 しかし︑虫たちは︑においで知るのか︑な
い木の根をさがしてあるきます︒

九悩2 くもが氣がついてみると︑あたりにいいに

八撹9 やくは︑白くてにおいもなく目だちません︒
おいがします︒

九悩4 いいにおいをかいでいると︑︿略﹀苦し
かったからだのいたみもきえていきました︒
ていました︒

九欄2 あたりには︑やはりばらの花のにおいがし
十703 べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ
うなあまいにおいがして︑

十一685 大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

ふたりは︑︿略﹀すいかずらのあまいに

しいくすりのにおいがただよっていました︒

十一一367
おいにひかれて︑庭の小道をおりていきました︒
においもさとうも大まけだ︒

しゃがんで土のにおいをかいだり︑

十三328圏圏
十四893
おいしそうなにおいをかいだ︒

︽ーイ・iウ︾呂さ

十四938
におう

たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

﹇匂﹈︵五︶3

きにおう

にお・う

八886

かきねににおうきんもくせい︑

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒
十一387圃

におう

仁王さま

十一426圃 ふきのとうでて︑すいせんにおい︑
におう
︹題名︺1 仁王さま
﹇仁王﹈︵名︶3

十二研5 仁王さま

におうさま
におうさま

＋二皿6 こんどは仁王さま︒
十二鵬1 仁王さまは寺の門に立って︑ ほとけさま
うんけい

右の仁王さまをほったのは運慶だといわ

をおまもりします︒

十二佃4

における

﹇匂﹈︵下一︶1

におわせる

︽ーセ︾

にが・い

︽

イ︾

はちみつやいちご︑言うめ・わさび︑

﹇苦﹈︵形︶2 にがい

にがい︑にがいくすり︑ 一つ一つしみる︒

十一576圏

二回め

にがい︑にがいくすり︑

はじめに書いたのと︑二回めに書いたのと

﹇二回目﹈︵名︶2

十一576麗
にかいめ

二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人

を︑くらべてごらんなさい︒

七482
七483

﹇逃﹈︵五︶8

にがす

︽ーサ・ーシ・ース︾

に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒

五969園かごからだして︑にがしてやりましょう

にが・す

か︒

にがしてやれなくなったよ︒
五9911園

をさがしていらっしゃるのではありませんか︒

六842四大きいのをにがした︒
七763園あなたがたは︑らくだをにがして︑ それ

﹁にがすものか︑にがすものか︒﹂と追

こんどこそは︑にがさないそ︒

七8011園 らくだをにがしたのではないか︒

九柵1園

十7411囹

﹁にがすものか︑にがすものか︒﹂

いかけました︒
十7411園

﹇賑﹈︵形状︶10

四慨9 二月はうめの花︒
にぎやか

六259

では︑にぎやかなおどりをして︑ごら

こんな話で︑かばんの中はにぎやかです︒

みんなにぎやかに音樂をはじめます︒

五1610

んにいれましょう︒

四冊9園

なおんがくにあわせておどりはじめます︒

四皿3 魚たちが︑たくさんでてきて︑にぎやか

たいへんにぎやかでいそがしそうです︒

三363圓トン︑トン︑ゴシゴシゴシ︑ススススス︑

にぎやか

これが︑日本における自動織機のはじめで にがつ ﹇二月﹈︵名︶1 二月

﹇於﹈︵格助︶1

れています︒

における

ある︒

十375
におわ・せる

ホランド博士は︑戦老中で費用が思うよ
うにつかえないことについてくわしく話し︑それ

十五555

となく論文刊行のむずかしいことをにおわせた︒
二階

私は子どもらしい喜びと得意さに大は

二階の窓からそとをみたら︑

﹇二階﹈︵名︶3

十623

にかい

十二3310

二階から目ぐすり︒

しゃぎで︑二階から母のところへかけおり︑

十四826
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にぎょう一にげこむ

音画会のようになりました︒

︽ーイ︾

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑

十五254

私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ

なさけのある人とみえて︑台所の方からお
少年は病人の手をにぎりました︒
﹁ぼくの手をにぎった︒﹂と︑少年は

見物人は︑いよいよ手にあせをにぎりま
かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの
女の子のからだが下へ落ちないように︑

を持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑

十三2812

した︒

十一一852

さけびました︒

十一8912園

十一898

むすびを一つにぎってきて︑

八545

ぶろうは︑私のからだにすがりついていました︒

七3410

おいしそうにたべました︒

六悩7

．ています︒

いっしょに首をふりながら︑しっかり糸をにぎっ

八2410 そこへなかまが集まってきて︑にぎやかな 六衡8

になると︑みんな死んでしまって︑

八253にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋
八982 どこの田も︑たんざくがたにでそろってに
ぎやかです︒

で︑たいそうにぎやかです︒

九339團村の子どもがきょうそうでとりにいくの

二ぎょう

られ︑にぎやかな話が続く︒

十三299 黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ
﹇二行﹈︵名︶1

にぎりあう

六麗8 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ

にぎょう

モの二ぎょうだけで ︑

にぎり 与ひとにぎり
﹇握合 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十二415 手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたに

にぎりあ・う

よって﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑けだもの

それに︑あんなに肉がある︒

の肉や︑ふしぎなくだものを︑︿略﹀︑たべたり︑

十五824

飲んだり︑

←いいにくい・いいにくいことば・うけとり

十五844囹
にくい

﹇憎﹈︵名︶1 にくしみ

にくい・ひきぬきにくい・みにくい・わかりにくい

肉づけ

黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

﹇肉儒衿﹈︵名︶1 肉じゅばん

十五753囹︼ ﹁愛はにくしみよりも強い︒﹂

にくしみ

十五餌10

にくじゅばん

﹇肉付﹈︵名︶1

ようなのが︑

にくづけ

一つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

それにねんどでだんだん肉づけをし︑しだいに︑

七678

二くみは虫の名をあつめました︒

﹇二組﹈︵名︶4 二くみ 二組

その人の顔ににせていくやりかたです︒
にくみ

三183

それから︑一一組︑三組と︑じゅんじゅんに

二組のあつめた﹁かいぶん﹂︒

三207 二くみの人たちに︒
四691

その上帯をかたくにぎったのでした︒

六565

にぎりかた

そのペンをにぎってごらん︒

﹇握方﹈︵名︶1

ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑

にぎりかた

十五711囹

1

にぎりしめる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

十五752

早春になると︑はとぶえが天から鳴って

﹇憎﹈︵五︶1

にくむ ︽⁝マ︾

﹇荷車﹈︵名︶1 荷車

十三294 荷車をひきながら︑ゆっくり歩いて來る︒

にぐるま

物になっています︒

十657 なにをしてもにくまれない︑おもしろい人

にく・む

ににくみあったり︑おそれあったりしてきました︒

世をすごしてきたばかりでなく︑実際は︑たがい

十五806 おたがいに他の麗々のことはわからず︑

老博士は︑フィッシュナイフをにぎった にくみあ・う ﹇憎合﹈︵五︶1 にくみあう ︽ーッ︾
︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

右手を大きくふりまわし︑
おいでなさい︒

十五893

十三3510

肉

おいしい肉がたべられる︒

﹇肉﹈︵名︶4

きて︑ホートンをにぎわわせる︒
にく

へんしゅうをすることにきめました︒

十五712園

︵下一︶

ペンをにぎっている︒

よって﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒
にぎりこぶし

﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

﹇握拳﹈︵名︶1

十二416 手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたに

十五754

にぎりこぶし

﹇握 締 ﹈

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒

︽ーメ︾

にぎりし・める

にぎる

ぎりしめたような氣がしました︒

十一8910 そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに にぎわ・う ﹇賑﹈︵五︶1 にぎわう ︽ーワ︾
﹇ 握 ﹈ ︵ 五 ︶15

六幽1囹

ール︾

にぎ・る

一301 もつ︑にぎる︑なげる︒

四225團

もうすこしでつかまりそうになった

そのやいた鳥は︑肉を切るナイフとホー にげこ・む ﹇逃込﹈︵五︶3 にげこむ ︽！ミ・ーン︾
クとをせなかに立てたまま︑

十四974
こちらへまわりました︒

五202 私もその人の手ににぎられながら︑あちら

にげだす一にこにこする
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とき︑またわの中ににげこみました︒
八97 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす
わっている私のひざのあいだにもぐったり
うのさ︒
にげだす

︽ーシ・ーソ︾

十五948園 みんな不幸のところへにげこんでしま
﹇ 逃 出 ﹈ ︵五︶4

六襯5 そのあいだに︑うさぎさんたちは︑手をつ

にげだ・す

ないで︑そこをにげだしました︒

八719 そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを
とびこえてにげだした︒

九帽4 けれども︑べつににげだそうとはしません
でした︒

にげだせる

︽ーセ

十749 太郎かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌
﹇逃出 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

いながらにげだしました︒
にげだ・せる
ル︾

六榴4

六841

おにの足音をきいて︑四ひきのうさぎさん

糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒

六合8

一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの

﹁︿略﹀︒﹂といって︑うまくにげました︒

たちは︑うまくにげました︒

六伽9

うさぎさんたちは︑もうにげようと思って

で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

六襯3

うさぎさんたちは︑もうにげようと思って

もにげることはできません︒

六襯3

すずめが︑ぱっと︑とんでにげる︒

どんどん︑どんどんにげました︒

もにげることはできません︒

六襯6
七226

はるお︑あまり大きな声をだすから︑に

お湯がだんだんにひえるのは︑湯の表面

十一553翻︺ことばははねる︑つまめばにげる︒
十四7010

チルチル﹁ふとった幸福﹂どもがにげて

の茶わんのまわりから︑熱がにげるためだ

行くのを見ながら︑﹁︿略V︒﹂

十五946

あれは︑不幸のほらあなからにげて來

いまどこの家でも泣けんぶんも︑三げ

﹇二軒分﹈︵名︶1 二けんぶん

た﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄ですよ︒

十五鵬4園
にけんぶん

んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒

十三415園

にこつと

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

︵副︶1

にこく 5ドイツオーストリアにこく
にこつと

にこにこ

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

七375

︵副︶5

五255園

﹁︿略﹀︒﹂というと︑父はにこにこわら

女の子は︑にこにこわらって︑この自分

だされたくつを見て︑にこにことわらっ

﹇顔﹈︵名︶1 にこにご顔

高いところをメデシンボールのように送ら

︵サ変︶5 にこにこする ︽ーシ︾

それからは︑みんなにこにこして︑友だ

こにこしました︒

四583 かっちゃんは︑みんなのかおをみて︑に

にこにこ・する

れていくうちに︑にこにご顔になり︑

七3911

にこにこがお

た私は︑

十五641

のすくい主へ手をさしだしていました︒

十五332

いながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答えた︒

十一592

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒

九佃8 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま

るそうににこにこわらいました︒

四639 こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ

まよったせみが︑かきの木につきあたって︑ にこにこ

げちゃったよ︒

七227囹
七615

バタバタやって︑にげていった︒

それで︑このらくだはどこかからにげて
のらねこが通りかかっても︑にげるどころ

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

できるだけ早くぬま地をにげていった︒
九梱5

くもが︑いきなりとびかかっていくと︑あ
みつばちは︑そのつなをさけてにげようと
しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

九髄1

ぶは︑︿略﹀︑すいとにげていきました︒

九伽8

八765

か︑向かっていこうとさえするのです︒

八101

きたのではないかと︑思ったのです︒

十6811 いつでもにげだせるかっこうで︑こしをう 七832園
しろにひき︑

にげる

︽ーゲ・ーゲル︾

七38七にげたらくだ⁝⁝⁝七十四

にげたらくだ ︹課名︺2 にげたらくだ

﹇ 逃 ﹈ ︵ 下 一︶28

七745 七 にげたらくだ
に・げる

いきました︒

ぞとへ

三鋭1 みんなはとうとうえんがわまでにげて

にげました︒

四222国 ねずみたちは︑あわてて わの

にげていくみつばちのうしろすがたをみて
窓ガラスが︑一まいこわれていて︑やが
て︑小鳥たちは︑そこから遠い空へにげていった︒

十一1512

いましたが︑くもはどうすることもできません︒

九槻11

切って︑にげていってしまいました︒

四514 だれも︑ばらばらになって︑にげようと 九齪10 みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい
﹁シッ︒﹂というと︑ねこは︑おどろいて

するものはありません︒
五992

にげていってしまいましたが︑

の上へにげていきましたが︑

五研9 旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木

319
にこにこなさる一にじ

ちのようになかよくなってきました︒

五259 はるこさんも︑にこにこして帰ってきまし
た︒

﹁︿略﹀︒﹂といってにこにこしました︒

七549 式をすませてもどってくると︑たかやま先

六鵬7

︵五︶−

にこにこなさる

︽ーイ︾

生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒
にこにこなさ・る
そのかたは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑にこに

こなさいました︒

一一586

﹁︿略﹀︒﹂と︑にこやかにわらいながら

にこやか ︵形状︶2 にこやか
十五6410
私によびかけた︒

十五766 博士は満面ににこやかなわらいをたたえ
﹇ 濁 ﹈ ︵ 五 ︶1

にごる

︽ーッ︾

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒
にご・る

﹇二冊﹈︵名︶1

二さつ

五691 海はにごっていました︒
にさつ

一144 ほん 一さつ︑ちょうめん二さつ︑いうが
み匿まい︑くれよんひとはこ︑
にさんかげつ ﹇二三箇月﹈︵名︶1 二三ヶ月

二三ど

二三日

それから︑一一一二どのおし問答が︑ふたりの

﹇二三度﹈︵名︶1

︿略﹀︑わずか一一三ヶ月で大きくなって︑

八191 こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑
にさんど
七456

﹇二一二日 ﹈ ︵ 名 ︶ 5

あいだにとりかわされた︒
にさんにち

十一241囹
十二7411

二三日したらなおると思うけれど︒
台所の米入れの大きな入れ物もかなり重

二三人

二三年

二三日まえ

もみじがまっかで︑山のいもをほっている

﹇二三人﹈︵名︶1

弟は︑一一三日まえから︑かぜぎみである︒

﹇二三日前﹈︵名︶1

いので︑二一二日は困ることもありません︒

六餌7

にさんにちまえ
にさんにん

七662
﹇二三年﹈︵名︶1

人が二三人︒

にさんねん

十ニー912園はじめて実をつけた二一二年は︑青い小
二三ば

ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう

﹇二三羽﹈︵名︶2

さな実が︑ほんの二つ三つ︑

隔壁1

にさんば

ところが︑木のしげみから︑一一一二ばの美し

ちのまつの木におりてきました︒
八889

二三べん

ぎょしゃは︑︿略﹀草むらをむちで二三べ

﹇二三遍﹈︵名︶1

いはくちょうがあらわれてきた︒
にさんべん

九638

ん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒
二三本

そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が二三

﹇二三本﹈︵名︶3

七776園

にさんぼん

くも

かぜ

ひがし1

あめ一ゆき

きた

それで︑歯が二三本ぬけているにちがい

らくだのまえ歯が︑一一三本ぬけているこ

本ぬけてはいませんか︒
七二11園
とまで︒

ないと︑考えました︒

七842囹

一325

五996 二三日すると︑ひわは︑もとのように元享 にし ﹇西﹈︵名︶17 にし 西
になって︑かごの中をとびまわっていました︒

みなみ一にし
三88園西の友だち︒

︑40

それから一一一二日して︑とうとうその大きな
ノ俘01
たまごがわれた︒

ちと︑西の方へいく友だちと︑東の方へいく友だ

西の方をみると︑日がしずんでまもない空

ちを︑それぞれひとかたまりにわけてくれました︒

五531

そういいながら西の方をみると︑小さな星

に︑大きな星が光っていました︒

五5311

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑西の空をみましたが︑

がちらちら光っていました︒
五554

天帝は︑︿略﹀馬車を走らせて︑天の川の

わかりませんでした︒

八293

天帝は︑たいへんおおこりになって︑はた

西の岸を通っていらっしゃいました︒

おりひめを︿略﹀︑けんぎゅうを西の岸に帰して

八323

おしまいになりました︒

九514園やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方へ

とんでいきましたよ︒

大洋を西へ西へと航海して陸地にで

九515園 西なら︑ぼくのうちの方だ︒

もうあとわずかというところで︑日はは

大洋を西へ西へと航海して

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒

十一一410囹
十二410園

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

十二608

十三128朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

地面は平らなもので︑日や月が︑東から

月も︑東の空から西の空に向かって動き

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三129
ます︒

十三1210

自韓といって︑一書夜に一どずつ︑自分

西へまわっているように思われます︒

十三152

︹題名︺1

にじ

で西から東へ一回序します︒

にじ

三789 にじ

こころはにじをみるとおどる

北の方へいく友だちと︑南の方へいく友だ にじ ﹇虹﹈︵名︶14 にじn▽ふたえにじ・わたしの

五184
らなかったから︑おなかがすいてしまった︒

九枷8園 この一一三日というものは︑ちっともかか

にじ一にじゅうく

320

いろ一まる1四かく

一333 お日さま一にじ

三かく

あか

あお

ニー42 あめがやんで︑にじがでました︒
ニー44 大きなにじでした︒

き
にしださん

ていて︑びろうどや︑にしきにくるまり︑

五8010

にしもりさんはびっくりして︑﹁キャア︒﹂

といってとびあがったので︑

20

︹課名︺3 二十一

﹇二十＝︵名︶2

西がわ

21

一32 十 ゆうぎ⁝⁝⁝二十一
二25 四先生⁝⁝⁝二十一
五24 三 ありがとう⁝⁝⁝二十一

にじゅういち

左にすこしよじれて︑二十も三十も続いている︒

十二676 のこぎりのはは︑︿略﹀︑一つおきに右と

＋241220

六368

二十光年の星もあり︑三十光年の星もあり にじゅう ﹇二十﹈︵名︶3 二十 20

よくできる二州をとられました︒

十三1710 戦いに敗れ︑賠償として︑︿略﹀︑作物の

にしださんは︑きょうもびょうきで休にしゅう ﹇二州﹈︵名︶1 二州

︹人名︺1

四305團

にしださん
んでいます︒

ます︒

二十ぱ

ときには︑十ぽも二十ぱも︑ずらりとなら
二十びょう

二十分

三年めには︑二十びょうの米をとること

﹇二十俵﹈︵名︶1

﹇二十分﹈︵名︶1

八349光のとどく時間ではかると︑あの星と地球 にじゅういち

にじっぷん

ができました︒

十一2910

にじつびょう

んでいることがあります︒

九154

にじつぱ

﹇二十羽﹈︵名︶1

八353

三814 すると︑色リボンのような にじが空に にじっこうねん ﹇二十光年﹈︵名︶1 二十光年
かかりました︒
三835園 あなたたち︑にじがみえて︒

三842 だんだんにじもきえていきます︒

三848みんながみますと︑そのあまだれの中
に︑小さなにじがみえました︒
あ︑きれいなにじ︒

七581 雨がはれて︑にじが大きくでました︒
十1912園

ごらん︑にじがでているよ︒

十201 村の林の上に︑大きな半円形のにじがか
かっている︒

十2110囹

十253 21

六361021

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

十三518 わたしの心は︑にじを見るとおどる︒

︹題名︺1

うえたんです︒

にじのうた

にじの歌

いしい

もりた

にしもりさん

にしの

は︑およそ二十億光年ということです︒

博士の計算では︑うちゅうのさしわたし
十四346

二十億光年lIわかりますか︒
十四347

﹇二十九・五光年﹈

とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなの
です︒

にじゅうきゅうてんここうねん

一一九・五光年ですから︑

八35あ
5のたなぼたものがたりのはたおり星は︑

二十九

十三 手と足⁝⁝⁝二十九
一35

それが︑にしもりさんのせなかにあたりま にじゅうく ︹課名︺2

︹人名︺2

第二回めは︑にし村の学校とやることに ︵名︶1 二九・五光年

第二忌めには︑にし村の学校としあいをし

光が一方のはしから︑向こうのはしまで
十四348

石井先生の手品や︑森田先生と西野先生 にじゅうおくねん ﹇二十億年﹈︵名︶1 二十億年
のバイオリンとピアノ合そうなど︑

十五櫨10

億光年

七205園私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本 にじゅうおくこうねん ﹇二十億光年﹈︵名︶2 二十

十四637 日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に にじつぼん ﹇二十本﹈︵名︶1 二十本
じのような︑赤や青の色がついています︒

十四737 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり
のようなものがひと皮かぶさっており︑

﹇西側﹈︵名︶1

りきっているつばめたちを運んできました︒

十203 ﹁にじの歌﹂を歌う子どもの声︒
にじ ﹇二時﹈︵名︶1 二時
にしの
九206 自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ にしのせんせい ﹇西野先生﹈︹人名︺1 西野先生
にしがわ

した︒

五809

にしもりさん

なった︒

七529

た︒

七496

三233 まいあさ日がでると︑この木の西がわ にしむら ︵名︶2 にし村
二時間

のなん十という村々が︑日かげになります︒
﹇二時間﹈︵名︶1

にしき

七359囹 それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど

にじかん

﹇錦﹈︵名︶2

でっくのですから ︒

にしき

十五828 とてもほんとうと思えないほど︑ふとつ

十四828 ぼろを着ても心はにしき︒

321
にじゅうく一にじゅうはちど

﹇二十九﹈︵名︶1

くもりのち晴29度
くもりのち晴29度

29度

29

十四24 三 星の光⁝⁝⁝二十九
にじゅうく

㈱
㈱

﹇二十九度﹈︵名︶4

六403 29
にじゅうくど

七932 8月2日
七944 9月6日

と︑だ

九月二十四日飛行機で二千ば二十五日
二十五わ

23

わたしの民ちゃん⁝⁝⁝二十三

二十三

二十五わ︑二十六わ︑二十七わ

﹇二十五羽﹈︵名︶1

同じく二万五千ば

九228

四58一

にじゅうこわ

23

＋251023

23度

23センチ

﹇二十三度﹈︵名︶3

23センチ

にじゅうさんセンチ
十一一53図

にじゅうさんど

︵名︶1

﹇二十三﹈︵名︶2

三

︹課名︺1

んだんそろいました︒
にじゅうさん
十一一24

晴
にじゅうさん

㈹

二十九わ

六372

29度

八鵬1 9月4日
二十九日

八㎜8 7月18日 ㈱ 晴 29度
﹇二十九日﹈︵名︶1
﹇二十九羽﹈︵名︶6

九2210 二十九日飛行機で一万ば

にじゅうくにち
にじゅうくわ

四498 二十九わのがんは︑あわててかっちゃん
のところへあつまりました︒

八価3

9月29日

㈹

晴

くもりのち雨23度
23度

㈱

24

あいさつ⁝⁝⁝二十四

二十四

10月25日

十一

24

﹇二十四﹈︵名︶2

六375

24

ときのことである︒

十371

㈲

晴

27

27度

27度

八977 6月13日

八脳5 9月21日
四581

27度

27度

晴

晴

㈱

㈹

二十七わ

二十五わ︑二十六わ︑一一十七わ一と︑だ

にじゅうしちわ ﹇二十七羽﹈︵名︶1

㈹

㈹

くもり

くもり

24度

24度

24度

5月29日

﹇二十四度﹈︵名︶2

んだんそろいました︒

6月15日

にじゅうしど

七901

4月29日

㈲

晴

20度

﹇二十度﹈︵名︶4 20度

八983
七867

にじゅうど

㈹

5月2日過㈹

晴

晴

20度

20度

20度

二十二

雨

5月15日

㈹

八951

︹型名︺1

七949 10月23日

八968
にじゆうに

はやとり⁝⁝⁝二十二

なんといっても︑二十二か三のわかさ

22

22

﹇二十二﹈︵名︶3 二十二 22

三25 四
にじゆうに

六371
十256

十三613囹

︵名︶1

二十南画ンチ

で︑せんぱいをしのいで大家になり︑

十二529 古ぎれを︑はば二十一一センチ︑長さ三十

にじゅうにセンチ

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

7月20日

ω

團

晴

22度

雨のちくもり22度

にじゅうにど ﹇二十二度﹈︵名︶2 22度

七921

八価7 10月20日

28

28

にじゅうはちど ﹇二十八度﹈︵名︶6 28度

六388

にじゅうはち ﹇二十八﹈︵名︶1

はじめた︒

九㎜5 やがて︑十人︑二十人制つぎつぎにすべり

あなたの思っていることは⁝⁝⁝二十 にじゅうにん ﹇二十人﹈︵名︶1 二十人

人のかお⁝⁝⁝一一十七

︹課名︺2

二十七

にじゅうしさい ﹇二十四歳﹈︵名︶1 二十四才
めいじ
それは︑明治二十三年︑佐吉が一一十四才の

十264

にじゅうし

︹課名︺1

八鵬9

四526 二十九わのがんは︑列をきれいに つく 七896 5月28日 ㈲ 晴 23度
るどころではありません︒

25

一33

一一十九わのがんは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびま にじゅうし

四588 一一十九わのかおがそろいました︒

した︒

四592

四608 しかたがないので︑一一十九わのがんは︑

テーブルのまわりにあつまりました︒
四619 一一十九わのがんが︑食事をすませると︑
にじゅうご ︹課名︺1 二十五
﹇二十五﹈︵名︶1

二31五おはなし⁝⁝⁝二十五
にじゅうご

にじゅうしち

十二
25度

一34

﹇二十五度目︵名︶5

六379 25

七935 8月4日 出 くもり 25度

四

にじゅうごど

七

6月25日

﹇二十七度﹈︵名︶3

27

﹇二十七﹈︵名︶1

十27

七909

にじゅうしちど

六383

にじゅうしち

七941 9月3日 ㈲ くもり 25度
八棚3 8月7日 ㈹ くもり 25度
八皿6 9月1日 ㈹ くもり 25度

八棚10 8月18日 ω くもりのち雨25度
にじゅうごにち ﹇二十五日﹈︵名︶1 二十五日

七9055月31日
七9126月28日
八9886月27日
八㎜1 7月12日
八㎜4 7月13日
八撹2 8月22日
28 28 28 28 28 28

x x x x x x

日本という國をみたこともなく︑また日

本語をすこしも話せないこの二少年が︑

十二812
私はスタンドから一心におうえんしてい
二色

三色の組みあわせにしたら︑二色のときよ

﹇二色﹈︵名︶1

る二少年のことを思っては︑ふるいたって職い︑

十二8110
にしょく

九54

﹇似﹈︵下一︶2

にせる

︽ーセ︾

りも︑もっとちがった感じがするにちがいありま
せん︒

に・せる

二台の荷馬吏・が來たので︑それをさける

にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒

十四909

︵副︶1

にたにた

ために︑急いで道を横ぎったときに︑

にたにた

九5811 すると︑男は︑また喜んで︑顔じゅう口の

㈲曰いくにち・いちにち・い

ようにして︑にたにたわらっていいました︒

ちにちいちにち・くがつじゅうくにち・くがつじゅ

にち ﹇日﹈︵名︶6

うしちにち・くがつにじゅういちにち・くがつに

じゅうくにち・けいおうさんねんくがつにじゅうい

ちにち・ごがっさんじゅういちにち・ごがつじゅう

一つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

ごにち・ごがつにじゅういちにち・ごがつにじゅう

七679

それにねんどでだんだん肉づけをし︑しだいに︑

くにち・ごがつにじゅうににち・ごがつにじゅうは

その人の顔ににせていくやりかたです︒

もう一つは︑だいりせきや木材をけずって

ちにち・しがつさんじゅうにち・しがつにじゅうく

七682

2㎝

じゅういちがつじゅうごにち・じゅういちがつじゅ

つじゅういちにち・じゅういちがつじゅうくにち・

はちにち・しちがつじゅうろくにち・じゅういちが

さんにち・しちがつじゅうににち・しちがつじゅう

いちにち・しちがつじゅうごにち・しちがつじゅう

ちにち・しごにち・しじゅうにち・しちがつじゅう

にち・しがつにじゅうしちにち・しがつにじゅうは
ニセンチ

いって︑だんだん︑その人の顔ににせていくやり
︵名︶2

兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ
いたぎれを︑はば退紅ンチ︑長さ九セン
︵名︶3

ういちがつにじゅうごにち・じゅういちがつにじゅ

うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2 うさんにち・じゅういちがつにじゅうくにち・じゅ
㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

七929

にセンチメートル

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

十二522

しを︑新しい葉にうつす︒

七249

にセンチ

九28 四 夕やけ⁝⁝⁝二十六
26

かたであります︒

﹇二十六﹈︵名︶1

26度

うににち・じゅういちがつにじゅうろくにち・じゅ

晴

七929黒も2㎝︑

㈲

ち・じゅうににちめ・せんきゅうひやくしちねんし

じゅうごにち・にじゅうはちにち・にじゅうろくに

さんにち・にさんにちまえ・にじゅうくにち・に

がつじゅういちにち・せんきゅうひやくしちねんし
二代

九217晩の十時に︑二千ばのつばめが着きました︒

二千ば

七916 7月9日

二十六日

﹇二代﹈︵名︶1

がつじゅうろくにち・だいいちにち・なんにち・に
にだい

九227九月二十四日飛行機で二千ば

﹇二千羽﹈︵名︶2

うがつにじゅうごにち・じゅうがつにじゅうさんに

﹇二十六日﹈︵名︶！

二十六わ・

にせんば

八972もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました︒

にじゅうろくにち

九229 二十六日汽車で五万ば
﹇二十六羽﹈︵名︶1

ち・はちがつじゅうはちにち・はちがつにじゅうに

︸代一一代はいい人で︑よくさかえたが︑

にち・めいじごねんくがつじゅうににち・ろくがつ

二台

そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

﹇二台﹈︵名︶2

口 5

にじゅうろくわ

四581 二十五わ︑一一十六わ︑二十七わ⁝と︑だ
んだんそろいました︒

に

八鵬8 9月14日 ㈲ くもり 26度

八塒69月7日㈲雨26度

にじゅうろくど ﹇二十六度﹈︵名︶3 26度

されている︒

音のちがっている多くの定々のことばが書き表わ

十五418 この二十六字のローマ字を利用して︑発

十五417 ローマ字は︑全部で二十六字である︒

にじゅうろくじ ﹇二十六字﹈︵名︶2 二十六字

六381 26

にじゅうろく

十三27 四 ホートン風景⁝⁝⁝二十六

八26 三 天の川⁝⁝⁝二十六

にじゅうろく ︹課名︺3 二十六

にじゅうよっか

にじゅうよっか 乏くがつにじゅうよっか・しちがつ

いちばんおそい植えつけでした︒

九358團 それは︑七月の二十八日でしたが︑村で

にじゅうはちにち ﹇二十八日﹈ 目名︶1二十八日

㈱㈹㈱㈱㈱㈱
晴晴晴晴雨晴

にしょうねん ﹇二少年﹈︵名︶2 二少年

九 だ 十
20 い
59
5

にじゅうはちにち一にち

322

323
にちや一にっこう

じゅうごにち・ろくがつじゅうさんにち・ろくがつ
にじゅうごにち・ろくがつにじゅうしちにち・ろく

晴 15度

晴のちくもり 17度

晴 19度

くもり 18度

会のち晴 15曰

晴 20度

がつにじゅうはちにち・ろくじゆうにちめ

七8674月29日
七8845月6日
七8875月20日
七953 獅P1日

七971 獅Q5日
七991 獅Q日
日夜

いう大きなつくえの上に︑
﹇日曜﹈︵名︶2

﹇日曜日﹈︵名︶1

日曜日

十三2211

ランプについては︑いろいろいいこと

かれは︑もみの生長について︑大きな発

見をしました︒

十四101團

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ
﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくりひろげ︑

うれしいような︑柔しいような︑悲しい

につき

これからは︑用事これあるにつき︑

︵接助︶1

ような国持をだいて︑この日記のふでをおこう︒
につき

明日出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九715図団圓

これがあたった人には︑にっきちょうを

﹇日記当番﹈︵名︶1

日記当番

高橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑

61 日光
﹇日光﹈︵名︶

私にも書かせてください︒

十五俄7

こう

日光が店いっぱいにさしこんできた︒

十四6911

この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ

日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に

土のしめっているところへ日光があたっ

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

それを日なたへ持ちだして︑じかに日光

めに︑特別にあたためられると︑

十四681

て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

十四672

じのような︑赤や青の色がついています︒

十四636

して︑日光を湯げにあて︑

十四634

降りそそいでいました︒

十255まぶしい日光︒
十二318午後の日光は︑︿略﹀︑みあげる私の顔に

んほして︑ すぐにもみすりをしてみました︒

八鵬2 のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

七336庭には︑日光が降りそそいでいる︒

ので︑

六103雲にかくれていたたいようがかおをだした

こつ
一

にっきとうばん

虫になるのに︑七日かかっています︒

七255 日記帳をみながら︑兄﹁たまごから小さい

七254囹 まってください︒日記帳をみますから︒

あげます︒

四7210

記帳

おとうさんのおはかについては︑どう にっきちょう ﹇日記帳﹈︵名︶3 にっきちょう 日

を教えてくれました︒

そうじがすんだら︑そのことについて

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒

十四157團
十四201囹

この色については︑お話することがどっ

話をしよう︒

十四639

また︑日本についていろいろの研究を進

さりありますが︑

十五5012

め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

大英百科辞典の東洋美術についての説明
ホランド博士は︑戦孚中で費用が思うよ

は︑プリンタリーのふでになったものである︒

十五515
十五554

うにつかえないことについてくわしく話し︑

日本留学生第一号とでもいおうか︑私

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ

十五5610囹
う︒

十五741

考えかたについて熱意をこめて語られた︒

うさぎにっき・えにっき・がっきゅうにっきから︒

いま︑にいさんに日記をよんでもらって

かんさつにっき︒さいこのがっきゅうにっき

十五槻5

を︑声高らかに読みあげられた︒

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくったあたり

十五736

に見せなければならないものがたくさんある︒

十五599園

いたところよ︒

七304園

六m10 それよりも︑五十音について︑新しく思い

それについて︑なにか︒

ず︑このことについて研究を重ねました︒

十三2010 このあれ地に育つ木があるかないか︑ま

についていうと︑

十三96 たとえば︑花のおしべとめしべとの関係

七8410園

て︑それはよく知っております︒

七813囹 この人は︑私どものらくだのことについ

ついたことをみんなに話して︑

について

について ︵格助︶15 について5のうときようげん にっき ﹇日記﹈︵名︶4 日記n▽あさがおにっき・

七219 日曜日のはれた朝︒

にちようび

のクリスマスに得意の銀てきをふいたが︑

十五673 教会の日曜学校の生徒であった私は︑そ

にちようがっこう ﹇日曜学校﹈︵名︶1 日曜学校

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

十三419園 おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを

十三385園 ほんとう⁝⁝こんどの日曜ね︒

にちよう

日曜

十五696 おじさんが日夜ふでをとっていられたと

に ち や ﹇日夜﹈ ︵ 名 ︶

（日〉（日）（日）（日）（日）（日）
1

12 11 11

にっこり一にっぽん

324

をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

十四726 これに日光をあてると︑熱いところとつ
めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

十四736 熱い茶わんの湯の表面を︑日光にすかし
て見ると︑

十四7412 地面の空氣が︑日光のためにあたためら
れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい
へんあぶないものです︒
けいあたためられるので︑

十四757 畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ
十五213 日光にかがやく高山植物のかおり︑
︵副︶5こ 一つこり

十五817 空字または日光のごとく平ぼんなれよ︒
にっこり
七4410
青年はにっこりわらった︒
十2511その声をきいて︑にっこりとわらう顔︒
にっこりわらい顔になって︑

十742いままでおいおいないていたくせに︑きゆ
うに︑

︽ーシ・一

ふたりの少年は︑にっこりとわらって︑

＋一一7310芭蕉は︑にっこりわらって立っていまし

たが︑

十一一7811

にっこりする

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

︵サ 変 ︶ 2

﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

にっこり・する
スル︾

十五鵬1園

不正がしかえしされたときに︑いつもにっこりし
ています︒

日本

十五柵8園 おまえがにっこりするたびに︑わかく
なるのですよ
﹇日本﹈︹地名︺88

五443圃 ぼくら︑日本の子どもらは︑はとだ︒

にっぽん

五451圏ぼくら︑日本の子どもらは︑つぼみだ︒
五457間ぼくら︑日本の子どもらは︑星だ︒

はじめた︒

七4110

日本の海はどんな色ですか︒

日本の新しい出発にあたっても︑この自動

日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外國と

日本には︑文盲といって︑りっぱな人

日本のこくぐらは︑北海道だといいます︒

いいコックスが日本を正しい方へつれ
十一4911

日本ではあまりさかんでなかったが︑

テニスコートには日本とメキシコの國旗

﹁いうまでもなく︑日本ですよ︒﹂

日本へいきたくない︒

日本という國をみたこともなく︑また日

もし︑この決勝職に勝つことができたら︑

これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて

イソップ物語はイソップという人が書い

てあります︒

十二鵬10 日本のことばになおしてローマ字で語い

に傳えたのは︑三百五十年ほどまえのことです︒

たお話ですが︑これをキリスト教の宣教師が日本

十二鵬6

作られた日本のお金です︒

十二鵬3

めてもらうことになります︒

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本では︑はじ

十二825

本語をすこしも話せないこの二少年が︑

十二811

十一一807園

十二797園

が美しくひるがえって︑

十二774

ができている︒

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな影絵しばい

十二465園

形しばいがある︒

十二446囹

ていくのさ︒

十一1012園

本の國全体だって︑同じことだと思う︒

十一1011園あの町でも︑あの工場でも︑また︑日

んありますが︑

はおもむきのちがったおもしろいものが︑たくさ

十642

ろう︒

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

青年は︑つづいて日本の子もりうたをひき 十377

同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八83

まもなくさっていかなければならない日本

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

九166

やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

は︑そろそろ日本をさっていき︑

九169

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる

日本からオーストラリアまでは︑一万キロ

日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

した小さな金ぞくのいたがついていました︒

九174
九1711
ますが︑

九246

日本に春がくると思うと︑もう矢もたても

あまりもありますが︑

九247

その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九249

﹁日本とフランスとは︑どちらがきれい

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒
十1410囹

フランスだって︑きれいなところもあり︑

ですか︒﹂とたずねました︒

十153

きたないところもあり︑日本も︑やはりそのとお

﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思い

りですから︒

十161

十157圏

えんぴつ一本買いにいくにも︑日本のこ

うかべるようにいいました︒

十173園

日本のゆくすえをどうするのか︒﹂佐吉

とばでは通じません︒

十357園

これが︑日本における自動織機のはじめで

は︑もう︑じっとしていられなくなり︑

ある︒

十375

325
にっぽん一にっぽん

十二柵2 外國から書物が新しくはいってくること
は︑外國人の心が傳わることで︑日本はこのよう
な心をとりいれて︑どんどん育ってきました︒
で︑古くから外國人にもてはやされてきました︒

十二相2 まき絵は︑．日本のすぐれた工藝品の一つ

十四298

ですから︑星のおとぎ話は︑日本にはあ
日本は景色のよい國で︑花がたえずさい

まりありません︒

十四299

なんでも日本︑日本と︑日本だけが特別

ていたために︑

十四3012
十四3012

日本だけが特別の國ででもあるかのよう

なんでも日本︑日本と︑

の國ででもあるかのように考えて︑

十四3012

十二麗7 これは︑オランダのターヘルアナトミア
という人体のことを絵いりで説明した本を︑いま

あなたがたは︑これからの日本にとって

から百八十年まえに︑日本で出版したものです︒

十四407園

あなたがたの考えひとつで︑日本はよく
あなたがたのものを見る目︑ものを考え

日本の朝︒

ほどりっぱな國になっていくのです︒

る力が大きくなっていけば︑日本は︑見ちがえる

十四3111

もわるくもなるのです︒

十四318

だいじなかたがたです︒

十四316

に考えて︑

てしっかりしたものとなりました︒

十二麗11 この本によって︑日本の医学は︑はじめ

よこはま

十二柵8 これは︑汽車第一号で︑明治五年九月半
二日︑はじめて日本で東京横浜間を走ったもので
あります︒

十二M7 平和な國日本を作るために馬また︑文化
國家をきずくために︒

りました︒

十二備2 これで︑日本の面影を写した写眞帳が終

十四5711園それがこの日本でできるためには︑私
が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

十一而3 このような歩みをたどってきた日本を︑

十五181図魍ああ︑日本︑まさに立つべし︒
漢字が中土から日本に傳えられたのは︑

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

訓とへしうむ

日本では︑﹁山﹂を﹁サン﹂︑﹁海﹂を

このように︑日本では一つの漢字をふた
中國の発音にもとづいた漢字の読みかた

わすのに便利なかたかなや︑ひらがなを作りだす

十五392

日本では︑︿略﹀漢字から︑日本語を表

を﹁立日﹂といい︑日本のことばによる読みかたを

十五385

とおりに読んできたが︑

十五384

がつた読みかたをしたが︑

﹁カイ﹂というようにもとの中國の発音にした

十五3712

千七百年ほどまえであるが︑

十五3711

十一一備8 歩調がそろったときに︑はじめて︑日本
が正しい︑美しい國となることができましょう︒
れるが︑

十三1012 日本には︑毎年︑約二百万人目人が生ま

十三125 知識を眺め︑学問を研究して︑迷信を
まったくとり去ってしまうようになれば︑日本の
國は︑今日よりまだまだ進むことであろう︒
れたときに︑

十四2410 日本になかった品物が︑外翼から傳えら

十四261 日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ
オランダからはいり︑

た大陸からは︑

十四272 古くから日本といちばん関係のふかかっ

かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう

ようになった︒

に大きな発明で︑

十五3911

日本のことばも︑ローマ字で書くことが

すくしかも自由にうつすことができるようになつ

十五401 かなのおかげで︑日本のことばを︑たや

た︒

できる︒

十五4110

らがなとの三種類の文字をつかっており︑

十五424 いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ

日本の手工業も︑︿略﹀︑つぎつぎと近代

も簡軍に書き表わす方法がないものであろうか︒

十五428 日本のことばをもっとも正しく︑もっと
十五455

この焼物をやめれば︑日本から美しい

的工業の道をたどっていくようになった︒

プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ

ものが一つ消えてしまうことになります︒

十五502園
十五501一

また︑日本についていろいろの研究を進

きつけられていろいろな焼物を集めた︒

日本の古い美術に対する愛着がふかく︑

日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

十五5012
十五511

おおしま

きみは︑かねがねジョルダン博士から

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒

十五513

十五547園

それはそれとして︑きょうはきみがま

いってきている日本の学徒︑大島くんでしょう︒

だ生まれないころの日本の話をさせてもらおう︒

十五559囹

十五559園私が日本をおとずれたころは︑西洋の

文化をとり入れることがさかんなときで︑
じ

ばんだい

富士山や磐梯山のいただきをきわめたのは︑︿略﹀

ふ

十五5512囹 そのころ日本をたずねた外人の中で︑

私がはじめてだろう︒

にっぽんいち一にっぽんせい
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十五573圓 きみは室を二つももっているようだが︑

十五567囹 私と日本とはふかい関係があるのだが︑
その一つに日本の青年をとまらせて︑

十五578園 つくえのまん中にチョークで線をひき︑
向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑

十五5710園 その日本の青年はなかなかの人物だっ
たよ︒

十五757 日本へ帰ったら︑新島夫人にきょうのゆ
かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑

十五793 私には︑あなたがた日本の小学校のみな
さんに︑このあいさつを送るだけの特別の権利が
あると信じます︒

かったことがあるからです︒

十五798 日本の子どもさんたちにも︑お目にか
十五7910 私のつくえの上には︑日本のみなさんが
書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒

﹇日本一﹈︵名︶1

日本一

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五8010 そう思いながら︑年よりの私は︑日本の
にっぽんいち
日本語

四746 に一日本﹁のふじの山︒
﹇日本語﹈︵名︶19

いや︑いまは日本語にちがいないが︑

とばかり思っていました︒

十四227園
もとは︑外國のことばさ︒

の書き表わしかた

日本語の書き表わしかた

十五35 日本語の書き表わしかた
十五423

﹇日本中﹈︵名︶2

日本じゅう

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

いい整調が︑りっぱに日本じゅうの足

﹇日本人﹈︵名︶9

日本人

なみをそろえてくれるにちがいないよ︒

十一 2囹

どうも氣にいらなかった︒

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九梱8

にっぽんじゅう

些細のものは︑ことに名高い︒

十456 今日︑単打の産地は︑︿略﹀であるが︑日

十四229園長い間つかっているうちに︑すっかり にっぽんさん ﹇日本産﹈︵名︶1 日本産
私は︑どうしてこんなにたくさんのこと

なれてしまって︑日本語になったと考えていい

十四245

ばが︑いろいろな國からはいってきて︑日本語に
なったのだろうかと︑ふしぎになってきた︒

先生︑どうして︑そんなにたくさんの

外國のことばが︑日本語になったのでしょう︒

十四247園

十四277囹長いあいだつかっているうちに︑もと
もとからの日本語のように思われてきたのだ︒

そういういなかへは︑めったに日本人もい

日本人をみたことがない子どもたちは︑お

よくみていますと︑どこかしら日本人ら

きみたちは日本人ですか︒

どうも日本人は︑むかしから︑あまり星

日本人のための英語教科書の編さんまで

日本製

じつにめずらしい日本人が舞いこんで

n日本髪﹈︵名︶1

十355 機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの

にっぽんせい

來たものだ︒

十五598囹

う︒

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ

十五5610囹日本留学生第一号とでもいおうか︑私

したりした︒

十五511

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297

十二7810囹

しいところもあるので︑

十一﹇789

十810園．日本人︑くりをおあがり︒

とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒

十75

かないのです︒

十75

一方︑﹁山﹂を﹁やま﹂︑﹁海﹂を﹁うみ﹂ にっぽんじん

などとっかって︑その漢字の意味にあった日本語

十五382

日本では︑︿略﹀漢字から︑日本語を表

をあてて読むこともした︒

十五393

わすのに便利なかたかなや︑ひらがなを作りだす

また︑ローマ字は世界的の文字であるか

ようになった︒

十五421

﹁︿略﹀︒﹂と︑じょうずな日本語で話し

ら︑日本語が世界の人々に親しまれるようになる
であろう︒

かけた︒

十五445

にっぽんご

の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑日

ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え

そのかわり日本語を教えてくれと︑そ
つまり︑私はかれのギリシア語の先生
そうして︑これが新島からならった日本
語の一つだといわれた︒

十五7610

で︑かれは私の日本語の先生というわけだが︑

十五583囹

の申し出でを承知して︑

十五581囹

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

十五4511

十二398 これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ
本語になおしたものです︒

十二793園 きみたちは︑日本語を知っているの︒
本語をすこしも話せないこの二少年が︑

十二811 日本という國をみたこともなく︑また日

ど苦心したかわかりません︒

十二佃2 この本を日本語になおすのには︑どれほ

語で︑なんといっていたんでしょう︒

十四191園 では︑バケツやカーテンなどは︑日本

十四224囹先生︑私は︑これはみんな︑日本語だ にっぽんこのかきあらわしかた ︹題名︺ 2 日本語
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は︑なかったからである︒

にっぽんせいふ ﹇日本政府﹈︵名︶1 日本政府

日本どくと

それも︑日本どくとくの︑︿略﹀ほ

﹇日本独特﹈︵名︶1

るためにやって來たのも︑そのころのことで

日本政府から頼まれて︑鉄ぼうのうちかたを教え

十五458 ハギンスの祖父にあたるプリンタリーが︑

く

にっぽんどくとく

おじろです︒

八45 鳥
にっぽんのこども ︹題名︺1 日本の子ども

五442 日本の子ども
にっぽんびじゅつこうげいし ﹇日本美術工芸史﹈
︵名︶1 日本美術工藝史

日本らしい

日本美術心惑史十二巻という大作を著わした︒
﹇日 本 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

︽一

十五514 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑

イ︾

にっぽんらし・い

十644能は︑その中でも︑もっとも日本らしい︑
すぐれたところのあるものとなっています︒

第一号﹈︵名︶1 日本留学生第一号

にっぽんりゅうがくせいだいいちごう ﹇日本留学生

朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど

すこしばかりのパンとチーズも︑

十五209
ずつ︑︿略﹀︑散歩に出て來るのでした︒

二二

二年三ヶ

﹁ニニが四﹂という算数の九九と︑にた

﹇二二﹈︵名︶1

十四7911

にに

二年

﹇二年三箇月﹈︵名︶1

一一年すぎました︒

n二年﹈︵名︶1

ようなものだと思いました︒

にねん
三122
にねんさんかげつ
月

三つになる一まんでいうと二年三ヶ月に
二年生

二年置も︑これでべんきょうをしまし

﹇二年生﹈︵名︶4

なる妹をつれて︑さんぽにでました︒

十475
にねんせい

た︒

二593園

一年生がはいってきます︒

又略﹀︒﹂

一一の人﹁この光を全身にあびよう︒﹂

一一の人﹁わたしたちの朝だ︒﹂

十四403 二の人﹁大空がほおえんでいる︒
十四408

二宮金次郎

十四413

2

十四416

︹課名︺

一﹇の人﹁朝風がふいてきた︒﹂
にのみやきんじろう

金次郎

一一宮金次郎⁝⁝⁝十八

一一宮金次郎

にのみやきんじろう

三

にのみやきんじろう
十一27

十一186 三

﹇二宮金次郎﹈︹人名︺2

二宮

二宮

か ながわ

これから︑私の調べた一一宮金次郎のこと

にのみやきんじろう
金次郎
十﹇187

をお話します︒

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒

けん

十一191 二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川

二ばん

てっぽうの音が︑

﹇二発目﹈︵名︶1 二はつめ

ために︑急いで道を横ぎったときに︑
にはつめ

きました︒

四5010 二はつめの

﹇二番︺︵名︶1

二ばんぼし

二ばん

一242 二ばんの﹁はねておどれば﹂のところは︑

にばん

ひびいて

十四909 二台の荷馬車が來たので︑それをさける

こんど︑みなさんが一一年生になったら︑ にばしゃ ﹇荷馬車﹈︵名︶1 荷馬車

そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう

あたらしい

二604園

十569

つがるかいぎょう

のからだを手でいじりました︒

ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたの
は︑ぼくの二年生のときだった︒

十一473

二のばめん

十五569園日本留学生第一号とでもいおうか︑私 にのばめん ︹題名︺6 二のばめん 二の場面
二485

﹇二番星﹈︵名︶4

ぴょんぴょんとびました︒
星

にばんぼし
二のばめん

一一のばめん

六83一

二ばん星みつけた︒

一一ばんぼしみつけた︒

あれが︑ぼくのみつけた二ばん星かなあ︒

五565園 はるおさん︑ほら︑あなたのみつけた二

五536園

一261
二の人

一一の場面

二の場面

ばん星よ︒

五588園

一一の人はるか遠くの方を指さして︑ にばんめ ﹇二番目﹈︵名︶3 二ばんめ 二番め

一一の人﹁東の空が明かるくなってくる︒﹂

二の人そのままのかっこうで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇二人﹈︹話手︺7

十四388

十四385

にのひと

七798

七310

六2510

二のばめん

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ
二ど

四皿2

﹇二度﹈︵名︶5

う︒

にど

六1911囹 こんな樂しいときは︑二どとありません
ね︒

七358園 おばさんのうちへは︑もう一一どもいった
ことがあるのですもの︒

十一778 医者は一一どきてみて︑いくらかよくなつ
たように思うといいました︒

十一7811 一日に二ど︑看護婦が持ってきてくれる︑ 十四399

にひき一にもつ
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二354園 二ばんめの めくらは︑ぞうの
さわって︑こういいましたQ

きばに

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん
が︑おもしろい紙しばいをしました︒
十三394囹 手紙が︑はい⁝⁝二番めのひきだしの
⁝⁝上⁝⁝はい︒

にひき ﹇二匹﹈︵名︶9 2ひき 二ひき

二271園 二ひきのやぎが︑そのはしのまん中
でであいました︒

二ひき

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑
おや︑十一びきしかいない︒

二ひきとも

こ米が一びょう︑
荷船

汽船や荷船がとおる︒

﹇荷船﹈︵名︶1
ニへん

いちにちに二へんあるのに︑いちねん

﹇二遍﹈︵名︶1

五75

にぶね
にへん

ニー87園
﹇二編﹈︵名︶1ニへん

に一ぺんしかないものはなあに︒
にへん

﹁ドッジボール大会﹂という文章が︑二へ

んあります︒

七481

一292

手は二ほん︑みぎひだり︒

こうしてできた二本のつつは︑うまくはま

足も一一ほん︑ひだりみぎ︒

にほんし

260g

ま四角で︑骨が二本しかついていないたこ
材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹

十二512

日本紙

日本紙を細長く切って︑一まい一まいに
よくのりをつけてはりかためる︒

古新聞二まい︒
これを二まい作る︒

う︒

ご両人の名まえ入りの大きな写実を二ま

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五662

二二五千ば

古新聞を二まいとも八つに切って︑その

﹇二枚共﹈︵名︶1 二まいとも

十二499

にまいとも

﹇二万五千羽﹈︵名︶1

うち一まいだけを正方形にする︒

にまんこせんば

同じく二万五千ば

九228 九月二十四日飛行機で二千ば二十五日

ニミリ

ニミリほどある︑白いうじのようなよう

︵名︶1

八149

にミリ

二一ートル

石を取るが早いか︑目の前ニメートルほ

︵名︶1

ちゅうが︑はいだして︑

にメートル

十五3012

にもかかわらず

それは︑ようだいがわるくなったにもか

﹇拘﹈︵接助︶1

どまでせまって來たこのあくまの胸をめがけて︑
にもかかわらず

かわらず︑病人が︑しだいに︑すこしずつものが

十一801

わかゆかけるようにみえたことです︒

した︒

五304囹

どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑

かんぽんのクレーンが︑あがったりさがっ

この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん

じゅなどがはいっています︒

五334

たりして︑荷物をつみこんでいます︒

五333

かったのですが︑

その荷物は小さいわりに︑なかなかおも

五303園小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま

あせをふきふきあるいていました︒

五294園

にもつをもってあげました︒

一487 おとうさんは︑うしろのおきゃくさんの

こちらはかきの木の多いところで︑どこ にもつ ﹇荷物﹈︵名︶15 にもつ 荷物

骨は︑たて骨とよこ骨の二本です︒

スキーをつけ︑二本のつえをつきながら︑

数という形のないものを表わすのに︑線
﹇日本紙﹈︵名︶2

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

十五368

九画一

の家にも︑二本や三本はあります︒

九431団

六佃10

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六宙4

です︒

六M2

りあって︑

六観1

一294

二297園 一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ にほん ﹇二本﹈︵名︶9 二ほん 二本
十一びき
一び き ︑ 二 ひ き ︑ 三 び き ︑

三341園 そこに︑ はくせいの りすが︑

二304囚囚

のっていました︒

四205国ねずみが三びき︑わの中にはいり︑
ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒
六282 このとき︑戸のぞとに︑きりぎりすが二ひ
きたずねてきます︒

六襯2 二ひきのとらさんが︑つかみあいをはじめ
ました︒

七8911 黒うさぎ2ひき
たまりかねた一一ひきのうさぎが︑︿略﹀

﹇二匹共﹈︵名︶1

手をふり足をふって︑おうえんをはじめました︒

十二鵬8

にひきとも

ちてしまいました︒

︵名︶1

一一284園そのうちに︑二ひきとも︑どぶんとお 十二494 日本紙︒

にひゃくろくじゅうグラム

十二5210

十二494

七989 意うさぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいのでにまい ﹇二枚﹈︵名︶4 二まい
二百ぱ

320g︑かるいので260gでした︒
﹇二百羽﹈︵名︶1

四685 うらの小山の小いけに子がもが二百ぱ︑ 十二5211 一一まいあわせて︑図の点線のところをぬ

にひゃっぱ

329
にやあと一にる

五501圃 子どもや荷物のせてでる︒
六218 大きな荷物を︑力をあわせて運んできます︒

六2111園大きな荷物だな︒
六247 大きな荷物を︑コ︑二の三︒﹂と︑かけ声
をかけて持ちあげます︒

六251囹小さなからだに大きな荷物︒

なたが入院したと同じ日に︑入院したんです︒
入学

同じ日に︑入院したんです︒

けいおう

﹇入学﹈︵名︶1

十一867園
にゅうがく

十五588図慶慮三年九月二十一日︑マサチュセッ
﹇入学﹈︵サ変︶1

入学する

︽一

ツ州アマスト大学に入学︑北側の第八号室に入る︒

毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

にゅうがく・する

六251園 荷物がありか︑ありが荷物か︒

七98園

シ︾

入院する

︵名︶一

ニュース

ボール︑テニス︑ピンポン︑ラケット︑

︹地名︺3

与ごにゅうよう

ニューヨーク
ニューヨークの大都会で育てられた子ど

ボストン︑ニューヨーク︑ワシントンと
にょつきり

にらめっこ

いやだい︒﹂と︑たかぎをにらみつける︒

はじめは︑電車の中は︑まるでにらめっ

﹇睨﹈︵名︶1

︽！ケル︾

九889
にらめっこ

五254囹

こをしているようだったのに︑

ニリットル

あなたは︑こがねのどんぐりニリットル

︵名︶4

九722園

にリットル

と︑しおざけの頭と︑どちらがおすきですか︒

九727囹

ニリットルにたりなかったら︑めっきの

どんぐりをニリットル早く持ってこい︒

どんぐりもまぜてこい︑早く︒

九727園

﹇似﹈︵上一︶18 にる

︽二︾

九7211園 ちょうどニリットルあります︒

ニー24 かたちのにたものをならべてみました︒

にる

あんまりいうがにているので︑ぼく︑

はじめはきがっきませんでした︒

二245園

わたくしの

おじいさんに

よく

ぞうは︑大きなうちわににているよ︒

みると︑

二361囹
二581

それとよくにたつかいかたで︑﹁まいの手﹂

にたかたでしたQ
七138

まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ

といったり︑﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒

七684

虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑

しく書きたすのににています︒

ほそいとがった口をもっています︒

八166

十一510園ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ

傳説を歩く全國で調べてみると︑よくに

ぱなからだになるだろう︒

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十二564

まき絵書だな

これは︑茶だんすににて

これは︑白いうす雲が月にかかったとき

これとよくにたうずで︑もっと大きなの

しかしまた︑見かたによっては︑茶わん

くにたものと思ってさしつかえありません︒

の湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ

十四6812

が︑庭の上などにできることがあります︒

十四6610

に見えるのと︑にたようなものです︒

十四639

いますが︑そうではありません︒

十一一m5

りににている︒

二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が 十二692 はたらきのある人は︑はをもったのこぎ

︵副︶1

にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

十623

にょつきり

無事に旅を進めて︑

十五532

博物館の一﹂とつぶやいた︒

十五437園あの︑ニューヨークのメトロポリタン

もたちには︑

十五2011

?[ヨーク

にゅうよう

スキー︑ラジオ︑ニュース︑レコード︑チフス︑

十四219

ニュース

たしのそばへやってきた︒

六252園 荷物がありか︑ありが荷物か︒
知っているじゃありませんか︒

七822園 そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑
七845園 もしもし︑それなら︑荷物をつけている
ことが︑どうしてわかったのでしょう︒

にやあと ︵副︶1 にやあと
うだという裁判のようすなどを考えて︑

九485 やまねこのにやあとした顔や︑そのめんど
にやあわん ︵感︶1 にやあ・わん

四721 ﹃にやあ・わん﹄というわけです︒
にやお
みけちゃんは︒﹂みけ﹁にやお︑にやお︑

にやおにやおにやお︵感︶2にやお︑にやお︑
二625園
にやお︒﹂

三867 にやお︑にやお︑にやお︒

﹇入院﹈︵サ変︶4

を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

シ︾

にゅういん・する

十一866園外國から帰ったばかりで︑ちょうどあ

十一662園 いつ入院したのですか︒

と︑病院にはいったことを知らせました︒

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑帰ったこと

十一642 にわかに病氣にかかって入院したので︑

︽一

九568 その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口 にらみつ・ける ﹇睨付﹈ ︵下一︶ 1 にらみつける

にやっと ︵副︶1 にやっと

一一

にる一にわか

330

えからは︑おたがいによくにたものであるという

十四695 関係のないようなことがらが︑原理のう

ようなものだと思いました︒

十四7912 ﹁二二が四﹂という算数の九九と︑にた

32

︽二︾

にわ

庭

与あれにわ・おに

庭のだいこんの葉に︑
ここからだして︑

けの中を歩く︒

七331園
うつしてやりましょうね︒

七336庭には︑日光が降りそそいでいる︒

九435團

さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちばん

では︑庭のいけの水をすくって︑こがね
王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ

庭のあさがおの花は︑みんなふきちぎら

れ︑

文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑

ふみお

十三ー33

ふたりは︑︿略﹀すいかずらのあまいに

がかを立てて写生をはじめた︒

十一一368

これとよくにたうずで︑もっと大きなの

庭で植え木の手入れをしている父にこう

おいにひかれて︑庭の小道をおりていきました︒
いわれたら︑

十二876
十四6611

いけがきのすぎの木ひくみとなり家

が︑庭の上などにできることがあります︒

十五106前言

わか草のはっかにもゆる庭に來てす

の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五114図魍

﹇二羽﹈︵名︶3 二わ

ずめあさりてとなりへとびぬ

六441 木の枝にとまっている二わの子がらす︒

にわ

八732 そこヘニわのがんがやってきた︒
落ちた︒

おまえは︑だんながだいじにしているあ

にわかにパラパラパラ︑ポトポトポ

﹇俄﹈︵形状︶7 にわか

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

その坂を登りますと︑にわかにぱっと明か

にわかに集配にかかって入院したので︑

そのとき︑あみがにわかにゆれました︒
十一642

九梱4

るくなって︑目がちくっとしました︒

九5410

目をさます場面を演ずることがある︒

九141

ちこもうとしましたが︑

八308黒うしは︑にわかにかけだし︑天の川へ落

トというおとがきこえました︒

三795

にわか

の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十727園

どうしてこんなになったのかわからないう にわいし ﹇庭石﹈︵名︶1 庭石
朝早く庭にでて︑つやつやした大きなか

ちに︑大きな庭の中にきていた︒

八885

のだよ︒

八621囹世界は庭の向こうがわまで廣がっている 八7311 そうして二わのがんは︑ぬまの中に死んで

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒

八439

になったものにふりかけなさい︒

八437園

光ったこがねになっていきました︒

八409庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと

美しい庭をもつことができる︒

八406圓

八40王
5さまは︑庭へおでになりました︒

庭の木にとまらせても長くはいません︒
八93

る︒

十五3511 中部アラビアあたりにも︑これににた文 七576おかあさんの鏡︑庭のはっぽがうつってい
字があった︒

にる

にているけれども︑ずっときれいだもの︒

十五柵4囹 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに
﹇煮﹈︵上一︶1

二列

九悩5 ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

にる

﹇二列﹈︵名︶2

たいへんうまかった︒
にれつ

九価6 はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一
列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

十一674 開いたドアのまえまできますと︑その中
︵名︶

にはベッドが二列にならんでいました︒
﹇庭﹈

わ・おにわやき・なかにわ

にわ

ニー41 にわに川ができました︒

ちかい家も︑かくことができます︒

三962 にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

きが︑︿略﹀落ちているのをみたときは︑

十277

庭に

空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく
ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一353圃

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

庭の木に小鳥がくれば︑

四312国 わたくしは︑うちのにわにさいてい
るコスモスの花をあげようと思います︒

十︻333囲

星をみせますよ︒

五557囹 今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

五786 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち

もえたつはげいとう︒

六558 ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑ 十一3710圏あぜに火とさくまんじゅしゃげ
にわの木の下へいってみました︒

十一513

はしも柱︒

七205囹私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本 十一419團池にむすぶはうすごおり︑庭に立った
うえたんです︒

七222 すずめは︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはた

331
にわかあめ一にんぎょう

にわか雨

十一799 ところが︑五日めに︑病人はにわかにわ
﹇俄雨﹈︵名︶4

るくなりました︒

にわかあめ

七711 にわか雨は︑ぐっしょりとぬらした︒
七714 ぬまの上を︑にわか雨が通る︒

十二64すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

十182 はげしいにわか雨︒

﹇庭先﹈︵名︶5

庭さき

くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒
にわさき

でもとんでくると︑そのあわてかたといったらあ

八95 庭さきにいるとき︑とつぜん︑上へ飛行機
りません︒

八126 庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば
きの木の根もとにうめてやりました︒

十215 病院の庭さき︒

十二72 少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに
さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

﹇庭掃除﹈︵名︶1

庭そうじ

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒

十四6710 茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ
にわそうじ

七701 くれがたの落そうじ︑それがすむのをまつ

にわとこ

ていたのか︑すぐうしろに︑月は︑音もなく︑
﹇庭常﹈︵名︶1

のっそりとでていた︒
にわとこ

八936 にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの
まえに枝をたれた︒

にわとり ︹課名︺2 にわとり

四144
れる︒

六4310
天−蓼−

﹇人﹈

ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

払いちにんまえ・かんごにん・けんぶつ

﹇人気者﹈︵名︶1 人氣者

にんぎょう

五8611囹 これはかわいいにんぎょうだ︒

う・ゆびにんぎょう

人形■

おにんぎょう︒つちにんぎょう・むしゃにんぎょ

にんぎょう ﹇人形﹈︵名︶33

という︑うちじゅうの人氣者がいました︒

八43 ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ

にんきもの

ん・よにんめ︒ろくにん

ん・びんぼうにん・やくにひゃくまんにん・よに

くにん・にさんにん・にじゅうにん・ひゃくよに

んじゅうにん・なんぜんにん・なんにん・なんびゃ

ん・じゅうろくにん・すうにん・でかせぎにん・な

ちにん・じゅういちにん・じゅうにん・じゅうよに

つれ・さんにんめ・さんよにん︒しじゅうにん・し

うすうにん・さんにん・さんにんがかり・さんにん

ごにんのこども・ごにんめ・さいくにん・さんじゅ

にん・けんぶつにんたち・ごじゅうにん・ごにん・

にん

とりどもはひなたぼこ︒

十一408圏

風がふくと︑にわとりがふわふわふく にわとりども ﹇聖運﹈︵名︶1 にわとりども．
にわとりの声︒

ノFO−こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ

こじきのようなものがきて︑にわとりをぬ

それから︑かってあるにわとりに氣をつけ

て立ちました︒

ました︒

八5211

八532

すんでいきはしないかと思ったのでしょう︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用

心ぶかい声をだして鳴きました︒

八534

みにくいあひるの子は︑︿略﹀︑にわとりか

らもぶたれたり︑つつつかれたりした︒

八703

あひるにはかみつかれ︑にわとりにはこず
中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと

きまわされ︑

八717
八779

いっしょに住んでいた︒

ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁︿略﹀︒﹂

を生んだ︒

︑
71
ノ了− にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご
八787

その下で︑雨やどりをしているにわとりの

十二3410

いますと︑

十二349

サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私

ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

り︑指さきで人形という字をつづってみせました︒

十一一3311 私は︿略﹀二階から母のところへかけお

十一一335 ﹁人形﹂という文字をつづられました︒

れました︒

先生は︑私の手に︑﹁人形﹂という文字をつづら

十一一333 私がしばらくその人形と遊んでいますと︑

おへやに呼んで︑一つの人形をくださいました︒

そればかりでなく︑ねこやにわとりとは 十二333 サリバン先生は︑︿略﹀あくる朝︑私を

とさわいだ︒

八795

にわとりは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にた

まったくちがった考えをもっていた︒
八796
ずねる︒

あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった
ので︑にわとりに思わずその話をした︒

八808

︑
01
ノΩU− ﹁︿略﹀︒﹂と︑にわとりがさけんだ︒
にわとり⁝⁝⁝十四

四23 二

むれ︒

十191

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

八896囹
にわとり

四141二 にわとり
﹇ 鶏 ﹈ ︵名︶18

四142にわとりが︑かぶのはっぱをたべてい

にわとり

る︒

﹁人形﹂という字をつづりながら︑

のひざの上におい て ︑
十二3410

十二356 こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ
ることをわからせようとなさいました︒

十二357 私は︿略﹀かんしゃくをおこして︑新し
い人形を手にとって︑ゆかにたたきつけました︒
足さきに感じながら︑ゆかいに思いました︒

十二359 そうして私は︑くだけた人形のかけらを

た人形のことを思いだして︑

十二384 へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし
十二435園 とこのまの人形が︑動きだしそうな氣
がするんだけど
十二438園 おじさんからいただいた童話の本に︑

人形が夜中に集まっておどりだす話がありました
よ︒

十二4310囹 この人形だって︑みんながねしずまつ
たあとで︑動いているのかもしれないよ︒
でも︑動く人形だってあ

三人がかりで一つの人形を動かすんだ︒

十二453囹 人形はものをいわないが︑そのかわり
説明がついている ︒

十二464囹 影絵ってやっぱり人形のしばいですか︒

十二475囹命のない人形を思うままに動かして︑
喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台
にあらわそうとする望みもあるのだ︒

う︒
二

人形しばい

日本には︑文樂といって︑りっぱな人

にできないことでも平氣でやれる︒

にんぎょうつかい ﹇人形遣﹈︵名︶1 人形つかい

がある︒

人間の衣食住というものは︑みんなたいせ

たけのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく

十二474圓

人間のしばいとちがって︑みていると

これに光をあてて影絵にしてみせるの

だいたい人間には︑︿略V︑心にあるこ

でも︑生きた人間のほうがうまくやれ

便利とか不便だけで物事を考えないと

ところで人形しばいだが︑これは人間

にできないことでも平野でやれる︒

十二482園

るのだ︒

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4710囹

るし︑それに便利でしょう︒

十二478囹

らず詩もあれば︑絵もある︒

だから︑人間がいるところには︑かな

とを︑なにか美しいものであらわそうとする氣持

十二472園

だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十二4610園

別世界にいったような齢しい氣がするよ︒

十二458囹

しそうなことを︑なんでもやります︒

まをやったり︑だまされたりなど︑よわい人間の

十655 いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ

なります︒

十6111

つなものであるから︑

十3311

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八173 人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

三石5園 これはただのにんげんではあるまい︒

人形がかたむかないように︑話すと にんげん ﹇人間﹈︵名︶33 にんげん 人間

三人がかりで一つの人形を動かすんだ︒

人形だけを舞台へだして︑つかう人 十二4411園 人形つかいといわれる人がいて︑︿略﹀︑

人形のつかいかた

十二4810園建軍な人形の作りかたを教えてあげよ 十二482園 ところで人形しばいだが︑これは人間
十二538
2
3

の顔や頭がみえないようにする︒

十二5311
十一一542

話すときは人形の顔を前後に動かす︒

きは人形の顔を前後に動かす︒

十二542

この人形は︑はにわといって古代人のは
その男の子は︑これは人形のゆりかごに

かからほりだされたものです︒

十二川4
十四916

いく百もの小さな人形が見おろして︑

はもってこいだと思ったのであろう︒

十四986

女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

マッチ責りのむすめを見てわらいかけた︒

十四987

せっくがくるごとにその人形をかざって︑
人形あやつ

十五664

﹇人形操﹈︵名︶1

ホートンの立場などに︑かげ絵の舞台を

にんぎょうあやつり

十三343

り

人形しばい

人形しばい⁝⁝⁝四十三

︹課名︺2

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

五

五

にんぎょうしばい

十二31
十二431

あるかね︒

十二445園
んですか︒

人形しばいって︑いろんな國にいろん
なものがあるんですね︒

十二471園

形しばいがある︒

十二447囹

人形しばいって︑人形がしばいをする

にんぎょうしばい ﹇人形芝居﹈︵名︶5 人形しばい
いがはいっているように動くよ︒
かずお
十二4412園人形つかいといわれる人がいて︑︿略﹀︑ 十二444園 一雄くんは︑人形しばいをみたことが

その人形などは︑︿略﹀︑まるでたまし

o

人形しばいって︑人形がしばいをする

はははは

さあ︑人形にきいてごらん︒

十 十 十十
二ん二る二二
44で44よ4444
7す5。33
囹か囹
園囹

にんぎょうあやつり一にんげん

332

333
にんげんぴょうどう一ぬ

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

をいわないからね︒

十二483囹 それに︑人間みたいに不平やわがまま
十一一582

おにに人間をくわせてやるというのであった︒
ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

十二擢10 そのころまで︑人間のからだがどうなつ

十四49 フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで
いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四329 星と人間とは︑たいして関係がなさそう
ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十五787

十五94圃

ひとりの人間にとって眞実であるものは︑

うまよ人間のかさから耳をだして

けれども︑ふつうの人間には︑それが

他人にとっても眞実だからである︒

十五965園

けれど︑人間には見えないのさ︒

見つけられないのだよ︒

十五撒5園
なんにも見えないのだからね︒

十五皿5囹人間というものは︑目を閉じていると︑

はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

﹇人数﹈︵名︶1 にんず

七167囹

にんず

ぞえたかね︒

いつもたずねあぐんでいた道が︑どうしてわかつ

九282図魍朝つゆの中に自輔車のりいれぬ

十五価12園人間が地上に住みついてからこのかた︑ ぬ ﹇完了﹈︵助動︶11 ぬ ︽二・ヌ︾

︽一

ぬ

わか草のはっかにもゆる庭に來てす

ガラス戸の外にかいおく鳥の影のガ

照る月の位置かわりけん鳥かごの屋

﹇打消﹈︵助動︶98

ぬ ︽ズ・ヌ・ネ︾←おもわぬ

根にうつりし屡なくなりぬ

十五136図圏

ラス戸すきてたたみにうつりぬ

十五117團

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五115図圃

をむけぬ

十五72図魍うしはしずかにおのおのの大きな耳

あらわれぬ︒

十五57図園歌のもと末ふたたびも︑友の心に

だおれでとどまりぬ︒

十五55老楽遠くそののちかしの木に︑矢はま

ずこに落ちにけん︒

十五51図心空にとなえしわが歌は︑あわれい

いずこに落ちにけん︒

十五44口面凶蛍手にはなちしわがそ矢は︑あわれ

家々みなまくらなり

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

かやこしの電燈のたまみておりぬ

九294図圏

人間らしい

それで︑世界平和︑人間平等という理念
﹇人間﹈︵形︶1

人間わざ

はこべとおおばこをやったら︑にんじんを
そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を︑

九備2図圏

たの︒

イ︾

﹇人間業﹈︵名︶1

すばらしい大きな石だんで︑とても人間
にんじん

にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白

うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ

﹇人参﹈︵名︶5

七996

えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

四555

その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も

母うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ 三939 よごさずにかわいがってください︒

たべていました︒

七977

やったときのように︑喜んでたべました︒

七885

が︑けんかをしてたべました︒

七882

ました︒

七878

にんじん

わざではない︒

十二577

にんげんわざ

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑

九236

この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに

にんげんらし・い

が︑ここからわいてくるのだ

十五7412

十四3210 人間は︑星によってみちびかれ︑星ににんげんびょうどう ﹇人間平等﹈︵名︶1 人間平等
よって生きている
十四3412 人間などは︑バクテリアよりも︑もっと
もっと小さなものに感じられるかもしれません︒
十四352 大うちゅうから見たら︑︿略﹀人間は︑
バクテリアにもおとるほどの小さなものでしょう︒
十四355 そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑

引力の法則を発見したり︑うちゅうの大きさを計
算したりするではありませんか︒

うちゅうにも負けないくらい壮大で︑

十四356 これを思えば︑人間の力というものは︑

十四376 人間がだいいちにしなければならないこ
とは︑なんであるかということも︑

十四6012園人間が來て︑まいてくれたのだった︒
がせわをしてくれなかったら︑私たちは︑はえも

十四611園 人間がいなかったら︑また︑その人間
しなければ︑大きくもならなかったかもしれない︒
十四612園 その人間がせわをしてくれなかったら︑

間にあげてしまっても︑さしつかえないと思いま

十四618園 このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり人
すが︑

ぬ

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

八504

だれかがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だとい
風がひどいので︑あひるの子は立つことも

わずに︑﹁びんぼう﹂だというつもりでした︒

できず︑

八771

右と左とちがえぬように︒

つめはのばさぬように︒

﹁みが か ぬ か が み ︒ ﹂

四769 つ

四694

四796 み

．つかれはてて︑こおりの中にとじこめられ

いねこききかいをつかわずに︑手でいねこ

あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに
そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

たいへんありがたいことだといわずにはい

日本に春がくると思うと︑もう矢もたても
たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248

られません︒

九2310

ぶことを申しでました︒

とだ︒

コックスの号令どおりに︑一糸みだれ

うなあまいにおいがして︑

十702 べつにどっきもたたず︑かえって︑うまそ

十一82園

朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ愛のしみ

ずこいでいくと︑

ずに︑うるおされ︑やしなわれて︑

十一181

いつもその本を手からはなさず︑くり返

十一217 金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

十一2611

金次郎は耳にもいれず︑それを続けまし

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

た︒

十一274

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

﹁つり皮あけずに中ほどへ︒﹂

﹁入口ふさがず乗ったら中へ︒﹂

一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

十一543圏

十二341

看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑

そんなものがこの世にあることさえ知ら

十一7511囹力をおとさずにいるがいいよ︒

いってしまいました︒

十一732

動かずにいる︑うでをつかみました︒

十一692

十一545團

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一521

の上にぽたぽた落す︒

十一422圃 よべの大雪まだ降りやまぬ︒
九212 つばめたちは︑人をおそれず︑
．九221 航空会社では︑お金をとらずにつばめを運 十一423圃 もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒

九205

なって︑まとまりがっかず︑

九94

きをした人もいました︒

八面4

たまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

八861

船がいく︒

四槻8園 はごろもをお返ししたら︑あなたは︑
まわずにかえっておしまいになるでしょう︒
五516圏 きてきも鳴らさず 船がいく
ておいで︒

五7210園 おまえさん︑ぐずぐずいわずに海へいっ

五758 おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな
い足どりで︑海へやってきました︒

六167 はとは︑ねらわれていることを知らずにい
ました︒

六283 ぼうしもかぶらず︑がいとうもきていませ
ん︒

心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六491圃 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
七3710 わかい男の人が︑ただひとり︑わらいもせ
ずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

茶人はすこしもくっせず︑求め求めて︑

これを人の手によらず︑機械の力で動かす
かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械

ず︑

十一一402 みることもできず︑きくこともできず︑

十二372
よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑

十二403

たとえ︑はきだしもせず︑死にもしないも
十444

みんな負けずにひろいました︒

ケラーをしつけていくのには︑なみなみ

みることもできず︑きくこともできず︑

話すこともできないので︑

十585

ならぬどりょくがいりました︒

十一一409

ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

めうえのいばったものに対してもおそれず︑

十669園

十656

のでも︑

十401

を作ることにとりかかった︒

十373

ようにしたがった︒

十348

九伽6

空は一きれもみえず︑

七963 1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいと 九547 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青
思います︒

八75 あとずさりして︑うしろに氣つかず︑テー
ブルのはしからころげ落ちたりしました︒

ｪ﹀︒﹂と︑そのみ知らぬ人がいいまし

み知らぬ人がはいってきました︒

ひめは︑なにも知らずにおりつづけました︒
八289
八382宝ぐらの中で︑宝物をかぞえておいでにな
ると︑

八385
た︒

の︑み知らぬ人があらわれました︒

八429 おくやみになっていらっしゃると︑きのう

まいました︒

八399み知らぬ人は︑そのままどこかへいってし

「〈

ぬ一ぬ
334

335
ぬ一ぬか

しかし︑いちばんいい種を︑客年もわ
その光が同じようにならず︑むらになつ

大きなるべにばらのひと花思わぬを
女の子を元氣づけるために﹁︿略﹀︒﹂と

女の子は︑︿略﹀おどろいて氣でも失っ

天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし

ねこは︑ひとことも口をきかず︑︿略﹀

人のしたに人をつくらず︒

たに人をつくらず︒

十五812
十五812
十五8212

あれは︑人がまだ知らずにいる﹃喜

黒いまくをあげて︑すがたをかくしてしまいます︒

十五佃9園

ヌ．ぬ

そこで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂と
六川9囹

﹇縫付﹈︵下一︶2 ぬいつける ︽ーケ

﹁ヌ﹂といおうとしたら︑じつに苦しい︒

ぬか

林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑

②二まいあわせて︑図の点線のところ

﹇糠﹈︵名︶1 ぬか

て助けにきてくれました︒

十四502 やがて︑一そうのボートが︑やみをぬっ

をぬう︒

十二5211

たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

十346

とうにゆかいであった︒

九備10

ぬ・う ﹇縫﹈︵五︶4 ぬう ︽ーウ・ーッ︾

︵
糸を通してぬいつける︒

十二535 の手は︑手さきのほうをいれて︑穴に

十一一532 3︶顔は︑着物のすそからさかさにいれ
︵
て︑首を着物にぬいつける︒

ル︾

ぬいつ・ける

いってみた︒

六相6園

である︒

六摺3 ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

ぬ一ぬれたものはほせ︒

私は︑もうなにもおそれず帰って來ま

び﹄たちです︒

す︒

十五佃11園

ぬ 4

あぶはちとらず︒

まかぬ種ははえぬ︒

ころばぬさきのつえ︒
まかぬ種ははえぬ︒

十四8011図

十四829

十五275

いわずにはいられませんでした︒

十五272

ゆららにあかく開き満ちたる

十五142図圃

十四8211図圏世の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒ 四755

十四829

十四817図

て︑茶わんのそこを照らします︒

十四728

すれずにまいてもらうことができさえずれば︑

十四617囹

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒

おひとりでどうしていられるかと思う 十四542園養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

と︑どうしてもこずにはいられませんでした︒

十一一7512園

十一一839 目にもとまらぬボールが︑ネットの上を
右に左にと︑ゆききしました︒
つんで帰ったことを思う︒

十二951 赤とんぼはとらずに︑花を手にいっぱい

日に日に進歩しています︒

十二備10 汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

めのむれは︑

十三49 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の
十三71 さかんな春のきざしは︑よもにあらわれ
て︑目に見えぬかすみのようにたなびいている︑

十三72 どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな
空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

十三910 知識が開けず︑科学の進まないところに
は︑迷信が行われる︒

たのか︑すこしもさわがず︑あばれもせず︑じつ
あばれもせず︑じっとしています︒

十三粕10 漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

十五275

忙わしは︑この思わぬいたでにおどろい
﹁たいへん焼物がおすきのようですが︑

せきあえぬなみだに目をくもらせたおば
それによって兄が特権を與えられねばな
それ以前は︑おたがいに他の國々のこと
はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

十五804

らないという理由はすこしもない︒

十五747

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五704

もっかない答えかたをした︒

あなたは一﹂と︑あいさっともつかず︑返事と

十五4410

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑

十五313

ず︑︿略﹀少年にとびかかって來ました︒

喰わしはく略﹀︑きずのいたみもかまわ

としています︒

この考えのまったくあてはまらぬことは︑

ガリレオも︑︿略﹀︑だまっていられず︑

十五298

十三1011 漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

十三121 知識によらず道理によらず︑いたずらに
理由のないことを信ずる迷信は︑

十三1510

十三121 知識によらず道理によらず︑
本を書いて︑地動説を強くとなえました︒

十三161 そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ
されて︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説いて
はならぬといわれました︒

十三161 人にも説いてはならぬ
十三163 やむを得ず自分の説はあやまりであった
ということにして︑ゆるしてもらいました︒

十三211 実際に試験してみると︑もみの木ははえ
るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

ぬき一ぬの

336

十四827 ぬかにくぎ︒
ように︑

十563

︵下一︶

1

ぬぎかえる ︽一

︽ーッ︾

かいこが︑皮をぬいで新しく成長していく
その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

︽ーイ・ーワ︾

みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか

ぬぐう

やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせをぬぐい

﹇拭﹈︵五︶2

←てぬぐい

ます︒

十一1711

かなしみもいたみも︑あとなくぬぐわれ

ながら︑いちろうの手をとりました︒

九698

ぬぐ・う

ぬぐい

く

十五82團

るまわしながら︑樂しそうなようす︒

十三3811

ぬき ■けぬき・すっぱぬき
ぬきあしさしあし ﹇抜足差足﹈︵名︶1 ぬき足さし
足

十681 ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ
﹇脱代﹈

き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑
ぬぎか・える

八192 かぶとむしの子どもたちは︑︿略﹀︑わずか

エ︾

ぬぎさる

二三ヶ月で大きくなって︑皮をぬぎかえて地の上
へでていきます︒
﹇脱去﹈︵ 五 ︶ 1

ぬきとる

︽ーッ︾

ぬく

︽ーイ・ーギ・ーグ︾

穴川7

そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が二三

これもはなから声がぬけているようだ︒

では︑まえ歯のぬけているということは︑

らくだのまえ歯が︑二三本ぬけているこ

本ぬけてはいませんか︒

七776園
七8111園
とまで︒

なぜわかったのか︒

七8310園

それで︑歯が二三本ぬけているにちがい

ないと︑考えました︒

七842園

がたくさんぬけていました︒

七955けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛

黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にか

かっていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒

十504

それをさけるために︑急いで道を横ぎっ

たときに︑その上ぐつはぬげてしまった︒

五753園 こんどは︑海のぬしになりたい︒

みると︑なかまのがんが︑へびからぬけぬし ﹇主﹈︵名︶4 ぬし 主﹇▽すくいぬし
だそうとして︑もがいているところです︒

四625

ぬける

﹁おじさんが生きていたら︑︿略﹀

たをけらいにしたいといっています︒
十五6811

その写虞の主が︑こうしておじさんを見

といいながら︑主なき書さいへ私をみちびいた︒

﹇布﹈︵名︶9

ぬの←ほぬの

十3312 ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに

ぬの

すんでいきはしないかと思ったのでしょう︒

八532 こじきのようなものがきて︑にわとりをぬ

七852園 らくだは︑あなたがぬすんだのではない︒

ありません︒

七824園らくだをぬすんだのは︑この男にちがい

︽ーケ︾nVかけぬぬす・む ﹇盗﹈︵五︶3 ぬすむ ︽ーン︾

あげているのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

十五6911

﹂

そのひまになかまのがんは︑するりと 五766園 海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな
ぬけだしました︒

四6210

一本バックをやると︑ボートは向きを
﹇抜﹈︵下一︶10

かえて︑あぶないところがらぬけだして︑

十一76園
ぬ・ける

ける︒きりぬける・とおりぬける・ふきぬける

おかってからはきはじめて︑かいどうへ
てっぺんのぬけたかんかんぼうしがふきと

ぬけて︑おとなりまではいていく︒

四903
六325

ばされる︒

ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ
である︒

六摺4

十四9010

あのぬけがらだけは︑いつまでもささだけ ぬ・げる ﹇脱﹈︵下一︶1 ぬげる ︽ーゲ︾

にかたくすがりついています︒

八257

十564 いままでの作文のからをぬぎさって︑新し ぬけがら ﹇抜殻﹈︵名︶1 ぬけがら

ぬぎさ・る

﹇抜取﹈︵ 五 ︶ 1

い世界にふみだしていこうと思います︒
ぬきと・る

︵五︶ 3

︽ーイ︾呂かんがえぬ

十679 次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす ぬけだ・す ﹇抜出﹈︵五︶4 ぬけだす ︽ーシ・ーソ︾
﹇抜﹈

を︑さらりと開きました︒
ぬ・︿

く・きりぬく・くりぬく・たたかいぬく・ひきぬき

ぬぐ

ぬけだそうともがく︒

四865 だいこんをぬいていると︑みそさざいが︑ 九8910 ふたりともむきになって︑友だちの手から

にくい

﹁︿略﹀︒﹂とないた ︒

十一62園 みるみるうちにあいてをぬいてしまう︒
﹇脱﹈︵五︶7

十五289 こしにさしていた短刀をぬいて︑
ぬ・ぐ

ニー77囹 ぬれたきものをきて︑かわくとぬぐ
ものはなあに︒

三M4 かぐやひめは︑︿略﹀︑きていたうわぎを
ぬいで︑おばあさんにわたしました︒
八205 そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
まつのです︒

九697 やまねこは︑黒いしゅすの服をぬいで︑

337
ぬま一ぬれる

してはおかれない ︒

では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒

八765

できるだけ早くぬま地をにげていった︒

たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわてて

︵下一︶

1

ぬりつける

︽一

にわか雨は︑ぐっしょりとぬらした︒
﹇塗付﹈

ぬりつぶす

︽ーシ︾

カンバスの上にぬりつけてみると︑思い
﹇塗潰﹈︵五︶1

もよらない色になってしまう︒

十一一総9

ケ︾

ぬりつ・ける

畢くろぬり

七712

います︒

六㎜4

十341 いまのようなぬのの織りかたをしていたの ぬら・す ﹇濡﹈︵五︶21 ぬらす ︽iシ︾

たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

十345 はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑

がずんずん織られていくからである︒

十349 機械で動かせば︑︿略﹀︑ひとりでに︑ぬの ぬり
十367 村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑
ふしぎな機械に目をみはりながら︑
ぬりつぶ・す

十3612 試運轄の日︑その織機をあやつって︑りっ
ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

にぬりつぶしたら︑

クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

六佃2

たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒

十一一811 母は︑いままでたんねんに織り続けてい

ぬりはじ・める
︽ーメ︾

かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい
ぬりはじめる

に︑金や銀のこなをまいて︑

ぬるい ︽ーイ︾

茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯

﹇温﹈︵形︶3

十四6411

ぬる・い

反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

十四653

熱いところと︑わりあいにぬるいところ

いわけです︒

十四725

﹇末﹈■こぬれ

とが︑いろいろに入りみだれてできてきます︒
ぬれ

﹇濡﹈δずぶぬれ

村の人たちに助けられて︑みんな︑ぬれ

﹇濡鼠﹈︵名︶1 ぬれねずみ

ぬれ

ぬれねずみ

ぬれたきものをきて︑かわくとぬぐ

﹇濡﹈︵下一︶8 ぬれる ︽ーレ︾

ねずみのようになって家に帰った︒

十一612
ぬ・れる

ものはなあに︒

ニー77囹

だがびっしょりぬれていました︒

四611 どのがんもどのがんも︑夜つゆでから
1

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ

さくらの木が︑ぬれてゆれている︒

ぬれたものはほせ︒
七622

︵下一︶

﹇塗始﹈

四755 ぬ
ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

七914

みどり色のかわりに︑むらさきをぬったら︑

また︑ちがった感じがします︒

九49

むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑ど

どうなるでしょう︒
うなるでしょう︒

九52

絵のぐで︑顔をかいたり頭の毛をぬる︒
まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

十二515
十二柵8

車内はむし暑いうえに︑おたがいがぬれ

ひとりの少年が︑どうまみれにぐっしょ
りとぬれて︑

十一635

たからだで︑おしたりおされたり

十一524

︿略﹀︑雨の降ったあとのようにぬれています︒

九381国高いすぎやまつのはえているところは︑

れた草はやらないように注意しています︒

ぬ・る﹇塗﹈︵五︶7ぬる︽ーッ・ーリ・ール︾

十ニー66

下がきがすむと︑パレットの上にチュー

くうちに︑ひととおりできあがった︒

十ニー611

十四634 日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ ぬりなお・す ﹇塗直﹈︵五︶1 ぬりなおす ︽ーシ︾
のでもおいてすかして見ると︑

十四9612 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ
ぬま

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒
﹇沼﹈︵名︶7

四438 ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい

ぬま

にしげつたところで︑ねむったのでした︒
七714 ぬまの上を︑にわか雨が通る︒

九43

この赤い色のそばに黄色をぬりますと︑

白い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感

八723 大きなぬまのあるところへやってきた︒

九44

黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑

ぬま地

じになります︒

ノ了− ぬまの水をのませてもらいたいとも思った
が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

九47

︑20

︑3一

ノ71己 二わのがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒

八744 かりうどは︑ぬまのまわりにまちぶせをし
ていた︒

八882 ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑
﹇沼地﹈︵名︶2

ぬまの草むらの中で横になっていた︒
ぬまち

いってきた︒

八747 かりいぬが︑ピシャ︑ピシャとぬま地へは

︹題名︺1根
根

﹇音﹈︵名︶7

音

七644 ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒
そのすがたといい︑︿略﹀︑ふえの音といい︑

ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ

しるをすいはじめます︒

八194
せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

ずかずつすっているせみの子たちは︑

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

八1911

八964

根が横へはるので︑遣いところのほうが育

いねがよく根をはって育つように︑

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒
八985

八㎜6

ちょまの根は︑ふといごぼうのようで︑

ちがよいと思いました︒

九347團

それが︑深いのになると︑一メートルあ

︿略﹀一かぶから七本も八本もでていて︑

九349團

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

まりも根をはっていました︒

十二646

そこへ細い根をのばして︑水と養分と

ら吸いとって︑送ってあげたものです︒

十四5412圏

いまのお話の養分だって︑水にとけて

を吸いとって︑夜も書も送ってあげるのは︑

十四5811圏
十四6011

花も︑葉も︑根も︑みんな賛成しました︒

しばらくして︑根がいいました︒

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
十四6111

ね﹇寝﹈むひるね

ね︑おとうさん︒

ね

ね︑やまだくん︒

︵感︶2
六736園

一119圓
もおなじでしたねQもう一どやりま

︵終助︶鵬 ね

九897園

ね

ね

一5210囹
ほしみたいですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

一451囹があるようですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんな

一611囹 ってきたのですね︒﹂﹁︿略V︒﹂おじい

一578園みなおらないのね︒﹂わたくしは︑か
しかし根はちっともみえない︒

一612囹
くこぞんじですね︒ここにいるもの

えているが︑根はちっともみえない︒

十二649

のびていく根のさきをさえぎるものはな

根のさきは毛より細い︒

二73囹おもいっきましたね︒では︑﹃あさ﹄と

十二651

二248園 いをするのですね︒﹂ 五 おはなし
二394囹 ︑ずいぶん高いね︒﹂齢舵う﹁よくここ

T園
十二667

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

根はみえない︒

二461囹りをのせているね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

やるとおりですね︒﹂齢設う﹁さあ︑も

二431園︒﹂山びこ﹁ごめんね︒﹂たろう﹁ぼくが

︒﹂たろう﹁ごめんね︒﹂山びこ﹁ごめんね
二4210園

おおつなのようなたくましい根が︑深く
それからでた細い根が︑つなのようにか

十二669

しげっていく︒

こういいだしたのは︑根のしるしをつけ
た老人でした︒

十四518

十四526直根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ
りませんが︑それだけでは実はつきません︒

十四548園それは︑大部分︑根の私が︑土の中か

三752園らやってきたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのう

三696囹らたきへでようね︒﹂それからみんな

三667園まいかんがえだね︒﹂と︑ジュデーが

三628園んなそれでいいね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんな

二607園 てやりましょうね︒﹂孟春をむか
二632園
な︑そろいましたね︒﹂みんな﹁そろいま
三604園 どこへいこうかね︒﹂とおききにな

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十二664

のびてみきをささえ︑博くのびて枝をやしない︑

十二661

にもない︒

十二656

ああ︑

の音がおのずから和音をふくみ︑

根﹇▽つけね・やのね

六363園部の方へおりていらっしゃい

﹇根﹈︵名︶29

十五213 朝風にひびくすずの音︑

十三361 はとがむれになってとんで來ると︑ふえ

によくひびく︒

十一377圃 こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

十一135 ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒

ランガランとひびき︑

九634 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ

申しぶんのないけだかさがこもっています︒

八295

ね

またふいてくるよ︒

八1511 そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑
からみあい︑かさなりあってはえています︒
の根ものびています︒

八総1 あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木
八162 あたりの木の根ものびています︒

虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八163 だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで
八165

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

一一

ね

十一一642

ね

ね
八167 その口のさきを根の中につきさして︑木の

S3

ね一ね
338

339

ね一ね

三832囹 い色にするからね︒﹂そのとき︑おか

にいきましょうね︒ぼくは︑大きく

四234團 く星をみましたね︒にいさんは︑こん

四173 星さん︑よく光るね︒わたしが手ぬぐ
四238團

四265團

いってもきれいね︒まつ白なおさら

四246團 半年もたちますね︒きのうのゆうが
四266團 めさまのようですね︒﹂たみおさんは︑﹁

てあげた の で す ね ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

けっこをしょうね︒﹂としおさんは︑﹁

四355園
とばがあ り ま す ね ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

四277団

四269團 きみはよくなくね︒きみのだいすき
四276團 けっこをしょうね︒林のむこうの一

四357園

略﹀︒﹂﹁そうですね︒﹂ここまで話が

んとによかったね︑かっちゃん︒﹂﹁︿

たいと い う ん だ ね ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

ないかと思ってね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

四3810園

四4610囹

四461圓

四567園
わがまま︑ごめんね︒﹂かっちゃんが︑

かってよかったね︒さあ︑元三をだ

四996園 ﹁うってくれるかね︒それはありがた

四643園

四棚3囹

四脳8園 なってよかったね︒﹂かめ﹁お礼にり

このつぎの 駅 で す ね ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

︒﹂﹁ずいぶん早いね︑にいさん︒﹂﹁︿略

︑お船もみ え ま す ね ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

四塀7園 き色できれいだね︒ああ︑だんだん
五101園

五106園
五137園

五253園

でうれしかったのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ はる

五244園 ︑それはよかったね︒それでうれしかっ

︒﹂﹁どうしたのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五282園 きちか︑早かったね︒﹂しんきちくんの
五286園

五292園 のはどんなことかね︒﹂﹁それはこうなん

五308済うことをやるのかね︒﹄ときいたので︑

五307園 うにすまなかったね︒きみは︑ときどき
五3610 や︑動物がみえますね︒これは大むかしの

六六六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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六533園 っているといったね︒みちこさんは雲が

六519園

六553囹

六552囹

るとよくわかるのね︒﹂と︑みちこも感

が走っているんだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑み

が早く走っているね︒﹂と︑よしおがい

たのね︒えらいわね︒﹂といって︑手を

ぼん星みつけたのね︒えらいわね︒﹂と

た︒﹁ああ︑あれね︒だいだい色の大き

をまいたのでしたね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

るようにみえますね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

れいにさきましたね︒いい色ですこと︒

六775園 みんな生きものだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

六7211園

六7110園

六7110園

六711囹

えこんでいるんだね︒﹂おとうさんにた

さんのいうとおりね︒雪だるまはお話は

しました︒﹁そうね︒はるえさんのいう

やあ︑きれいですね︒だれがいけてくれ

氣でもちがったかね︒女王さまのような

六807園

六785園

六777囹

しい大きな問題だね︒﹂とおっしゃいま

ものではないからね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂いぬは

六776囹息もしていませんね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

のをとっていますね︒﹂補π劫の﹁そうだ︒

字びきができますね︒﹂と︑先生がおつ

になったようですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おとう

やあ︑もうすこしね︒﹂そういっている

ようになりましたね︒かごからだして︑

七168囹

七143 いものを手にいれたね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六甲3囹

六甲2園

六伽2囹

まあ︑よくみえるね︒でも︑さかさまじ

六912園︒﹂海の神﹁なんだね︒﹂女﹁門の木の上に

もげいができるのね︒﹂さんちゃんのお

七172囹よくおぼえていたね︒風のない日は︑ち

六鵬10園

かなかよくあったね︒﹂卜い却物す﹁ほんと

おいて︑よかったね︒﹂あり二﹁ほんとう

てこなければいいね︒ふぶきはいやだか

七215園

七209園

七204園

七193園

わかれて︑そっとね︒﹂好儲も﹁はい︒﹂

で知っているんだね︒﹂女の子三﹁あっ︑

︒よく知っているね︒﹂きしもと﹁私のう

でなかったんですね︒﹂女の子二﹁それに

七186至心をとるんだからね︒てんぷらは︑これ

七178園︒﹂女の二二﹁そうね︒﹂女の子一﹁なぜか

﹁しばらくでしたね︒﹂あり一﹁お元方で

一まいとってきてね︒ぼくは︑びんの中

七237園 それもお勉強ですね︒あなたは︑きょう
七2311園

子どものかかしだね︒かわいそうに︒根
︑かかしさんですね︒どうしたの︑いっ

七252園大きくなりましたね︒たまごをとってし
て帰．つたんだろうね︒﹂子がらす

﹁おと

日あせだくだったね︒﹂あり一﹁そのおか

二﹁かわいそうだね︒﹂あり三﹁花のみつ

そぼうというんだね︒樂しむために生き

んずをかぞえたかね︒﹂燃二野﹁はい︒﹂﹁

たら︑もう安心だね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひき

﹁たくさんとれたね︒ぼくにもちょうだ

︑よくできましたね︒﹂と︑ほめてくだ

二どとありませんね︒﹂しきしゃ﹁おおい

んくをいいましたね︒こんな絶しいとき

七173圏 よくでるのだったね︒さあ︑出発しよう

ってやりましょうね︒﹂さんちゃんは大

すずめの子らしいね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

ぎをなさいましたね︒あれはどうしてで

あ︑よくできたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂これを

なにさいたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六705囹 崔︑歩きだしそうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

きれいなきゅうりね︒おかあさん︒﹂﹁︿

ってきれいなものね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私たち

さんは目が早いのね︒﹂そこへ︑となり

園園園園園面争園園園古園園囹園園囹園園園園菜園騒騒園園園園園甲信

同じ色になったのね︒どうして︑はっぱ

八7910囹

ださないでほしいね︒﹂すると︑ねこが

いい聖書ですからね︒それに︑水の中へ
だれにわかるのかね︒わたしのことはい
っていないだろうね︒うぬぼれてはいけ

た︒﹁うまいですね︒四年生だってあん

ね︒氣をつけてね︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑氣をつけてね︒氣をつけてね︒﹂

して勉強するのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

九401團園

九585囹

九717園

九686囹

つとわかりませんね︒もし︑手あたりし

なんだかへんですね︒それは︑やめたほ

ないのがえらいとね︒﹂やまねこは︑な

九401国香

八831園

八824囹

八822囹

八814園

けていきましょうね︒﹂はるおさなぎを

うかわるでしょうね︒﹂兄﹁観察日記に︑

﹁それはよかったね︒どんなふうに調い
るお﹁ほんとうだね︑にいちゃん︒﹂母﹁

いなしるがでそうね︒﹂母﹁おかあさんも

うのおたんじょうね︒﹂兄﹁羽をふるわせ

ひげだね︒﹂はるお﹁あかんぼ

こしずつのびるのね︒﹂なごやかな音樂

んとう

九808園

になるとかわいそうね︒

いちょうの葉
︒﹂﹁大きな船だね︒きっと遠くへいく
ずかしいだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

人になるだろうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

うにしましようね︒﹂といいあいまし
たのではないかね︒﹂とたずねた︒し
になりますからね︒﹂看護婦は︑ほか

わなかったのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

かのかたですがね︒﹂と︑看護人が答

いそうですからね︒﹂と答えました︒

じきまたあえるね︒﹂父親はそういっ

だったでしょうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

色になりましたね︒﹂﹁ああ︑こおろぎ

きていますからね︒一年一年とすんだ．

やだめでしょうね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

じゃないのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

へいきましょうね︒﹂といって︑民ち

にいきまちょうね︒﹂たもとをひいて

たことがあるかね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

しそうにみえるね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

が動かすんだがね︒日本には︑引立と

一﹂﹁そうだね︒おどりだしそうに

はとくに有名だね︒牛皮を切りぬいて

しろいでしょうね︒﹂ズ略﹀︒﹂天仁﹀︒

ああ︑よく來たね︒なにかおもしろい
︒﹂﹁そう思うかね︒いかにも︑おかあ

てね︒よかったね︒よかったなあ⁝⁝

て來たんだってね︒よかったね︒よか

の手紙を書こうね⁝⁝うん︑おみやげ

が︒しんせつだね⁝⁝え︑ぼくに⁝⁝

⁝⁝そうだってね︒四十日の旅じゃつ

帰ってくださいね⁝⁝︵わらう︒︶だ

⁝⁝はい︑四時ね︒おかあさんに⁝⁝

だったでしょうね⁝⁝四十日も⁝⁝手

⁝こんどの日曜ね︒︵わらって︑︶いら

でもやれるからね︒きみもひとつ︑作

りゃ︑そうですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

をいわないからね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ころがあるからね︒ところで人形しば

のがあるんですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

43

ほんとうにきれいね︒おかあさん︑花よ

それがよさそうだね︒それではまず︑一

︑﹁よくみつけたね︒あとでよくみてあ

九813園

九838園

ました︒﹁これかね︒これはじょうもん

ん︑花よりきれいね︒﹂はるお﹁ふしぎだ

九843囹

ぱだと思うもんだね︒なんだか︑いま考

にあるのと同じだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

九重11園

ろう︒針みたいだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私はか

へいったのだろうね︒﹂乙﹁ちょっとのま

九槻7囹

﹁みんなそろったね︒さあ︑でかけよう

九8211園

た荷がありましたね︒﹂甲乙﹁ありました
︑知っているのかね︒﹂乙﹁だいいち︑ら

九価3園

だい︑なんの用かね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なんだ

九832園

だ︑知っていたかね︒﹂乙﹁はい︑知って

九鵬6園

あさんじゃないかね︒﹂おかあさんとき

とてもはいれないね︒﹂私は︑ほんとう

いいぶんがあるかね︒もしあるなら︑こ

九襯5園

してやりましょうね︒﹂母﹁それがいいわ

してわかったのかね︒﹂旅人﹁それは︑こ

十218骨盤がはれてきれいね︒﹂窓に花のはちを
十5710

そう︑してもいいね︒﹂たかぎ﹁じゃあ︑

んなそろったろうね︒﹂といいながら︑

なたはお金持ですね︒﹂と︑そのみ知ら
うした︒﹁どうだね︑どんなふうだね︒

ね︑どんなふうだね︒﹂と︑たずねてき

なかわれないのでね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑宣

うたまごはどれかね︒﹂と︑年よりのお

いってあげるからね︒だが︑わたしのそ

そばにくっついてね︒人にふまれないよ
ねこに氣をつけてね︒﹂そこで︑みんな

ここにいたのだね︒どうしてこんなま
︑いかないのかね︒﹂と︑父親はあき
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だけはしくじったね︒﹂といった︒する

なる考えはないかね︒きみはみっともな
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おっしゃいましたね︒なんでも︑自分で
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11

︑よく出ているね︒絵は︑写眞で見た

十五柳6園 しまったのですね︒でも︑それを妹に

本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝

十三567園

れはどう思うかね︒﹂それは︑せいの

十五摺11園 光がさしてきてね︒﹂チルチル﹁おもし

＋五柵−o園 えるのですからね︒﹂チルチル﹁それに

十五4412園長はハギンスというものですが︑じつ

十四198園

﹁まあ︑そうだね︒それはそうとして

かな感じがするね︒この絵は︑たいへ

じがちがいますね︑おじさん︒なんて

十五襯7囹 えないのだからね︒母親はだれだって
十五川2囹 ︑光がさすのにね︒﹂チルチル﹁ふしぎ

もわかるだろうね︒なんといっても︑

十五M8囹︑わかるだろうね︒﹂チルチル﹁ぼく︑

くなってね︑

十五7011園

ね

ね

おじさんは︑年とられてから目がわる

ねずみとねこのかけっこ︒

て︑ひまがないのだよ︒

﹃必要以上にねむるという幸福﹄でね︑

十五M5園 うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ

さんなのだからね︒おまえたちは︑お

5 ネ
四7610

てくれるそうだね︒でも︑なんで︑あ

六欄3

﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑コこ︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自

﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と﹁ネ﹂︑

﹃光﹄なんですね︒私たちは︑ちっと

おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを

てみた︒

﹇音色﹈︵名︶1 音色

︵感︶12 ねえ

樂のねうちが生きてくることになろう︒

五172囹

ねえ︑きみ︒

てみよう︒

三591園ねえ︑大きな木のところまでのぼっ

ねえ

九 9 もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

きょうね︑國語の時間に︑先生にほめら ねうち ﹇値打﹈︵名︶1 ねうち

ちがうし︑

十三303 どらにも︑大小さまざまあって︑音色も

ねいろ

ねいり5ひとねいりする

いっている音ばかりではないか︒

音の中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中には

六㎜11

﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂は︑みんな︿略﹀五十

六梱8囹︺ ﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といっ

分で声をだしていってみると︑

六柵5園

しんせつでしたね︒﹂光﹁私は︑愛しあ

ね

十五884園

強を続けるんだね︒きっと先生も︑そ

いっていましたね︒あなたがたは︑自

とるためだからね︒わかったかね︒チ

つとおかしいわね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

とは英語だってね︒ゆうべ︑にいさん

十五価3園
十五価3園
十五価9園
十五備9園
十五柵6園
十五佃3園

にはいえませんね︒公平にいって︑み

︵間助︶17ね

二71園

﹁あのね︒﹂といいました︒

喜ばせましょうね︒﹂とおっしゃった︒

すよ︒

三768園
丘をこえてね︑よその國へいくんで

んです︒

四457囹でもね︑つらいんだよ︒
五233囹
あのね︑帰りの電車はとてもこんでいた

でもね︑雲をじっとみていてごらん︒

五612園でもね︑そのたねからめがでなかったら

いたいものですね︒﹂チルチル﹁なんだ

六柵3

六537囹

れたの︒

七287園

わたしも︑一どそれでだまされたことが
だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑
十三419園

むずかしいのは︑コックスだろう︒

十一85園

あってね︑そのひなには苦労したよ︒

八638園

がないのだからね︒あの子たちが青い

おぜいすぎますね︒もうよしましよう

なものですからね︒その名はすなわち

知らないのですね︒ぼくは︑あなたの

に知られてくるね︒︵幸福に向かい︶

く短いのだからね︒﹂また︑もう一つ

えるものだからね︒﹂チルチルがまん

﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と﹁ネ﹂︑

できませんからね︒﹂軸慰つた﹁ほら見た

かい女はだれだね︒﹂こんな話をして

幸福﹁青い鳥とね︒はてな︒そうそう

じないでしょうね︒﹂軸障った﹁青い鳥と

しい数ですからね︒︵ふたりの子ども

れてしまうからね︒﹂チルチル﹁どうし

い人たちだからね︒きっと︑おまえさ

たのじゃないかね︒﹂チルチル﹁あの幽

物そっくりですね︒﹂と︑じょうずな

ね︒わかったかね︒チルチルや︑おま

10
じないようですね︒それは︑私が︑い

3
張なさいましたね︒しかし︑どうして

7
9
7

5
8
6
4
6
5
12
4
9
5
6
12
1
8
5
9
1
7

5

5

ね

4

は︑私のプリンタリーじいさんがね−

バケツはね︑手おけさ︒

8

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

3

十五柳9園 うわけですからね︒さてここに︑﹃い
十五柵7園 はないのだからね︒そのうえ︑毎日︑

6

7

くちゃだめですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじさ

囹園園園園園園園園園園園園囹園園園園囹囹園園最盛園囹園園園園園園
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六742園 ねえ︑ごろうさん︒
ねえ︑おかあさん︒

七228園 ねえ︑にいちゃん︒
七2411園

七263園 ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥など
に︑すぐみつからないためですよ︒

九皿3囹 ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに
そのボタンをつけてもらわない︒

十一239囹 ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑じゅ
ねえ︑おとうさん︒

うぶん働けますよ︒

十一8511園

十二435囹 ねえ︑おじさん︒

四823

わたくしは︑ねえさんとふたりで︑クリ

スマスツリーをつくりました︒

ねえさんが︑赤いきれでなにかこしら
弟は︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑ねえさん

えはじめました︒

四835
四842

一ばんさきに︑ねえさんが︑エスさまの

がわらいました︒

四845
おたんじょうのお話をしました︒

願いどおり

その願いどおりにしてあげましょう︒

﹇願通﹈︵名︶1

︿略﹀︑京都にすまいを移すことになった︒

八396園

ねがいどおり

ねが・う﹇願﹈︵五︶2願う︽ーッ・ーワ︾δおね

rもっとたくさんこがねを集めようと願って

がいする・おわすれねがう

自分は︑それ以上の幸福は願わない︒

おいでになりました︒

八375
八395園

四271團 ねぎもあげよう︒

四719

ました︒

ねずみが画びき︑わの中にはいり︑

ねこの

一びきは︑わたくしです︒

これにあたった人には︑おもちゃのね

四223團 すると︑そとにいたねこがおいかけ

かまえようかと考えました︒

四213国 ねこのわたくしは︑どのねずみをつ

四206国

ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒

四205団

やまねこ・のらねこ・やまねこ・やまねこさま

ぼくはねえさんから︑よくうたをおしえ ねこ ﹇猫﹈︵名︶25 ねこn▽かいねこ・どんぐりと

にいっています︒

五434團ぼくのねえさんは︑あさひがわへおよめ ねぎ ﹇葱﹈︵名︶1 ねぎ
五435国
五436團

三ばん星は︑ねえさんがみつけたいわ︒

ねえさんはいい声でした︒

てもらいました︒

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって

ねえさん︑早くみせて︒

十三4111囹 おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを
五5310園

ねえさん︑あれが星なの︒

五5611園

五578囹

⁝⁝ねえ⁝⁝︵わらって︑︶いいじゃないか︒

十四㎜8園 ねえ︑いっしょにつれて行ってくださ
い︒

そこへ︑中学校に通っているねえさんが︑
これをきいて︑ねえさんはわらいました︒

帰ってきました︒

六709
六714

そばからねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といいまし

六707園 お話もしたら︑なおおもしろいわねえ︒

ねえ ︵ 終 助 ︶ 5 ね え
九501園 東なら︑ぼくのいく方だねえ︒

六786

ねずみとねこのかけっこ︒

こと︑いぬとをあげます︒

十二2012囹 あれがあれば︑どんなかげのところで

た︒

四7610 ね

も︑美しい色にできますがねえ︒

﹁ねえさん︑こっち︒﹂

五9811

﹁シッ︒﹂というと︑ねこは︑おどろいて

ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ

八45 いぬでもねこでもありません︒

足で︑耳や顔をなでていました︒

七902

六621圏ねこは︑こたつでまるくなる︒

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五㎜1 よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

にげていってしまいましたが︑

五992

びこんで︑ひわをとろうとしていました︒

とびおきてみると︑どこかのねこが︑しの

七406

ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに

だめねえ︒

十一一2812囹

九齪4園

ねえさん︑たいへんな進歩ですよ︒

どんなりっぱな人のねがいをも︑みん
世界のために︑きっと︑あなたの願いが

新島のおじさんがいい残された願いに
よって︑私の父は︑同志社を守り育てるために︑

十五667

かないます︒

十4011囹

なことわってしまいました︒

三価2

の ねがい ﹇願﹈︵名︶3 ねがい 願い皿Vおねがい

十二2511園

そのボタンをつけてもらわない︒

十五9810囹 あの子たちが青い鳥を持っていないこ
とは︑わかっているのだからねえ︒

﹁あのねえ﹂というのが︑﹁アドデエ﹂

三616園あのねえ︑丘の木のところまで

ねえ ︵間助︶2 ねえ

9園

ぼってさ︑

六
ときこえる︒

ねえさん ﹇姉﹈︵名︶17 ねえさん与おねえさん

二206 おかあさんおとうさんにいさんねえさ

んはなほしよるゆめ
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ねこかぶり一ねずみ

八911 たとえば︑近所のねこやのらねこが通りか
かっても︑にげるどころか︑

八187 そのかわり︑親たちの大できのすずめもね
こもやってこないから︑安全です︒

八215 目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑
すずめにみつけられたらたいへんです︒

ねこかぶり

︽iン︾

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒
根さん

それでは︑座長の根さんのご指名で︑

﹇根﹈︵名︶5

十四523園

ねさん

﹁いや︑どうか根さんから︒﹂

私から申します︒
十四546園

や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき

ねじは︑おどろいてあたりをみまわしたが︑

女の子はただじっとみつめていたが︑やが

みくらべて︑

六98

ねじは︑しごと台のあしのかげにころがっ
﹁︿略﹀︒﹂といいながら︑しごと台の上を

ねじがない︒

ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

ねじはこれをきいて︑とびあがるほどうれ
ねじは︑﹁ここにいます︒﹂とさけびたくて

しかった︒

六94

つしかないのだ︒

六91囹

六811園

みて︑だしておいたねじのないのに氣がついた︒

六89

ていった︒

六86

の子はゆびさきでそれをつまもうとしたが︑

六911

ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

ねじもがっかりした︒

たまらない︒

六105

しかし︑いちばん喜んだのはねじであった︒

六111 時計屋さんは︑さっそくピンセットでねじ

六1011

4 ピンセットでねじをはさんで︑きかいのあ

をはさみあげて︑︿略﹀ふたガラスの中へいれた︒

六

なにさしこみ︑

の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ

六118 ねじは︑自分がここにはいったために︑こ

たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒

﹇寝静﹈︵五︶1 ねしずまる ︽ーッ︾

ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心からまんぞくした︒

とりかえておきました︒

六123囹小さなねじが一本いたんでいましたから︑
六128

ねじ曲げる

︽一

十一一4310園 この人形だって︑みんながねしずまつ

︵下一︶ 1

頭をねじ曲げてつばさの中にいれた︒

﹇振曲﹈

たあとで︑動いているのかもしれないよ︒
ねじま・げる

八748

ゲ︾

5

きりや︑ねじまわしや︑︿略﹀︑さまざまの

ねじをはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑

﹇振﹈︵五︶2

ねじる ︽ーッ︾

﹁なんだって︑お月さん

かくす︒

竪穴9

ねずみ←ぬれねずみ・ねこ

をねじって上の方をみあげました︒

ねずみ

ねずみ ﹇鼠﹈︵名︶3

﹂くもは︑首

九976 やまだ︑みせまいとしてからだをねじって

ねじ・る

小さなねじまわしでしっかりととめた︒

六

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六53

六82園﹁まあ︑かわいいねじ︒﹂というと︑男 ねじまわし ﹇螺旋回﹈︵名︶2 ねじまわし

てこの小さなねじをみつけて︑

六81

ねしずま・る

十四5512園私は︑こんなに長いばかりで︑花さん

しかし︑根さんが︑せっかく吸ってく

は︑なに一つございません︒

十四562園

さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ

ださった地の中の水や養分でも︑

ねじ5ちいさなねじ

とをいっていらっしゃいましたが︑

十四581園

﹇螺旋﹈︵名︶19

六44

さまれて︑明かるいところへだされた︒

六42・小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには

ねじ

八674園丁にふまれないように︑それからねこに
﹁おまえなんかは︑ねこにくわれてしま

氣をつけてね︒

八714園
えばいい︒﹂といわ れ た ︒

いっしょに住んでいた︒

八778 中には︑おばあさんが︑ねことにわとりと

天了0

ノ了− ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴
らしたり︑火花をだすことさえできた︒

八786 ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁コッ︑
コ ッ ︒ ﹂ と さ わ い だ︒

すると︑ねこがいう︒

まったくちがった考えをもっていた︒

八794 そればかりでなく︑ねこやにわとりとは 六62 ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと
八7911

八823園 おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし

八816園 ねこにきいてごらん︒

ねこは︑ひとことも口をきかず︑︿略V︑

こいとは思っていないだろうね︒
十五8212
﹇猫被﹈︵名︶1

黒いまくをあげて︑すがたをかくしてしまいます︒
ねこかぶり

ねこねずみ

十653 かれらは︑だんなのねこかぶりをあばいた
﹇猫鼠﹈︵名︶1

り︑いたずらをしたり︑
ねこねずみ

ねころぶ

四203團 みんなとねこねずみをしてあそびま
した︒

﹇寝転﹈ ︵ 五 ︶ 1

六㎜5 五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた

ねころ・ぶ

ねずみいろ一ネット
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四204團ねずみが三びき︑わの中にはいり︑
ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒

四214團 ねこのわたくしは︑どのねずみをつ
かまえようかと考えました︒

四7610 ね一ねずみとねこのかけっこ︒
ねずみいろ ﹇鼠色﹈︵名︶6 ねずみ色

だったり︑

ねだん

汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね

﹇値段﹈︵名︶3

五158

ねだん

土地のねだんがあがって︑あるところで

だんがちがいますが︑

十三255
は︑百五十ばいになりました︒

めやすいから︑

熱情

﹁︿略﹀︒﹂と決心し︑いよいよこのしご

﹇熱情﹈︵名︶2
十五5010

ねつじょう

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさして

とに熱情をこめた︒

十五756

語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

七966 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ十五469囹 そのねだんのあまりに安いのにおどろ ねつじょうのことば ︹題名︺2 熱情のことば
十五38 熱情のことば
いた︒
色︑！びきは白︑もう一びきは黒でした︒

大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

九3410團

1

熱しやすい

︽一

どんな小さな根っこでも︑すっかりとり
︵形︶

その熱心とそのしんぼう強さとは︑まえ

とすこしもかわりませんでした︒

十一881

つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか

この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

熱心な学者が︑だんだんそれを発見しま

ら︑やめて帰ろうといった︒

十三136
した︒

十三144

そのころ︑もう熱心なクリスチャンに

﹁︿略﹀︒﹂と︑熱心に研究を続けました︒

な天文学者でした︒
十三216

なっていたが︑

十五5711囹

熱する ︽ーシ・ーセ︾

ビーカーのそこをアルコールランプで熱

﹇熱﹈︵サ変︶2

十四716

かべや屋根が熱せられると︑

したときの水の流れと︑同じようなものになる
十四731

誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

﹇熱誠﹈︵形状︶1 熱誠

十三263

ねっせい

熱帯地方

かぼちゃは熱帯地方のものです︒

﹇熱帯地方﹈︵名︶1

な総力によって︑あれ地をみどりの野とし︑
ねったいちほう

十四5711囹

しげった木のない土地は︑熱しやすくさ ネット ︵名︶2 ネット

﹇熱易﹈

のぞいておかないといけないといわれて︑
ねっしやす・い

十三242

ク︾

九櫨9

つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつがねっしん ﹇熱心﹈︵形状︶5 熱心

ひやしてやりました︒

ながかわるがわる︑つめたい水で︑あたまを

十五522 熱情のことば
七967 ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日ね
めつ ﹇熱﹈︵名︶6 ねつ 熱﹇▽けんきゅうねつ
四549 かっちゃんはねつがでてきたので︑みんねっしん ﹇熱心﹈︵名︶1 熱心
のきょう︑みんな︑目があき︑

でて歩いていました︒

七976 ねずみ色の子うさぎが︑きょうは︑巣から

五375

た︒

ずっとさがって︑まぶたをすこしひらきまし

七993 耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6四559
㎝でした︒

たちのうまがついています︒

九736 そうして︑なんだかねずみ色のおかしなか

ねつはないので︑ねているわけではない︒

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

六掴7

十五槻10園 これは︑﹃両親を愛する幸福﹄で︑ね

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私
つぎに︑茶わんのお湯がだんだんにひえ
るのは︑湯の表面の茶わんのまわりから︑熱がに

十四7010

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

ずみ色の着物を着て︑いつでもすこし悲しそうに

︽ーッ︾

ねっ・する

しているのは︑だれもふり向いてくれないからで
す︒

ねずみたち ﹇鼠達﹈︵名︶2 ねずみたち

げるためだと思っていいのです︒

老博士は︑きように乗じて︑アメリカの
考えかたについて熱意をこめて語られた︒

十五741

ぞとへ ねつい ﹇熱意﹈︵名︶1 熱意

四215團ねずみたちは︑わの中できょろきょろ
しています︒
四222團 ねずみたちは︑ あわてて わの
にげました︒

ねそべ・る﹇寝﹈︵五︶2ねそべる︽ーッ︾
ています︒

三376園白いうさぎが︑はこの中でねそぺっ ねっこ ﹇根﹈︵名︶1 根っこ
十532 すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑
ねだる

地べたに横になってねそべっていました︒
︵五︶1

十523 ﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私にね

ねだ・る

345
ねつぼう一ねもと

右に左にと︑ゆききしました︒

十二839 目にもとまらぬボールが︑ネットの上を

熱望

十二868 ネットをはさんで︑両選手はかたいあく
手をかわしました︒
﹇熱望﹈︵名︶1

十三224 みどりの野はできたが︑ユートランドの

ねつぼう

ねどこ

あれ地から建築用材を求めるダルガスの熱望は︑
実現されません︒
﹇寝床﹈︵名︶4

した︒

九側3

くもは︑うつらうつらとねむくなってきま

ねむのき

女の子はねむそうにつぶやいた︒

﹇合歓木﹈︵名︶1

十四991
ねむのき

土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑
ねむり

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

﹇眠﹈︵名︶4

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十三272
ねむり

六507圃
夜の空︒

かしの木は︑あくびを一つして︑︿略﹀葉
朝恩．くからそれをガラガラとひきまわす

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒

十五6511

をふるわせ︑それから︑ねむりにおちていった︒

七109

二553 ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こんな 七46 教室のまどは︑まだねむりがふかい︒

ねどこ

ことをかんがえました︒
八3910 王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑
まず︑いすにおさわりになりました︒
八402 王さまは︑ねどこにおさわりになりました︒

︵サ変︶

1

寝とまりする

あとした顔や︑︿略﹀裁判のようすなどを考えて︑
﹇寝 泊 ﹈

歌を歌ったり︑ぶつかったり︑よろけた
り︑ねむりこけたりしています︒

十五826

ケ︾

九484 ねどこにもぐってからも︑やまねこのにゃ ねむりこ・ける ﹇眠﹈︵下一︶1 ねむりこける ︽一
ねとまり・する
︽ーシ︾

ねびえ

んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒
﹇寝冷﹈︵名︶1

︽一・ーク︾

このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六個4囹

くりとねむりたかったのさ︒

六鵬6 ところが︑この大きな岩のかげに︑とらさ

ちょうど︑かふんにまみれたみつばちのよ

んがねむっていたのです︒

七413

うになって︑汽車でねむっていた︒

七805囹とちゅうでひと休みしているうちに︑つ

お書に︑うさぎのところへいってみたら︑

い︑ねむってしまいました︒

七946

暑いのでねむっていました︒

どうしてねむらないの︒﹂こう話しかけ

九側5園今夜は︑ばらのかげでねむることにしょ
うかな︒

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

ぐっすりねむってしまったのでしょう︒

たのは︑ばらの花でした︒

九天5園
九衛6

十一7612

ちょいちょいとねむったあとでは︑︿略﹀

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十一777

ことりもねむりました︒

十五915園

十五884園

わたしたちは︑すこしの休みもなく︑

﹃必要以上にねむるという幸福﹄でね︑

小さな看護人をさがすようにみえました︒

一265

くさもきもねむりました︒

らじおもねむりました︒

心耳4

やまねこのにやあとした顔や︑︿略﹀など

くもは︑目がさえてなかなかねむれません︒

を考えて︑おそくまでねむれませんでした︒

九488

ねむっていても︑みえるものはなあ ねむ・れる ﹇眠﹈︵下一︶3 ねむれる ︽ーレ︾

飲む︑たべる︑ねむる︑

一267
に︒

四4310

になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

竹やぶをみまわしていますと︑ねもとの

ぴかりと光る竹が一本ありました︒

三㎜9

ごろうさん︑あなたは︑ねむってしまつ ねもと ﹇根元﹈︵名︶10 ねもと 根もと

六797囹息と同じように︑あなたがねむっている

たら動かなくなるでしょう︒

六787園

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい 十一2311母親も︑子どもをよそへやってから︑夜

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

二566

こんなことをかんがえているうちに︑

ニー94園

一266

ール︾

十三415囹 いまどこの家でも二けんぶんも︑三げ ねむ・る ﹇眠﹈︵五︶20 ねむる ︽ーッ・ーラ・ーリ・
ねびえ

をふせぐこと︑

︽ーケ︾

五824囹 夜は︑はらまきをきちんとして︑ねびえ

ねぼける

かさかさという木のはの音がしまし

﹇寝惚﹈︵ 下 一 ︶ 1

ねぼう 呂あさねぼう
ねぼ・ける

四558

ねむい

たが︑それは︑小鳥たちが︑ねぼけてとびまわ
﹇ 眠 ﹈ ︵ 形 ︶4

る音でした︒
ねむ・い

ろう︒

六644 どうして︑八時になると︑ねむくなるのだ
六647 だれがねむくするのだろう︒

ねらい一ねん

346

七563 根もとに︑ぼたぼた落ちています︒
八127 つめたくなったからだをわたにつつんで︑
あいてのセンターは︑ぼくをねらった︒

はとは︑ねらわれていることを知らずにい

弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六166
ました︒

七5311

︿略﹀つばきの木の根もとにうめてやりました︒

八鵬10 いねを根もとからかりとりました︒

血忌5
らって︑ちくりとつきさしました︒

みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

九398團 根もとからかれている高さ十五メートル
に近い木にのぼったことがありました︒

十二9310

なる︒

十二939

心を練るほど︑ことばがみがかれてくる︒

文をなおすことはつまり心を練ることに

りができました︒

十ニー44 だが︑根もとのところに三つ四つかた ね・る ﹇練﹈︵五︶3 ねる 練る ︽ール︾
六田7 のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの
まってしだれているところもいい︒
十ニー46 文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も
とをかこうと決心した︒
しかし︑その根もとの地面には︑︿略﹀

つみ重ねておいたかれ草が︑すっかりくちていた︒

十一一148

ぼちゃでも︑それは︑花の一部であるめしべの根

一515園

イ・iッ・ーワ︾

さあねましょう︒

十四5211園 こんな︑十キロもあるような大きなか ねる ﹇寝﹈︵下一︶23 ネル ねる ︽ネ・ネル︾

一能7

︽

すずめ親子のねたあとは︑さらさら

さらと雪の音︒

四896圃

はうようになり︑立つようになり︑

五638園生まれたときは︑ねてばかりいたのが︑

ないことや︑︿略﹀を︑話しあいました︒

五826 なま水をのまないことや︑ねるまえにたべ

たいだけは︑士官でねておりますので︑

六556 ふみおがねるまえにそとをみると︑
六942園

ねつはないので︑ねているわけではない︒

ここへはまいっておりません︒

六脳8

朝早くいってみたら︑子うさぎは巣の中で

ねていて︑窺うさぎだけが︑草をたべていました︒

七983

いると︑

いぬがもつくりおきました︒

八481囹あとはぐっすりねるばかりだ︒
十494園アカチャンネテルワー
十495園ワンワンチャンネテルワ
十527園 ﹁アカチャンネテルワ﹂でした︒
十532園 ﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といって

夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

そのかわりにでることになりました︒

の外明らかに月ふけわたる

十五133図圃

が︑

つけるようにし 十一213父親が病氣でねていましたので︑金次郎

まあ︑たろうさんのよくねているこ
かなあみにからだを

それなら︑海の水をあびて︑ねてい

ちねんいちねん・いちねんさんかげつ・いちねんせ

い・いちねんはん・くひゃくねん・けいおうさんね

んくがつにじゅういちにち・ごねん・ごねんせい・

あなたたちがねているあいだ︑お日

ごひゃくねん・ごろくせんねん・さんしせんねん・

さんねん・さんねんせい・さんねんめ・さんびやく

うごねん︒しちねん・しちねんかん・じゅうさんね

ごじゅうねん・さんびやくさんじゅうねん・しじゅ

ん・じゅうねん・じゅうねんこのかた・しょうわろ

ねているうちに︑いいこと考えたん

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

だ︒

一ど林のおくをさがしにいきまし

は︑もう

四622
た︒

くねん・すうじゅうねん・すうねん・せんきゅう

みんなのねているひまに︑かっちゃん

四585園

光をあげにいくのです︒

三774園

まのほをしいて︑その上にねるがよい︒

三487囹早く川の水でからだをあらって︑が ねん ﹇年﹈ δいくねん・いちにねん・いちねん・い

るがよい︒

三469囹

て︑ねています︒

三378園

と︒

一648園

しまいました︒

よにんはもたれあって︑ぐうぐうとねて

もとが︑大きくふくれただけのものです︒

十四536囹 どうしてそのめしべの根もとがふくれ
ねらい

て︑そんな大きな実になったかということは︑
﹇狙﹈︵名︶1

十五312 ねらいのはずれようはずはありません︒

ねらい

ねらいうち ﹇狙撃﹈︵名︶1 ねらいうち

四484 よく木のかげからねらいうちをされる
からです︒

ねらいどころ ﹇狙所﹈︵名︶1 ねらいどころ

ねらう

七686 やりかたはいろいろですが︑ねらいどころ
﹇ 狙 ﹈ ︵ 五 ︶6

は一つです︒
ねら・う

四219国 わたくしは︑ただしさんをねらって︑
わの中へもぐりこもうとしました︒

四511 下からねらわれているときには︑ばら
ばらになって︑はなれてとべば安全なのです
が︑

六165 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

347
ねん一の

ねんね・する

︵サ変︶3ねんねする︽iシ︾

四157えつ子がわたしのせなかでねんねした︒

ひやくしちねんしがつじゅういちにち・せんきゅう
ひやくしちねんしがつじゅうろくにち・せんきゅう

四158わたしのせなかにかおをつけてねんね

た︒

ねんねん

年々

十三222そこで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑

﹇年年﹈︵副︶1

四161おかしをしっかり手にもってねんねし

した︒

ひやくしちねんしがっとおか・せんきゅうひゃくに
じゅうねんじゅうがつ・せんさんびやくねん・せん
ななひゃくねん・せんにひゃくねん・せんはっぴゃ
くはちじゅうしちねん・せんはっぴやくろくじゅう

よねん・なんじゅうねん・なんぜんねん・なんね
ん・なんびやくねん・にさんねん・にじゅうおくね

ねんぷ

ねんぶつ

ただ口まねをして︑おうむのようにとな

﹇念仏﹈︵名︶1

5にいじませんせいねんぶ

年々高まってきました︒

ぴやくねんあまり・ひゃくはちじゅうねんまえ・め

ん・にねん・にねんさんかげつ・にねんせい・はっ
いじごねんくがつじゅうににち・めいじにじゅうさ
ねんぶつ

十二904

ノ

こり顔よごすとも︑

の ︵格助︶
6m

の

ん5あかえのはち・あさが

おのはな・あさのこくばん・あなたのおもっている

ことは・あのつくことば・あまのがわ・あみのめ・

めん・いちのひと・いちまいのかみ・いちまいの

あめのなか・ありのまま・いちにのさん・いちのば

シャツ・いっぴきのくも・いのしし・いもうとのこ

とば・いもうとのさくぶん・うえののもり・うごき

のせかい・うちのほおじろ︒うみのかみ・えんのし

た・おおくにぬしのみこと・おかのうえ・おきのど

く・おくのて・おしまいのことば・おつきさんのく

に︒おとこのこいち・おとこのこさん・おとこのこ

し・おとこのこたち・おとこのこに・オルガンのき

んねん・めいじにじゅうねん・やくさんじゅうね

りぎりす・おんなのこいち・おんなのこさん・おん

だいこんの花にあかつきの

ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑

のことば・そらのうた・たいこのきりぎりす︒たけ

ぎであることのよろこび・せみのこたち・そのひと

少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ

ちから・チェロのきりぎりす・ちちのかんぴょう・

とりのおきな・たけのこ・たけのこごはん・だれの

みどりの野はできたが︑

んのくにのことば・シロフォンのきりぎりす・せい

きしゃのきりぎりす・しのばめん・しのひと・じぶ

ばめん・さんのひと・さんぶんのいちいじょう・し

ブスのたまご・さいこのがっきゅうにっき・さんの

も・このばめん・このひと・こやまのいけ・コロン

ことばのあい・ことばのはたらき・ごにんのこど

くものす・こうふくのその・こうもんのかしのき・

のさかなさん・くじゅうくのいしだん・くすのき・

のこ・きのどく︒きのめみち・きんのさかな・きん

ぼ・かわのうた・がんのなかま・きしゃのなか・き

のかけら︒かわぐちのこどもたち・かわのあかん

てちょうから・かぼちゃのはな・かみのけ︒ガラス

のひとたち・かきのあき・かぐのいわや・かずおの

なのこし・おんなのこたち・おんなのこに・おんな

えていたのでは︑そのことばは︑すこしの力も発

念

野呂あれの・ひろの・みど

きしないからねんぶつである︒

ねん

の

ん︒よねん・よねんせい・よねんめ・ろくねん・ろ
﹇念﹈︵名︶3

﹇野﹈︵名︶7

十三223

十五163図魍

な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

十三263

誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠

みどりの野が廣がりました︒

十三211一

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

色ただよ

おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を
とりにいきました︒

三㎜4

りのの

の

くねんせい・ろっかねん
ねん

六甲8 ねんのために︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂と
いおうとしたら︑じつに苦しいQ

九桝6 念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
みると︑もうそれはただの水であった︒

念願

十五悩8 読んでいるうちに先生がたに対する感謝
﹇念願﹈︵名︶1

の念があふれてきた︒
ねんがん

ねんど

しものふかい朝の野にでたとき︑

八137
︽ージ︾

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑社会に
念ずる

十一337圃

﹇念﹈︵サ 変 ︶ 1

﹇粘土﹈︵名︶1

その人の顔ににせていくやりかたです︒

それにねんどでだんだん肉づけをし︑しだいに︑

七677 一つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

ねんど

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二406 両親は︑なんとかして︑すこしでももの

ねん・ずる

巣だたせたいのが念願である︒

十五749 親としてみれば︑自分の子女にはすべて

の

ちゃのま・ちゃわんのゆ・つかのま・つりばりのゆ
一202圃

一195圃
なんのはなつぼんだ︒

れんげのはなひらいた︒

一425

一421

いますよ︒せんせいの目のなか︑ひろい

た︒せんせいの目のなかに︑わたしが

つぼんだ︒

らいた︒

した︒﹁お月さんのくにへおいでの

﹁さあ︑お月さんのくにへいくんだよ

よ︒せんせいの目のなか︑ひろいな︒
一448園

一437園

一425

おててつないで﹂のうたをうたいまし

れんげのはなつぼんだ︒

一203圃

れから︑このうたのゆうぎを︑みんな

ぼんだ︒

とりいれまつりのよる・ナイヤガラのたき・なの
一221

かづきました︒へやのなかでは︑しろい

一448圏 のくにへおいでのかたは︑こちらヘ
一456 だんわたくしたちのぼんがちかづきま

は・なのはな・なのはなざかり・なのはなばたけ・

一458

ものをきたおんなの人たちが︑ながい

おててつないで﹂のところで︑おとも
のみちをいけば﹂のところは︑げんき

一459

一222

ことりになって﹂のところはこまりま

一225
一227

︑りょうてをはねのようにうこかしま

かきあらわしかた・にっぽんのこども・にのばめ
ん・にのひと・ねつじょうのことば・ねむのき・

﹇233

一232

すめ・みどりのの・みにくいあひるのこ・みのう

の︒まくらのそうし・まちのおと・マッチうりのむ

じのやま・ふゆのくに・ほおりのみこと・ぼくの

り・ひわのこ・ふえのきりぎりす︒ふきのとう・ふ

とつのものでも・ひとのかお・ひのこ・ひのひか

のくにさん・はるのこえ・ひとつのことばから・ひ

い・ばらのはな・はるのおがわ・はるのくに・はる

一322

一243

一242

一236

よしこさんのかいたことば︒お

みちこさんのかいたことば︒お
まことさんのかいたことば︒お

ました︒ただおさんのかいたことば︒お

﹁296 りみぎ︒手となかのいいことば︒もつ
一303 ります︒足となかのいいことば︒たつ
一318 さまというひとつのことばから︑おも

一281

く

し
と

つたかお︒ひとつのかおが︑わらった

はねておどれば﹂のところは︑ぴょん

あげました︒二ばんの﹁はねておどれば

をあてて︑らっぽのようにしました︒﹁

﹇501

一499

一488

一487

一487

一484

一479

一468

一467

﹇466園

一464

てみると︑さっきの人たちも︑しゃし

くしは︑おばあさんの手をとってあげ

ろのおきゃくさんのにもつをもって

とうさんは︑うしろのおきゃくさんのに

ました︒かくせいきのこえが︑またひび

いって︑おとうさんのもっていた四か

いいました︒つぎのへやで︑こしをか

と︑﹁︿略﹀︒﹂おんなの人がやさしくい

よ︒さあ︑あちらのへやへ

三︶

す︒はじめてのおかね・はじめのことば・ははのあ

え・みほのまつばら︒みんなのもの・むしのいき・

一335

﹇326
︻332

よのなか・ろくのばめん・わきのした・わたくしの

のひとえだ・ゆきのえいが・ゆめどののかんのん・

も・やまのスキーじょう・やまのつつじ・やまぶき

一391

一388

﹇387

一378

一361園

した︒うすももいろのあさがおのはなが

きました︒あさがおのはながいつつさ

きます︒あさがおのはながさきました

いさな川が︑うちのまえをさらさらと

て︑せかいじゅうのおふねをうかべた

一532囹

一529圏

一525

一512園

一506園

一506園

一501

っておかあさんのおみやげにしたい

ました︒﹁かわらのすなは︑みんなち

︑まもなくくものとんねるにはいり

お月さんのくにのきしゃだもの︒﹂お

のある︑あかい目のうさぎさんでした︒

みんなながいみみのある︑あかい目の

いらっしゃ

めいめいのうた・もじのはじめ・もじのはなし・も

いもうと・わたくしのたび・わたしのこころはにじ

のって︑お月さんのところへいった

もいろのあさがおのはなが︑いつつか

一172

きれいだな︒まどのきのはがうこい

のこくばん あさのこくばんきれいだ

一421

一415

一413

一412

ひかった︒せんせいの目のなかに︑わた

ととんだ︒はしらのかげで︑びかり︑

はなした︒でんとうのしたを︑くろくす

略﹀︒﹂ほたる︒うちのなかではなした︒

山のつつじ山のつつじがさいた︒

一545囹

一542囹

一539園

一539囹

一538園

えたら︑お月さんのくにのなかまに

︒このお月さんのくにでは︑一ねん

ひろうと︑ただのいしころになって

るいけんかずきの人がひろうと︑た

んどですが︑いじのわるいけんかずき

をいうと︑となりのおじさんが︑﹁︿略

いたの︒お月さんのくにのきしゃだも

をみるとおどる・わたしのたみちゃん・わらいのう

一395

一173

いだな︒まどのきのはがうこいてる︒

一402

一391

はっけん・ほしのひかり・ほでりのみこと・ほん

のの・もののわかるよろこび・やのね・やまのい

わたくしたちのばんがきました︒

ハーモニカのきりぎりす・バイオリンのきりぎり

にいじまゆずるのはか・にじのうた・にっぽんこの

くえ・てのひら・とうのいけ・とこのま・とのも・

一

一173

一142 もちもの わたくしのもちもの︒ほん

一194圃ひらいた︒ なんのはなひらいた︒

一64圃 なのはな︑ まつのき︒ なのはな︑

た

の一の
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︿略﹀︒﹄と︑べつのやぎがいいました

すみこさんのしたおはなし︒﹁

二2710囹

︵三︶

と︑せまいはしの上で︑つのをおし
V

二282園

二288園なし︒﹁十二ひきのぶたが︑そろって

お月さんのくにな
のかまにいれて

二75二﹄ということばのつくものを︑あっ
二85 た︒ ︵二︶ つぎの日に︑﹁い﹂のつ

ません︒十二ひきのぶたは︑ぶうぶう

ところに︑みおぼ
ていました︒まどの

それから︑﹁う﹂のつくことばと︑﹁
︒

二315園

︵四︶

一545囹
一551園 ︒そうして︑つぎと
のしのたまひろい

二85

二87

二322

日に︑﹁い﹂のつくことばをあ
つぎの

一551囹て︑つぎのとしの たまひろいで︑き

二87くことばと︑﹁え﹂のつくことばをあ
二89 おしまいに︑﹁お﹂のつくことばをあ

二323園

一554囹 ︑またお月さんく
のにへいれても

ニー01囹みおさんは︑﹁人のなと︑そうでない

ニー15 して︑ひとりびとりのかんがえどおりに

?@

くにおさんのしたおはなし︒﹁

ところに︑六人のめくらがありまし

T園

とめました︒六人のめくらたちは︑お

︿略﹀︒﹄と︑六人のめくらが︑ぞうつ

︿略﹀︒﹄と︑ほかのものがいいました

ました︒そのうちのひとりが︑﹃︿略﹀︒

X園

そるおそるぞうのそばによってき

めくらは︑ぞうのおなかをなでて︑

きました︒はじめのめくらは︑ぞうの

X囹
二351囹

︿略﹀︒﹄二ばんめのめくらは︑ぞうの

木のはをならべてみ
みました︒かたちのにたものをなら

二354園

二351囹

えにっき

ニー24

べました︒おばさんのうちから︑大きな

めくらは︑ぞうのきばにさわって︑

二

ニー3ー

︒﹃︿略﹀︒﹄三人めのめくらは︑ぞうの

ニー22

ニー47赤や青やむらさきのたまができました

二357囹

いました︒四人めのめくらは︑耳にさ

めくらは︑ぞうのはなにさわって︑

て︑﹃ぞうは︑木のみきとおなじじゃ

いました︒五人めのめくらは︑足をな

二3510園

V囹

二354園

たしたち︑もみじのはっぽで︑いろは
二222園
略﹀︒﹂﹁先生︑すのおそうじをするの
二229囹
二233園
﹀︒﹂﹁先生︑はねのいたんだ大きな

二364囹

二363園

ニ375囹とき︑くにざかいの山に︑ゆきがふつ

が︑けさも︑ゆりの花にきていまし
二234園
へんです︒だりやの花が︑さきがけて
二236園
﹀︒﹂﹁先生︑いものはのつゆは︑あれ
二241囹

P園 先生︑いものはのつゆは︑あれ︑た
二241囹
ゆは︑あれ︑ただの水でしょうか︒﹂﹁︿
が︑とうもろこしのはっぱに︑じっと
二243園

二387

二374

たけこさんのしたおはなし︒ズ

P

ふきながら︑あたりのけしきをながめま

かり︶ところ山の中たろうとおと

︵五︶

U園ました︒おしまいのめくらは︑しっぽ

二254 さんと︑この五人のばんです︒ ︵一︶

す︒すると︑とおくのほうでも︑﹁︿略﹀︒

二257 一︶ いちろうさんのしたおはなし︒﹁︿

一一

二271園
りました︒二ひきのやぎが︑そのはし
ぎが︑そのはしのまん中でであいま
二272園

二4510囹︑なんだろう︒手の上にごむまりを

二454園

二435囹

うさん︒長い竹のさおで︑ふねをこ

ろう﹁おとうさんのおっしゃるとおり

一一

二276園
略﹀︒﹄と︑一びきのやぎがいいました

す︒すると︑むこうのほうで︑﹁︿略V︒﹂

R

一654園 んど︑おかあさんの
おみやげにいただ

﹁﹃あ﹄の つくことばを︑み

﹂﹁お友だちのなをかんがえて︑

︵一 ︶

一657園
ら︑あなたの目な
の かにふたつひ
一659 ︑わたくしをひざう
のえにだきあげて
S3園

T8園

︑みんなむこうのきしにつきました

ニー05園こさんは︑﹁くさのなと︑とりのなと

二324園

︵十︶

︿略﹀︒﹂おかあさんの
こえで目がさめ

P囹

一569 ところに︑みおぼえあ
のるかおが︑たく

ニー05園 さのなと︑とりのなと︑そのほかの

けっとからうずら
たの
まごほどある

一573 ︑みんなわたくしう
のちにいたきよ

一568

みのみをみてきき
がつたしろちゃん

一5510

一5710

ニー05園 なと︑そのほかのものとに︑わけた

一593 ました︒しろちゃんう
のちは︑つきみそ

一591 うってしろちゃんう
のちへいきました

いるおはなばたけな
のかにありました

一594 うちは︑つきみそうさ
の いているおは
一595
一603囹

﹁あなたお
の うちにおいて

一599 ろこんで︑めいぶつお
のだんごや︑おも
ともだちとなかの
いい︑やさしいこ
うそおかあさんお
のみやげにして

一607囹
一617囹

いって︑わたくし手
のにたまをおし

いしころになって

一624

一619園もったら︑ただの
一628

たろうさんたちの
おくにですよ︒そ

てみまわすと︑山う
のえから︑おおき

一633囹

一641 も︑わたくしも︑わな
のかにはいって︑
一649

一648園 まあ︑たろうさんの
よくねているこ

P0

二405

略﹀︒﹂﹁あまの川だ
の いやもんど︑お

一一
一一

二268 ︵二︶ さだおさんのしたおはなし︒﹁︿

一653園

ニー12園﹁では︑めいめいのかんがえどおりに︑

あなたはいのちお
のんじんです︒﹂と

Q8

一586園

一一
一一
一一
一一
一一
一一

Q9

R4 R4 R4 R2

R5

R6

きゅうりが︑くつの中にはいりました
二264園

一一

一657園 それなら︑あなた目
ののなかにふた

Q4

S0 S0

一一

一一

349
の一の
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三56園

お﹁ひろいはたけの中で︒﹂さぶろう﹁

三510囹

すみこ﹁白いくものながれ︒﹂みんな﹁

ら︒﹂のぶこ﹁小川のながれ︒﹂すみこ﹁

いちろうは︑となりのへやへ

三810囹

三89囹

三88園

ち︒﹂たけひご﹁南の友だち︒﹂みんな﹁

だち︒﹂みんな﹁西の友だち︒﹂たけひご

三87園なれ︒﹂さきこ﹁東の友だち︒﹂みんな﹁

︵二︶

さんところへやの三一のばめん

うじろういもうとのさちこおかあさん
三74園

﹂じろうも︑となりのへやへ いってし
︒﹂という︑さちこの声がします︒﹁︿略

三94圏

みんな﹁お日さまの光︑光︒﹂

︒それから︑となりのへやへいこうと
三75園

ちこが︑おかあさんのそばにかけよりま
れんげそう︑

花のおやねがうつくし

あまちゃの中からひょっこり

三183
三184
三185
三191
三192
三193
三194
三201
三202
三203

した︒二くみは虫の名をあつめました
した︒三くみは魚の名をあつめました
した︒早くみは鳥の名をあつめました
あつめました︒花の名は十二あっま
あつまりました︒虫の名は十五あっま
あつまりました︒魚の名は十三あっま
あつまりました︒鳥の名は十四あっま
ていくうちに︑花の名も︑鳥の名も︑
に︑花の名も︑鳥の名も︑だんだんふ
︑こくばんにつぎのようなことをおか

りました︒﹁一くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒

に︒﹃︿略﹀︒﹄叩くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒

三205

に︒﹃︿略﹀︒﹄三くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒

はんた

三207

きょうはあなたの花まつり︒

しい︒

花

きます︒おかあさんのよこに︑三人が立

三95圏

二

おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか
三108圃

だち︒﹂みんな﹁北の友だち︒﹂

れども︑おじいさんのおとうさんは︑お

三211

とりずつ︑はんたかのところへやって︑

三118

このひとことを心の中にしまいました
︒﹁おしゃかさまのおしえてくださっ

三222

のてっぺんは︑空のくもにとどくよう

るところに︑

一本のくすのきがはえま

三228

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂あちらの村でもこちらの

らの村でもこちらの村でも︑こういつ

三2310

三233 がでると︑この木の西がわのなん十と
三233 ︑この木の西がわのなん十という村
三235 になると︑東がわのなん十という村
三2310

ました︒あるちえのあるおじいさんが

三261

た︒そこで︑大ぜいのだいくをあつめて

すると︑あのちえのあるおじいさんが

︒こんな大きな木のことですから︑切

じいさんは︑﹁日のあたるようにする

三252

三266

三257園

三2610
ふしぎだ︒だれの手だろう︒﹂とお

うかべて︑大ぜいのせんどうがのりこ

︑とうとう一そうのふねができあがり

それをみたこてんの人々は︑びっくり
三165園

三274

三272

と︑ふねはななつの大なみをのりきっ

たのは︑そのふねの早いことです︒か

ます︒あれは門のぞとにいますので

くみは花の名をあつめました 三277

三276

これははんたかの手でございます︒

つめ

きました︒はんたかのからだから︑きれ

三168園

三182

三175

三169園

三162

三214 人たちに︒﹃なき声のわかるものは︑そ
三216 つたものをうしろのかべにはりました

せて︑おしゃかさまのおかおをみつめま 三213 に︒﹃︿略﹀︒﹄曳くみの人たちに︒﹃︿略﹀︒

三127園まえはたくさんのことをおぼえなく
三137

三1210

わたしは︑おまえのおじいさんのおと
二585園

︒﹂そのとき︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂﹁

ではなく︑大ぜいの声︒巳卜う﹁さあ︑

三147 やかさまは︑王さまのおまねきにあずか
三149 かさまはたくさんのでしをつれて︑王
三1410 をつれて︑王さまのこてんにまいりま
三151 かもおしゃかさまのはちをもって︑で
三151 ちをもって︑でしの中にまじってい
三152
いました︒こてんのいり口まできます
三154囹 て︑﹁おまえさんのようなおろかもの
三157
ら︑はんたかは門のぞとにのこりまし
三161
るとおしやかさまの目のまえにのび
三161
おしゃかさまの目のまえにのびてき

三144園

X園 した︒﹁みなさんのっかっているつ

S

X

三49囹える︒﹂ただし﹁山の山びこ︒﹂みんな﹁
三53園 山︒﹂みんな﹁山のあの色︒﹂さぷろ
三55園ぜ︒﹂みんな﹁かぜの手ざわり︒﹂ともお

一一

二705 こしたって︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂﹁

一［

二675 ︒そのとき︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂
二692園 う﹁たしかに春の声がきこえる︒﹂

二6610う
園﹁どこかで︑春の声がするよ︒﹂み

二602

ふと︑ゆうべのゆめをおもいだし
しは︑
二642 ︒りょううでを車のようにうこかす︒

うしました︒四年の人たちも︑五年の
二597園
二597園 人たちも︑五年の人たちも︑六年の
二598園 人たちも︑六年の人たちも︑そのま
ちも︑そのまえの人たちも︑これを
二599園

一一

えのおじいさんのおとうさんだよ︒﹂
二585囹

た︒そこへ︑ひとりのおじいさんがでて
︒みると︑わたくしのおじいさんによく

いるうちに︑いつのまにか︑ねむって

いきます︒

をだして︑じろうの手にわたします︒

107568775928242
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すると︑あのちえのあるおじいさんが

三278 をのりきって︑鳥のとぶように走るで
三283

三284園 ︒あのいきおいのいいくすのきで
三285園 だもの︑いきおいのいいのがあたりま
三286園 あたりまえさ︒鳥のように早いふねだ
三2810 やとりは︑たくさんの米や︑麦や︑豆を

あがったところのかべには︑えがは

ごとに︑あたりのようすがかわりま

ました︒﹁じぶんのかきたいところへ

三295 っていたたくさんの些々は︑だんだん
三304園

三318囹
三324園
﹁ひょうほんしつのまえです︒ほそ長

いちろうくん︑左のかたにはみよこさ

うならったばかりのしょうかを︑大声

くわばたけのくわのはが︑やわらかで︑

ました︒くわばたけのくわのはが︑やわ

ぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ

ふくと︑くわのはのにおいがぶんと

たりになって︑麦のほとすれすれに

いちろうくんが︑右の方にまがってい

きました︒たんぽぽのみが︑小人になつ

﹂みよこさんが︑左のかたからはなれて

はなれて︑麦ばたけのよこ道をかえりま

が︑島からむこうのりくへいってみ
三436園と思って︑﹁きみのなかまとぼくの

三375園

みます︒うさぎの目はもも色のか

うさぎが︑はこの中でねそべって

三478 な
にったかたがたのおとうとさんです︒

白うさぎす
はぐ海の水をあびました︒

三337園 ︒青色やちゃ色のくすりびんが︑た
三436園のなかまとぼくのなかまと︑どっち
三338園
いれた︑みほんのまるいびんもあ 三443園れをみて︑﹁きみのなかまはずいぶん
三339園 ありました︒へやのすみに︑かれ木が
三443園 多いな︒ぼくらのほうがまけるかも
三341囹 そこに︑はくせいのりすが︑二ひきの 三444囹
ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
三342囹した︒ナフタリンのにおいがしてき
三445囹
みたちのせなかの上を︑かぞえなが
三343園
﹁︿略﹀︒﹂﹁五年生のきょうしつでは︑
三446囹いくから︑むこうのりくまでならんで
三343囹 ようしつでは︑花のしゃせいをして
三448 にざめは︑白うさぎのいうとおりにな
三354囹
ています︒やねのところで︑すずめ
三461 つかまえて︑からだのけをみんなむし
三356囹 ︑六年生が︑はこのようなものをこし 三464 そのとき︑みなりのりっぱなかたがた
三364囹 ︒﹂﹁こづかいさんのおへやはあたたか 三467 うさぎがいままでのことをはなします
三469園︑﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて

三334園

三336囹 いました︒なの花の大きなもけいが

三471

三333園 て︑わたくしたちのかえるのをまって

三371園す︒こづかいさんのおへやのものは︑
三371園 いさんのおへやのものは︑みんな大
三381囹

です︒
にいさまがたのおもいふくろを
三479

三487園 あらって︑がまのほをしいて︑その

三484 うさぎはいままでのことをはなしまし
三385 くばんに︑﹁みんなの学校︒みんなのき 三486園そうだ︒早く川の水でからだをあ

三381囹ぎの目はもも色のかわいらしい目で

六 かえり道 海のような空で︑ひば

三392

三386 なの学校︒みんなのきょうしつ︒たの

からだ
すは
ぐもとのようになりました︒
圃4810

のみより

かぼちゃの花がさきました︑

よりかたいのみのさき︑

した︒

﹁︿

のみの手もとはくらくて

﹁︿

のさき︒

花がみえるのみのさき︒のみの手

ありはすみれの花にのぼり︑

﹁︿

いなかのやねのべんぺんぐ

うぐいすはうめの木にとまり︑

ました︒

りすはしらかばの木にはねて︑

いなかのやねのべんぺんぐさは︑

︒ こどもは石の上に立ち︑ ﹁︿略

せどのこやぶにいけまし

うしろの山にすてましょか

やなぎのむちでぶちましょ

リヤは︑

リヤは︑

五人の子どものおうちは

月夜の海にうかべれば︑

月夜の海

ぞうげのふねにぎんのか

のかい︑

み

みずうみ

げのふねにぎんのかい︑

リヤは︑

ナリヤは︑

も

ものおうちは︑丘の上にあるのでも︑

五人の子どものおうちは︑丘の上

もありません︒丘のちょうどなかほど
のぼれば大きな木のあるところへで
ねえ︑大きな木のところまでのぼつ

︑﹁あのねえ︑丘の木のところまで

なりました︒ほかの子どもたちも︑こ

います︒﹁みんなの心があわないと︑

み︑この丘の下の︒﹂デビッドはこう

ずうみ︑この丘の下の︒﹂デビッドは

上の大きな木のとこ︒﹂ジュデーは

ました︒﹁この丘の上の大きな木の
︒﹁この丘の上の大きな木のとこ︒

ています︒みんなの心があわないと︑

がいいます︒ほかの子どもたちは︑ど
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三396 くがまん中で︑右のかたにはいちろう
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三936

三943

のしばふもみんなのものです︒やわら

まいの紙

十二

一まいの紙で︑いろいろな

さの風も︑みんなのものです︒

るのほしも︑あさの風も︑みんなのも

三941 お月さまもみんなのもの︒あのまつ白
三942 っ白な雲もみんなのもの︒よるのほし
んなのもの︒よるのほしも︑あさの風

﹁︿略﹀︒﹂﹁あしたのあさも︑お日さま

三943

三7710園

三943

三616園 のねえ︑丘の木のところまでのぼっ 三771囹 した︒﹁よその國の子どもたちに光を
三631
しました︒みんなの心があいましたか 三775園 お日さまは︑よその國の子どもがあ
三775囹まは︑よその國の子どもがあそべる
三632 しょになって︑丘の大きな木のとこ
まがあなたたちのところへかえって
三632 て︑丘の大きな木のところまでのぼり 三777園
三636 りこみました︒三人の男の子は︑うしろ

もたちがわたしのお日さまをとって 三945

きますと︑﹁よその子どもたちがわた

一まいの紙に︑えをかく

一まいの紙が︑いろいろな

三783園

ます︒この

ます︒この

三783園

三957

三959

ができます︒にわの花も︑空の雲も︑

んのかおも︑先生のつくえもかくこ

一まいの紙に︑字をかく

︒にわの花も︑空の雲も︑とおい山も

また︑この

三962
三966

三962

三959 きます︒おとうさんのかおも︑先生のつ

三954

三637 かけました︒ふたりの女の子は︑まえに

五人の子どもが︑もみじ

三636 ました︒三人の男の子は︑うしろにご
にじ

三791

略﹀︒﹂

三643園 なりました︒﹁右の方︒﹂と︑女の子た
いいました︒﹁左の方︒﹂と︑男の子た

三637 した︒ふたりの女の子は︑まえにこし
三645囹

三682 ました︒雲は︑もりの方へしずかにし

三807 ます︒雨は︑みんなのいうことにはお
三813 ︒そこへお日さまの光がさしはじめま

三791
子どもが︑もみじのこかげのすなばで
三791 ︑もみじのこかげのすなばであそんで
三7910園 だよ︒雨にぼくのいどをいっぱいに
三803園らないなあ︒ぼくの道は︑雨にめちゃ

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんなの心があいました︒

いました︒﹁もりの方︒﹂みんなの心

三688園 りました︒﹁﹃もりの方︒﹄っていって
三692

三691園

三736園

略﹀︒﹂﹁お日さまの光かしら︒﹂﹁︿略﹀

略﹀︒﹂﹁ぴかぴかのかみかしら︒﹂﹁︿略

つたことは︑いつのまにかきえてし
三699 ︒ お日さま 五人の子どもはゆうごは 三814 ︒すると︑色リボンのようなにじが空に 三978
三985 のこります︒ 一まいの紙にかいたえを︑
三826園
でした︒﹁わたしのもも色︑みえない
三702 ターはふと︑ゆかの上になにかある
三8310囹
﹁お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼ 三994園生が︑﹁みなさんのかいたえでも︑字
三707
いいました︒ゆかの上に︑なにか︑長
きました︒ある日のことです︒おじい
三7210園
いました︒﹁ぎんのリボンかしら︒﹂と 三843 す︒ピーターは︑はのさきにあまだれが 三柵6
三847 と︑そのあまだれの中に︑小さなにじ 三野9 いますと︑ねもとのびかりと光る竹
三㎜2 た︒そうして︑かごの中にいれて︑おば
三888ソフ︒キイン︒こまのようにまわる︒ま
三738園

じいさんのとる竹の中には︑たびたび

ものは︑おじいさんのとる竹の中には︑

ました︒おじいさんのうちはだんだん

三皿4

ました︒また︑小人のようだったおひめ

三皿4

のものです︒うちの人のかいたてが

三戸8 がのびて︑ふつうの人の大きさにな
三島8 びて︑ふつうの人の大きさになりまし
三槌10 えようもなく︑家のすみずみまで光り

三三6

てうなる︒じぶんの耳できいたひび

のです︒うちの人のかいたてがみや

めさまは︑三月ほどのあいだに︑すくす

三743園 すと︑﹁では︑光σとおり道をさがし 三891

三917

いれます︒きんじょの人たちもこのポ

三軍7

どうでしょう︒風の日にはどんな音︒

をおりて︑その光の中をあるいてい

赤いお日さまは丘のかげへしずんで

三917

三皿7

三901

三745

三747園 ごらん︒あの丘の上を︒﹂おかあさん 三902 にはどんな音︒雨の日にはどんな音︒
三749 りながら︑いま︑丘のかげへしずむと 三904 このはしはみんなのものです︒ばしゃ
三751囹 した︒﹁お日さまの光はお日さまから 三916 のポストもみんなのものです︒ヶちの

つきのお日さまの光︑どこへいった 三919

︒﹁おや︑さっきのお日さまの光︑ど

三756
三759園

三758園

いときでも︑はらのたっときでも︑こ

じいさんは︑きもちのわるいときでも︑

三鵬2

︑このかぐやひめのかおをみると︑す

三佃2

おりました︒世の中の人たちは︑﹁︿略﹀︒

いな花は︑みんなの心をたのしませて

三762 わりましたが︑ゆかの上にはもうみえ

三鵬5

三曹3

三924

いしゃばもみんなのものです︒こので
三768園
こえてね︑よその國へいくんですよ 三934
三935 でんしゃもみんなのものです︒ここの
三769園 お日さまはよその國でなにをする
三771園 ねました︒﹁よその國の子どもたちに 三936 のものです︒ここのしばふもみんなの
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三柵10園

四146こうぎしの︑すすきのもさもさしている

みて︑わたくしのことを思いだして

三国9

きて︑おじいさんの家のまわりをと

三鵬9 ︑おじいさんの家のまわりをとりまき

四157 ︒えつ子がわたしのせなかでねんねし
四158ねんねした︒わたしのせなかにかおを
四168 いる︒おかあさんのバケツがおもそう

︿略﹀︒﹂と︑おつきのものにおたずねに
なりました︒おつきのものは︑﹁︿略﹀︒﹂

ます︒うえぼうそうの知らせば︑ここか

四171おもそうだ︒バケツの中に月がうつつ
四179だった︒おかあさんの手の上につかま
四179 ︒おかあさんの手の上につかまって
四189そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ
四189 ︑おかあさんの手の上で︑力いっぱい
四197はそれぞれあいての人をきめてから︑
四201さおさんは︑あいての人を﹁おかあさん
四202 ﹂にきめて︑つぎのような文を書きま

三価3 みかどへおわかれの手紙とふしのく
三笠4 かれの手紙とふしのくすりをのこしま
た︒そこで︑よういの車にのって︑しず

ました︒かぐやひめのすがたは︑それは

三戸10 Qそうして︑かきねの上からのびあがっ
三柵6

ってみたり︑へいのすきまからのぞき

て︑ある日︑かりのおかえりに︑とつ

た︒そうして︑ふしのくすりと手紙は︑

三号10
三備3

三価8

んとおばあさんのおそばにいたいと
三描7

三振6

三豊10園

三悩9園 わたくしはだれのところにもおよめ

三四4 いました︒たいていの人は︑あきらめて

らんになると︑光の中にきれいなお

四45

三柵3囹 かどは︑﹁その山の上で︑ふしのくす
三戸3囹
山の上で︑ふしのくすりと手紙を
三柵6 なりました︒おつきのものはそのとお
三帯7 した︒すると︑ふしのくすりをやいた
三柵7 いたけむりが︑山の上からいつまでも
三田9 ︒それで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂

三価2 どんなりっぱな人のねがいをも︑みん
三門9 れども︑かぐやひめのいうようには︑だ
三研2

三鵬1 でした︒かぐやひめのひょうばんが︑だ

三音4
三二9 すると︑かぐやひめのすがたがきゅうに

三佃5七 は︑﹁これはただのにんげんではある
三㎜1 りました︒ある年の春のころから︑月

のせわや︑どうろのそうじなどもして

くれます︒こうえんのせわや︑どうろの

こはわたくしたちの学校です︒町じゅ

四51

四94

学校です︒町じゅうの友だちがみんな

四51

四111

さく︑たいいくなどのべんきょうをしま 四251團して︑みつちゃんのしゃしんのまえに

四205国 みが三びき︑わの中にはいり︑ねこ
四206国 こが二ひき︑わのぞとにでました︒
四206團 でました︒ねこの 一びきは︑わたく
四213團たえました︒ねこのわたくしは︑どの
四216国ねずみたちは︑わの中できょろきょろ
四219国 をねらって︑わの中へもぐりこもう
四222團 は︑あわててわのぞとへにげました

三柵1 した︒ある年の春のころから︑月のき
三柵1 春のころから︑月のきれいなばんに
三柵5 なると︑かぐやひめのようすはいつそう
三柵3囹 ︑ わたくしは月の世界のものでご
三柵3園 くしは月の世界のものでございます
三三4囹 十五夜には︑月の國からむかえが
三雲9園 かぐやひめを月の世界の人にわた
三章9園 ひめを月の世界の人にわたさない

四113

さつしょです︒人々のたいせつなもちも

︒どこも︑この町の目です︒この町の

四263團 さんのほっぺたの赤いこと︒りんご
四264団こと︒りんごさんのかおのまるいこと

四263團 た︒﹁りんごさんのほっぺたの赤いこ

四253團した︒みつちゃんのことを︑みんなで

町でもひょうばんのかじゃさんです︒

四85 れます︒ここは︑水のきれいないけです
四87 まわりには︑さくらの木がたくさんう

四72

四67 きます︒世界じゅうの人の心をつなぐ
四67 ︒世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑

三m6 ︒それで︑たくさんのけらいにいいつけ

四117

えきです︒となりの町と︑いったりき 四251団 ゃんのしゃしんのまえにかざりまし

四131

の耳です︒この町の手となり足とな

の目です︒この町の耳です︒この町の

四264詠 んごさんのかおのまるいこと︒りん

四225團たとき︑またわの中ににげこみまし
四228團かきました︒なんのえか︑あててこら
四229團らんなさい︒ぼくのうちをかいたので
四246国ちますね︒きのうのゆうがた︑おとな
四247団うがた︑おとなりのまさこちゃんと︑
四248團 んと︑あのいけのそばまでさんぽし

三棚9 ました︒おじいさんの家のまわりは︑弓
三棚9 ︒おじいさんの家のまわりは︑弓矢を

四122

四132

にわとりが︑かぶのはっぱをたべて

三mloとりかこまれ︑やねの上まで︑人でいっ
︑しめきったくらの中で︑しっかりと

四133

くれる︒むこうぎしの︑すすきのもさも

＝而2

に︑空から大ぜいの天人たちが︑雲に

ぎなことに︑手足の力がなくなって︑

四146

四142

ｧ9

＝而3 きっておいたくらの戸がひとりでに
＝而4 ていたかぐやひめのからだは︑すうっ

三備1
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四266国

まつ白なおさらの上では︑おひめさ

四266團 では︑おひめさまのようですね︒﹂たみ

ました︒﹁あしたのあさも︑またかけ

四269団くなくね︒きみのだいすきなきゅう
四275團

四276国 をしょうね︒林のむこうの一本道ま

四353園こさんは︑中学校の女の生徒さんが
四353囹 は︑中学校の女の生徒さんが子ども
四353園徒さんが子どものげたのはなおを
四354園が子どものげたのはなおをすげる
四358園 v﹁おとうさんのことばです︒﹂﹁︿略

四296

四294
ことかな︒となりのうちから︑うさぎ

いって︑いもほりのてつだいをする

とき︑ぶどうだなの下をとおりました
四3610圏

四369園︑きのう︑となりのうちにおつかいに

どこかの中学校の女の生徒さんが

四301 つこさんは︑﹁くみの人みんな﹂にき
四312国 わたくしは︑うちのにわにさいてい
四312団 ているコスモスの花をあげようと
四315 いといって︑つぎのような文を書きま
四318團 うでようちえんの男の子がないて
四318団 ようちえんの男の子がないていまし
四318團 いました︒どこかの中学校の女の生
四319国

ききました︒男の子は︑げたのはな

四319團 かの中学校の女の生徒さんがきて︑
四322團

四342囹

一ど︑かずこさんの文をよみなおしま 四442 ︒﹁︿略﹀︒﹂とうばんのがんは︑大きな声
四476 きめました︒あさの風は︑氣もちよく︑

文で︑なにか氣のついたことはあ

四476 ︑氣もちよく︑がんのむなげにあたりま
四347園
んのおとうさんのことばに︑氣がつ
四351 れても︑まだ︑なんのことだかわかりま 四478たりました︒三十ぱのがんは︑︸列にな

四347囹生は︑かずこさんのおとうさんのこと

四345

四439 まのきしの︑よしのきれいにしげった

四335国 しまいました︒女の生徒さんはわたく 四438た︒ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのき
四342囹 ば ﹁かずこさんの書いた文で︑なに 四439 べは︑ぬまのきしの︑よしのきれいに

四333團 できあがると︑男の子は︑それをはい

四416 まがってつりばりのようになったりし
四322團︒男の子は︑げたのはなおが切れて
四421 なりました︒ゴムのようにのびること
四325團 すぐひもでげたのはなおをすげて
四331国
いうおとうさんのことばを思いだし 四424 た︒どのように列のかたちをかえても
四437 早くから︑三十ぱのがんは目をさま

四412 のなかま 三十ぱのがんは︑まいにち

四375園いきって︑となりのおばさんに︑﹃︿略
四377園 とき︑わたくしの口をおさえたも
四379園れは︑おかあさんのことばでした︒﹃︿
四388園﹀︒﹂﹁おかあさんのことばがとめたか
四392 ︑めいめいじぶんのことが思いだされ
四395園 とき︑にいさんのことばを思いだし
四397園︒﹂﹁先生︑さくらの枝をおろうとし
四398園 とき︑おじさんのことばに氣がつ
四401囹つも︑あなたがたのいいお友だちに

四362圏くても︑その人のことばが生きて
四292
うえんのおじさんのところへいって︑
いって︑つぎのような話をしまし
四293 ことかな︒おばさんのうちへいって︑い 四368 ︒﹂と

四276團 ね︒林のむこうの一本道まで︑かけ 四3510園ても︑かずこさんの耳には︑おとうさ
四291 とかな︒ぶどうえんのおじさんのところ 四361園には︑おとうさんのことばが︑ひびい

〉。
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が︑やがて︑まつばのようなかたちにな

一まいのもうふのようにな

一まいのもうふのようになって︑か

がんが︑みずうみのきれいな水をく

おりました︒一わのがんが︑みずうみ

なかまは︑この林の中におりました︒

ありました︒がんのなかまは︑この林

ちでした︒みずうみの島には︑こんもり

﹂﹁︿略﹀︒﹂みずうみのほうから︑風がふ

ていました︒がんのなかまは︑この山
なかまは︑この山のむこうにあるみ
うにあるみずうみのところへいこうと
た︒やっと高い山のみねをこえました

りすぎましたが︑目のまえに︑高い︑高

︑

︒ちょうど︑

︒﹁︿略﹀︒﹂二十九わのがんは︑列をきれ

はつめのてっぽうの音が︑ひびいてき

︒﹁︿略﹀︒﹂二はつめのてつぼうの音が︑

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ほかのものは︑あとにな

けとめました︒ほかのがんは︑右や左か

三ばで︑かっちゃんのおちていくのを︑

わかりました︒力のつよいがんが︑三

かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ

わててかっちゃんのところへあつまり

きました︒二十九わのがんは︑あわてて

方から︑てっぽうの音がひびいてき

ました︒ズ略﹀︒﹂下の方から︑てっぽう

︑石ころかなにかのようにおちていき

たてました︒ほかのがんは︑また︑み

されるからです︒山の上を高くとびこ

びました︒よく木のかげからねらいう

きました︒その山のふもとには︑衝き

すぎると︑高い山のそばにきました︒

3311107432217761010732210986639532109
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四548 かっちゃんは︑はねのっけねをうたれて
四556 ない︑しずかな︑星の光る夜でした︒か

四559
﹁︿略﹀︒﹂﹁あしたのあさ︑出発しても

でした︒つぎの日のあさ︑かっちゃん

四557 かさかさという木のはの音がしまし
四557 さという木のはの音がしましたが︑
四559 る音でした︒つぎの日のあさ︑かっち
四568圏

四568園 いいよ︒ぼくたちのたびが︑あんまり
四575 ばんは︑かっちゃんの全快いわいをしょ

四574 ︒そこで︑その日のばんは︑かっちゃ
四577 ました︒かっちゃんのすきなおだんごを
四579 きると︑みはりばんのがんたちもあつめ
四583 っちゃんは︑みんなのかおをみて︑にご

﹁りすさん︑がんのなかまをみかけな

﹂﹁︿略﹀︒﹂二十九わのがんは︑﹁︿略﹀︒﹂

四588 いました︒二十九わのかおがそろいまし
四592

四5910囹
四602﹇n国 くろうさん︑がんのなかまをみなかっ

がんは︑テーブルのまわりにあつまり

四609 ないので︑二十九わのがんは︑テーブル

四609

ひらいて︑﹁あすのあさ︑出発しよう︒

四612 た︒いんそつがかりのがんが︑口をひら
四613囹

四621 ＞︒﹂と︑出発がかりのがんが︑みんなを

ましょう︒むll麦の花に︑ばらの花︒

四7610
ねずみとねこのかけっこ︒な一
四772 冬︒ら ラジオのお書ききましょう
四773

ないから︑あとのものがじゅんじゅ

いいや︒いままでのわがまま︑ごめん

た︒﹁︿略﹀︒﹂三十ぱのがんは︑みずうみ

にさんこちら︑手のなる方へ︒く−

四775 とき︒ゐ

しものあさ︑白いいき︒

くじゃくのまねをするから

﹁ゐ﹂の字はこれから﹁

四777

へ︒く

さるの木のぼり︒き1

こいのたきのぼり︒え1

1麦の花に︑ばらの花︒う一うれし

した︒うすむらさきの雲が︑おだやかに

四778

あがれ︒こ

四773

ていました︒がんの列は︑そのきれい
︑そのきれいな雲の中に︑みえなくな

四785

ように︒し

でに︑ことばあそびのたねをたくさん

四798

四791 あられ︒さ

四799いき︒ゑ ﹁ゑ﹂の字もこれから﹁

つかう︒ひll火の用心︒も一もも
用心︒も一ももの花のさくころ︒

四802

リスマス︒

クリスマス︒

世界の子どもにうたわれ

星のきれいなこのよ

ころ︒せ1世界の子ども︒す一す

四801 ︒も一ももの花のさくころ︒せ一

四7910
四801
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いろはの﹃い﹄の字とかけ

四817圃

ました︒まつの木の枝を立てて︑色紙

四814圏

四826

四826 つくりました︒まつの木の枝を立てて︑

︒こころは︑﹃ろ﹄の上にある︒﹂﹁︿略
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いろはの﹃ろ﹄の字とか

といって︑

ろ

した︒それをまつの枝のさきにつり
︒それをまつの枝のさきにつりさげる
ました︒そのつぎの日の夜︑お友だち
た︒そのつぎの日の夜︑お友だちがあ

四844 ︒クリスマスツリーのそばで︑みんなで

四839
四839
四843
四843

四834 た︒それはふじ山のえでした︒ねえさ
四838 たサンタクローズのおじいさんができ

一まいのえをだしました︒

四833

日本一のふじの山︒ほ

まのおたんじょうのお話をしました︒

四846

四845 えさんが︑エスさまのおたんじょうのお
りんごのような赤いほお︒

星のきれいな夜空︒へ
がれ︒り

四849 んめに︑すじむかいのみきこさんが︑し

に︑となりのうちのひでおさんが︑お

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん

れんげの花がひらいた︒そ

四847

﹁を﹂の字は︑ことばのあ

たにれ

﹂の字は︑ことばのあとにつく︒わ一

けて︒を

じの山︒ほ

心︒に

どうさん︒は一花のようにきれいな心

はがるたい一いの一ばん︒う

v﹁︿略﹀︒﹂﹁﹃ひびのくすり︒﹄これが

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁﹃こおりのてんぷら︒﹄これを

人には︑おもちゃのねこと︑いぬとを

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂四組の﹁ふくびき﹂︒﹁︿略

﹂﹁いろはの﹃ろ﹄の字とかけてなん
︒こころは︑﹃は﹄の上にある︒﹂四組

﹂﹁いろはの﹃い﹄の字とかけて︑なん

なんととく︒あきの花ばたけととく︒

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂三組の﹁なぞ﹂︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂二組のあつめた﹁かいぶ

略﹀︒﹂﹁うらの小山の小いけに子がもが
︒﹂﹁このえんの下のくぎ︑ひきぬきに

び﹂︒ズ略﹀︒﹂﹁うらの小山の小いけに

がんは︑みずうみの島をとびたちまし

5983765296976443101057194457653313
園園
〉。

四619 しました︒二十九わのがんが︑食事をす

四624 ところで︑はばたきの音がきこえます︒

四622 づけました︒みんなのねているひまに︑
四623 んは︑もう一ど林のおくをさがしに
四624 た︒しずかなやぶのところで︑はばた

は︑いきなりへびのくびにかみつきま

四625 す︒みると︑なかまのがんが︑へびから

四627

四628 つきました︒さすがのへびも︑いきがく
四629 そのひまになかまのがんは︑するりと
四632 っちゃんは︑なかまの手をとって︑いそ

了6
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おとひめさまは︑左のいすにこしかけま

四桐7園

四梱2圏

四川3
四冊3

四個8

いもうとのたつこ
四8410 すると︑みきこさんの
たつこさんが︑そ
こさんのいもうとの

さしあげたことのない︑おいしいご

らしまは︑父や母のことを思いだして

四聖3園

ざいますか︒なんのおかまいもできま

しま﹁でも︑うちのことも氣にかか

四面4圃國

四慨3圏

ます︒天人﹁月の都の天人たちは︑

ちください︒天人のまいをまって︑み

みあげます︒天人のしおれた︑このよ

できません︒國のたからにいたしま

︒﹂りょうし﹁天人のはごろもなら︑な

四㎜3園 女﹁それは︑天人のはごろもと申しま
四㎜4園 たがたには︑ご用のないものでござ

が︑﹁おかあさんのサンタクローズさ

四鵬3

四三8囹

四梱1園

四858囹

四8410

四佃6園

ま︒まるでゆめのようだ︒﹂かめ﹁りゅ

木の枝は︑まがる
四862 雪 ゆうがた︑まつの

すずめ親子のものがたり︒ 山は

上に︑雲がでて
てきた︒すみがまの
る︒

とおなじ︒ある日のこと︑うらしまは︑

枝は︑まがるほど
四862 うがた︑まつの木の
四885圃

四877

四馬4圏國

みん
むか

﹂かめが︑うらしまの手をとって︑でて

白いはまべのまつ原に︑

波が

黒いころものそろいでまえば︑
まつ黒︑やみの夜︒ 白いころも
白いころものそろいでまえば︑

︒天人﹁月の都の天人たちは︑

四⁝⁝3
四点6圃

さ

つたよ︒

十一

なりました︒みんなのかおがみえます︒

むかしむかしの話です︒

みるみるしらがのおじいさん︒

からすのかんたはさむかろ

﹀︒﹂

すずめ親子のねたあとは︑

四896圃

四889圃

四伽4

︒

四二1圃

一つのでんとうですが︑

四燭2圏

ます︒たった

どれほどたくさんの人が︑はたらいて

四四6圃

四鵬6圃幽
四望7蟹
四二8雨宿

音︒ 雪だという
四897圏
さらさらと雪の
四907 かよう子どもたちのことを思って︑お
四m7

でしょう︒でんとうのまるいガラスは︑

四㎜8圏

を思って︑おもてのとおりをさっさと

四908

四百5

四梱1

一本のマッチでも︑これ

はごろ

冬十二月
十三

春のかすみにつつまれ

︒﹂﹁いちばんさきのきかん車の中でさ︒
五1010園

略﹀︒﹂﹁きかんしの人が︑いっしょうけ
五107園

ら天人は︑

いつのまにやら天人は︑

堕在7 ている︑ほそい糸のようなものはなん
四望1園 とおいとおい川の水で生まれたも

﹁︿略﹀︒﹂ただ

一つのこのでんきゅうが

い︒十一月はきくの花︒

ども︑ただ
四聖8

四襯6園

正月︒二月はうめの花︒

えったり︒

四擢2園

そば四人の子ど

四伽5

四911んはいたつする人の ことを思って︑ゆ
四912ゆうびんなげいれ口の まわりをさっさと
四931 かおをだして空の ほうをみあげて︑
まん中をみあげる

島巡5囹

それから︑みんなの手でそだてられ︑

かたちはさまって

たねがあるもの

子どもが︑一びき

四伽9

ゆうはわたくしのかおです︒﹂ただ

かめをとりまいて

ひとりのりょうしが︑みほ

原白いはまべのまつ原に︑波が
す︒みると︑むこうのまつの枝に︑きれ

じの山︒
四枷7

うとします︒まつの木のうしろから︑

かえって︑うちのたからにしよう︒

と︑むこうのまつの枝に︑きれいなも
四伽2

します︒まつの木のうしろから︑ひと

かえって︑うちのたからにしようと

それは︑わたくしのきものでございま

うしろから︑ひとりの女がでてきます︒
四伽6園

凶夢3
四欄2園

四㎜2

四伽7囹

四二7

四号1

四伽4圃

手に︑それぞれわ

四川7 おじぎをして︑海の 方へいってしま
四棚9 ︒うらしまは︑かめの うしろすがたをみ
四皿4 ろ うみべとうみの 中うらしまが︑海
四餌1心 りました︒あなたの お力で︑いのちび
血鵬3 ﹂かめは︑うらしまの 手をとって︑そこ
四梛4園 れがりゅうぐうの ご門でございます

四942れて︑一同い高い空の
四953よくもあんなに雪の
四955雪︑小さな雪︑雪の
四964 四人ところ うみの
四965 うみのそば四人の
四965 子どもが︑一びきの
四997 かねを子どもたちの

五45 る︒ 水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑
五45 んだ草のうた︑ こけのうた︑土のうた︑い
五46 た︑ こけのうた︑土のうた︑いわのうた︒
五46 た︑ 土のうた︑いわのうた︒山から川のあ
五47わのうた︒山から川のあかんぼが生まれる
五48 んぼが生まれる︒山のてっぺんのすぐちか
五48れる︒山のてっぺんのすぐちかいところ︑
五51 さいながれ山から川のあかんぼが生まれる
五52 んぼが生まれる︒川のあかんぼ︑チョチ︑
五58 ︑ころがして︑いわの上からとびおりて︑
五65電氣をおこし︑水道の水にもなり︑川はだ
五76荷船がとおる︒下水の水やうんがの水︑き
五76 ︒下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水
五78ぶ水をながして︑海のとおくにすてにいく
五83園﹁にいさん︑汽車のきっぷかったの︒﹂﹁
五93園︑シュ︒﹁どこかのおばあさんとぼっち

四欄1 うらしまは︑あたりの うつくしさにおど
︒﹂うらしまは︑右の こしかけにこしか
四佃7
四柵6圓 のあいだは︑うちの かめをおたすけ
﹁ほんとうにお礼の 申しようもござい
四mlo園

五225た︒しかし︑きょうのうれしさは︑それだ

五217をいいながら︑出口の方へでていきました
五222さんは︑おかあさんのさとの︑いなかにい
五222 ︑おかあさんのさとの︑いなかにいきまし
五224ちや︑まつ白にこなのふいたほしがきなど

五347いどころで︑ごはんのしたくをしていらっ
五351います︒ガスこんろの青い火は︑ガスがも
五355ところです︒まわりのかべに︑石炭がでて
五361だされた石炭が︑山のようにつまれていま

にかしら︒赤と青のしるしのついたもの

配はいらない︒駅の人たちは︑いつも氣

︒赤と青のしるしのついたもの︒﹂﹁︿略

んさきのきかん車の中でさ︒﹂ビューッ︑

います︒このつぎの駅ですね︒﹂﹁︿略﹀︒

︒﹂﹁あのね︑帰りの電車はとてもこんで

汽船を走らせ︑工場のきかいを動かすので
五362
五364そのほか︑いろいろのくすりも石炭からと
五371ね︒これは大むかしのけしきです︒このよ
五375たのです︒営むかしのたいようのねつが︑

五207 略﹀︒﹂私は︑その家のげんかんにおかれま

五205 しました︒なしの花のきれいにさいている

五205 たりしました︒なしの花のきれいにさいて

五203 つたり︑すずしい川のきしを走ったりしま

五203 た︒しげった竹やぶの小道をとおったり︑

五202 ました︒私もその人の手ににぎられながら

五1911 って走りました︒私のなかまは︑一けん一

五1910 どは︑また︑かばんの中にいれられました

五198 つきました︒ふくろの中からだされて︑ほ

五196 みこまれて︑ある町のゆうびんきょくにつ

五194 ばれました︒二日めのあさ︑やっと汽車か

五184 へいく友だちと︑東の方へいく友だちを︑

五184 へいく友だちと︑西の方へいく友だちと︑

五183 へいく友だちと︑南の方へいく友だちと︑

五183 しらべていって︑北の方へいく友だちと︑

五182 そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた

五173園 んだけど︑あて名の字がそまつなので︑

した︒そこは私たちの山です︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五171

きょくの大きなはこの中にはいりました︒
五1611

五161は
1︑ ゆうびんきょくの大きなはこの中には

五1610こんな話で︑かばんの中はにぎやかです︒

五154す︒ゆくさきはむねのところに書いてあり
五156です︒これは︑汽車の旅にきっぷがいるの
五157なじことです︒汽車のきっぷは︑遠い︑近

71111710

五2010 ぶじに︑としおさんの心を︑そのままみつ

︒それで︑どこかのおばあさんのよこの

こかのおばあさんのよこのところに︑も

五375大むかしのたいようのねつが︑かたちをか
五376かたちをかえ︑石炭の中にたくわえられて
五378いまそれが︑私たちのために︑生き返って
五383けさ︑先生に︑先生のお友だちから手紙が
五385しゃるのです︒手紙の中に︑こんなことが
五386團る︒こんど︑ぼくの受持の子どもたちに
五387團んど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手紙
五387團てもらって︑きみの受持の子どもたちに
五387團 って︑きみの受持の子どもたちに︑それ
五389国
うすれば︑こちらのようすが︑いろいろ
五393團きたからです︒山のてっぺんには︑まだ
五395團がありません︒山の木のめがではじめま
五395団りません︒山の木のめがではじめました
五396團にしたがって︑木のみどりがこくなって
五397團てみえます︒茶色の木のめもみえます︒
五397国えます︒茶色の木のめもみえます︒この
五399團ちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑
五399国くらの花も︑なしの花も︑すももの花も
おばあさんのよこのところに︑もたれか

って︑小さいほうの荷物を︑わたしても

五3910團
ももの花も︑うめの花も︑りんごの花も

しの花も︑すももの花も︑うめの花も︑
五3910国

帰ってきました︒駅の出口までくると︑で

にこして︑友だちのようになかよくなつ

︑はじめは︑電車の中は︑まるでにらめ

とき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣がつ

そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣

ちあがって︑﹃男の人は立ってください

うしたら︑ひとりの人が立ちあがって︑

︒ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえ

﹃これには︑きみのようないい子どもの

んは︑きっぷを改札の女の人にわたしなが
きっぷを改札の女の人にわたしながら︑

さん︑いま改札口の人にありがとうって
︒﹂﹁だって︑電車のおかげで︑あんな遠
略﹀︒﹂しんきちくんのおとうさんは︑店で

﹁いいえ︑むこうの店に品物をとどけて
るとちゅう︑よその人からもらったんで
しくると︑どこかのおじさんが︑荷物を

でいます︒この荷物の中に︑おり物や︑お

物船です︒かんぱんのクレーンが︑あがっ
います︒船は︑なんの力で走るのでしょう
ています︒この工場のきかいを動かしてい

五404團きな花は︑こぶしの花です︒白くてゆっ
五405國たりとさく︑ひんのいい花です︒この花

五404国い氣がします︒私のすきな花は︑こぶし

五401團めの花も︑りんごの花も︑いっぺんにさ

ようないい子どものことが書いてありま
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五212 ありがとう ある日のゆうがたでした︒一
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五213 がたでした︒一だいの長い電車が︑おきや
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五647園

五645囹

さんやおかあさんの力でもない︒﹂﹁

は︑おまえひとりの力でもなければ︑お

いけるのは︑だれのおかげだろう︒さあ

にして︑こくばんのところにならべてあ

﹁ほっかいどうのみなさん︒このあい

五538園れね︒だいだい色の大きな星だこと︒﹂
五539略﹀︒﹂それは︑南東の空で光っていました

五537

五531

声で︑
はるおが︑東の空をみながらいいま

＞︒﹂というので︑
西の方をみると︑日がし

五6711囹

五679 た︒おじいさんが金のさかなをよびますと

五675園

五674園

五6610園

五662

かったのに︒うちのおけは︑もう︑すっ

の︒せめて︑おけの一つも︑もらってく

五661 ました︒すると︑金のさかながかかってき

五6410園

す︒つばめが︑私のすぐ目のまえを︑い

五5311﹂そういいながら西の方をみると︑小さな

五495圃
︑ なの花ざかりの岸をでる︒ 子うし
五506圃
る︒ 並べ がけの下には 白いはま︑
五509圃
ま︒ あみひく人の 黒いかげ 黒いか
五519圃 船がいく︒ 海のはてから 白い蛋云︑

めが︑私のすぐ目のまえを︑いったりき

五546 vそこへ︑となりのごろうさんが︑かけ

五6810圓

ない︒もう一ど金のさかなのところへい

でてきて︑﹁なんの用ですか︑おじいさ

しは︑きょう︑金のさかなをとったよ︒

たいました︒ぼくのすきな花は︑あさが

五6811園う一ど金のさかなのところへいって︑家

きました︒﹁なんの用ですか︑おじいさ

は︑﹁金のさかなのところへいって︑た

ばあさんは︑﹁金のさかなのところへい

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁うちのおばあさんは︑家が

五702園

つたから︑お金持のおくさんになりたい

五695園

五694園

五702園

に︑わたしは金持のおくさんもいやにな

世界の友よ︑手をつなぎ︑

五692 た︒おじいさんが金のさかなをよびますと

五548てきて︑﹁︿略﹀︒﹂空のまん中に︑大きな星

はと

と明かるくて︑つぎの星をみつけることは
五5410

ぼくら︑日本の子どもらは︑

さがおです︒空色のあさがおです︒それ

も
はとだ︒平和のはとだ︒

世界の友

︑

五704園

たかね︒女王さまのようなあるきかたも

のはとだ︒

五724圓

五551 ︑またちょっと︑家のまえにでてみました
五555略﹀︒﹂と思って︑西の空をみましたが︑わ
五556した︒そこへ︑受持のやまもと先生がおい
五557園て︑﹁今夜︑学校のにわで︑ぼうえんき
くさん︑
子どもや町の人々が︑あつまって

五727園

いで一諾じゅうのものわらいになるよ

あるきかたも︑口のききかたも知らない

︒

つぼ

世界のそのにさきにおう︑

ぼくら︑日本の子どもらは︑
みんな

世界の花そのかざろうよ︒

きれいな花のその一つ︒

いな花だ︒

う︑

か

星だ

みんな

かがや

世界の空のかず多い︑

ぼくら︑日本の子どもらは︑

さきそろい

︒

つた星だ︒

世界の空のかず多い︑

かがやく星のその一つ．︒

星だ︒

とき︑うらの竹やぶのそばを通ったら︑お

いにいくとき︑うらの竹やぶのそばを通つ

い︑

平和の

のは︑おかあさんの力ではありませんよ
五6211囹

五565囹ん︑ほら︑あなたのみつけた二ばん星よ
五569園な︑麦わらぼうしのつばみたいなものも
五574こういって︑はるおのかたをそっとおさえ
五576だしたので︑あたりの人がわらいました︒
五585園か︑青い︑青い水の中にういているよう
五587圏﹁ほんとうに︑夜の星ってきれいなもの
五588圏︒﹂﹁あれが︑ぼくのみつけた二ばん星か
五597 かきねにあさがおの花が︑三つはじめて
五603圏略﹀︒﹂﹁あの三つの花が︑そろってしん
五623園略﹀︒﹂﹁ ﹂﹁花の色を空色にそめてく
五626ました︒あさごはんのとき︑はたけではじ

五728囹

五728園

明かるい世界の空とんで︑

五634園のは︑おかあさんのせいではありません

五561

おくの方でうぐいすの声がした︒﹁︿略﹀︒﹂

ばを通ったら︑おくの方でうぐいすの声が

五636囹うりも︑あさがおの花もおなじだよ︒﹂

平和のうたをうたおうよ︒

いまのぼったばかりの日の光が︑さっとい

空とんで︑

のぼったばかりの日の光が︑さっといっぽ

五641園さんやおかあさんの力で︑大きくなった

つたから︑お金持のおくさんになりたい

五7111

五719園

いいました︒﹁金のさかなに︑わたしは

じいさんをうま小屋のしごとにおいやりま

さんが︑﹁お金持のおくさん︑これであ

五731 た︒おじいさんが金のさかなをよびますと

五724囹

五714 ずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑赤い

五713 ばあさんは︑けがわのふくをきて︑びかび

五712 いさんがおばあさんのところへ帰りますと

五7011園

五708 なをよびますと︑金のさかながおよいでき

五708 た︒おじいさんが金のさかなをよびますと

のしくなった︒あさの光に︑身をきよめる

︒

〉。

かってきました︒金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂

い声でした︒ぼくのうちは花屋です︒で

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくのねえさんは︑あさひ

︒子うしは︑小川の岸をとことこ走りま

︒のびはじめた草の上を︑うれしそうに

います︒白黒ぶちのちぢうしです︒なか

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくのうちには︑うしが十

27755441099764318754398649911105397
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五732 なをよびますと︑金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂
五802 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁川の中の石と石とが︑お
五733囹
さかなは︑﹁なんの用ですか︑おじいさ 五802 ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁川の中の石と石とが︑おどっ
五735園 さんは︑もう金持のおくさんはいやだ︑
五804 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁水の音をさいていだら︑
五752園
いいました︒﹁金のさかなにたのんでお 五807たもふきました︒竹のさきにほうきをむす
五753園 た︒こんどは︑海のぬしになりたい︒あ 五808 つけて︑てんじょうのくものすをはらいま
五755囹 のひろい海で︑金のさかなをけらいにし
五
809れが︑にしもりさんのせなかにあたりまし
五812れいになって︑そとのけしきがよくみえま

五904囹ねました︒﹁わしのおかあさんはな︑ず

らな︑おかあさんのおちぢをコップコッ

と︑ざしきのまん中のたたみをやぶって︑

＞︒﹂みると︑ざしきのまん中のたたみをや

五9010園
白田5
五915

五919園︒それで︑手おけの水をかけてやると︑

立ちました︒むこうの山から大
︑きな月が

おけをさげて︑
うらのいどばたに立ちまし

五921園はがして︑たたみのまん中にあなをあけ
五926園たけのこにごはんのつぶが一こりゃあ
五927園いますよ︒ごはんの中にたけのこのはい
五928園んの中にたけのこのはいっているのが︑

五9111園
とうとうえんの下のいたで︑あたまをコ

五936

その帰り道に︑
一わの小鳥のひなをひろい

いました︒﹁なんの用ですか︑おじいさ
︒﹁︿略﹀︒﹂﹁うちのおばあさんは︑もう

五769

五846は︑海岸のおじさんの家で︑海の作文を書

五943

り道に︑
一わの小鳥のひなをひろいました

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂金のさかなは︑なにもい

五7611
りと音をさせて︑海の中へおよいでいって

五846おじさんの家で︑海の作文を書くんだとい

五763囹

五826たべないことや︑日のかんかんてるところ
五8210︒そうして︑私たちの教室にもおいでにな

五937

五761 す︒おじいさんは金のさかなをよびました

五832そこで︑おひる休みのとき︑私たちは︑運

五943

五758 こたえもできず︑力のない足どりで︑海へ

五834ならびました︒先生のお友だちが︑﹁︿略﹀

五829月十五日 金 先生のお友だちが︑学校を

五764囹

五846いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

五762 なをよびました︒金のさかなは︑でてきて

五765園 いっています︒海のぬしになりたい︑ひ

五772すごと︑おばあさんのところへ帰りました

五792うして︑川をみて氣のついたことを書きま

五791うを流れている小川のところにいきました

五8811囹
手でだいてな︑左の手でかかえてさ︑そ

五8811園
た︒﹁こうして右の手でだいてな︑左の

五889な︑りょうかんさんのまわりにあつまりま

五855ほうきを持って︑木の葉をはきよせました
五855ました︒そこへ︑村の子どもたちが︑又加
五862虐﹀︒﹂そのとき︑下の方から︑﹁︿略﹀︒﹂と
五863園
ん︑おしょうさんのりょうかんさん︒﹂
五865 ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけて
五865よびながら︑ひとりの子どもがきます︒り
五867かんさんは︑ほうきの手をとめて︑﹁︿略﹀
五887園
は︑おにんぎょうのおもりのしかたをし
五887園
んぎょうのおもりのしかたをしてみせて

五9810﹂﹁︿略﹀︒﹂そのばんのことでした︒バタバ

五981それが自分のなかまの鳴き声だと思いまし

五981した︒﹁︿略﹀︒﹂ひわの子は︑それが自分の
五981の子は︑それが自分のなかまの鳴き声だと

五8410園
い︒いのうえさんの字びきができますね

五848のうえさんは︑國語の本にでている．ことば

五793を書きました︒つぎのような文が︑はりだ

五9811
きてみると︑どこかのねこが︑しのびこん

五778月十一日 月 先生のつくえのかびんに︑
五778 月先生のつくえのかびんに︑大きなひ
五778に︑大きなひまわりの花が︑三本かざつて
五782園
たのですか︒こごのずが工作の時間に︑

五946園
す︒﹁これ︑なんのひなだろう︒﹂﹁︿略
五947園
﹁︿略﹀︒﹂﹁すずめの子らしいね︒﹂﹁︿略
五954 っしゃつて︑たまごのきみですりえをこし
五962園めずらしい︒ひわの子ですよ︒ほんとう
五965 ︿略﹀︒﹂と︑となりのおじさんがおしえて
五966 ︑ひなはもう︑かごの中をとびまわってい
五974まいにち︑わたり鳥のむれがとんできます
五975 ︒その中には︑ひわのむれもありました︒

五798 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁川の中の石が︑のびたり

五893圃圏 うりやなすびの花ざかり︒ あれは

五993だが︑ひわは︑かたのところにけがをして

五7810よに︑学校のはたけのむこうを流れている

五7810
といっしょに︑学校のはたけのむこうを流

五783園
︒こごのずが工作の時間に︑写生しまし
五785いました︒ひまわりの花は︑いけださんが
五786 ︑いけださんが自分のうちのにわから︑持
五786ださんが自分のうちのにわから︑持ってき

五798 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁川の中の石が︑のびたりちぢ

五8910 ︒﹁︿略﹀︒﹂ ひとりの子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂

五896圏圓いよい︒ うらの山から海べをみれば

五976ました︒ さんちゃんのおうちのまつの木に
五977さんちゃんのおうちのまつの木にとまった
五977やんのおうちのまつの木にとまったり︑か
五978とまったり︑かえでの枝で休んだりしてい

五799略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁葉のかげぼうしが︑魚の
五799のかげぼうしが︑魚のようにおよいでいま

の一の
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五997 ると︑ひわは︑もとのように元氣になって
五997 元氣になって︑かごの中をとびまわってい
五柵3園 ん︑これからぼくの子だよ︒いつまでも

五㎜11ずつて︑さんちゃんの本をよむ声をまねま
五山9 おひるまえは︑水道のあるいどばたの高い
五川10 るすぎには︑かえでの木につるしておきま

五川9 水道のあるいどばたの高いところにかけま
五醜9 きます︒さんちゃんのおかあさんが︑せん

六95囹﹁それでは︑自分のようなものでも︑役

六112

にもとのふたガラスの中へいれた︒そうし

げて︑だいじにもとのふたガラスの中へい

六108 下をみつめていた女の子が︑思わず又略

と光った︒しごと台のそばで︑ふさぎこん

なねじ

六112

六106

れていた︑小さな鉄のねじが︑ふいにピン

た︒そうして︑一つのかいちゅう時計をだ

く略﹀︒﹂おとうさんのほめるのをきいて︑

ひびきました︒近所の人たちは︑まいにち

ると︑ここは時計屋の店であることがわか

六114をはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑小

六112

くらいはこの中にしまいこまれて

いるのは︑しごと台の上にのっている小さ

わっている︒まわりのかべやガラス戸だな

六149

六149

六147

六138

六136

六133

の葉をとって︑ありのそばにおとしてやり

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

ました︒それを一わのはとがみつけました

＞︒﹂というまに︑川の中におちてしまいま

ました︒ありは︑川の岸で︑うつむいて水

ました︒あつい日中の道を︑ものを運びな

ありとはと

きました︒ぐあいのわるかったのは︑そ

る︒ねじは︑これらの道具や時計をあれこ

六1411

上に乗りました︒木の葉の船は波に流され

いって︑すぐ木の葉の船につかまりました

から︑ガラス戸だなの中につりさげた︒一

らべて︑あれはなんの役にたつのだろう︑

六156

六153

は波に流されて︑川の岸につきましたので

乗りました︒木の葉の船は波に流されて︑

六1111

六67園な道具︑たくさんの時計︑それらはかた
六69園である︒ひとかどの役目をつとめて︑世
六69園つとめて︑世の中の役にたつのに︑どれ

六156

六126園

に小さくて︑なんの役にもたちそうにな
六611園

六156

る小さなふたガラスの中で︑そばには小さ

五櫛1 ︑さんちゃんのうちのまつの木におりてき

六159園た︒もし︑あの木の葉の船が流れてこな

五趣3 きました︒そのつぎの日もやってきました
︿略﹀︒﹂さんちゃんのおかあさんも︑ひわ

五価6 になりました︒いつのまにか︑しじゅうか
五重10

五鵬1 た︒ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃん
五号1 ひわが︑さんちゃんのうちのまつの木にお

五鵬7 てうたいました︒旅のひわが︑又略﹀︒﹂と

五鵬5 んに鳴きました︒旅のひわも︑大よろこび

補弼6 まねや︑さんちゃんの本をよむまねなどを

五期6 いって︑ハーモニカのまねや︑さんちゃん

誤字9 て︑すぐにまつの木の上へにげていきまし
五節1園 こないかい︒ぼくの友だちのさんちゃん

五皿10 いきましたが︑かごのひわは︑大よろこび

五苦1囹 い︒ぼくの友だちのさんちゃんだよ︒ち

一びきのありがいました︒あ

五悪1 ちゃんのうちのまつの木におりてきました

六710いじりはじめた︒女の子はただじっとみつ

六76 かけだしてきた︒男の子と女の子である︒
六76 てきた︒男の子と女の子である︒ふたりは
六78まわしていたが︑男の子は︑やがてしごと
六78 は︑やがてしごと台の上のものをあれこれ
六79やがてしごと台の上のものをあれこれとい

に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六133

五伽8 帰ってきました︒旅のひわは︑おどろいて

をねらいました︒木の上には︑一わのはと

の道旦ハも︑おなじ台の上によこたわってい

五葉9 ろいて︑すぐにまつの木の上へにげていき

六165

︒木の上には︑一わのはとがとまっていま

五悩6 略﹀︒﹂と鳴いて︑木のかげにかくれました

した︒﹁︿略V︒﹂かごの中のひわは︑なかま

六83略﹀︒﹂というと︑男の子はゆびさきでそれ
六86 ︒ねじは︑しごと台のあしのかげにころが
六86は︑しごと台のあしのかげにころがってい
六87 った︒このとき︑父の時計屋さんがはいつ
六89 いながら︑しごと台の上をみて︑だしてお
六89 ︑だしておいたねじのないのに氣がついた

六166

うちに︑ふと︑自分のことに考えおよんだ

五㎜4

︒﹁︿略﹀︒﹂かごの中のひわは︑なかまをよ

六166

六151

そういって︑すぐ木の葉の船につかまりま

ようになって︑ありのそばを流れました︒

六162

六161

ありのまえをひとりのかりうどが弓矢を持

た︒そのとき︑ありのまえをひとりのかり

﹂ありは︑心から木の葉におれいをいいま

もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

六162

六1510園

六153

ました︒木の葉は船のようになって︑あり

してやりました︒木の葉は船のようになつ

五佃4

六92園ないと︑町長さんのかいちゅう時計がな

だれだ︑しごと台の上をかきまわしたの
六811囹

六1411

五佃6 した︒けれども︑旅のひわは︑そのままと

なつちや︑さまざまの道具も︑おなじ台の

とがわかった︒自分のおかれているのは︑

六六五五
44109108
6665554444
4326549887 2 2 811

五佃10ができて︑のこぎりのやかましい音が︑あ

五畿1 ねをします︒かえでの木につるしておくと

楠L

」一

騨」

＿L

一」

五脳1 さざいが︑くらい木の中からきたので︑ひ

ノ、

一L

！、！、ノ、

＿L

ノ、！、ノ、ノ、

一」

＿L

一」

！、！、

六326ふきとばされる︒顔のうしろを雲が老ぶ︒
六327波うつ︒はげしい風の音︒9かかしが風
六328まきあげられる︒糸の切れたたこのように
六328る︒糸の切れたたこのように︑空にすいこ

六168 ︑いそいでかりうどのすねにはいのぼりま

六196囹 りぎりす﹁みどりの木の葉は喜びにみち

六194園 くあうと︑たいこのうちがいもあるよ︒

六172 をきいて︑はとが下の方をみますと︑かり

六196園 りす﹁みどりの木の葉は喜びにみち︑き

六3210かかし︒10からすの子が︑びっくりして

六198囹 な風は︑われわれの音樂をほめてくれる 六333 どす︒12白いひげの雲が風に流されてい
六201園 にひいて︑この夏の日を具しもうではな 六335風を受けるたびに雲のからだのかっこうが
六209
しよう︒﹂テーブルのまわりにあつまって 六335るたびに雲のからだのかっこうがかわる︒
六339囹し﹁助けて一十のおじさん︒﹂かかし﹁

通りを︑豆つぶほどの自動車や電車が︑ひ
六3710

六381ならぶビルディングのあいだがら︑とびあ
六382びあがってくる親子のつばめ︒27子つば
﹂28親子のつばめ︑屋根のそば
六388 ﹁さあ
六388親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

六3810
もどってきてかかしの近くにとまる︒親つ

六394園
︒﹂かかし﹁あの山のかげの︑ずっと遠い
六394園し﹁あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼ
六397園なくちゃ︒あなたのしごとはこれからよ
六398園らよ︒わたしたちのなかまがわるい虫を

六392園．
たんです︒きょうの大風に︒﹂子つばめ﹁

六3310生
園まれてはじめての大風だ︒雲のおじさ

﹂こんなご

六3311め
園ての大風だ︒雲のおじさん︑わたしの

六213圓 われらきりぎりすの生活

りす﹁苦労しょうのありさんたちだな︒

いなあ︒﹂31かかしのまわりに︑村の子ど

六249囹

占

40

六3311お
園じさん︑わたしのたんぼはどこでしょ

占

40

かみて半分はありのいえの中︑しもて半

！、

六261 て半分はありのいえの中︑しもて半分はそ

占
ノ、

40

六261

ノ、

六4043
0されたかかしの大写し︒かかし﹁謡
のこ

六268 う︒﹂あり一は︑ろの火を赤くもえたたせ 六341園
でしょう︒﹂雲﹁山のかげにかくれて︑こ
六2610囹 かい︒﹂あり一﹁夏のあいだに︑こんなに 六343 ︒﹂14風がふく︒雲のひげがあおられて調
六271園とうだ︒でも︑夏のころはあつくてたい
六346うって︑また︑ひげの中におちる︒15か
六348 おちる︒15かかしの目だま︑ぐるぐるま
だ︒﹂このとき︑戸のぞとに︑きりぎりす

占

40
ノ、

六281

占

41
ノ、

六357ま
1た6
︑風︒かかしのつかまったひげ︑の

占

41
！、

六291 ︒﹂あり一︑二が戸の方をみています︒あ

六303園 だね︒﹂あり三﹁花のみつをわけてあげよ 六361 かかし︒18大すぎの上にやっととまった
六304 ︒﹂あり一が︑おくの方からみつをびんに 六362園し︒かかし﹁すぎの木のおばさん︑助け
六312 し これは︑まんがのシナリオです︒1
六362園かかし﹁すぎの木のおばさん︑助けて︒
六314 げしい風︒いねが波のようにゆれる︒2
六
3
6
3
園
ぎ﹁あら︑子どものかかしだね︒かわい
六363園
かわいそうに︒根の方へおりていらっし

六317 ︑﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

大ゆれにゆれる︒木の葉がとぶ︒5かか 六367 ぎの木は
︒げしい風の音︒20高くふきあ
がとぶ︒5かかしのまゆがまっすぐにの 六3610ってしまう︒21風の音がよわくなる︒そ

六318立っている︒きもののすそが風にあおられ 六366 まを地につけるすぎの木︒
はげしい風の音
六321
六322

占

41
！、
！、
占

ノ、

さま︒41にわとりの声︒さわやかな朝の

がくれる︒美しい空の色︒40青黒い夜空

になってとぶつばめのむれ︒39その列が

みずうみや︑はたけの上をひとかたまりに

のようにとぶつばめのむれ︒38山や︑み

って︑町の上を列車のようにとぶつばめの

日さまをおって︑町の上を列車のようにと

なれる︒かかしが列のまん中にはいってい

つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに

します︒﹂36つばめのむれ︑屋根の上にひ

子つばめが︑かかしのそばにとまる︒親つ

めのむれが︑かかしの方へとんでくる︒35

列をつくったつばめのむれが︑かかしの恵

いだから︑つむじ風のように︑列をつくっ

︒34ビルディングのあいだがら︑つむじ

にこくなる︒かかしの顔まで赤くなる︒33
︒33ビルディングのまどに︑一つ二つと

小川や︑いな田などの︑きれいな︑樂しか

かしのまわりに︑村の子どもや︑森や︑小

10853211118874432110877
43

六322 ぐにのびる︒目だまの﹁の﹂の字がくるく

六371んでいる町︒ラジオの音樂︒23そのビル
六372 ｻのビルディングの一つ一とがつた屋
六375 いるかかし︒24顔の大写し︒﹁の﹂の字
六375 顔の大写し︒﹁の﹂の字のはねたさきから
六375 大写し︒﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨
六376たさきから︑雨だれのようななみだがこぼ
六379と下にみえる夕やけの大通りを︑豆つぶほ

占

41

41

41

42

占

ノ、
占

占

ノ、
！、
！、

43

六322 る︒目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる

6﹁これぐらいの風にまけるものか︒

六323 まわる︒口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢん

六323 くるくるまわる︒口の﹁へ﹂の字がのびた
六324園

六325 ﹁︿略﹀︒﹂7かかしの顔に葉がとびかかる

六325 びかかる︒てっぺんのぬけたかんかんぼう

23

42

42
占
！、

43
占

占

占

43

占

占

！、
ノ、
！、

43

43
！、

43

占
！、
！、
占
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六544

六544
︑まえの方にある木の下へいきました︒そ

と氣がついて︑まえの方にある木の下へい

六612

六609曝した︒カボチャノハナガ

七サキ

暮︒白い雲︒42木の枝にとまっている二

の声︒．さわやかな朝の空︒白い雲︒42木

六548ました︒ふたりは木のそばへ走っていきま 六612 の中にも︑このことのあてはまるものがみ
だ︶寒暖計 けさの温度は五度です︒毎
六549囹

た︒すると︑月は枝のあいだにじっとして

て︑お月さまを枝のあいだがらみてこら

六619

六619

六618

らんに︑その日の朝の温度を書きつけまし

このらんに︑その日の朝の温度を書きつけ

はがるたやことわざの中にも︑このことの

にとまっている二わの子がらす︒子がらす

いなものが向こうの山の方へとんでいっ
六5410

六558

六558

六558

六556

は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑

た月は︑もうさっきの枝のあいだにはなく

て︑また︑にわの木の下へいってみました

だして︑また︑にわの木の下へいってみま

た︒ふみおはさっきのことを思いだして︑

をみると︑空はいつのまにか︑雲一つなく

六633

六631

六629

六625

六6110圃

た︒アルコールは銀の水︒弟がせきがでる

の光で︑アルコールのびんがきらっと光っ

みじかい文朝日の光で︑アルコールの

た︒きゅうりがくつの中にはいりました︒

聞第一号

をして︑やっとつぎのようなものができあ

ました︒私たち一組のものは︑みんな集ま

六663

六662

六658

六652

るところに︑一びきの子ぐまが住んでいま

ありませんか︒お話の題はべつにきめませ

人たちは︑このお話のつづきを書いてくだ

第一号に︑つづき話の第一かいめを書きま

はなあに︒このなぞの答がわかった人は︑

ゆうで︑いちばん力のつよいものはなあに

︑

一口

ている︒かかしの目のまえに︑風にそよぐ

六559

う︒﹁子どもは風の子︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

に︑風にそよぐ金色のいねが︑いちめんに
六559

たしている︒かかしの目のまえに︑風にそ

しのに︑ おちばの︑おちばの子どもた
おちばの︑おちばの子どもたち︑ じゃ

六567

とば

六668

かべ新聞私の学級では︑來週から 六637 って︑しゃぼんを水の上へおいたら︑つる

六568

を書きます︒みんなのしらべたことをはっ

六672

遊ぼうと思って︑山の谷を歩いていきまし

へいく︒

おちばの︑おちばの子どもたち︑

六572

︒どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑な

た︒すると︑

ジ︑

生きた絵本の一ページ︒

こんど私たちの学級で︑かべ新聞を

雪の朝

六681

略﹀︒﹂といって︑木の上にするするとのぼ

一びきのさるにであいました
六683

このあいだ雪の降った朝︑一年生の
の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる道

六687

い

書いても書い

わたしの心の小人たち︑

わたしの心の小人たち︑

あのまっさおな海の色︒
ぬ︑

たりぬ ︑

ちょ

秋やまが︑草屋ののきまでたれて︑
六573

︑なんでも︑かかりのものにお知らせくだ

六675

六674

こんど私た 六659 いてかべ新聞がかりのものにだしてくださ

かきはすず

六578

このあいだ雪の

はじめのことば

ふと︑

六581

さい︒﹁︿略﹀︒﹂

たくびだす子うまの顔に︑

いつも

六584

六583

六585

の人は︑私たちの組のまつもとさんです︒

︒この人は︑私たちの組のまつもとさんで

六5710

う

あのま つ 白 な 波 の 音 ︒

すんだ青さを

六5810

六5810

明かるく そ ま る 朝 の 空 ︒

あ︑さわ や か な 朝 の 空 ︒

くらければこ

考えごともで

六594

した︒それはことばの声のかずのことです

六692

︒この学校の子どものかずや︑一ばん遠く

きました︒この学校の子どものかずや︑一

もいれました︒一組の人がみんなで考えて

このほか︑﹁雪のかたち﹂を五つばか

ときには く も る 書 の 空 ︒

ぎたないこと

ら通っている子どもの名や家の場所も書き

ねむりを ふ ら す 夜 の 空 ︒

六693

きました︒かべ新聞の大きさは︑わら半紙

いる子どもの名や家の場所も書きました︒

六692
六693

︒それはことばの声のかずのことです︒う
はことばの声のかずのことです︒うたうう

六694

六594
六594

︒どうして︑ふだんの話がうたえないのか

六696

五 月と雲

月と雲月の明かるい晩でした︒

うたは︑そのことばの声のかずが︑五か七

五

六595

は︑そのことばの声のかずが︑五か七にな

︒

でした︒屋根も︑木の葉も︑石ころも︑み

六597

六603圃マル 七アサノソラー五タノシ 六702 の力ごろうは︑妹のはるえといっしょに
六718 らった﹁よみかき﹂のところを︑ふと思い
六607圃カナ七アサノソラ 五それか

て︑きれいに︑むだのないようにへんしゅ
六597

あ︑おご そ か な 夜 の 空 ︒

︒

あ︑おお ら か な 書 の 空 ︒

の朝

噂しいことが

空のうた

六

六562

43

おちばの︑おちばの子どもた

uへのへのもへ﹂のかかしが︑むねをは

ものが向こうの山の方へとんでいったん

22975318522868511448774881110
圃圏圃圃圏圃圃圏圃圃圏圃圏圏圃落潮．．一．＿翌月．． ＿

六514 ︑よしおと︑ みちこの三人が︑かげふみを
六524す︒そうして︑ つぎの雲の方へどんどん満
六524そうして︑ つぎの雲の方へどんどん走って
六532た︒ふみおは︑ 両方のいうことをきいてい

六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
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﹀︒﹂﹁だるまさんのうたをつくって︑う

六7110囹 うね︒はるえさんのいうとおりね︒雪だ
六722園

六729 うし︑あんなに元高のいい顔つきもしてい
六732園 れて︑﹁雪だるまのことです︒﹂と︑と

六752園 ﹁どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかった
六7510 いくとき︑雪だるまのかたのところに︑ま

六8911
六904

つっているわ︒﹂女の人は木をみあげなが

正面に︑海の神がこしをかけてい

る︒そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒

ばめん

い︒﹂女﹁はい︒﹂女の入は︑水をくんで︑

六902園せんが︑そのいどの水を一ばいください
六908
六909
六911園

でてくる︒女﹁海の神さまに︑申しあげ

六752園うだ︑ゆうべの命のこと︑わかったかい 六909 そこへ︑さっきの女の人がでてくる︒女﹁

六914園

ます︒﹂海の神﹁木の上に︑りっぱなかた

六913園だね︒﹂女﹁門の木の上に︑りっぱなかた

六7510 き︑雪だるまのかたのところに︑まつの枝 六913園なんだね︒﹂女﹁門の木の上に︑りっぱな
﹁よく考えた︒命のあるものは︑日に日

六7510 たのところに︑まつの枝をつけました︒は
六783園
六7811 息をすることも自分の力ではないことをき

六921園︑ほでりのみことの弟︑ほおりのみこと

六785囹よ︒とにかく︑命のことはむずかしい大 六917 ないしなさい︒﹂女の人は︑いったんさが
六792園 せんよ︒ほら︑左のむねのところに手を

六9210園と﹁そうです︒兄のだいじなつりばりな

六939

六936

に︒﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑兄たちをたく

てみましょう︒﹂女の人に向かって︑海の

六792園︒ほら︑左のむねのところに手をあてて 六931囹 らわれて︑私に海のこてんへいくように
六7910 ならった﹁あさがおの花﹂を思いだしまし

六794園 しょう︒しんぞうのこどうですよ︒あな

六9510

六959

だれか︑このかたのつりばりをとってい

まえは︑このかたのつりばりを知らない

略﹀︒﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑たいをつれて

お考えになって︑女の人に︑﹁︿略﹀︒﹂女﹁

神﹁おかしいな︒﹂海の神は︑しばらくお考

六947囹

六7911 て︑自分とあさがおの花とが︑たいへん近 六945園 神﹁そうか︒みなのものにたずねるが︑
六7911 ︑たいへん近いもののように思われました
六868 いる︒そこへひとりの年よりがでてくる︒

六963

六965園

て︑海の神﹁たいののどから︑つりばり

ことを発見した︒左の手に︑めがねのたま

左の手に︑めがねのたまを持って︑目か

た︒すると︑向こうのけしきが︑小さく︑

みようと思って︑右の手に虫めがねを持つ

己レ＿

ぞいてみた︒どこかの屋根が︑めがねのた

曜7

かの屋根が︑めがねのたまいっぱいにひろ

ワ，

なれている︑向こうの家の屋根であった︒

ユー

ている︑向こうの家の屋根であった︒﹁︿略

軋

ちょうど︑めがねのたまがはまるくらい

つか︑おとうさんのお話にきいた望遠鏡

岬

たまがはまるくらいの大きさにまいて︑そ

〇

にまいて︑その一方のはしに︑めがねのた

＆一

方のはしに︑めがねのたまをはめた︒きち

，｝

した︒これで︑ 一本のつつができあがった

一チー

して︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑す

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょう

つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

1

するとはいるくらいの大きさに作って︑そ

0

こうしてできた二本のつつは︑うまくはま

1

んやりみえる︒二つのつつをのばしたりち

」」

だれかが︑しょうじのあいだがら顔をだし

，

7

た︒そうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいても

そいで︑おかあさんのところへいった︒﹁︿

．乃・「

﹁︿略﹀︒﹂﹁向こうの家のせんたく物もみ

り

大わらいをした︒弟のことばをまねて︑﹁︿

のは︑﹁リイサン﹂のようだ︒さっきも︑

みている︒森の木のきれいなこと︒﹂ぼ

ちをみている︒森の木のきれいなこと︒

﹀︒﹂﹁向こうの家のせんたく物もみえま

．ゐ

にちがいない︒﹂女の人に向かって︑海の
六9610園

になりました︒﹂女の人はつりばりを水で

，

園園霊園

六969
六973

につりばりだ︒﹂海の神は︑ほおりのみこ

を水であらって︑海の神にさしあげる︒海
は︑ほおりのみことのまえにさしだしなが

六973
六975

見︵一︶つくえのひきだしをかたづけ

六975

六993

ただいた古いめがねのたまと︑おとうさん
したりして︑つくえの上をみたりそとのけ
えの上をみたりそとのけしきをのぞいたり
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そうして︑にいさんのまねのうまいのに感
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て︑にいさんのまねのうまいのに感心した

げ

うのが︑いかにも弟のいいそうなことばつ
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六851囹 ころか︑申しわけのないことをしてしま

六878園 ︒﹂画論駒の﹁なんのこてんですか︒﹂年
六879囹
すか︒﹂年より﹁海の神のこてんです︒そ
六879囹
︒﹂年より﹁海の神のこてんです︒そのこ
六879囹です︒そのこてんの門のそばにいどがあ
六879囹
︒そのこてんの門のそばにいどがあって
六883囹です︒すると︑海の神は︑きっといいこ
六887 ﹂ 五のばめん 海のこてんの門のまえに
六887ばめん 海のこてんの門のまえに︑大きな
六887ん 海のこてんの門のまえに︑大きな木が
六895水だな︒﹂そこへ女の人がでてきて︑いど
六896人がでてきて︑いどの水をくもうとする︒
六897くもうとする︒いどの水をみて︑女﹁まあ︑
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106

8

︑骨は工作のあまりのひごでまにあわせま

六㎜9 は︑そのまま向こうのやぶの方へいってし

六欄3 のところで︑だれかの声がします︒それは

六㎜9 のまま向こうのやぶの方へいってしまいま

六芸6
きました︒﹁なんの絵をかこうか︒﹂と︑

がきこえてきた︒弟のだいすきな飛行機で
たが︑ただしちゃんのわらい顔をかくこと

六三2

六餅6 ちは︑大きなけやきの下で︑まるくならん
六齪3囹

六⁝⁝1

たら︑ただしちゃんの顔が︑生き生きとう

六柵11園

きました︒つぎに骨のとりつけです︒骨は

らいとなった︒ぼくのまねはしくじった︒

六佃4

は︑たて骨とよこ骨の二本です︒まず︑た

は︑うさぎさんたちのおとくいです︒﹁︿略

六佃7
六佃10

六二8 と︑うさぎさんたちのまえに︑大きなしか

っしゃるおかあさんのところへとんでいっ

した︒じっさいに紙の上でいろいろとまげ

六⁝⁝4囹

六鵬3園

決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒

か︒弟は︑﹁はな﹂の﹁ナ﹂︑﹁あのね﹂の

らはじめました︒紙のうらには︑まん中に

六柵9

﹁︿略﹀︒﹂﹁あの山のてっぺんか︒わかつ

﹁︿略﹀︒﹂﹁あの山のてっぺんさ︒﹂﹁︿略

ぼくも︑かけっこのなかまにいれてくれ

六佃5

六佃11

ん﹂の﹁二﹂︑﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑﹁かむ﹂の﹁

は︑だいじに本ばこの上にのせておきまし

も︑﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあった

った︒これなら︑弟のまねなんかわけはな

六五5

六窓4

六梱4

六梱2

さんたちは︑くるみの木の下で遊びました

さぎさんは︑まつ林の中で︑まつかさで︑

る日のこと︑五ひきのうさぎさんは︑まつ

がいました︒ある日のこと︑五ひきのうさ

うさぎさん

六燭8 た︒ささの中︑やぶの中をとんでいきます

六白8 りだしました︒ささの中︑やぶの中をとん

六尺7 ︑しかさんとは︑風のように走りだしまし

六価6 かけました︒五ひきのうさぎさんと︑しか

六燭5

六悩5 ました︒どうせ︑足の早いことにかけては

六白1 勝ったら︑このしかの角で︑うさぎさんた

っそりと立って︑山の方をみあげました︒

六伽8

みると︑いかにも弟のいいかたそっくりに

六慨9

たちは︑くるみの木の下で遊びました︒そ

六七11

五ひきのうさぎさんがいまし

た︒弟がいえない音の中で︑﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑

六三9

︒そこには︑くるみの実が︑ころころと落

六儒5

﹂の﹁ミ﹂︑﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくい

六伽10園

コーという五十音の中で︑ナニヌネノと

六湿10

るのは︑うさぎさんのもっともとくいとす

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣のいい声をかけました

ネノという一ぎょうの中にはいっている立

六旧4園持っていって︑山のてっぺんでたべよう

れがいま︑一つ一つの音の性質を考えたう

いうものは︑一年生のときにならったから

︑みんなはなから声のでる音ではないこと

ヌネノ︑マミムメモの二ぎょうだけで︑あ
︑あとは︑おしまいのバビブベボ︑パピプ

たら︑これらもはなの音であることがわか

メモという一ぎょうの中にはいっている︒

六㎜9

六㎜3

六囲3

六衡8

六田7

六㎜3

︒ところが︑

音をきいて︑四ひきのうさぎさんたちは︑

でかけました︒おにの足音をきいて︑四ひ

とんとことトンネルの中を走っていきまし

けびました︒四ひきのうさぎさんたちは︑

六伽7園

げたので︑トンネルのさか道に足をすべら

六田3＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひきのうさぎさんたちは︑

六櫛7囹

て︑ころころと︑下の方へころがりこんで

のあなと︑こっちのあなとつづけようか

ました︒﹁そっちのあなと︑こっちのあ

追梛10

六道7 は︑うさぎさんたちのあとを︑どんどん追

六慨3團

六僻1 の切りかぶに︑つぎのようなことが︑赤い

二藍1 した︒そうして︑木の切りかぶに︑つぎの

六二6 こんどはたおれた木のみきにトンとけつま

けれども︑あなたの角はおりません︒う

︑しかさんは︑いつのまにかはぐれてしま

んたちは︑大きな岩のところにでました︒

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元亨のいい声でいいました

六伽3

六伽3

き︑トンネルの入口のところで︑だれかの

したとき︑トンネルの入口のところで︑だ

六㎜4

六㎜3

ぞきました︒五ひきのうさぎさんたちは︑

て︑うさぎさんたちの方をのぞきました︒

六駕6 うが︑この大きな岩のかげに︑とらさんが

鼻茸5 ＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひきのうさぎさんたちは︑

六儲1

なんだ︑このぶどうのつるめ︒﹂しかさん

一つ一つの音の性質を考えたうえで

六曜10

六鵬5

いま︑

六甲10

六鵬3 ︒ところが︑ぶどうのつるに︑角がひっか

うは︑なにか︑ほかのぎょうとはちがつた
︑こう考えると︑弟のまねをしてみんなを

でいいし︑骨は工作のあまりのひごでまに

一びきのうさぎさんが︑あわ

あがりました︒だれのたこよりもよくあが

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひきのうさぎさんたちは︑

ようは︑ぜんぶはなの音でできていること

657863311109853118211153284
ているようだ︒ねんのために︑はなをつま

て︑ただしちゃんのところへ持っていっ

なをつまんで︑はなのあなから息がもれな

六二10園

﹁ネ﹂︑﹁にいさん﹂の﹁二﹂︑﹁紙﹂の﹁ミ

の﹁ナ﹂︑﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と﹁ネ﹂︑﹁に

う音が︑はなから声のでる音なのだろうか

なから声がでない音のはずである︒ぼくは

もともとはなから声のでるような音にちが
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七了3園 ︑ならったばかりの唱歌を︑大きな声で

七61 たようだ︒あちこちのまどがあいて︑教室
七66 ﹂﹁︿略﹀︒﹂えんどうの花が︑風もないのに

六㎜8 略﹀︒﹂と︑われがねのような声をたてまし
六賊7 をのばして︑ 一びきのうさぎさんのせなか

七78園になったら︑学校の中を︑ちょっとひと

六㎜7 一びきのうさぎさんのせなかをおさえまし
六側2 ︑それこそかみなりのような声がひびきま
六下3 それは︑もう一びきのとらさんでした︒﹁︿
＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂一びきのとらさんが︑いきな

六川11 きなり︑もう一びきのとらさんにとびかか

六甲11

六槻2 かりました︒二ひきのとらさんが︑つかみ
六麗8 ︒谷川にそって︑山のふもとにでてきまし
白雪10 います︒クローバーの花が︑まつ白にさい

六齪9 した︒野原には︑日の光がいっぱいさして

六⁝⁝8 ちは︑みつぼちさんのことばを︑たいへん

六備7 いいました︒五ひきのうさぎさんたちは︑

六二11 なかのすいた五ひきのうさぎさんは︑だい

七97夢見の話︑秋には秋のものがたり︒なん百

七97囹

七96園

七95囹

がたり︒なん百人の子どもの顔︑なん千

がある︒春には春の話︑秋には秋のもの

アラビアンナイトのように︑いろいろな

ようまで︑わたしのみたこと︑きいたこ

七82 てみたり一﹂かしの木は︑きょうもそん
七84 がきこえる︒バケツの音もする︒水の音も
七84 ケツの音もする︒水の音もする︒学校のに
七84水の音もする︒学校のにおいがしてくる︒
七86 ってしまった︒教室のまどは︑どこもまぶ
七89 らなそうに︑夕やけの空をながめている︒
七92 がきこえてくる︒星のちらばった青い夜空
七92青い夜空は︑子どものクレヨン画と同じだ

七42のかしの木夜明けの風が流れてくる︒中

七97園

六襯11 ていました︒おなかのすいた五ひきのうさ

七42 が流れてくる︒中庭のキャベツが︑なたね

なん百人の子どもの顔︑なん千人の子ど
もの顔︑なん千人の子どもの心︒毎年︑

なん千人の子どもの心︒毎年︑新しく入

七98園

七98園
七98園

もたちが︑わたしのそばへやってきた︒

︒ところが︑﹁かごの手﹂とか︑﹁なべの

vこのようなときの﹁手﹂は︑どんない

﹂﹁︿略﹀︒﹂このときの﹁手﹂は︑文字を書

ゆうりの手﹂やコ豆の手﹂なども︑同じで

のです︒﹁きゅうりの手﹂やコ豆の手﹂な

立ててある︑竹や木のことをいうのです︒

りません︒あさがおのつるがまきつくよう

がおのだしている手のことではありません

︒これは︑あさがおのだしている手のこと

︿略V︒﹂というときの﹁手﹂は︑またすご

の手﹂となると︑人の手ではありません︒

の手﹂とか︑﹁なべの手﹂となると︑人の

53882211086118876554111

ひびいてくる︒学校の運動場に︑子どもた

︵一︶ ﹁︿略﹀︒﹂の音響が︑ひびいてく

v私たちのからだの名まえに︑このよう

v﹁︿略﹀︒﹂私たちのからだの名まえに︑

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁腹のすわった人だな︒﹂

してくれます︒つぎの﹁手﹂は︑どんなつ
︒﹁ゆく手に︑まつの木が立っています︒

たりします︒私どもの手が︑さまざまなは

かいかたで︑﹁まいの手﹂といったり︑﹁︿

〉。

〉。
〉。

七45 ︑チチ︑チチ︒教室のまどは︑まだねむり
七47 ふかい︒校門のかしの木は︑目をさまして

七99囹

七47 むりがふかい︒校門のかしの木は︑目をさ
した︒﹁︿略﹀︒﹂かしの木は︑子どもたちの

七410

七410 の木は︑子どもたちのことを︑まず思いう

七51囹あの白いブラウスの女の子かな︒かばん
七51園白いブラウスの女の子かな︒かばんを力
七52園 て︑走ってくる男の子かな︒﹂朝日の光
べる︒﹁︿略﹀︒﹂朝日の光がななめにさして

七106園

七53

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
16 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

七218 三︶ きしもとくんの家︒きしもとくんが

七199囹
のはたけは︑なんのはたけですか︒﹂先
七205囹
ね︒﹂きしもと﹁私のうちでは︑だいこん

︑こっちの白い花のはたけは︑なんのは
七199園

七910園生たちが︑わたしのそばからさっていっ 七167囹ん長は︑めいめいのはんのにんずをかぞ
七911 かっている︒さくらの花が︑白くうかんで 七167園
︑めいめいのはんのにんずをかぞえたか
七103園 が乗ると︑こっちの岸から向こうの岸へ 七172園
ぼえていたね︒風のない日は︑ちょうち
七103園 ちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでい 七174 しよう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂の唱歌が︑きこえてく
七105園 う岸へ運ぶ︒先生のおしごとは︑渡しも 七195園
の子一﹁先生︑風の日は︑ちょうちょは
﹁しげった草むらの中に︑かくれている
七197園
四﹁先生︑こっちの白い花のはたけは︑
七199園

七53 にさしてきた︒校舎の半分が光った︒校庭

七119 ます︒﹁手をうつ﹂の﹁手﹂も︑﹁手をあ
七1110 ︑﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同

ごとは︑渡しもりのようなものだ︒﹂し

七54 半分が光った︒校庭のつゆもいっぺんに光
七55 んだりしながら︑光の中をおよいでいたが

七107 vしゅくちょく室のひがきえた︒夜つゆ
七108がおりてきた︒かしの木は︑あくびを一つ
七119たきます︒このときの﹁手﹂は︑てのひら

七56 こえて︑うすべに色の空にきえた︒ズ略﹀

七57園︒やっぱりあの男の子だった︒きょうは
七59 鳴らして︑げたばこのかげにかくれた︒つ

〉。
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七3711めに︑せいいっぱいの力で︑すきまをこし

しています︒私たちのために︑せいいつぱ
七3711

らいもせずに︑両方の手でまどわくをおし
七3710

七379ふと上を向くと︑私のよこのわかい男の人
七379を向くと︑私のよこのわかい男の人が︑た
七379私のよこのわかい男の人が︑ただひとり︑

七355 ︒私は︑ありったけの力をだして︑さぷろ
七358園ぶです︒おばさんのうちへは︑もう二ど
七365きますようにと︑心の中でいのっていまし
七368ました︒﹁︿略﹀︒﹂頭の上で声がしました︒
七368ました︒すぐうしろのおばさんも︑﹁︿略﹀
七371た︒私は︑さぶろうのかたに手をかけて︑
七374てみました︒人ごみのうすぐらい中で︑さ

七448園

七448園

七438園

七435園

七433

七4110

が︑これは︑車中の人たちのこころざし

七443 も喜んで︑いぐらかのお金をそれにくわえ

七4311

は︑車中の人たちのこころざしでありま

七444 ︑ふたたび︑しらがの老人のところにもど

七4311

のです︒せっかくのおこころざしですが

いたぼうしを︑そばの入の手に渡した︒ぼ

こで︑老人は︑自分のかぶっていたぼうし

が︑このかんしゃの氣持を︑あらわした

ております︒どこのどなたかはぞんじま

はるお︑だいこんの葉を一まいとってき
七2310園
ね︒ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂
七2311二

年は︑つづいて日本の子もりうたをひきは

をでたとき︑向こうの席で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

七445

＞︒﹂といって︑青年のまえにすすみでた︒

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

曲は終った︒

めた︒名高いオペラの序曲である︒私は︑

は︑お礼にわたしのいちばんとくいな曲

七457 おし問答が︑ふたりのあいだにとりかわさ

七447

七442 の中にたまった︒私のまえにもぼうしがき

七441 は︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お金がそ

七441 ぼうしを︑そばの人の手に渡した︒ぼうし

ある︒﹁︿略﹀︒﹂車中の人たちは︑みんなご

七4210 た︒みると︑しらがの老人である︒﹁︿略﹀︒

七428

三419 うに歯序よく︑車中のすみからすみまで流

七419 なしらべは︑朝の光のように氣持よく︑重

七419 やかなしらべは︑朝の光のように三章よく

七417 っているので︑青年のからだはゆれていた

向こうの席にひとりの青年が立っていた︒

た︒﹁さあ︑いまのうちに︑さきの方へ
七384囹
まのうちに︑さきの方へいらっしゃい︒
七384園
七385た︒﹁︿略﹀︒﹂うしろのおばさんがいってく
七386ので︑私は︑人と人のあいだをかきわけて
七387ました︒しかし︑弟の手をひいているので

七454囹

七414 をさますと︑向こうの席にひとりの青年が

七3810とき︑そのわかい男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂とい

七457 ︒それから︑二三どのおし問答が︑ふたり

七415

七392をだきあげ︑となりのおじさんの目のまえ
七393 ︑となりのおじさんの目のまえへ︑つきだ
七393なりのおじさんの目のまえへ︑つきだしま
七395を受けとって︑つぎの人に渡しました︒そ
七399めて︑心配そうに私の方をみていましたが

七4511園

り︑さぶろうは︑私のからだにすがりつい
七3410

七391！ ろをメデシンボールのように送られていく

球464

ンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七404 いそいで︑さぶろうのあとを追いかけまし
七405ずつてもらった座席の上に立って︑﹁︿略﹀︒

ている父と子︑きりの花

七465 である︒私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに

ん︒私は︑さぶろうの手をしっかりにぎり

七416

七408す︒私は︑さぶろうの方に近よりながら︑

七467

コーデオンを黒ぬりのケースにおさめた︒

七218きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた
七219よんでいる︒日曜日のはれた朝︒はるお﹁
七222んぴょんとんで︑庭のはたけの中を歩く︒
七222とんで︑庭のはたけの中を歩く︒兄﹁すず
七223園ずめが︑だいこんの葉をみているよ︒﹂
七236園あさん︑あおむしのことを︑話していた
七238園よう︑しいくびんのなっぱを︑とりかえ

七242はるおは︑だいこんの葉をとってくる︒兄

七408近よりながら︑車中の人たちに︑心の中で

七469

だから︑あおむしのせわをしよう︒はる
七2310園

兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒
七243 ︒

七409車中の人たちに︑心の中でお礼をいいまし
七412にまみれたみつばちのようになって︑汽車

七341黒

七243は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒はる
七244園﹁はい︑だいこんの葉Il−どうして︑葉
七244園どうして︑葉を砂の中に立てるの︒﹂兄﹁
七267く日かたったある日の午後︒はるお﹁にい
七287園﹁きょうね︑國語の時間に︑先生にほめ
七294囹だい︒﹂兄﹁自勢車のチューブのようにふ
七294園自尊車のチューブのようにふわふわした
七295囹むしは︑だいこんのはっぱと同じ色にか
七299園帰ると︑だいこんのはっぱを︑とりかえ
七322園︒もんしろちょうのおたんじょうね︒﹂
七328囹はるお﹁あかんぼのくせに︑ひげなんか
七331園こからだして︑庭のだいこんの葉に︑う
七331園て︑庭のだいこんの葉に︑うつしてやり
七335いま生まれたばかりのちょうちょを︑しい
七337いる︒母は︑ふたりの兄弟をながめている
七343 の中 ︵一︶ 汽車の中は︑人でいっぱい
七346わりこもうとする男の人もあり︑足をふま
七347て︑おこっている女の人もありました︒羽
七348ありました︒私と弟のさぶろうは︑乗るに

367
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︒﹁︿略﹀︒﹂と︑用意のふえが鳴った︒しん
が鳴った︒しんばんの先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と

このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ

きなあり︒スリッパのへりをひとまわりし

た︒よっちゃんたちの話し声がする︒考え

の上︑一センチほどのところで︒ボタンと

ってゆれている︒土の上︑一センチほどの

うでしょう︒なにかの花びらが︑くもの巣

た︒黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょう

がおの花が︑ラジオの音樂をきいています

りをした︒あさがおの花が︑ラジオの音樂

くでました︒たんぼの上で︑つばめがちゆ

おかあさんの鏡︑庭のはっぱがうつってい

てきた︒おかあさんの鏡︑庭のはっぱがう

つむじ風が︑わたしのまえを走っていく︒

みえます︒家と家とのあいだに︑ほそ長く

えてきます︒つばきの花がまっかにさいて

しています︒一年生の唱歌がきこえてきま

まじりけのない宝石のようなものでありま

かたちは︑まじりけのない宝石のようなも

りとえがかれた一つのかたちは︑まじりけ

場に集まって︑終りの式をした︒ぼくは︑
︑たかやま先生も組の友だちも︑みんな︑

おこった︒ぼくたちの勝である︒みんな︑

に︑ボールが︑ぼくのところにとんできた

てにあてた︒あいてのセンターは︑ぼくを

︒センターが︑外野のセンターにれんらく

︒﹁︿略﹀︒﹂おうえんの声が耳にひびいてく

職だ︒あいては︑町の︑いちばん強い学校
︒なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きく

あたって︑ちょっとのあいだに︑勝つこと
︒こんどは︑さいこの決勝 戦だ︒あいては

きは︑ぼくらのほうのボールが︑よくあい

6416646332651521877976411109611111010
た︒よく落ちるかきの実︒いまに︑一つも

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
了0 了0 了0 68 68 68 6了 6了 6了 6了 6了 66 66 65 65 65 65 65 65 65 64 64 64 64 63 63 63 62 62 62 62 61

よったせみが︑かきの木につきあたって︑

明かりだ︒なんの木の花だろう︒にわか雨

れている︒くれがたの庭そうじ︑それがす
︑月明かりだ︒なんの木の花だろう︒にわ

ににています︒あとのやりかたは︑文章を

たであります︒まえのやりかたは︑ちょう

︑だんだん︑その人の顔ににせていくやり

こくするのに︑二つのやりかたがあります
︑しだいに︑その人の顔ににせていくやり

いる︒ ︵三︶ 人の顔をちょうこくする

︒炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになつ

いく︒雨あがりの麦のほ︑子どもと子ども
︒うめがさく︒方々のうちで︑ふとんほし

けていく︒雨あがりの麦のほ︑子どもと副

もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで

も︑だっこく機︒麦のとりいれ︑日がてり
︑うえていく︒もやのかかったおきの島︑

こえている︒子どもの声がきこえている︒

って︑毎日はれ︒波の音がきこえている︒

のまにか︑葉ばかりのさくらになって︑毎

と︑けさ書く︒いつのまにか︑葉ばかりの

さがお日記︒はつ花のさいたこと︑けさ書

いる︒ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒毎

をたべている︒ふえの音︑虫の声︑三日月

なった豆のつる︒夏の風がふきこんで︑新

ものがなくなった豆のつる︒夏の風がふき

らくなっている︒豆のつるがまきついて︑

虫がかたまって︑顔のところでとんでいる

の下しさよ︒さくらの花をしらべてみたり

ゆれている︒四年生の樂しさよ︒さくらの

すっている︒めじろの声がきこえている︒
︒風がふく︒さくらの木が︑ぬれてゆれて

99143295421117732211544144133214

七4610 た︒駅は︑東北本線の﹁はないずみ﹂であ
七4610 ずみ﹂であった︒駅の名も美しくよまれた

七478 ません︒文章は︑心の鏡のようなものです
七4710 らなおしても︑文章のくもりはとれません

七478 ん︒文章は︑心の鏡のようなものです︒心
七486 ジボール大会 六日の日︑郡ぜんたいのド
七486 日の日︑郡ぜんたいのドッジボール大会が

まったので︑あいてのセンターが︑﹁︿略﹀

七4810 学校とやった︒ぼくのほうは︑センターが

七4810 はじめに︑ひがし村の学校とやった︒ぼく
七491

七494 いだ︒それで︑内野の人はいっしんになつ
七495 かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまつ
七496 二回めには︑にし村の学校としあいをした
七499 なかったが︑わずかのちがいで勝った︒ぼ

七498 つた︒さいごに︑町の学校とやることにな
七503 じまった︒どの学校のせんしゅも︑みんな
七505 た︒はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学
七5011

七505 くの学校とひがし村の学校とが︑しあいを
七511

七512園 をして︑いいほうのボールをつかいなさ
七514 といわれた︒ぼくらのほうのボールをつか
七514 れた︒ぼくらのほうのボールをつかうこと
七515 はじまった︒ぼくらのほうが︑どんどんあ
七518 てられた︒ひがし村の学校のセンターが︑

︒﹁︿略﹀︒﹂しんばんの先生のあいずで︑ぼ

がけなく︑ぼくたちの勝となった︒﹁︿略﹀

氣ではない︒みかたのおうえんだんが︑﹁︿

七518 た︒ひがし村の学校のセンターが︑喜んで
七522

七5110
七524

七524 ＞︒﹂しんばんの先生のあいずで︑ぼくらは

七527 一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒うれ
七529 第二回めは︑にし村の学校とやることにな

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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七7511か
囹さがしておいでのようだが

﹂甲﹁

んじんをやったときのように︑喜んでたべ
27度

うさぎのふんを︑水の中へい

くもった日や雨降りの日は︑きらいなので
晴

うさぎ小屋のそうじをしました︒

19度

うさぎの毛の長さを計ってみ

うさぎの毛の長さを計ってみたら

25度

茶色のうさぎがはいってい

お書に︑うさぎのところへいってみた
20度

うさぎのせなかをさかさにな

の子うさぎは︑わらの中の毛の中で︑元町

きの生まれたばかりの誓うさぎは︑わらの

晴12度7ひきの生まれたばかりの子

くるまって︑うさぎの子が7ひきいました

て︑その中に︑わたのようなふわふわした

くの方に︑わらが巣のようにふくらんでい

ってみたら︑左がわのへやに︑毛がたくさ
︒よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよ

雨

ばして︑まえ足を胸の下にいれていました

度

がをしました︒ほかのうさぎがかんだので

た︑右から四ばんめのへやに︑黒い小さな

いました︒子うさぎの生まれた︑右から四

かったので︑かこいの鉄ぼうを︑かじって

くもり

ら︑右から四ばんめのへやに︑子うさぎが

ころを持って︑かごの中へいれたら︑キュ

しようと思って︑首のところを持って︑か

19度

もり

白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑おくへは

でましたが︑1びきの白いうさぎと︑茶色

22度

いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべま

うきました︒うさぎのふんはまんまるです

うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう

22222987641752887631108833281101085
ぎは︑わらの中の毛の中で︑元氣に動いて

うさぎは︑わらの中の毛の中で︑元氣に動

八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七七七七七七七七七七

もり

晴

17度

19度

7ひきの子うさぎのうち︑5

17度白の子うさぎは︑親につ

ねずみ色の子うさぎが︑きょう

子うさぎの毛の長さを計りまし

子うさぎの毛の長さを計りました︒

になったかとい黒山の人だかりだったので

にすえた小さなかごの中から︑一わずつつ

いてみると︑ひとりの小鳥屋が︑夜店をひ

あるデパートのまえのうすくらがりに︑繕

たら︑あるデパートのまえのうすくらがり

家そろって︑ぎんざの大通りを歩いていま

ば⁝⁝︒秋のはじめのある晩︑一家そろっ

かといえば⁝⁝︒秋のはじめのある晩︑一

どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう

まで︑いたるところの山野に︑いちばんた

うしゅうやそのさきの島々まで︑いたると

れも︑日本どくとくの︑北はほっかいどう

者がいました︒西洋の子どもだろうなどと

という︑うちじゅうの人髪者がいました︒

ど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオという

さも計りました︒耳の長さは︑白と黒は5
︑卜うさぎと7ひきの誓うさぎは︑頭をそ

さを計りました︒耳の長さも計りました︒

x

15度

謡うさぎと母うさぎのめかたを計ってみま

たら︑子うさぎは巣の中でねていて︑親う

うとして︑整うさぎのちぢにすがりつきま

たべていました︒黒の子うさぎが︑ちぢを

そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を

晴

だしてきました︒草のそばにきて︑口をく

ちくもり

生まれてから12辛めのきょう︑みんな︑目

黒でした︒ねずみ色の4ひきは︑生まれて

7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねず

655555554444444999999999998989了9了9了979了9了96969696
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七714 ︑同じように︒ぬまの上を︑にわか雨が通
七723なりをして︑子どものように︑からだまで
七731 いない︒うまが︑水のにおいをかいでいる
七733 いでいる︒ぼさぼさのいけがきの上である
七733ぼさぼさのいけがきの上である︒ぼたんで
七747乙︑ほかに︑ひとりの旅人︒ところ さば
七748人︒ところ さばくの中︒甲乙ふたりが︑
ね︒﹂乙﹁ちょっとのまに︑いなくなって
七752囹
みまわす︒甲﹁砂のほかに︑なにもみえ
七755園
七757 ︒﹂そこへ︑ひとりの旅人がやってくる︒
人﹁そうして︑左の足が一本短くて
七772園
七797 ︒﹂ふたりは︑旅人の両手をとる︒むりに
この人は︑私どものらくだのことについ
七812園
︑私どものらくだのことについて︑それ
七813園
のとおり︑私どものらくだは︑かた目で
七816囹
した︒しかも︑左の足の短いことを︑ち
七819園
︒しかも︑左の足の短いことを︑ちゃん
七819園

いました︒らくだのまえ歯が︑二三本ぬ
七8111園

七8211し
園ていますと︑砂の上にらくだの足あと

︑つけていた荷物の品まで︑知っている
七822囹
︒﹂裁判官﹁ふたりのいうことは︑よくわ
七826園
七8211︑
園砂の上にらくだの足あとがつづいてい

裁判官は︑ふたりのものに向かって︑裁
︒

七8310三官﹁では︑まえ歯のぬけているというこ

た︒それなのに人の足あとがみえません
七831園
七835園は︑こうです︒道のかたがわの草ばかり
七835囹す︒道のかたがわの草ばかりたべてあっ
七838園 ﹁それは︑かた方の足あとが︑一つおき
七854

七857園︒けれども︑いまの答で︑知っていたわ
七864白いうさぎと︑茶色のうさぎを︑ かごにい
七872れんげそうとなたねの葉をやりました︒

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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八67 なったばかりか︑頭の上にも乗り︑口さき

八64 た︒その晩から家族のひとりになり︑あく
八67 上にも乗り︑口さきのめしつぶもつっつく
八610 ざをたたくと︑ひざの上にとび乗ったり︑

八611 乗ったり︑三ど三どの食事に︑テーブルの
八611 の食事に︑テーブルの上でおしょうばんし

八71 ど︑あまりテーブルの上でぎょうぎのわる
八7一 ブルの上でぎょうぎのわるいまねをすると

八76 氣つかず︑テーブルのはしからころげ落ち
八77 ちたりしました︒朝の早いうちの小鳥の声
八77 した︒朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに
八77 朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい
八81園 やったり︑﹁どこの生まれだい︒﹂と︑

八78 です︒まるで︑一日の幸福を予言してくれ
八83 いうのは︑同じ日本の中でも︑土地土地で
八84 土地土地でほおじろの鳴きかたがちがうと

八87 1それは︑鳴きかたのちがいではなく︑き
八89 ほおじろ自身︑國々のなまりのようなこと

八87 ではなく︑ききかたのちがいだろうと思う

八810 な︑土地にかんけいのふかい鳥だろうと︑

八89 自身︑翌々のなまりのようなことばをもつ
八91 になりました︒ピオのほうでも︑その氣に
八91 しく︑ときたまそとのろじへだしてやって
八93 ︒うじどころか︑庭の木にとまらせても長
八93 はいません︒私たちの家のうち︑中でも茶
八93 ません︒私たちの家のうち︑中でも茶のま
八97 こにすわっている私のひざのあいだにもぐ
八97 わっている私のひざのあいだにもぐったり
八911 た︒たとえば︑近所のねこやのらねこが通

りするのです︒ピオのゆうかんさや︑りこ

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
18 18 18 18 1了 1了 1了 1了 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14
ことに︑すえの女の子などは︑目を

︵一︶夏の終りに︑せどのあお

られた︑あぶらぜみのたまごがありました

せどのあおぎりの木の皮に生みつけられた

に︑せどのあおぎりの木の皮に生みつけら

夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に

らぜみ

みます︒たかが一わの小鳥のことをと︑わ
︒たかが一わの小鳥のことをと︑わらわな

の声をきくと︑ピオのすがたがありありと

鳴いているほおじろの声をきくと︑ピオの

かのしものふかい朝の野にでたとき︑﹁︿略

いたりいなかのしものふかい朝の野にでた

原を歩いたりいなかのしものふかい朝の尊

︒ことに︑町はずれの野原を歩いたりいな

けなさは︑いいようのないものでした︒そ
︑いまも︑私はピオのことがわすれられま

たものを︑あやまちのためにあわれに死な

でなく︑私は︑ピオの信頼をうらぎったの

のさく︑つばきの木の根もとにうめてやり
︒そうして︑﹁ピオのはか﹂と書いた︑小

い花のさく︑つばきの木の根もとにうめて

こにいれて︑庭さきの︑いちばん美しい花
︑いちばん美しい花のさく︑つばきの木の

一ことに︑すえの女の子などは︑目をなき

て

まにいたうちじゅうのものがびっくりして

す︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子ばかりでなく︑茶

の女の子が︑茶のまのドアをあけて︑ひよ

帰ってきたすえの女の子が︑茶のまのドア

から帰ってきたすえの女の子が︑茶のまの

ところが︑ある土曜の午後︑おなかをすか

八八
1918
のほそくとがった口のさきで︑かたい皮に

ほどある︑白いうじのようなようちゅうが

︑皮をぬぎかえて地の上へでていきます︒

むしゃ︑かぶとむしの子どもたちは︑つみ
︑つみこえやこえ土の中に生みつけられて

り︑親たちの大できのすずめもねこもやつ

そのかわり︑親たちの大できのすずめもね

うぶになります︒土の中は︑たとえ一発セ

なるにつれて︑六本の足がだんだん強くな

のあかんぼが︑したのさきをじょうずにつ
︑よわよわしいうじのようなかたちをして

はありません︒人間のあかんぼが︑したの

子からいえば︑母親のちぶさにすがったよ

なことですが︑せみの子からいえば︑母親

中につきさして︑木のしるをすいはじめま

︒．その口のさきを根の中につきさして︑木

っています︒その口のさきを根の中につき

すい︑しるの多い木の根をさがしてあるき

のか︑手ごろな︑皮のうすい︑しるの多い
︑皮のうすい︑しるの多い木の根をさがし

っても︑なにかの木の根にいきあたります

でいっても︑なにかの木の根にいきあたり

はなく︑あたりの木の根ものびています︒

りではなく︑あたりの木の根ものびていま

ています︒あおぎりの根ばかりではなく︑

ですから︑大小の木の根が︑からみあい︑

の下ですから︑大小の木の根が︑からみあ

いきます︒そこは木の下ですから︑大小の

子どもたちは︑自分の小さなまえ足でトン

まっくらです︒せみの子どもたちは︑自分

てしまいました︒地の中はどこもまっくら

ころをさがして︑地の中にかくれてしまい

いだして︑あおぎりのふといみきをつたっ

1077310943101087755 53322111111088761010

3333101088766654311977762255111117
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八99 にもおくびょうもののようにも思えましょ
八101 えするのです︒うちの中にいるかぎり︑こ
八106 てきて︑かかとや足の指をつっついたりす
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しかし︑ほそいくだのさきから︑木の根の

八271

八268

八267
した︒そこには︑星のかんむりをつけたむ

もなく渡って︑草花のさきみちている野原

です︒馬車は︑七色の大きなそり橋を音も

主348 ます︒ところが︑光のとどく時間ではかる

八344 さしていいます︒光の速度は︑一秒間に地

八3310

つれて︑だんだん地のそこふかくもぐりこ

いて︑ほそい木の根のしるをすっています

うにいて︑ほそい木の根のしるをすってい

八282

八278

八278

八277

しかかりました︒川の水は銀色に光り︑は

すめのはたおりひめのすがたを︑もとめて

天帝のひとりむすめのはたおりひめのすが

した︒それは︑天帝のひとりむすめのはた

八354 たなぼたものがたりのはたおり星は︑二九

八353 星もあり︑三十光年の星もあります︒あの

八353 でしょう︒二十光年の星もあり︑三十光年

八351 地球からどのくらいのきょりにあるのでし

八351 あります︒さて︑空の星は︑地球からどの

八348 と︑あの星と地球とのきょりは︑二十分や

りを計りますが︑星のきょりになりますと

のさきから︑木の根のしるをわずかずつす

くだのさきから︑木の根のしるをわずかず

んでいきます︒七年の月日がたったころ︑

走らせていくと︑林の中にごてんがあって

︑今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほ

光年ですから︑今夜のはたおり星の光は︑

帝は︑そっとこてんの中へおはいりになり

八355

八284

ました︒そのおり物の美しい光に︑天帝も

八285
八2810園

八287

どを知ります︒せみの子は︑だいたんに︑

ほっていき︑あたりのくらくなりかけた夕
八2810園

八359 あり︑一千光年の星のむれもあり︑一万光

八358 このほか︑五十光年のところに光っている

を走らせて︑天の川の西の岸を通っていら

八291園

らせて︑天の川の西の岸を通っていらっし

でいるのに︑うちのむすめは︑こうして

す︒地上には︑一本のささだけがはえてい

八293

その目といい︑ふえの音といい︑申しぶん

星もあり︑一千光年の星のむれもあり︑一

とりつくと︑まえ足のつめでかたくそれに

八293

八359

なりました︒あめ色のせなかに︑たてのす

八295

八359 があります︒百光年の星もあり︑一千光年

色のせなかに︑たてのすじがはいり︑われ
︑やわらかい︑せみのからだがはみだして

ころになると︑せみの羽は︑ぶるぶるとふ

そうです︒朝日が山の上にのぼって︑明か

らりとのび︑からだの色もこくなっていき

八322

八313

八309

八303

八303

八301

めを天の川の東の岸のこてんにもどしてし

りひめを天の川の東の岸のこてんにもどし

たおりひめを天の川の東の岸のこてんにも

にうたれて︑むすめのむごにもらいました

けんぎゅうは︑うしの首をかるくポンポン

て︑黒うしのしっぽのあたりを一つきおつ

うと考えて︑卜うしのしっぽのあたりを一

帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみよ

います︒﹁あなたの名はなんといいます

八413 ると︑これもこがねのさかなになりました

八408 やって︑そこらの木の葉や花にみんな手を

八408 っしゃつて︑そこらの木の葉や花にみんな

八398囹︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あすの朝から︑たしかにそ

八395園

八393囹

したが︑王女はなんの返事もしません︒王

八415 した︒これもこがねのたまごになりました

自分は︑それ以上の幸福は願わない︒﹂﹁

又略﹀︒﹂﹁わたしの手にさわったものが

八381 ︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝物をかぞえ

八378園花が︑みたとおりのこがねならば︑わし

八377 た︒王女がこがね色のたんぽぽをつんでく

八374 た︒かわいいひとりの王女もあって︑なに

八373 あるところに︑金持の王さまがいらっしゃ

どころか︑十万光年の星もちらばっていま

ところは黒く︑茶色のところは茶色になつ

八322

い︑けんぎゅうを西の岸に帰しておしまい

っては︑世界じゅうのこがねよりもたいせ

八3510

ばらくすると︑れいのあおぎりの木でも︑

八322

しゃいました︒一年の月日がたって︑いよ

八422

音といい︑申しぶんのないけだかさがこも

と︑れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶ

八323

に︑ぼうっとした銀の川のような光をはな

八425

八296

ぎりの木でも︑ほかのあぶらぜみが﹁︿略

八329

ぼうっとした銀の川のような光をはなって

八297園

の鳴いているなかまのそばへ︑とんでいっ
︑にぎやかな音樂会のようになりました︒

八333

うされます︒私たちの︑ただ﹁遠い﹂とい

八409 れになりました︒庭の草木は︑みているう

きはみえずせみの声 と︑むかしの人

八333

﹁では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅ

みの声 と︑むかしの人がうたっています

八337

八326園

かになります︒せみの死がいは︑ありたち
︑きれいな四頭びきの馬車が走ってきます

した︒ただ︑腹の下のほうだけが皮にかく
︒しばらくそのままのしせいで動きません

でました︒ただ︑腹の下のほうだけが皮に

八359 れもあり︑一万光年の星もあります︒それ

なことだ︒むすめのために︑りっぱなむ

けました︒﹁ほかのむすめたちは︑野原 八355

あめ色をした⊥ハ本足の虫が︑こしを高くし

みの子たちは︑れいのふしぎなかしこさで

46211095553219310106321062983311111443
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八429 っしゃると︑きのうの︑み知らぬ人があら
ぽいの水です︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ コ き れ の パ ン で す ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

﹁こがねと一きれのパンとでは︒﹂﹁︿略

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁

八431園︑こがねと一ぽいの水と︑どちらをえら
八432園

八433園
八434園

﹁では︑庭のいけの水をすくって︑こが

八437園 略﹀︒﹂﹁では︑庭のいけの水をすくって
八437囹

八439 さまは︑いそいで庭のいけの水をすくって
八439 ︑いそいで庭のいけの水をすくって︑王女
八439 水をすくって︑王女のからだにおふりかけ
八443 るところに︑ひとりの王さまがいらっしゃ
八4410 王さまは︑﹁わたしの病氣をなおしてくれ
八451 くれたものには︑國の半分をわけてやる︒

八453 これをきいて︑ちえのある人たちは︑みん
八454 ︑どうしたら王さまのこ病氣をなおすこと
八456 た︒そこへ︑王さまの病氣をなおすという
八458園 みつけて︑その人の着ているシャツを王
八469 だもりっぱで︑なんの不自由もなくくらし
八472 も︑なんとかして父の病氣をなおしたいと
八477 が︑そまつな一けんの小屋がありました︒

八478 りました︒その小屋のそばを通りかかった
八478 きでした︒中から人の声がきこえてきます
八487 で︑つかつかと小屋の中へはいっていきま
八4811 だけでした︒ひとりの男が︑いまにもごろ

54

八492 ︒王子は︑いままでのわけをこの男に話し

ノ、

54

八495囹あいにく︑一まいのシャツの持ちあわせ

きのようなものが家のまえにい．るのをみて

ら︑まずしいこじきのようなものが家のま

ちました︒そこの家の人は︑﹁幸福﹂がき

が立ちました︒そこの家の人は︑﹁幸福﹂

ありました︒その家のまえにいって︑﹁幸

ていきますと︑いぬのかってある家があり

八568 ぐだが︑波うちぎわのかもめが目について

八567 向こうにみえるまつの木を目あてにして歩

八564 れた︒ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あ

八562 まにでてみると︑目のとどくかぎり︑美し

八554 一きれにも︑人の心のおくは知れるもので

八554 あん一きれにも︑人の心のおくは知れるも

﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をピシ

八582 い大きなけしきが目のまえにひらけてくる

八581 らし台へいった︒山のおねを曲がるたびに

八583 ってみると︑足もとの森や林の中に︑みえ

八584 と︑足もとの森や林の中に︑みえがくれに

八584 ︑みえがくれにお寺の屋根や停車場が目に

八585 ︒すると︑おもちゃのように小さな汽車が

八596 がみえるだろう︒山の上には︑青い空がす

八593 すると︑向こうの山の谷まにのこっている

八593 た︒すると︑向こうの山の谷まにのこって

天
ノ8
50
1に立ってみると︑目のまえに高い山々がそ
﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふかいため

八597 すんでいる︒飛行機の上からは︑もっとも

八606 っていた︒田や野原のまわりには︑大きな

八606 大きな森があり︑森の中には深いみずうみ

八608 があった︒みずうみの岸の︑ごぼうのはえ

いいましたが︑そこの家の人がでてみると

さぎのかってある家のまえへいって立ちま

八615

八612 のも少ないし︑ほかのあひるどもは︑みず

八608 いるところに︑一わのあひるがすわってい

八608 うみの岸の︑ごぼうのはえているところに

八608 つた︒みずうみの岸の︑ごぼうのはえてい

ましたが︑そこの家の人がでてみると︑ま

いました︒そこの家の人も﹁幸福﹂がきた

．っていました︒そこの家の人も﹁幸福﹂が

八618 わした︒みどりは目のためにいいから︑親

八617 うして︑みどりの葉の下で︑あたりをみま

八617 ︒そうして︑みどりの葉の下で︑あたりを

がいった︒﹁一つのたまごに長くかかる

たずねてきた年よりのあひるがいった︒﹁︿

うでしたが︑なさけのある人とみえて︑謝

八629

八621囹 のかい︒世界は庭の向こうがわまで廣が
福﹂には︑そこの家の人の心がよくわかり

八633

八6210囹

︿略﹀︒﹂と︑年よりのお客さんがいった︒

には︑そこの家の人の心がよくわかりまし

﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ

る人とみえて︑台所の方からおむすびを一

こからも小さなひなの首がでた︒﹁︿略﹀︒﹂

と︑まずしいこじきのようなものが︑おも

幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこう
︒こんどは︑うさぎのかってある家のまえ

略﹀︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用心ぶ

た︒まずしいこじきのようなものがきて︑
︒﹁︿略V︒﹂と︑そこの家のにわとりは︑用

略﹀︒﹂と︑そこの家の人はふかいため息を

ちました︒そこの家の人も︑﹁幸福﹂がき
︑いやなものでも家のまえに立ったように

て立ちました︒そこの家の人も︑﹁幸福﹂

こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ
︑にわとりのいる家のまえへいって立ちま

た︒おまけに︑そこの家にかってあるいぬ

略﹀︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をビシャン

333542211111 7764419921111118772211109
ノ天

55

八495園 ︑ 一まいのシャツの持ちあわせもござい

八499 した︒だれでも幸福のほしくない人はあり
八499 りませんから︑どこの家をたずねても︑み
八502 れども︑それでは人の心がよくわかりませ
八503 は︑まずしいこじきのようななりをしまし
八507 があったら︑その人のところへ幸福をわけ

ノ、
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八635園 としちめんちょうのたまごだよ︒わたし
＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂年よりのあひるは︑そういっ

八645園 っておいて︑ほかの子どもに︑およぐこ
八649

八654園 きなひなだ︒ほかのものは︑一わだって
八658 で︑太陽は︑ごぼうの上をてらしていた︒

八656園 にしちめんちょうのひなかしら︒なにし

八6510

ていった︒さっと水の中へとびこんだ︒﹁︿

八659 をみんなつれて︑水のところへおりていっ
八661 んだ︒水はひなたちの頭の上を流れたが︑

八661 ︒水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐ
八6610園 すや︑あのしせいのいいのをみてもわか

八664 だ︒みにくいあひるの子も︑いっしょにな

八672囹 いで︑大きな世界の鳥小屋へつれていっ

八671園 る︒これはわたしの子だ︒よくみればき
八673囹 ね︒だが︑わたしのそばにくっついてね
八676 た︒そこには︑二つの鳥の家族が︑一つの
八677 そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな
八677 の鳥の家族が︑一つのうなぎの頭のことで
八677 族が︑一つのうなぎの頭のことであらそっ
八677 ︑ 一つのうなぎの頭のことであらそってい
通っていくと︑一わの鳥が︑﹁︿略﹀︒﹂とい

︑風を受けた船のほのようにからだをふく
た︒あわれなあひるの子は︑立っていたほ

おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑﹁︿

で︑みにくいあひるの子は︑かきねをとび

よそからきたあひるの子は︑すぐにみつけ

は︑それを自分の子のようにかわいがった

さんは︑それを自分の子のようにかわいが

の子は︑小屋の入口の戸がすこしあいてい

あひるの子は︑小屋の入口の戸がすこしあ

3

3

5

5

八807さわやかな空氣と日の光が流れてきた︒あ

いるときに︑自分の考えなどはいえない
八805園
八806 vそれで︑あひるの子は︑すみっこにす

るの子は︑このあしの中で︑横になって休

思った︒また︑ぬまの水をのませてもらい

せをしていた︒あしの上に廣がっている木

れが︑そろってあしのあいだがらとびたつ
︒かりうどは︑ぬまのまわりにまちぶせを

︒﹂﹁あなたは︑私のいっていることがお
八8110園

八814園略﹀︒﹂﹁でも︑水の上をおよぐのは︑︑し
八815園らね︒それに︑水の中へもぐってそこへ
八817園きいてごらん︒水の上をおよいだり︑も
八818園︒それから︑うちのおばあさんにきいて

八807流れてきた︒あひるの子は︑きゅうにおよ

上に廣がっている木の枝にものぼっていた

二わのがんは︑ぬまの中に死んで落ちた︒
︑また鳴った︒がんのむれが︑そろってあ

い木のあいだがら雲のようにたちのぼった

なってきた︒あひるの子は︑小屋の入口の

ひどいので︑あひるの子は立つこともでき

小さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

たになって︑あひるの子は︑ある小さなひ

かわいそうにあひるの子は︑おきあがる氣

も︑たまの音はあしのあいだに鳴りひびき

そのあいだも︑たまの音はあしのあいだに

た︒下略﹀︒﹂あひるの子は︑ため息をつい

八8410
なくなると︑すぐ水のどんそこまでもぐっ

八848声をだした︒あひるの子は︑あの美しい︑

八847その首をはくちょうの方へさしのべ︑自分

八846の子は︑水の上を車のようにくるくるまわ

八846 ︒あひるの子は︑水の上を車のようにくる

八846持になった︒あひるの子は︑水の上を車の

八845 っていった︒あひるの子は︑それをみて︑

いた︒はなをあひるの子のそばにつきつけ
︒はなをあひるの子のそばにつきつけて歯

をねじ曲げてつばさの中にいれた︒ところ

た︒あわれなあひるの子はきもをつぶした

けむりが︑くらい木のあいだがら雲のよう

つた︒そうして二わのがんは︑ぬまの中に

すると︑そこへ二わのがんがやってきた︒

もがいった︒あひるの子は︑このあしの中

これからはあひるのたまごもたべられる
八7811園

にi﹂と︑あひるの子は思った︒そうし

了了

5

うして︑大きなぬまのあるところへやって

了7

八793た︒そこで︑あひるの子は︑三週間ばかり
八798 ︿略﹀︒﹂と︑あひるの子にたずねる︒﹁︿略

ノ、

了8

住んでいた︒あひるの子は︑ここで一晩横

ノ、

了8

八821園﹀︒﹂﹁おまえさんのいうことがわからな
八822囹るのかね︒わたしのことはいわないとし
八826園てもらえる人たちのなかまいりをしたん
八829囹すよ︒おまえさんのためを思っているの
八834 vそこで︑あひるの子はでかけていった
八838 四︶秋がきた︒森の木の葉がこがね色や
八838 秋がきた︒森の木の葉がこがね色や茶色
八841 ︑大きなりっぱな鳥の一むれがやってきた

了4

73

73

〉。

〉。

八679

八681 というと︑もう一わの鳥がとんできて︑そ

八6710園 そこにいるあひるの子をさ︒なんという

八682 そのみにくいあひるの子の首すじにかみつ

ノ天

了8

了4
了5

了5

八682 みにくいあひるの子の首すじにかみついた
た︒﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ 年 よ り の あ ひ る は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

ノ1、

八

了4

76

75

八688

4109831111511119866544111111210994319374
了2
了4

76

76

八694園す︒それに︑ほかのものと同じようにお
八695囹 ぐし︑いや︑ほかのものよりうまくおよ
八699園 でしょう︒たまごの中にあんまり長くい
八702 た︒みにくいあひるの子は︑あひるのなか
八702 ひるの子は︑あひるのなかまからわるロを
八704 うは︑風を受けた船のほのようにからだを

了0
了0
了1
了1
了2
了2
了2
了2
了2
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了3
74

74

了4

了4

74

了6

74

了了
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っていった︒あひるの子は︑あの鳥の名も

とうにきれいで︑春の喜びがみちあふれて

りの枝は︑流れる水の上にのびていた︒こ

と鳴らし︑かるく水の上をおよいでいた︒

八887

よいでいた︒あひるの子は︑そのみごとな

八888

八8811

いた︒ところが︑木のしげみから︑二三ば

八8811

︑あのけだかい鳥のところへとんでいこ

八889

八893園

しげみから︑二三ばの美しいはくちょうが

八893園とんでいこう︒私のようなみっともない

八889

っていった︒あひるの子は︑あながこおっ

八896囹

びこみ︑はくちょうのほうへおよいでいっ

＞︒﹂そういって︑水の中にとびこみ︑はく

い冬がきた︒あひるの子は︑水のおもてが
︒あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ

かれはてて︑こおりの中にとじこめられた
八899

まわないように︑水の中をおよぎまわらな

くる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかった

八899

にぶたれたり︑女の子につきのけられた

た︒すると︑あひるの子は生き返った︒能

りかかった︒あひるの子をみつけて︑危ぐ
八8911

かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

はくちょうはあひるの子をみた︒そうして

うとしたが︑あひるの子はまたいじめられ

のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒そ
たん︑すみきった水の上に自分のすがたの

八903
八907

きった水の上に自分のすがたのうつってい

八905

ちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑お

八907

の上に自分のすがたのうつっているのをみ

のあまり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒た

た︒そこで︑あひるの子は︑バターのいれ

八907

思って︑おそろしさのあまり︑牛乳なべの

ひるの子は︑バターのいれてあるたるの中

八911

りまくりっぱなものの中に︑しみじみと幸

ってみれば︑あひるの小屋に生まれてもさ

生まれがはくちょうのたまごであってみれ

みっともないあひるの子ではなかった︒は

八9010

げ︑火ばしであひるの子をうった︒子ども

八911

らないので︑つばさの中に頭をかくした︒

八9210

けられたりしたときのことを考えた︒それ

八

八八八八八ノ天八八八八八八八八ハ、八八八

八八

ノ、

iのいれてあるたるの中へとびおり︑こん

どもたちは︑あひるの子をつかまえようと

八914

八931

︑いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん

わった︒おかあさんのところへ走っていっ

んだ︒すると︑ほかの子どもたちも︑﹁︿略

ていたので︑あひるの子は︑雪の中の草む
︑あひるの子は︑雪の中の草むらへはいり

八9111

なっていた︒あひるの子が︑きびしい冬の

八934

八924

の子が︑きびしい冬のあいだ︑どんなに苦

八934

までは︑すべての鳥の中で︑いちばん美し

ひるの子は︑雪の中の草むらへはいりこん

だしたとき︑あひるの子は︑ぬまの草むら

八934

のである︒にわとこの木でさえ︑新しいは
長い首をあげて︑心のそこから喜ばしそう

︑新しいはくちょうのまえにきて頭をさげ

あひるの子は︑ぬまの草むらの中で横にな

八936

︑新しいはくちょうのまえに枝をたれた︒

子は︑ぬまの草むらの中で横になっていた
︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさをばた

八936

八939

した︒品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂

です︒やく3・6田のもみを︑水の中にひ

・6αのもみを︑水の中にひたしました︒

にみたらもみのもとのほうがすこしふくら

るときにみたらもみのもとのほうがすこし

もみのもとのほうから︑はりのよ

㈹雨15度もみのもとのほうから︑は

15度

とのほうから︑はりのようにほそい︑白い

れないそうです︒水のすむのをまって︑む

うにほそい︑白いめのようなものがでまし

むのをまって︑むらのないようにまきまし

種もみから黄みどりのめがでました︒ひた

っていきます︒どこの田も︑たんざくがた

りました︒黄みどりの新しいなえが︑だん

もり 24度 田植えのころになったので︑
︑小石をひろい︑土のかたまりをくだいて

とおりにして︑くきの数のふえるようすを

くしました︒種まきのときとちがって︑こ

1本のなえのまん中からで

1本のなえのまん中からでた新し

28度

28度

晴

りにして︑くきの数のふえるようすをみる

團

晴

いねのほのさきがふくらん

葉と葉のあいだがら︑新しい

25度

29度

るので︑廣いところのほうが育ちがよいと

のち雨

いねのほがではじめました

雨25掩いねのほのさきがふくらんで︑

ではじめました︒葉のついているもとのと

㈱ 晴28度

ころから︑黄みどりのほがでました︒田植

葉のついているもとのところがら︑黄みど

はえていました︒花のさいているほもみつ

めがねでみると︑毛のようなものがたくさ

でそろいました︒ほの一つぶを虫めがねで

8

いうちに︑大きな庭の中にきていた︒そこ
そこには︑たくさんの木がかんばしくにお

八9310園だみにくいあひるの子であったとき︑こ

74333119755446541995577663355戻

8

87

ひるの子は︑あの鳥の名も︑どこへとんで
︒どうして︑あの鳥のもっているような美

7653221984 4311108887665422119766411
い︑その長いみどりの枝は︑流れる水の上

八八 102 102 102 102 102 102 102 100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 9了 96 96 96 95 95 95 95 95 95 94 94 94
102102
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九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
441091091091081081081081081081081061061061061061051051051051051041041041641041皿3103103103103

1110101010999998888887776666655555554
でしょう︒むらさきのかわりに︑茶色をぬ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
1了 17 1了 1了 16 16 16 16 16 16 16 15 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

ある︒はじめに︑川の水の音をたたいてき
︒はじめに︑川の水の音をたたいてきかせ

イリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ども

さきは︑遠い南の海のかなたです︒とうき

ゆくさきは︑遠い南の海のかなたです︒と

しまいます︒つばめのゆくさきは︑遠い南

さっていき︑十一月のはじめになれば︑も

せん︒やがて︑九月のなかばをすぎると︑

いこうとする遠い國のことを︑話しあって

ありません︒口ばしの両わきがいくぶん黄
︒こうして︑大ぜいのつばめが︑ならんで

すが︑まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つば
︑まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほ

れば︑それだけ亀甲のねうちが生きてくる
︒ 三 つばめ 夏の終りごろ︑つばめが

ろう︒もし︑きく人の心が高ければ︑それ

さを受けいれるだけの心持をもっていない

風の音にもなり︑雪の降るようすにもなる

水の音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降

ちかたによって︑水の音にもなり︑風の埋

氣がした︒ただ一つのたいこが︑そのうち

いと思ったのは︑雪の降ってくるところを

ている風である︒風の音よりも︑もっとお

てくる風であり︑町の通りを︑電線を︑は

いると︑たしかに風の音になる︒とうげ道

あった︒つぎに︑風の音をたたいた︒風と

とうにうちよせる波の音をきいているよう

ドンとなる大だいこの音は︑ほんとうにう

しまいに︑海岸で波のくだけるところをき

ンととびこんだときの音もあらわした︒お

った︒それから︑水の中にドブンととびこ

ある︒つぎには︑雨の降るところであった

21111097421129981010995531987665433

がします︒みどり色のかわりに︑むらさき

オルガンで一つの音だけひいてきいて

一つの感じをつくりあげる

みると︑たしかに水の音である︒はじめに

とりあつかった︒水の音をたいこであらわ

例として︑まず︑水の音をとりあつかった

ジオで︑﹁劇場音樂の話﹂をきいた︒その
︒その中で︑たいこのたたきかたによって

色のばあいでも︑音のばあいでも同じこと

まいます︒これは色のばあいでも︑音のば

とまりがっかず︑心の絵がみだれてしまい

つか︑三つのことばの組みあわせだと︑す

よう︒二つか︑三つのことばの組みあわせ

いうことばに︑ほかのことばをつけてみま

同じように︑ことばの組みあわせも︑それ

にとけあって︑

の組みあわせも︑音の組みあわせも︑おた

らどうでしょう︒色の組みあわせも︑音の

ます︒さらに︑﹁虫の声﹂ということばを

だけで思いだした心の絵とは︑いくらかち

んだりしますと︑夜のしずかなけしきを思

のと同じように︑音の組みあわせも︑いろ
︑﹁月﹂という一つのことばがあります︒

あわせが︑さまざまの感じをあらわすのと

がいありません︒色の組みあわせが︑さま

フルートとか︑ほかの野羊を︑いっしょに

がします︒オルガンのほかに︑バイオリン

す︒この音と︑ほかの音とをいっしょにひ

︶

わせにしたら︑二色のときよりも︑もっと

あわせですが︑三色の組みあわせにしたら

う︒これは二つの色の組みあわせですが︑

しょう︒これは二つの色の組みあわせです

1983266422753221742！09954108433329

晴 29度 朝︑花のようすをみにいきま

いなごが6

あらわれます︒黄色のかわりに︑みどり色

ります︒この赤い色のそばに黄色をぬりま

1平方mに3・5ωのげん米がとれるので

方mの土地で︑41のげん米がとれました

した︒やく12平方mの土地で︑41のげん

ました︒いたといたのあいだにもみをいれ

㈲ 晴 17度 雀羅のよい日に2日ぼした

ます︒もみをむしろの上にひろげてほしま

で︑目の高さぐらいのところがらごみをふ

風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

みをわけました︒風のくる場所で︑目の高

人もいました︒ぼうのあいだにいねをはさ

︒ですから︑1つぶの種もみから︑やく−

べてみました︒1本のほに︑多いのは18

わかりました︒もみの数をしらべてみまし

こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ

た︒こんどは一かぶのほの数をみんなでし

ます︒1かぶのくきの数を数えてみますと

しています︒1かぶのくきの数を数えてみ

晴 22度 どのいねのほも︑すっかり黄色

23度古義でせいののびないいねが︑5

きしますと︑うんかのたまごだということ

らに︑青黒いなにかのたまごが生みつけら

きほどいました︒葉のうらに︑青黒いなに

團 晴 27度 いねの害虫

り 26度 いねの花のすんだあとをさわっ

くもり 26度 いねの花のすんだあとをさ

のは︑1日にすこしのあいだだけだと思い

まっていました︒花のさくのは︑1日差す

じめましたが︑お豊の時間には︑もう閉じ

んでした︒3時聞めの終りに開きはじめま

74766864333176611998418761154332
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21 21 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 τ了 1了 1了 17 17 1了 1了

ンで︑ある年の十月のすえ︑子どもがつば

なくて︑九月十九日の晩には︑ヴェニスい

機は︑それから毎日のように︑アルプスを

で︑なるべく早く南のあたたかいところへ

物自動車が︑五千ばのつばめをつんできま

夜半には︑また一台の貨物自動車が︑五千

晩の十時に︑二千ばのつばめが着きました

降っていました︒晩の十時に︑二千ばのつ

たいへん寒いあらしの日で︑朝から晩まで

九294図幽

九294図團

九285図魍

九283図圏

九283図圏

かやこしの電燈のたまみておりぬ

かな

しせんこう花火のゆれている

ぐる子うしや草の花

のりいれぬ

九274圃風秋風にプールの水がゆれている

九273圃 たボールの音や秋の風

九273圏 すみきったボールの音や秋の風

く

さ

九282図承れゆく朝つゆの中に自下車のりいれ

九281図闘

るすべりラジオのほかに声もなし

秋風に

には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつに

九295図圃

オーストリア動物園の人たちがひき受けて

九305図星道

九301圏 いく巣をはるくものあお向きに

めは︑けっして自分の國をわすれません︒

まり︑ことしある家ののき下で巣をつくっ
さな胸には︑わか葉のもえる日本の春の美
わか葉のもえる日本の春の美しさを思いう

九3211團つた空の下に︑山のすがたが︑さかさま

九3210團
れのすみきった空の下に︑山のすがたが

歩みくる胸のへにちようとびわか

す︒ちらりとつばめのすがたをみた人は︑

九3211團
が︑さかさまに湖の中にうつって︑がく

葉のもえる日本の春の美しさを思いうかべ

草

朝

アは第一次世界大戦のあとで︑まだそのい

かやこしの電燈のたまみており

大空に

ほし草にかげお

親のまたくぐる子うしや

二重にじ青田の上にうすれゆく

秋風にプールの

五日同じくのこりの三十九わこの合計

数は︑だいたいつぎのとおりです︒九月二

た︒しかし︑この國の人々が︑あわれなこ

九3210国
みえます︒秋晴れのすみきった空の下に

九313團らへきたときは夏の暑いさかりでしたが
九314団 ︑いまはもうかきの葉もすっかり落ちつ
九316團 ︑先生やみなさんのことを︑一日もわす
九317團ありません︒先生のことを思うと︑みな
九325團いまいる家は︑山のふもとにある森の中
九326團のふもとにある森の中の小さな農家です
九326国もとにある森の中の小さな農家ですが︑
九327團な農家ですが︑家のまえをちょっとでる
九328團でると︑はるか下の方に美しい湖がみえ

つばめをむかえる人の心は︑どんなにうれ

九3311国ってくると︑うちの家族七人が︑じゅう

九331團がくにいれた油絵のように美しくかがや
九332團くのが︑いちばんの樂しみです︒ふなが
九335団えてからは︑ほかの魚がだんだんへって
九338団も湖に近い川しもの方へとりにいきまし
九338團にいきました︒村の子どもがきょうそう

す︒わけても︑自分の家へいそいそと帰つ

九262圃んやりみえるかやの中上ばきを自分で

九272図圃かわきけり 月の夜をわが家のありし
九272図画月の夜をわが家のありしあたりまで

て自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よ

その家をつばめたちのためにぐあいよくっ
ためられ︑たくさんのはりがねがはりまわ
されて︑つばめたちのとまるところがつく

りました︒たくさんのつばめがはじめて運

まえ向

のでしょう︒あの家ののき下につくった古

かい氣持は︑この國の人々が︑どんなに高
︑飛行機という文明の利器が︑このしごと

このめずらしいお客の帰ってくるのをまち

97431099972975421364321098776

あわず︑さらに二台の自動車を加えました

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21
九264図郭しずかなる月なの上に 麦ふむやみだ
九265図闘むやみだれし麦の夕日かげ こがらし
九271図圏がらしや子ぶたのはなもかわきけり

ばめを運ぶのに六台の自動車ではまにあわ

苦しんでいるつばめのせわをすることを︑

会ではすぐに︑寒氣のために苦しんでいる

では︑喜んでつばめのせわをする返事をし

物ほこ協会に︑近くのうンネルスドルフと

たのです︒ウィーンの動物ほこ協会に︑聞

ろ︑きゅうに十二月の氣候と同じ寒さにな

候がわるくて︑九月の中ごろ︑きゅうに十

ごとです︒約十万ばのつばめが︑きゅうに

リアの都ウィーンでのできごとです︒約十

の秋︑オーストリアの都ウィーンでのでき

せん︒しょうわ六年の秋︑オーストリアの

あらしや︑そのほかの思いがけないさいな

すから︑なん百キロの海をひといきにとぶ

もかなわないくらいの早さですから︑なん

ます︒つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早

に︑ヨーロッパの北の方ではんしょくした

ように︑ヨーロッパの北の方ではんしょく

ますが︑ヨーロッパのつばめも同じように

いうことです︒日本のつばめは︑こんなふ

でいくのです︒南洋の島々から︑さらに闘

ょると︑さいたま縣のあるところで︑ここ

るした小さな金ぞくのいたがついていまし

その右の足に︑日本の文字をしるした小さ

た︒すると︑その右の足に︑日本の文字を

51119655109866321101010855411111954443

44

って︑はじめて畑のかいこんのおてつだ

ったので︑枝ぶりのよいかれ枝のたくさ

枝は︑長い竹ざおのさきにかまをくくり

います︒高くて手のとどかないかれ枝は

ば︑だれの山の木の枝でも︑おってよい

ならば︑だれの山の木の枝でも︑おって

れ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑お

542221

たらないので︑雨の降ったあとのように
︑雨の降ったあとのようにぬれています

る高いすぎやまつのはえているところは

妹のために︑くわの葉につつんで持って

ました︒小さい妹のために︑くわの葉に

ぼれたように雑草の中にありました︒手

いらしい山いちごの実が︑こぼれたよう

た山へ登るほそ道の両がわに︑まっかな

るとき︑この谷まの流れにはいって︑頭

ついています︒夏のあいだ︑たきぎをせ

流れになって︑村の中を通り︑田んぼに

うがんの岩と岩とのあいだを流れ落ちる

大きなかこうがんの岩と岩とのあいだを

にいく山は︑ぼくの家からは十五六分ほ

た︒それは︑七月の二十八日でしたが︑

らったさつまいものなえを︑手わけして

ちょまはふえる力の強い草なので︑どん
︒小さなぼくたちの畑がようやくかいこ

ようで︑たこの足のように一かぶから七

うのようで︑たこの足のように一かぶか

は︑ふといごぼうのようで︑たこの足の

りました︒ちょまの根は︑ふといごぼう

兄と︑妹と︑ぼくの五人で︑三日間かか

た一アールあまりのところです︒母と︑

めて畑のかいこんのおてつだいをしまし
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あります︒上の方のかれ枝をじゅんじゅ

きがあります︒上の方のかれ枝をじゅん

メートルもある木の上で︑なたで枝をお

ぶりのよいかれ枝のたくさんついている

九453圏

九453團

九451團

九445團

九444團

九444国

のように︑子どものころから︑世の中の

︑セドリック少年のように︑子どものこ

ばは︑﹁小公子﹂の話にでてくる︑セド

はだかになった木の上に︑まっかにじゅ

めています︒いつのまにか葉がすっかり

よいとか︑こちらの色がよいとかいって

ころから︑世の中のことに注意を向ける

です︒一ど︑すぎの木で︑根もとからか

くは︑おとうさんのやっていたパン屋の

たき落し︑足もとの枝をおろして︑やつ

九454国

やっていたパン屋のしごとを︑しんけん

九456團
九4510團

九457團

と︑はるか向こうの山のはしから︑美し

はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

こをつけたおとなの人が︑男か女かわか

た︒また︑下の方の山道を︑しょいこを

九466團

九461團

九461国

九461団

した︒もう︑遠くの山々のいただきに︑

ろでも︑せんきょのことを話しています

ックは︑七つ八つのころでも︑せんきょ

ます︒﹁小公子﹂のセドリックは︑七つ

九466国もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪

ころから︑木こりのすがたがあらわれま

いましたが︑いつのまにどこへ渡ってい

の夕がた︑いちろうのうちにきました︒

九好2 がきが︑ある土曜日の夕がた︑いちろうの

なつかしいそちらの山々の景色を思いだ

はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

九466国ただきに︑白い雪のぼうしがみえます︒

九472

かわりまた︑いつのまにかがんが渡って

てかいこんした畑のいもをほりおこすの

九481

てからも︑やまねこのにやあとした顔や︑

しいそちらの山々の景色を思いだします

した︒大きなうねのはだが地われしてい

九485

九467團

た︒こちらはかきの木の多いところで︑

九486 んどうだという裁判のようすなどを考えて

た︒そのほか︑名のわからない美しい小

こちらはかきの木の多いところで︑どこ

九491 でてみると︑まわりの山は︑みんな︑たっ

いだします︒天氣のよい日は︑あの繕い

いところで︑どこの家にも︑二本や三本

九492 たいまできたばかりのように︑きれいにも

九467国

ります︒ぼくたちのかりているやしきの

九493 って︑まっさおな空の下にならんでいまし

九468團

かりているやしきのまわりにも︑大きな

九494 にそった小道を︑上の方へ登っていきまし

さんいます︒かきの色づくころ︑畑のい

にも︑大きなかきの木が三本あります︒

九495 アッとふくと︑くりの木はバラバラと実を

は︑あの設い学校の運動場で︑先生とみ

りあげます︒うちのかきはしぶがきです

九496 た︒いちろうはくりの木をみあげて︑鳥獣

九468團

ます︒妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂とい

こしました︒ぼくのうちでは︑五日めこ

やおばまで子どものように︑かきの葉を

九497囹

みあげて︑﹁くりの木︑くりの木︒やま
ものように︑かきの葉を一まい一まいな

の色づくころ︑畑のいもをほりおこしま

て︑ゆるいけむりのあがるのがみえまし

に︑いま知りあいの家でみならいをして

ました︒また︑下の方の山道を︑しょい

ろすたびに︑すぎの木は大きくゆれまし
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2111964443110211109988686553−Z
團団団黒黒国士團団團團團団團国国團団国團團團團国團団團團国包粉浜
3

377
の一の

九543

九543

九542
︑まつ黒なかやの木の森の方へ︑新しい小

南の︑まつ黒なかやの木の森の方へ︑新し

そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

九6210ねこのまえのところの草をかりました︒そ

九6210クとやまねこのまえのところの草をかりま

九6210クザックとやまねこのまえのところの草を

九624園
から︑そこんとこの草をかれ︒﹂やまね

九563

九562

九561

九556

九555

九554

足さきは︑しゃもじのようなかたちだった

ひどく曲がってやぎのようですし︑ことに

うして︑みえない方の目は︑白くびくびく

ざをまげて︑手に皮のむちを持って︑だま

︑おかしなかっこうの男が︑ひざをまげて

地のまん中に︑せいのひくい︑おかしなか

りっぱなオリーブ色のかやの木の森でかこ

九5710

まっかになり︑着物のえりを廣げて︑から

ハアハアさせて︑耳のあたりまでまっかに

九665園といったって︑頭のとがったものが︑い
九676囹え︑だめです︒頭のとがったのが一﹂

んだか︑
まるではちの巣をつついたようで

九657

九634とふりました︒すずの音は︑かやの森にガ
九634 ︒すずの音は︑かやの森にガランガラン︑
九635とひびき︑こがね色のどんぐりどもは︑す
九637か黒い︑長いしゅすの服を着て︑どんぐり
九637着て︑どんぐりどものまえにすわっていま
九645園といったって︑頭のとがっているのがい
九651囹ちがうよ︒わたしのほうがよっぽど寒き
九653園そんなこと︒せいの古同いのだよ︒せいの
九653園
高いのだよ︒せいの高いことなんだよ︒
九655園略﹀︒﹂﹁おしあいの強いものだよ︒おし

九5711

九6810たようすで︑ しゅすの着物のえりを開いて

九6811えりを開いて︑黄色のじんばおりをちょっ

九6810
すで︑しゅすの着物のえりを開いて︑黄色

いうのは︑小学校の四年生だろう︒﹂そ
︒﹁いいえ︑大学の四年生ですよ︒﹂す
喜んで︑顔じゅうロのようにして︑にたに

九5810園

九587園

九567

は︑横目でいちろうの顔をみて︑口を曲げ

九5411

九6211
ました︒そこへ四方の草の中から︑どんぐ

なオリーブ色のかやの木の森でかこまれて

っ黒なかやの木の森の方へ︑新しい小さな

九552

九543

九552

いました︒その草地のまん中に︑せいのひ

リーブ色のかやの木の森でかこまれていま

九6211た︒そこへ四方の草の中から︑どんぐりど

九552

こは美しいこがね色の草地で︑草は風にザ

九554

ていきました︒かやの枝は︑まつ黒にかさ

九497囹
﹁くりの木︑くりの木︒やまねこがここ
九498とききました︒くりの木は︑ちょっとしず
九499園
さ早く馬車で︑東の方へとんでいきまし
九501園
︒﹁東なら︑ぼくのいく方だねえ︒おか
九502園
ってみよう︒くりの木︑ありがとう︒﹂
九504した︒﹁︿略﹀︒﹂くりの木は︑だまってまた
九507 はもう︑﹁ふえふきのたき﹂でした︒﹁ふ
九508 でした︒﹁ふえふきのたき﹂は︑まつ白な
九508き﹂は︑まつ白な岩のがけの中ほどに︑小
九508 ︑まつ白な岩のがけの中ほどに︑小さなあ
九546

九5010︑そこから水がふえのように鳴ってとびだ

九5811

九5211
すこしいくと︑一本のくるみの木のこずえ

九514囹
さっき馬車で︑西の方へとんでいきまし
九515囹
な︒西なら︑ぼくのうちの方だ︒けれど
九515園
なら︑ぼくのうちの方だ︒けれども︑ま
九517 ﹂たきは︑またもとのようにふえをふきつ
九田8 しいきますと︑一本のぶなの木の下に︑た
九518ますと︑一本のぶなの木の下に︑たくさん
九518と︑一本のぶなの木の下に︑たくさんの白
九519木の下に︑たくさんの白いきのこが︑ドッ
九523囹さ早く馬車で︑南の方へとんでいきまし
九527園
﹁罪なら︑あっちの山の中だ︒おかしい
九527囹なら︑あっちの山の中だ︒おかしいな︒
九5211
くと︑一本のくるみの木のこずえを︑りす

九614

がんでみますと︑草の中にあっちにもこつ

もとでパチパチしおのはねるような音をき

九6011園

九5211︑一本のくるみの木のこずえを︑りすが︑

した︒ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆ
九5310

九534すると︑りすは︑木の上からひたいに手を
九536園ちに︑馬車で︑南の方へとんでいきまし

九616

あ︑きたな︒ありのようにやってくる︒

つちにも︑こがね色のまるいものが︑びか

したので︑あなたのお考えをうかがいた

ようだから︑そこんとこの草をかれ︒﹂

九702園これから︑わたしの裁判所のめいよ判事
九702園︑わたしの裁判所のめいよ判事になって
九707園
ください︒わたしの人格にかかわります
九714園それから︑はがきのもんくですが︑これ
九721園もんくはいままでのとおりにしましょう

九6911園
ました︒これほどのひどい裁判を︑まる

九596園 しはやまねこさまのぎょしゃだよ︒﹂と
九693囹なってなくて︑頭のつぶれたようなやつ
九5911 ︑黄色なじんばおりのような物を着て︑み 九697ねこは︑黒いしゅすの服をぬいで︑ひたい
九601 物を着て︑みどり色の目をまんまるにして 九697服をぬいで︑ひたいのあせをぬぐいながら
九698いながら︑いちろうの手をとりました︒ぎ

九5310
くるみのいちばん上の枝がゆれ︑となりの

九621園

九618

︒やっぱりやまねこの耳は立ってとがって

九5311の枝がゆれ︑となりのぶなの葉がちょっと

九624園

九602

九5311
ゆれ︑となりのぶなの葉がちょっと光った

九542た︒そうして︑谷川の南の︑まつ急なかや
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九874

九872

午後ところ

とき

学校

たかぎ

きになって︑友だちの手からぬけだそうと

い︒あんなになかのいいふたりが︒﹂五﹁

九885 ︒たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだ

友だち大ぜい舞台の中ほどに大きな木が

学校の帰り道人

ある晴れた日の午後ところ

九864 が鳴りました︒あとの三十分は︑ひじょう

九785ろで︑先生は一けんの農家にたちよられま
九785しばらくして︑そこの主人といっしょにで
九787園ようは︑このかたの畑をすこしほらせて

九878

九722園 う︒そこできょうのお礼ですが︑あなた
九723園 トルと︑しおざけの頭と︑どちらがおす
九7811はステッキを深く土の中へお立てになりま

九722園 あなたは︑こがねのどんぐりニリットル
﹁︿略﹀︒﹂﹁こがねのどんぐりがすきです

九724園

九8910

九894園

ら一﹂と︑やまだのせなかをおしながら

﹂六﹁うん︒﹂やまだの手をひっぱって︑﹁︿

九903園 ともないよ︒学校の帰りじゃないか1
九907

九912 がらさる︒そのほかの友だちが︑落ちてい

九9011

集める︒三たかぎの服のほこりをはらい

︒一︑二も︑たかぎの落した物を集める︒

九912 ︑落ちているやまだのかばんやぼうしをひ
九913

る︒三たかぎの服のほこりをはらいなが

九915

九921 そのあと︑学校帰りの女の子ふたり︑通り

九915

九921 あと︑学校帰りの女の子ふたり︑通りすぎ

九725 ﹂やまねこは︑さけの頭でなくてまあよか 九792ぶずぶと︑ステッキのたけいっぱいにはい
つかです︒この土の上に白くみえている
九728園 かったら︑めっきのどんぐりもまぜてこ 九794園
九729 ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい 九795園るのは︑むかし海の中にいたいろいろな
九796囹いたいろいろな貝のからです︒むかしの
九731 ︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこのじんばおりが︑風に
九734園 ﹁よし︑早く馬車のしたくをしろ︒﹂白 九797園からです︒むかしの人は︑貝がらといっ
九736 ︑なんだかねずみ色のおかしなかたちのう 九799園や︑たべたけものの骨や︑角などを︑こ
九736 色のおかしなかたちのうまがついています 九811園くは︑どこか一つのところをきめて︑廣
一メートルぐらいのはばで︑東西に四五
九7310 ぎょしゃはどんぐりのますを馬車の中にい 九814園
九7310 んぐりのますを馬車の中にいれました︒ヒ 九816園ろは︑どれか一つのかごにいれておこう
九741 木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ 九823 いってみると︑先生のかごの中には︑いつ
九742 いちろうは︑こがねのどんぐりをみ︑やま 九823みると︑先生のかごの中には︑いつのまに
九823かごの中には︑いつのまにか︑せきふらし
九824土器らしい物︑ただのわり石のような訳な
九749 そうして︑やまねこの黄色のじんばおりも

九748 まったときは︑茶色のどんぐりにかわって

一︑二年ぐらいの男の子︑大きな声で︑﹁︿

九922 く︑一︑二年置らいの男の子︑大きな声で

九764 てなどを持って︑角のむきみ屋のところに

九751 ろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐりを

九751 ︑いちろうは︑自分のうちのまえに︑どん

さんのひろった物の中に︑いのししやし
九8411囹

います︒みなさんのひろった物の中に︑
九8411囹

した︒﹁せともののかけらみたいなもの
九841囹
九848ほっています︒先生のふえが鳴りました︒

かにそうだ︒先生のところにあるのと同
九8210囹

九937

九935

︑たかぎもさがし物のようすででてくる︒

いので︑それを舞台のおくになげすてて︑

九934 げる︒しかし︑自分の物ではないので︑そ

九932 ⁝やまだ︑さがし物のようすで地面をみな

九922

九749 て︑やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょ 九824い物︑ただのわり石のような物などがたま
ています︒﹁先生のところは︑いろいろ
九7410 ぎょしゃも︑きのこの馬車も︑一どにみえ 九825囹

九765 って︑角のむきみ屋のところに集まってい

みなかごの中にいれておきまし
思う物は︑

九963

九961園

九961

なれたまま︑たかぎの手もとをみている︒

まだわざとたかぎの顔をみないようにし

﹂と喜ぶが︑やまだの顔をみると︑きゅう

きだして︑﹁きみの名まえが書いてある

る︒やまだたかぎのまえにじょうぎをつ

九956 ぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑返事を

九954

九951 思いきって︑たかぎのそばにより︑だまつ

九949

九939 ろいあげるが︑自分の物ではないので︑な

九933 うちに︑セルロイドの三角じょうぎをひろ

九766 ︒おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっ

九862

九767 ︒みるまに︑貝がらの山が家のまえにでき 九851囹 ︑いのししやしかの角などに手を加えて
九768 に︑貝がらの山が家のまえにできます︒先 九851園を加えて︑なにかの道具につかった物が
九773囹 いっても大むかしのことだが︑貝などを 九854園もの︑それには石の矢じり︑おもりなど
九777 生について︑五十人のなかまが︑おくれな 九856園いないから︑ただのわり石のようにみえ
九779 ︒平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高 九857園ら︑ただのわり石のようにみえる物もあ
九7711囹︑このへんは︑波のおだやかな海のいり 九859囹類で︑こんなただのせともののかけらが
九859園なただのせともののかけらがと思うよう
九781園 波のおだやかな海のいりえだったのです

九781囹 そう︑あの向こうの小高いところに︑白

九968 まる︒たかぎ舞台のすみからボタンをひ
九973ボタンをちぎれた服の糸にむすびつけよう
九983る︒たかぎ︑うしろの木をひとまわりして
る︒たかぎ﹁ぼくの首をひっかいたのは
九993圓
︒﹂やまだ﹁けんかの話をするのかい︒﹂

九㎜11評 ︑けんかしたあとの氣持って︒﹂やまだ﹁

言鯉5園
た︒﹂やまだたかぎの首をのぞきながら︑

生につれられて︑山のスキー場へいった︒

i場へいった︒まえの日に︑こな雪がたく

集合地は︑村はずれの一本すぎのそばであ

スキーをつけ︑二本のつえをつきながら︑

村はずれの一本すぎのそばであった︒ぼく

しい先生は︑みんなのあとからこられた︒

っていった︒スキーの雪をすべる音だけが

坂にかかると︑まえの方で︑のだ先生が︑

生も︑ずっとうしろの方から︑﹁︿略﹀︒﹂と

っていった︒まつ林の中を通っていくとき

が︑ちょうど小まつの中へとびこんだとこ

いしい先生がうしろの方から追いたてるよ

あせばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
︑スキーのあとを雪の上にえがきながら︑

えがきながら︑小鳥のようにおりてくる︒

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒は

むりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒それ

さだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生のからだは︑美しくち

ある︒たちまち先生のからだは︑ちゅうに

とんで︑先生は地上の人となられた︒お書

書になったので︑雪の上で樂しくおべんと

115

まりの花
着ぶ

いまの鳥はこの木にいるに

しひそかに枝葉の中をみあぐる

階上のわ

階上のわが電燈のきえにけ
屋根の雪かきおとしいる少

津の明かるさ日のてる中に

青ざさを

ちろちろ

た
たべのこしのめしつぶまけばうち

金
金色の小さき鳥のかたちし

泉

ほおずきを
十一

十のころであった︒私は

すずしいような︑ 氣の晴れ晴れするような

うとすると︑ おく山の雪がとけてそのまま

てわきだして︑ 一方のかけたところがら︑

ごろごろした石ころのあいだがら︑ ブツブ

つた︒ 父は︑その泉の水を手ですくって︑

につれられて︑ 近くの高い山に登った︒そ

泉を求めて

わずは鳴くも夏のあさ夜を

ようちるなり丘のタ日に

金色の小さき鳥のかたちしていちょう

てており

子や夜はいろりの火にあてており

ふくじゅそうのつぼみいとおしむお

な子やえんがわの上にうつる日を追い

ふくじゅそうのはちをおきかうるお

ぢつどうすずめの子らと日なたぼこす

る

ふなはや青き葉のかげにきておる

やりたればいけのふなはや青き葉のか

きかにいてすぎの評しずか

しいる少年の顔の明かるさ日のてる中

おとしいる少年の顔の明かるさ日のて

くらなり

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

あらわる

ここよりぞいぬのあらわる

きゆけばこの町のそこごこよりぞいぬ

なくも赤いぬの一びきゆけばこの響

歩かされいし女の子ぱたんとたおれそ

84195227544317653117444422155321
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九掴2図圃 よ紙 いもうとの小さき歩みいそがせ
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九胴5図圏 れいるこでまりの花 いまの鳥はこの
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379
の一の

まつ川だ︒私たちの村の用水も︑このま

﹂茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいた

た︒﹁泉はまつ川の上流にある︒﹂茶人

と︑もうそれはただの水であった︒﹁︿略﹀

のため︑もっと上流の本流の水を飲んでみ
︑もっと上流の本流の水を飲んでみると︑

へんうまかった︒念のため︑もっと上流の

た︒ためしにまつ川の水をにて飲んでみる

い味の水は︑左の岸のほとりを流れていた

までくると︑いい味の水は︑左の岸のほと
︑いい味の水は︑左の岸のほとりを流れて

れこんでいるところの近くまでくると︑い

く略﹀︒﹂茶人はつれの人にいった︒まつ摺

ていた︒ここで茶人のしたには︑まぎれも

めて︑いっか︑いまのしずおか縣のさかい
︑いまのしずおか縣のさかいもすぎ︑なが

みたり︑深いところの水をとって飲んでみ

すくなかった︒つれの人は︑この茶人ほど
︑ときどきあまい水の味がわからなくなつ

流だし︑雨の日も風の日もある︒さかのぼ

流れは急流だし︑雨の日も風の日もある︒

泉はどうしても支流のほうにはなくて︑遠

でんりゅう川の中流の水をくんで︑それで

ろが︑でんりゅう川の中流の水をくんで︑

んとかしてうまい水のわきでる泉をさがし

もよるが︑たてる湯のうまさがだいいちで

さは︑お茶そのもののうまさにもよるが︑

の茶人があった︒茶のうまさは︑お茶その

た︒むかし︑ひとりの茶人があった︒茶の

て︑やがて︑すぐ下のすこし大きな川に流
︒帰り道で︑父は次のような話をしてくれ

川だ︒私たちの村の用水も︑このまつ川

．
． ．．．．．
．
． 圓囹
1098776544443．Z176439886101065544321010
囹

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
り︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑

していった︒はじめの八キロほどは︑村ざ

九襯10

九章5囹

防犯1囹

九糊9

は︑いまみたばかりのゆめを︑なんどもな

わたしは︑おまえのおかあさんじゃない

ました︒﹁わたしの顔ばかりみて︑おか

このくもは︑木と木のあいだに︑巣をかけ

くもでした︒ある日の夕がた︑このくもは

色と黒のしまもようのついた大きなくもで
九備6

九備1

九粥1

しかけたのは︑ばらの花でした︒﹁︿略﹀︒﹂

いました︒つゆが木の葉にたまりました︒

ました︒月はもう頭の上まできていました

九幽2

九二11

た︒いままた︑ばらの花のやさしいことば

︒自分は︑こうもりのために︑高いところ

どこかであかちゃんのなき声がしています

いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば

九幽3

当事10

がつた足︑うすきみのわるいかたち︑いま

ました︒あかちゃんのなき声も︑子もり歌
︑みつばちは︑くものあみを知らないで︑

九爾2

は︑自分ながら自分のからだが︑そらおそ

た︒くもは︑これらのことを一つ一つ思い

九価3

てきました︒白ばらの花は︑もう話しかけ

ちょにしても︑ばらの花にしても︑なんと

た︒それにはさすがの大きなくもも︑びっ

青翠4

しょう︒くもが︑月の光にちらりちらりと

九品4

にげていくみつばちのうしろすがたをみて

九衛6

九幽6

ん︒それより︑自分のからだがはれてくる
︑ばさりとこうもりの羽にたたかれました

九衛8

︑あるいは︑つばめのくちばしからころげ

そのうちにみつばちのからだも︑つなにま

かいでいると︑いつのまにか︑いままで苦

九備11

りだして︑みつばちのからだをしばりつけ

で苦しかったからだのいたみもきえていき

九帽2

は︑麦畑らしい土地の上をとびました︒湖

かくれていて︑ほかの虫がひっかかると︑

えていきました︒目のまえのばらの花が動

上をとびました︒湖の岸べをとびました︒

のぼりかけたばかりの月が︑しずかに光っ

は︑首をねじって上の方をみあげました︒

九椰11

九㍑9囹

九界7

九㍑6

になりました︒いまのいままで︑みにくい

きました︒﹁自分の命は︑つばめさんに

明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりとし

とびました︒深い森のそばをとびました︒

た︒くもは︑つばめの口ばしにはさまれた

きました︒目のまえのばらの花が動いてい

九宙5

九術5

ん︑あのお月さんのところへいってみた

いと思っていた自分のからだも︑もうみに

﹁なんだい︑なんの用かね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

た︒目のまえのばらの花が動いています︒

いから︑お月さんのところへいきたいと

九宙11

した︒﹁お月さんのところへとんでいっ

華43

けの空︑夕やけの空の美しさ︑月の夜︑星

朝明けの空︑夕やけの空の美しさ︑月の夜

空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の美

青空の美しさ︑朝明けの空
挙43

美しいもの

盲43

十42

九四2園

九髄1 くなりました︒くもの小さなときのことが
九儒2 ︒くもの小さなときのことが︑ゆめでもみ
九備4 た︒ちょうど白ばらの花がとんでいくよう
九欄2 りには︑やはりばらの花のにおいがしてい
九川2 は︑やはりばらの花のにおいがしていまし
九川5直 ︒﹁今夜は︑ばらのかげでねむることに

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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けの空の美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ

おとうさんは︑三人のかわいらしい少女に

プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは

とにあるプラタナスのなみ木の下で︑おと

かけました︒その橋のたもとにあるプラタ

すから︑橋のたもとの休み茶屋へは︑おと

ところですから︑橋のたもとの休み茶屋へ

の國道にそった景色のよいところですから

あたりは︑フランスの國道にそった景色の

チェンヌというお寺の高いとうもみえまし

ました︒岸にある丘の上には︑センテチェ

ました︒そのいなかの町には︑ポンナフと
︑ポンナフという石の橋があって︑イエン

なるころで︑いなかの子どもにとっては︑

プラタナスという木の葉が黄色くなるころ

いました︒その少女のわけてくれたくりは
︑子どもらしい愛情のしるしでした︒ちょ

じゅくしたくりの実の落ちるころでしたか

て︑じゅくしたくりの実の落ちるころでし

た︒そういう子どもの中には︑道でおとう

うさんには︑子どものお友だちができまし

んでに︑おとうさんの顔をのぞきこむよう

ました︒おとうさんの歩いていくそばを︑

うさんが︑フランスのいなかへいったとき

ざっとあわただしさの中に︑それを失って
︑どんなにでも毎日の生活を︑ゆたかに︑

ている︒毎日の生活のらんざっとあわただ

は失っている︒毎日の生活のらんざっとあ

さきが︑かすんだ空の中にとけこんでいる

をだしかけたこずえのさきが︑かすんだ空

さ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒いまも︑美

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒いまも

988877664422121197118787351121298444

と︑だれかが︑くもの頭をなでています︒

いました︒黄色と黒のしまもようのついた
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13了
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の一の

十198 教室である︒ひとりの生徒が︑席にすわっ

十196 ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる声

か町にある商業学校の下の学年ぐらいでし

十199 を読んでいる︒ほかの生徒の指さきが︑す

きが︑すばやく点字の上をすべっていく︒

十197 こえる︒もうあ学校の教室である︒ひとり

十148

にある商業学校の下の学年ぐらいでしたで

十199 でいる︒ほかの生徒の指さきが︑すばやく

その少年は︑小学校のいちばん上の学年か

に落ちました︒三人の少女は︑その葉をひ

十148

しょう︒おとうさんのそばへきて︑あいさ

十161

略V︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思いうか

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑日本の海の美しさを︑思い

十203 の歌﹂を歌う子どもの声︒9暗室︒﹁︿四

十201 上に︑大きな半円形のにじがかかっている

十201

十201

﹁︿略﹀︒﹂8村の林の上に︑大きな半円羽

生︒﹁︿略﹀︒﹂8村の林の上に︑大きな半

十1911 くる︒窓をあける女の先生︒﹁︿略﹀︒﹂8

十161

︒フランスのいなかの子どもから︑自分の

いました︒フランスのいなかの子どもから

いました︒﹁日本の海はどんな色ですか

小学校のいちばん上の学年か︑または︑そ

をひろい集めて︑橋のたもとの石がきのと

十149

十199

十147

集めて︑橋のたもとの石がきのところへき

ねました︒この少年の問には︑ちょっとお

うさんが︑休み茶屋のまえにこしかけて︑

十162

十162

ずれも︑八つばかりの子どもたちでした︒

とうさんが︑子どものすきそうなおかしを

たちでした︒ある日のこと︑おとうさんが

たちは︑おとうさんのそばへくるようにな

6

十珂7

121212111110

十157園

うに高いプラタナスの枝からは︑黄色い葉
︑黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

1

橋のたもとの石がきのところへきては︑遊

5

十151

十十十十十十十十十十十十十
11111111111111101010101010
7
ました︒プラタナスの葉の大きいのは︑や

十162

の子どもから︑自分の國のことをきかれた

十207

の声とともに︑七色の光が写しだされる︒

︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色の

ンスではフランスのことば︑イギリスで

十215

十2012

いてくる︒11病院の庭さき︒看護婦がも

＞︒﹂10せんたく物のほし場︒まえかけや

﹂窓をのぞく子どものはればれした顔︒﹁︿

る︒﹁︿略﹀︒﹂窓に花のはちをおきながら︑

暗い木立︒2いけのおもてにはじける雨 十226 村の道︑やえざくらの花︒13ひとりの友

﹁︿略V︒﹂12ひとりの友だちは︑水えのぐ

十184

をしているにわとりのむれ︒4小学校の 十231

光る︒15いちめんのなの花︒ひとりの女

ひびいてくる︒小川の水︑きらきら光る︒

いる︒﹁春の小川﹂の歌がひびいてくる︒

妹をつれて︑つつみの上でつみ草をしてい

る農夫︒14ひとりの友だちは︑妹をつれ

らの花︒13ひとりの友だちは︑その兄と

はじける雨あし︒竹の葉さきからしたたる

十227

十185

える︒3わら屋根ののきから︑たきのよ 十2211

のむれ︒4小学校のかわら屋根から雨が 十232

十2212

十192

十191

てくる︒5ひとりの子どもが︑立って本 十233

んのなの花︒ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂

十234圏圓なのはな︑まつのき︒﹂と︑﹁こくご一

十234

の顔︑顔︑顔︒先生の横顔︒6また︑﹁こ 十234 なの花︒ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

読んでいる︒友だちの顔︑顔︑顔︒先生の
た︑﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んで

十194
十196

十195

十194

十188根ののきから︑たきのように落ちる雨水︒

十188

十169園リスではイギリスのことばを話すよ︒﹂

つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけて

十217 ふをほしている︒男の子がベッドにすわっ

十207

十219

どもから︑自分の國のことをきかれたとき

にいくにも︑日本のことばでは通じませ

十2111

十162

國へいくと︑自分の國のことばがこいし

十223

た︒プラタナスの葉の大きいのは︑やつで

十174囹

いくと︑自分の國のことばがこいしくな

十225 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

十209囹

十176園

つくづくと︑自分の國のことばのありが

十225 ︑遠い山のみね︑村の道︑やえざくらの七

自分

十176囹

つくと︑自分の國のことばのありがたみ

かしこそうな目つきの少年でした︒

＋1210 ＜略﹀︒﹂と︑ひとりの少女が︑おとうさん

十121圓ありました︒﹁旅の記念として︑本のあ
十121園の記念として︑本のあいだへでもはさん
十125ずんずんおとうさんのそばへきて︑さまざ
十127うしてもおとうさんのそばへこない女の子
十127んのそばへこない女の子もありました︒﹁＜

十179園

自分の國のことばのありがたみを知りま

十168園

＋1212園
︑わたしは︑自分の國にのこしておいて

十179囹

十134た︒それから︑三人置少女に︑歌を歌って
十135 ︒方言でできた小歌のあることを︑おとう
十137たちは︑おとうさんのこしかけているそば
十138で︑コーヒー茶わんのおいてあるテーブル
十138をかこんで︑いなかの歌を歌ってきかせて
十142 ︒ビエンヌという川の岸には︑手ぬぐいの
十142の岸には︑手ぬぐいのようなものをかぶつ
十144いました︒フランスのいなかによくみかけ
十144る︑赤いかわら屋根の家が︑川の水にうつ
十144わら屋根の家が︑川の水にうつっていまし
十145ていました︒その川の岸で︑おとうさんは
十145とうさんは︑ひとりの少年にもあいました

十179囹

十163

9
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
29 29 29 28 28 28 27 2了 2了 27 27 2了 27 27 26 26 26 26 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23
横ぎる︒16ひとりの友だちは︑母といっ

︒﹂と︑﹁こくご一﹂の文を大きな声で歌う

．十308
す︒家では︑弟たちのめんどうをみてやり

十304なんでも︑そのもとのことをしらべていく

十3311はこうである︒人間の衣食住というものは

十3311 ︑母であった︒佐吉の考えはこうである︒

る︒窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹
︑竹やぶ︒新しい家のたった町︑ふみきり
十3011
うして︑うちじゅうの人たちに︑めいわく

十308をみてやり︑兄や姉の手助けとなりたいと
十309と思います︒父や母のために︑いつもすな

＋3412 ︑小学校をでただけのかれには︑手のとど

うちよせる波︑おきの漁船︑島︒18炭坑

＋3412だけのかれには︑手のとどきそうもない空

十341はおかれない︒いまのようなぬのの織りか
十341 ︒いまのようなぬのの織りかたをしていた
十343 ︒そのために︑いまのうちに︑早く織機を
十346を織るとき︑たて糸のあいだをぬっていく
十347であるが︑これを人の手によらず︑機械の
十348 の手によらず︑機械の力で動かすようにし

ないで︑ありのままのすがたで︑つきあつ
＋3110

十312がいるために︑うちの中が明かるくなるよ
十315うか︒学校では︑組の友だちとなかよくし
十316思います︒かげで人のわる口をいわないよ
十317うにしたいし︑自分のもっているいいとこ
十318であらわし︑友だちのいいところを︑すな

ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ
十3111

水の流れ︒その流れのかすかな音︒石炭の

場に近づく︒地下水の流れ︒その流れのか

漁船︑島︒18炭坑の風景︒エレベーター

のかすかな音︒石炭の坑道︒工員たちは︑

十3111です︒ぼくは︑学校の生徒のひとりとして

ッコにつまれる石炭の山︒おしだされてく

ひびき︒21ひとりの工員がしごとをすま

うこうたるトロッコのひびき︒21ひとり

も走りだす︒24男の子が︑むちゅうにな

けてくる︒工員は男の子をだきあげる︒ふ

だきあげる︒ふたりのうれしそうな顔︒労

うれしそうな顔︒日の光をいっぱいに受け

までに学んだ﹁自然の観察﹂を︑ずっとつ

十3511た︒佐吉は︑一けんの小屋に閉じこもって

＋3512これならという一台の機械を作りあげた︒

十336とさとしたが︑佐吉のもえるような研究熱

十331られた︒佐吉は︑父の大工のしごとを助け
十331 ︒佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはた
十332まさえあれば︑織機のことをしらべつづけ
十333 のである︒村じゅうの者から氣ちがいあっ
︑﹁おまえは大工のせがれだ︒ほかのこ
十334園
のせがれだ︒ほかのことを考えないで︑
十334圓

眞珠︑世界じゅうの人から愛される眞珠
＋3710園

十377はじめである︒日本の新しい出発にあたっ

十371年︑佐吉が二十四才のときのことである︒
十371吉が二十四才のときのことである︒あくる
十訂4 こでさらに︑七年間のくふうがつづけられ
十376本における自動織機のはじめである︒日本

十364えとおし︑いままでの失敗のもとをとりの
十364し︑いままでの失敗のもとをとりのぞいて
十365やっと︑思いどおりの機械ができあがった
十367してよく動いた︒村の人たちは︑ぬのをみ

物だけではなく︑雪のようすや︑星の世界
︑雪のようすや︑星の世界なども︑しらべ

十337それで︑父は︑佐吉の心をいれかえさせる

十382 ﹁︿略﹀︒﹂一つぶの天然眞珠をてのひら
十383がいていた︑ひとりのわか者があった︒眞

くても︑ふだん自分の身のまわりにあるも

v豊田佐吉は︑村の人々から︑こういつ

さきち

＋3210

十322学校では︑かけがえのないひとりであるこ
十324です︒いつも︑全体の中の部分︑部分があ
十324 ︒いつも︑全体の中の部分︑部分があって
十324部分︑部分があっての全体︑というつなが
十325すれないで︑あいての人をうやまうととも
十325まうとともに︑自分のつとめをはたすだけ
十326 つとめをはたすだけの薩摩を︑もちたいと
とよだ さきち
かしなやつだ︒男のくせに︒﹂豊田佐吉
十329囹
とよだ

たいと思います︒庭の木に小鳥がくれば︑

も︑ふだん自分の身のまわりにあるものを

ればするほど︑自然のおもしろさもわかり

十338ために︑佐吉をよその大工の家にあずけて

ることがあれば︑巣のはりかたなどを︑し

花のさきかたや︑実のなりかたなどを︑た

＋3612てみせたのは︑佐吉の母であった︒それは

十3611めたたえた︒試運轄の日︑その織機をあや

す︒たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そ

十338 ︑佐吉をよその大工の家にあずけてしまつ

そののびかたや︑花のさきかたや︑実のな

います︒また︑一つの和音を耳にしたとき

や︑動きかたや︑羽の色や︑形などを︑こ

十3411
くからである︒佐吉の考えは︑しだいに高

まみれになった工員の顔︑胸︑うで︒たく

十352に光った︑たくさんの機械は︑生きものの
十353 の機械は︑生きもののように動いていた︒
十354ともいえないかた身のせまい思いがした︒
十355とつとして︑日本製のものは︑なかったか
でいいのか︒日本のゆくすえをどうする
十357圓

た町︑ふみきりばんのおじいさん︒トンネ

863844111098755376543212865511199875
あわされた一音一音のことも︑心にうかべ

〉。
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十387 眞珠三皇の中に︑砂のような小さなものが

十387 であった︒眞珠母貝の中に︑砂のような小

十434

十4211

十4211

十427

はしなかった︒研究のため︑死貝を一つ一

のま︑幸吉の心からの助力者であったうめ

のもっかのま︑幸吉の心からの助力者であ

流れの早さや︑えさのよいわるいなども︑

十388 りこみ︑それに︑貝のだす眞砂質がまきつ

︑それこそ氣ちがいのようになって︑死点

十384あった︒眞珠は︑海のそこからまれにひろ 十426 わかり︑しおの流れの﹇早さや︑えさのよい

十3810園 てはめれば︑自分のゆめも︑実現できな

十439

た︒﹁もし︑母貝の中に︑核をさしいれ

珠をいまはなきうめのれいにささげて︑そ
吉は︑すでにしらがの老人になっていた︒

いれるときに︑ほかの母貝のがいとうまく
ときに︑ほかの首将のがいとうまくを切り
り取ってきて︑一種の手術をほどこすこと
てこなかった︒海水の温度に大きなかわり
︑望みをかけた第一の母貝を開いてみた︒

iストラリアや南洋の島々であるが︑日本

された︒今日︑眞珠の産地は︑ペルシア湾
々であるが︑日本産のものは︑ことに名高

でしたので︑妹の氣のすむようにして︑つ

ッポタノーテルよその人には︑なんのこと

ためしに︑私は︑妹のいっていることばを

にかかっていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけ

だしましたが︑よその家の門の中へ︑はい

たかと思うと︑よそのおばさんが︑あかち

ていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていまし
︑いぬは︑くしゃみのようなことをして︑

しばらくいくと︑道のまん中に︑黒いいぬ

私には︑このことばの意味がよくわかりま

しようが︑そのときのいきさつを知ってい

よその人には︑なんのことか︑おそらくわ

5
1

十3812 ︑わか者は︑眞珠貝の研究に全力をつくし
十393囹
十4311

た︒すると︑五つぶの眞下意珠が現われた

十441＞︒﹂かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきう

八十五万から五つぶの眞珠が取れたわけで

十395 吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑そ
十441

十4310

十396 えて︑それを︑母貝の体内にさしいれてみ

十449

十446

十445

十445

十443

十397 れてみた︒うまく貝の中に核がのこり︑眞
十402 開いてみると︑もとのままになっていた︒

十403 たところで︑かわりのあるはずはない︒し
十407 かなかった︒村や町の者は︑幸吉のむだぼ
十407 村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり
十407 あざけり︑そのゆめのような考えをわらっ

十452

十4410

十455

十409 をわらった︒まわりの者から︑どんなにあ
十4010 てくれたのは︑つまのうめであった︒うめ

十456

十4011園 成功します︒世界のために︑きっと︑あ
十4011囹 ︑きっと︑あなたの願いがかないます︒

かげには︑幸吉一生の苦心がひそんでいる
る︒かつて︑パリーの眞珠商たちが︑幸吉

十458
十459

十412 はげました︒ある年のこと︑赤しおが︑お
十414 である︒この赤しおのために︑鮎貝はみな

眞珠商たちが︑幸吉の手になる養殖眞珠は

やかしい︑あなたの光明を太陽とするな

す︒養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あ

して︑眞珠を世界の人々にあたえたこと

たずねて︑養殖眞珠のつくりかたを︑こま

いしていたエジソンのもとをたずねて︑養

しかし︑世界の学者の研究によって︑天然

つた︒しかし︑世界の学者の研究によって

十459

十462

十461

十4510

十4510

十417 おしにがかった︒町の人のかげ口は︑いっ
十417 にがかった︒町の人のかげ口は︑いっそう
十419 ︑いつもこのわる口のたてとなって︑幸吉
十4111 とき︑うめが︑母貝の中をしらべているう
十4111 ているうちに︑一つの半円形の眞珠を発見

十4612囹

十4610囹

十4612囹

十4111 ちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒こ

十425 れから︑紅玉貝養殖の科学的研究がつづけ

十479

せんでしたので︑妹の氣のすむようにして

ちの足では十二三分目ところですが︑妹に

︒ところが︑私たちの足では十二三分のと

十426 い海水の温度や︑海の深さのこともわかり

十485

十479

十426 にちようどよい海水の温度や︑海の深さの
十426 の温度や︑海の深さのこともわかり︑しお
十426 こともわかり︑しおの流れの早さや︑えさ

8
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ましたが︑よその家の門の中へ︑はいって

8

た︒すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろん

たが︑よその家の門の中へ︑はいっていこ

でしょうが︑ことばの虚ろくは︑妹の心の

の記ろくは︑妹の心の写眞になるのではな

そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう

で︑いままでの作文のからをぬぎさって︑

とでしょう︒すこしのこだわりもなく︑ぐ
︑ここで︑いままでの作文のからをぬぎさ

とき︑なにげなく妹の作文をみました︒な

んと書けていたまえのころが︑うらやまし

とばの記ろくは︑妹の心の写眞になるので

んでいます︒七五三の記念乱篭も︑思いで

が︑この中には︑妹のすがたが︑ありあり

めるのです︒わずかのことばですが︑この

あるきかけると︑道のわきで︑たき火をし

ちにっかまって︑水の中をのぞきました︒

こへいって︑．水おけのふちにっかまって︑

と︑いちいち︑いぬの動作をことばにして
︒そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれ
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384

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 62 61 61 61 61 61 61 60 60 59 58 58 58 58 58 57 5了 56 56 56
男の子が︑ふくろうのからだを手でいじり

したら︑二年生の男の子が︑ふくろうのか

＋6312
リシアの︑同じめんの藝術とくらべて︑研

りさせて︑とまり木の下におりていってし

てしまいました︒男の子は︑﹁︿略﹀︒﹂とい

いちょうの葉

算数の時間に︑

ました︒ コスモスの花 コスモスがさき
そうね︒

つは︑だんなさまのおるすのあいだ︑私

み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガチャンとく

5444444108559

ろうと思って︑二階の窓からそとをみたら

十692かじゃは︑おしいれのたなのすみに︑だい
十692は︑おしいれのたなのすみに︑だいじそう
十693まってあった︑ 一つのまるいつぼをみつけ
十693 つぼをみつけ︑へやのまん中にかかえてき
﹁それこそ︑どくの﹃ぶす﹄だよ︒﹂﹁︿
十696園

＋6812しろにひき︑せんすの手だけをまえにつき

十651はありません︒つぎの﹁ぶす﹂は︑狂言の
十651の﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なものです
十651ぶす﹂は︑狂言の中の有名なものです︒狂
十653 ︒かれらは︑だんなのねこかぶりをあばい
十655りなど︑よわい人間のしそうなことを︑な
十655もやります︒めうえのいばったものに対し
十659ある村に︑けちんぼのだんながありました
十664かじゃというふたりの下男に︑﹁︿略﹀︒﹂と
十666園いました︒﹁おくのへやのおしいれには
十666園た︒﹁おくのへやのおしいれには︑﹃ぶ
十671はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな
十681りは︑それをあいずのようにして︑ぬき足
十682し足で︑そっとおくのへやに近づき︑さき
十688 ︿略﹀︒﹂次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃ

十一112囹ぱに日本じゅうの足なみをそろえてく

十一1012囹

十一106囹ぼくたち強い男の子だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十一99囹

十一810囹

十一810園

十一89園

十一89囹

るとき︑ぼくらのしたいこと︑ぼくら

るとき︑ぼくらのっかれているとき︑

ている︒ぼくらのはりきっているとき

きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい

りました︒おとなりのよし子ちゃんと︑な

んをたべてから︑山の方へいって︑たくさ

だっこして︑おもての通りへでていらっし

略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやったら︑
︒ たけのこ うちのお庭に︑たけのこが

た︒私は︑たけのこのそばにいって︑せい

らべをしたら︑はなのところまでありまし

う︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑おに

すぎて︑おにいさんのせいより古届くなりま

ました︒もう︑先生のせいくらい高くなり

うところは︑ふつうのしばいでは︑役者が

あげるのですが︑能のほうでは︑めんをつ

︑近くの町の工場のえんとつが︑なん本

んで︑材木を遠くの山から運んでくるの

しろいのは︑大学のボートがいつもここ

うだが︑ボートの向きをかえたりひき

ににたら︑せいの高いりっぱなからだ

いることだ︒川口の子どもたちは︑いつ

十一510園

十一68園
十一81園

ほんとうにきみのいうとおりだ︒ぼく

そろって︑

つく︒コックスの号令どおりに︑一糸

十一711園たら︑コックスのまえにすわって︑整
十一83園

あんな大きな船の船長と︑コックスと

いこと︑ぼくらのいやなことなど︑き

一つの生きものみたいに進

十一88園

十一811園

そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ

略﹀︒﹂おくびょう者の次郎かじゃは︑心配
＋7110

んに︑これは上等の黒ざとうだ︒﹂ふた
十714囹

十一118

十一116園

十一116園

十一114

だ︒このあいだのレースで勝ったボー

た︒﹁あ︑大学のボートだ︒このあい

十一911囹

によって︑それぞれのめんがあります︒そ

十7111
ました︒太郎かじゃのほうは︑氣が強いば

も︑また︑日本の國全体だって︑同じ

ために︑能は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨ

十722 いきなり︑とこのまのりっぱなかけものを

て︑ふいに一そうのボートが近づいてき

いわれ︑ヨーロッパの大むかしにさかえた

いっさんにボートの方へかけていった︒
さかえた︑ギリシアの︑同じめんの藝術と

のめん︑おばあさんのめん︑わかい男のめ

けます︒おじいさんのめん︑おばあさんの

めると︑近くの町の工場のえんとつが︑

が︑かぶきや︑ほかのしばいとも︑いろい

ない︒さあ︑もとの場所において︑あっ
＋6910囹

のぼって︑いちょうの葉をたくさん落して

んのめん︑わかい男のめん︑わかい女のめ

れ︒なみたいていのどくではないから︑
十707園

ながめると︑近くの町の工場のえんとつ

がみえるし︑川上の方をながめると︑近

しました︒あまりの申しわけなさに︑ふ

があまり︑茶だなの湯飲みをはねとばし

んなさまのおるすのあいだ︑私どもは︑

21086666園園医1医】

のめんと︑それぞれの人物によって︑それ

いちょうの葉 算数の時間に︑先生が︑は
︑はしごでいちょうの木にのぼって︑いち

十十十十十十十十十十十十
一 一 一 一 一 一 一 了3 了3 了3 了3 了2

男のめん︑わかい女のめんと︑それぞれの

十641！ みていると︑世の中のうらおもてが︑よく

十642されています︒日本の絵画や︑庭園や︑建
十642 ︑外國とはおもむきのちがったおもしろい
十644 い︑すぐれたところのあるものとなってい
十645なったら︑自分たちの國が持っているこの

1212111010109997433976321846103321321099

がくる︒たんぽぽのわた毛が遠くとんで
いく日だ︒あげはのちょうが︑まつのか

のちょうが︑まつのかげから舞ってでる

舞ってでる︒まつの木では︑きょうから

ふえが鳴る︒ふえの音は︑長くおをひい

る︒おりから︑港の方でふえが鳴る︒ふ

の声は︑われわれの心をあらうようにき

ゆるやかにうつ波の声は︑われわれの心

さおな海は︑太陽の下でわらっている︒

ら旅してきた旅人のような氣持のする日

旅人のような氣持のする日だ︒丘の上の

持のする日だ︒丘の上の草にすわって︑

する日だ︒丘の上の草にすわって︑いつ
︑いつまでも小鳥の鳴く声をきいていよ

れは︑あわてもののほおじろだ︒あれは

あれは︑元氣もののこがらだ︒あれは︑
︒あれは︑この村のさみしがりやの小す

はみんなめいめいの歌を歌う︒一つの太

村のさみしがりやの生すずめだ︒小鳥た

の歌を歌う︒一つの太陽の下で︑みんな

歌う︒一つの太陽の下で︑みんながめい

みんながめいめいの歌を歌っている︒一

いる︒一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑

歌っている︒一つの太陽の下で︑せみも

わらい︑たんぽぽのわた毛も遠くとんで

なると︑オルガンのキイから︑赤い︑青

色の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいて

赤い︑青い︑金色の︑ちがった形の小鳥

るくる︑ぼくたちの頭の上を︑まわりは
る︑ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめ
一まい

りはじめる︒教室の高いところの窓ガラ
教室の高いところの窓ガラスが︑

十一216

れどころか︑ほかの人たちは休んだりむ

ってくると︑書まの働きでつかれきって

︑金次郎は︑ほかの人たちにすまないと

十一2110

人の心の畑にさいた︑い

十一2112

ました︒たくさんの人の中には︑わらじ

おかあさま
かあさま

た︒たくさんの人の中には︑わらじの切

かあさま︑あなたの目から教えられまし

十一232

十一232

氣がちでも︑父親の生きているあいだは

次郎の下にふたりの弟がありました︒い

りました︒金次郎の下にふたりの弟があ

た︒金次郎が十四のとき︑父親がなくな

十一2211 ︒﹁︿略﹀︒﹂おとなの人たちはおどろいて

たしがみなさんのお役にたたないで︑

した︒おかあさまの胸に︑わきあふれる

十一233

と相談して︑すえの子どもを親類にもら

の中には︑わらじの切れている人もあり

あふれるなぐさめの泉に︑かなしみもい

十一234

十一228園

も︑流れやまぬ愛のしみずに︑うるおさ

十一237

十一223

のわか葉︒わたしの幸福は︑おかあさま

て︑のびていく命のわか葉︒わたしの幸

ためには︑いばらの道をもふみわけたそ

ぼそい︑おさな子のささやきも︑ききも
︑その耳︒わたしのためには︑いばらの

人の心の畑にさいた︑いちば

地にかがやくものの中で︑いちばん清ら

十一222

16

2

十一222

16

2

それはおかあさまの愛です︒わたしをま

16

十一245

﹂金次郎は︑自分の考えをくり返し話し

いうのに︑その晩のうちにいって︑子ど

福は︑おかあさまのえ顔から生まれます
麟 これから︑私の調べた二宮金次郎の

十一256切ったりして︑村の人に買ってもらいま

金次郎は︑一さつの本をみつけました︒

しました︒ふつうの子どもだったら︑く

になって︑その日のくらしにも困るよう

ましたので︑いつのまにかびんぼうにな

のうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑をみ

十一285

十一283

十一281

十一281

十一2712

十一279

十一275

ふたりの弟は母親のさとに︑金次郎は二

︒そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑

こっていたわずかの田や畑も︑流されて

︑母親が︑四五日の病兵で死んでしまい

ころで︑そのつぎの年︑母親が︑四五日

ましたが︑金次郎のうちでは︑その十二

月がくると︑例年のことで︑だいかぐら

十一273 した︒﹁︿略﹀︒﹂村の人たちは︑こう︑う

十一2410
調べた二宮金次郎のことをお話します︒

十一259
ながわけん

ます︒二宮金次郎の生まれたところは︑

十一2512

か

ころは︑神奈川縣のかやま村といって︑

して︑身代をもとのようにしたいものだ

十一285

かい人でした︒村の人たちが困って頼み
︒この人が金次郎の父親でした︒りえも

ものときから︑家の手つだいをしてよく

十一285

金次郎は︑子どものときから︑家の手つ

ろです︒さかわ川のていぼう工事があっ

十一2810

十一287

十一286

も︑なまけたことのない金次郎でしたが

類のまんべえさんのところに︑あずけら

に︑金次郎は親類のまんべえさんのとこ

いと思い︑となりのおばさんから一にぎ

を続けました︒夜の勉強には油がいりま
十一2811

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひと
た︒金次郎は︑年のわりにからだが割き

らも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりず

いました︒金次郎のうちは︑こんなにも

た︒金次郎が十二のころです︒さかわ川

した︒また︑父親のすきなものを買うた
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

たきと落ちく

書の休みもあせがでる︒

えもなく︑

ひと日のあせもおさまって︑

そ

すむ秋空に

ゆききの人もえ顔して︑

赤く黄色く

五

呼ばれました︒弟の名でした︒私は︑自．

じ

ゆうべからの大あらしは︑けさに

た︒庭のあさがおの花は︑みんなふきち

だ続いていた︒庭のあさがおの花は︑み

の中

デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ

して︒デンマルクの農業のことを勉強し

に働きます︒日本のこくぐらは︑北海道

には︑おかあさんのおすきなライラック

います︒やぎ小屋のまわりには︑おかあ

がいた︒アカシヤの花が風にゆれ︑畑で

読んでいた︒ぼくのいすは︑小さなゆり
︑いつもかいねこのメリーがいた︒アカ

っていた︒北海道の家には︑うしが四頭

れて︑ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあ

た︒津軽海峡の海の水が︑こいみどり色

だった︒津軽海峡の海の水が︑こいみど

は︑ぼくの二年生のときだった︒津軽海

にきたのは︑ぼくの二年生のときだった

たが︑小さいころのことを︑いろいろと

えぞ富士︒あの山のすがたが︑小さいこ

ふ

やがいも畑のうねの向こうに︑いつもぽ

りのじゃがいも畑のうねの向こうに︑い

︒みわたすかぎりのじゃがいも畑のうね

︑ぼくは︑北海道のいなかを思いだす︒

ほっかいどう

弟よ︒大ぜいの目のまえで︑﹁︿略﹀︒﹂と

った弟よ︒大ぜいの目のまえで︑又略﹀

た︒すこしぐらいのことだからといって

た︒そうして︑弟の心持を頼もしく思い

でした︒園長さんのまえにでて︑だんを

っさともとの自分の席にもどり︑そこか

は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

うして︑園長さんのまえに向いたとき︑

332661！765316544331111888612121エ10633118

わがしく︑
いまの暑さはどこへやら︒

いてひびくらいの音︒

だちに︑

れる︒

いねのかぶばりこのうえも

り︒秋はぎの花ふく朝風も︑音

ぶりと︑

えをかけるもずの音も︑

秋のみのりも思われる︒

ぼり︑

にうるし︑はじの葉も︑

冬のしたくをとりいそぐ
村人の目をなぐさめる︒

色づいて︑

りいそぐ

そ

山のもみじ葉みなちりは

冬の用意もしだいに進み

おむぎ・こむぎの種まきすんで︑

なまいた︒
るばかり︒

息はま白に舞い

うらの山には白雪つもる︒

ふもとの小屋はみぞれして︑
れ．して︑

るに︑

のぼる︒

いそぐ子どもらの︑

どれ植えつけの用意をしよう︒

つばきの上にぼたぼた落す︒

よべの大雪まだ降りやまぬ
えず︑

ようち園の卒業式がありました
てでました︒正面のテーブルには︑赤い
ルには︑赤いうめの花をいけた︑大きな
ました︒ようち園の子どもたちは︑その
園長さんが︑だんの上にお立ちになりま
になりました︒女の先生が︑卒業する子
︑卒業する子どもの名をお読みあげにな

をみようと︑父兄の人たちは︑自分の席

略﹀︒﹂みんな元氣のいい返事をして立ち

の人たちは︑自分の席で立ちあがります
なりました︒総代の名が︑ひときわ高く

44
44

さんから一にぎりのあぶらなの種をかり
ました︒あくる年の春︑黄色い花がさい

さいて︑たくさんの実がつきました︒こ

すてておいたいねのなえをひろって︑大

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみ

した︒すると︑秋の終りには︑一びょう
︑一びょうあまりの米を自分のものにす

あまりの米を自分のものにすることがで

には︑二十びょうの米をとることができ
︑金次郎は︑親類の家からでて︑もとの

家からでて︑もとの自分の家に帰り︑一

でて︑もとの自分の家に帰り︑一家をふ

ません︒いろいろのことを身につけて︑

村をすくい︑多くの人からうやまわれる
日々に色づ

︑ 木々のつぼみも草のめも︑
たかく
やぶのたけのこすくすくの

々のつぼみも草のめも︑
春雨に︑
ぼりだす︒ 岸のやなぎのほわたがと
︒ 岸のやなぎのほわたがとんで︑

矢車

かきのわか葉に日の照るこ

がとんで︑麦のはしりほかがやく上
ちって︑

きのわか葉に日の照るころは︑

色

いのぼり︑ 村のわら屋の庭に立つ︒
︑ 村のわら屋の庭に立つ︒ 短か夜

だいこんの花にあかつきの
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に園まルてな

4了
4了
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て︑

麦のとりいれことなくす
庭にかがや

きのうの畑は水田となって︑

重なって︑

の花にあかつきの 居ただよえば勇ま
する ︒
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ちぎられ︑へちまの葉は︑みんな下向き
かさをさして電車の停留所まででかけた

たれながら︑電車のくるのを待っていた

くるが︑みな満員の札をさげて︑とまら

まう︒やっと一台の電車がとまった︒あ

なかった︒だれかのかさのしずくが︑私

た︒だれかのかさのしずくが︑私のくつ

さのしずくが︑私のくつの上にぽたぽた

ずくが︑私のくつの上にぽたぽたと落ち

でもするように車の音をたてて︑あらし

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく

な声だが︑雨や風の音のために︑乗客の

だが︑雨や風の音のために︑乗客の耳に

音のために︑乗客の耳にきこえそうもな

をきいて︑そこらの乗客は思わずほおえ
︒このごろ︑電車の中に︑つぎのような

﹁︿略﹀︒﹂﹁え顔の入口︑感謝の出口︒

電車の中に︑つぎのようなひょう語がか

顔の入 口 ︑ 感 謝 の 出 口 ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

ゆずられたときの氣持でゆずりましょ
︑しゃしょうさんのことばをわすれるこ
︑

みずすましのように︑

すず

一つ一つ

てんとうむしのように︑ みずすま

あしの葉のふえよ︒

めやぎの

一つ一つ

花火やほ

すずむし

かずお

一つ一つつ

一つ一つ

めやぎのおち

さんしょの木のめ︑

とんぼの目だま︑

プリズムのかげよ︒

あしの葉のふえよ︒

ひび く ︑
く︑
る︑
たる ︑
ら︑

まさお

げんげの花わ︑

めやぎのおちぢ︑

さんしょの木のめ︑
のめ ︑
ばき ︑
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太郎は︑友だちの正男と一雄と三人づ

譜というのは︑田のあぜ道で︑とちゅう

学校から帰るときのことであった︒﹁︿略

十一673 やの︑開いたドアのまえまできますと︑

十一673 して︑大きなへやの︑開いたドアのまえ

十一671 って︑長いろうかのはずれまで歩いてい

十一666囹

いちばん向こうのベッドだ︒﹂といい

れて︑三人は︑川の中ヘドブンと落ちこ

十一681 た︒中には︑死人のようにみえる者もあ

だ︒さいわい近くの田で働いていた村の

十一687︒その大きなへやのはしまでいくと︑看

田で働いていた村の人たちに助けられて

十一687 ︑看護人は︑一つのベッドの頭の方に立

十一685 ははげしいくすりのにおいがただよって

に︑このくらいのことがこわいものか

十一683 た︒また︑子どものようにうなっている

︑よわ虫だ︒人のいうことに﹃いいえ

十一688 一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

十一688 は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまつ

んな︑ぬれねずみのようになって家に帰

には︑ほんとうの勇氣がいる︒おまえ

十一689園 ﹁これが︑きみのおとうさんですよ︒

金を持たせ︑父親の看病のために︑ナポ

賑したので︑家族の者にかんたんな手紙
︑長男にいくらかのお金を持たせ︑父親

たのでした︒少年の父親というのは︑去

した︒少年は︑色のあさ黒い︑おも長な
︒少年は︑ナポリの近くにある村からき

えへいって︑一通の手紙をみせ︑父親を

きな病院の門ばんのまえへいって︑一通

ポリの大きな病院の尊ばんのまえへいっ

えながら︑ ナポリの大きな病院の門ばん

の人らしいひとりの少年が︑どうまみれ
︑わきの下に着物の包みをかかえながら

のある朝︑いなかの人らしいひとりの少

の降っている三月のある朝︑いなかの人

十一728囹

十一726囹

十一722

十一721

十一7112

十一7110

十一712園

十一712園

十一704

かりたつと︑ベルの鳴る音がきこえまし

のかた︑あなたのおとうさんですか︒

いたことや︑手紙の着いたときに︑母親

げたことや︑家族の者が︑その旅に樂し

いって︑最後に船の上でわかれを告げた

ら︑やさしい父親のことをいろいろと思

十一719園ば︑おとうさんのようすもなんとかわ

十一715

︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑へや

よ︒おとうさんの子どものチチロです

は︑おとうさんの子どもですよ︒おと

十一702 弓形をしたまゆとのほかには︑どことい

十一692 方の手で︑ふとんの上におかれたまま動

十一692 ろへさげて︑一方の手で︑ふとんの上に

十一691 ︑頭を病人のかたのところへさげて︑一

十一691 おくと︑頭を病人のかたのところへさげ

たせ︑父親の看病のために︑ナポリへよ
︑少年をその父親のところへっれていく

十一733

︵一︶雨の降っている三月のあ

︒﹁おとうさんの名はなんというの︒

十一734

でした︒﹁ぼくの父はどうしたんでし

よせて︑目を父親の顔からはなさないで

十一712囹うさんの子どものチチロですよ︒﹂病

をつくのもやっとのようでした︒﹁︿略﹀

身をおこして父親の方をみました︒する

した︒﹁年よりのでかせぎ人ですか︑

十一696

やあ︑第四号室のいちばん向こうのべ

看病

︑いいだすことのできないほど︑﹃い

がいる︒おまえのようなよわ虫には︑

は︑やっときょうのことを︑ありのまま

6832121211299766655433376653921112110
囹園園
． 一
． ．
池園囹園園．＿＿、＿＿．，
66

51

91110106488549744119333886666210964
圃圖圃圃黒羽】圃圃圏團 圃圃圃
59

387
の一の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

の一の
388

十一735 きました︒さっきの看護婦と︑もうひと

十一734 て︑へやの向こうのはしにはいってきま

十一734 手をつれて︑へやの向こうのはしにはい

十一809

十一805

十一804

十一796

ら︑いきなり病人のうでをつかんで︑﹁︿

やくすりを︑少年の手からでなければ飲

かりした目を少年の上にすえて︑うれし

せるような失望とのあいだで︑たえずは

十一888

十一888りました︒夕がたの回しんのときに︑医

十一885

十︻田10

ました︒そのつぎの日も︑一日ずっとそ

ッドのそばのもとの場所に帰ると︑病人

︒夕がたの回しんのときに︑医者は︑﹁︿

十一735 婦と︑もうひとりの看護人とがついてい

した︒少年は病人の手をにぎりました︒

ました︒あかつきの光が窓から白くさし

をして︑ちょっとのまも︑目を病人から

十一894

よ︒もうすこしのあいだですから︒﹂

十﹁898

十一8011園

でした︒そのへやのすぐそばの︑ドアの

十一737 じめて︑一つ一つのベッドのそばに立ち
十一812

十一8810

十一814

十一8912圏

十一8910

たいをしたひとりの男が︑看護婦に送ら

ら︒みると︑一方の手にあつくほうたい

十﹇9012

十一909園

十一902

十一902

人の上にしばらくのあいだうつむいてい

た︒医者は︑病人の上にしばらくのあい

に︑ちょっとわきのほうにいっていた看

ました︒﹁きみの看病はすんだ︒帰っ

ました︒﹁ぼくの手をにぎった︒﹂と︑

十﹁818

そういって︑少年の方へとんできました

その日の午後四時ごろでした

十一737 一つ一つのベッドのそばに立ちどまりま

のへやのすぐそばの︑ドアのぞとに足音

十︻7311 者が︑まだとなりのベッドをはなれない

十﹁818

た︒少年は︑父親のうでの中にたおれま

︵三︶

十一739 ︒医者がすぐそばのベッドまできました

すぐそばの︑ドアのぞとに足音がきこえ

十︻742囹 たは︑この病人のむすこさんです︒き
十︻823

年は︑病人が自分の手をにぎりしめたよ

十一814

十一7310 た︒医者は︑せいの高い︑すこしかがん 十一814

十︻745 医者は︑手を少年のかたにかけました︒

十﹇825

年は︑父親のうでの中にたおれましたが

十一752囹 いままでどおりのてあてを続けなさい
十一825

が︑小さなすみれの花たばを︑ベッドの

ました︒﹁ぼくの父はどうしたのでし

十一746 ︒それから︑病人の上にかがんで︑みや
十一754囹

花たばを︑ベッドの上のコップの中から

十一911
十一912

十一831

親は︑じっと病人の方をみつめたあとで

十一756 は︑もう一ど少年のかたに手をかけなが

十一7611 と︑少年は︑へやのすみにいすを二つな 十一842

親は︑少年を自分の方へひっぱりました

をはさんで︑家族のようすを話そうとし

十一9110

十﹁919

十一916園

ん︒これを病院の記念に持っていらっ

ッドの上のコップの中から取ってきまし

十一833囹

十一833囹︒おまえはべつの人のところへっれて 十一912 ばを︑ベッドの上のコップの中から取っ

十一847

ふり返って︑病人の方をみました︒﹁︿略

十一912

十一763 でしたから︑病人のふとんをなおしたり

十一848

まえはべつの人のところへっれていか

十一767 は︑ときどき少年の方をみましたが︑わ
十一772 ︒その日は︑病人の目つきが︑いくらか

十一8411

た︒すると︑少年のたましいのそこから

︑すみれをベッドの上にちらしながら︑

取りながら︑一方の手で目をふきました

年はいって︑一方の手で花たばを取りな

十一773 みえました︒少年のいたわるような声の

十一851

十一923

十﹇773 いたわるような声のひびきをきくと︑感

年は︑また︑病人の方をながめました︒

十一774 とみに︑ちょっとのあいだうかぶように

十一928 略﹀︒﹂そこで死人の方へ向いて︑又略﹀

ているうち︑五日のあいだ呼びなれてい

十一851

十一9210

十一854長く︑ここに五日のあいだいました︒お 十一931 ︑その小さな着物の包みを小わきにかか

︑少年のたましいのそこから︑どっとこ

十一7710 た︑コップを病人の口もとにつけたとき

と同じ年ぐらいのむすごがいるらしく

うやら︑あなたのむすごさんと同じ年

十二51圓

十二49

十二48

しますと︑ひとりの男が︑又略﹀︒﹂とい

立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十二46 ︒ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわる
十一8610園

て︑テーブルの上のゆでたまごをとり︑

十二53立って︑テーブルの上のゆでたまごをと

まごをテーブルの上に立ててごらんな

十二58 た︒人々は︑なんのためにこんなことを

少年がベッドのそばのもとの場所に 十二55園

ように︑いなかのかたですがね︒﹂と︑

十一8610囹

るらしく︑自分のむすこだと思いこん

やがてまた︑病人の方をみました︒﹁︿略

十一782 のことや︑妹たちのことや︑父親の帰り

やはりじっと少年の方をみていました︒ 十二53

十﹁8611園
︶

十一864斜路

十一782 ちのことや︑父親の帰りを待ちこがれて

十﹁8612

年がベッドのそばのもとの場所に帰ると

十一861

十一771！ ふくれあがった顔の上に︑きわめてかす

母親のこ

十一784 ︑あたたかい愛情のこもったことばで︑

十一8710

母親のことや︑妹たちのこ

十一782 思うと︑いろいろのことを

十一787 愛情とかなしみとのまじりあった︑しみ

十一8710

十一782 のことを

十一7812 る︑すこしばかりのパンとチーズも︑ほ

のが︑それほどの手がらだろうか︒﹂

十一792 た︒少年は︑父親のちょっとしたため息

十二510 ︑コツンとたまごのはしをテーブルにう
十二511 うちつけて︑なんの苦もなく立てていい
十二512囹 さん︑これも人のしたあとでは︑なん
十二512囹 あとでは︑なんのぞうさもないことで

十二66 だしたので︑近くの家をたずねて雨具を
十二610 ︑おくからひとりの少女がでてきました
十二73 た黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

十二75 ︒道灌は︑その花の枝を手にはしました
十二75 しましたが︑なんのことだかその意味が
十一一76 ︒少女とやまぶきの花とをみくらべるば
十一一78 って︑道灌は少女の心がわかりました︒

十一一710図圃どもやまぶきのみのひとつだになき

十四ー44
十ニー44
十ニー48

青々とした木の葉の中から大きくのぞい
い︒だが︑根もとのところに三つ四つか

かった︒だいたいの形をしっかりとっか

れは︑こおろぎの巣なんだな︒そのま

と︑すばやくあなの中へかくれてしまつ

との地面には︑夏のころ︑草とりをして

かし︑その根もとの地面には︑夏のころ

十一一148
十ニー56園

十一一154

十ニー511

りとつかんで︑日のあたるところ︑かげ
もった角︑まるみのある面︑重みのかか

なったところ︑力のこもった角︑まるみ

十ニー512
十ニー61
十一一161

みのある面︑重みのかかった枝のつけね
重みのかかった枝のつけね︑ふわふわし

十一一162
十ニー62
十三ー66

めた︒これは︑絵のすきだったおじさん
どだった︒いい色の絵のぐがたくさんあ
しかし︑パレットの上でみたときは︑ず
えるが︑カンバスの上にぬりつけてみる
O

し あのざくろの色もかけてないや︒
すが
あなたの声もたいそうよくお

です︒おとなりの草むらでも︑遠くの
むらでも︑遠くの草むらでも︑ピッピ
みんな自分たちのなかまだなと思って
た︒このあいだの晩も︑ピアノの先生
の晩も︑ピアノの先生が︑散歩にいら
っして︑あなたの鳴く声に耳をかたむ
略﹀︒﹂﹁この実のかげは黄色くぼけて

ば︑どんなかげのところでも︑美しい
からもっとさきのことをおっしゃった
︒でも︑あなたの歌には︑そのさびし
ているので︑人の心を動かすのだって
て︑あのピアノの先生がおっしゃいま
ある︒どんな絵の大家だって︑一心に

23

23

23

23

24

24

24

24
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27

27

27

十二710図工やまぶきのみのひとつだになきぞ悲 十ニー65 すむと︑パレットの上にチューブから絵
つし

2

も

17

10

十二712 いう古歌に︑少女の思いをたくしたもの

十ニー68

1了

9

29

十一一168

18

9

十二82 孟子がまだ子どものころでした︒家をは

18

十二83 ましたが︑ある日のこと︑母親がなつか

18

11

十ニー69

︑

19

2

十二87 ＞︒﹂といって︑母のそばへかけよりまし
﹁おまえが学問のちゅうとで家に帰っ

十二88 いましたが︑孟子の顔をみると︑つと立
十二95囹

十二911 かけら ある町角の廣場で︑ひとりのみ
十二911 の廣場で︑ひとりのみすばらしい身なり
十ニー05 じゅんさが︑老人のそばによってきて︑
ると︑老人は祭場の方を指さして︑﹁︿略

十ニー010 たものは︑ガラスのかけらばかりでした
十一一112

十傑ー19 けんしていたときの話です︒ある日︑リ
十ニー111 ︒それをみた土人のひとりが︑書物とい
ふみお
一︶ 文雄は︑庭のかたすみに三きゃく
十ニー33

19

3

29

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32
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121110

十三二35 た︒そこには一本のざくろの木があって

囹園囹園芸囹園園園寸書方方学園
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十一一135 には一本のざくろの木があって︑夏じゅ

十ニー38 ︑あとにいくつかの実がなっていた︒そ
十ニー43 まだ青々とした木の葉の中から大きくの

十ニー41つやつやしたしゅの色がさしてきた︒文

十十十十十十十十十十十十十十十

23

母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです

︵一︶私の一生を通じて︑わす

私は︑先生−私の心の目をあらゆるも
︑先生−私の心の目をあらゆるものに

た︒そうして︑次のしゅん間には︑私は

や︑花の上を︑私の指はまったくわれを

っかしい葉や︑花の上を︑私の指はまつ

れて︑みあげる私の顔に降りそそいでい

おったすいかずらのしげみをもれて︑み

でいました︒午後の日光は︑げんかんを

りました︒この日の午後︑私はなんとな

になる三ヶ男まえのことでありました︒

それは一八八七年の三月三日︑私が満七

て︑わすれることのできないいちばん大

めて

ちゃんのことば数のふえるのには︑おど

︿略﹀︒﹂民ちゃんのことば数のふえるの

つかけて︑正男のあとを追っかけて道

おりて︑わたしのげたをひっかけて︑

たしはおべんとうの包みをこしらえて︑

と思うと︑もう次のへやにはいっている

九十センチぐらいのところでも︑こっち

れども︑かんじんの歩くことはまだでき

台をだして︑食事の用意などをしている

わたしは民ちゃんの子もりをひき受けま

できますが︑めいの民ちゃんは︑二つ︑

は︑父母にとってのことですが︑わたし
まさお
あたります︒おいの正男ちゃんは︑五つ

りません︒ふたりのまごというのは︑父

とを考えて︑近所の荒れ地を三十アール

からそういうときのことを考えて︑近所

しょに︑同じ屋根の下でくらせるのです

りで︑姉やふたりのまごたちといっしょ

11109110998755331111779511293542298554
園囹
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そのかたの両うでの中に強くだ

45

45

8

5

4

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

いま自分のかた手の上を流れているふし
しぎな冷たいものの名であることを知り
きた一ことが︑私のたましいを目ざめさ

物にはみな名まえのあることがわかった
かったのです︒私の手にふれるあらゆる

分がこわした人形のことを思いだして︑

いだして︑いろりのかたすみに走りよつ

45

10

った
そのかたの両うでの中に強くだきあげら

すと︑先生は︑私の手に︑﹁人形﹂とい

私は︑すぐこの指の遊びがおもしろくな

らず︑ただ︑さるの人まねのように指を

ぎで︑二階から母のところへかけおり︑

だ︑さるの人まねのように指を動かすだ

45

2

る︒ほら︑分家のおじいさんの大すき

家のおじいさんの止すきなじょうるり

しろいさ︒人間のしばいとちがって︑

たし︑おじさんの子どものころ︑よく

﹁︿略﹀︒﹂﹁文面のほかにまだあるんで

じさんの子どものころ︑よくみたもの

てやっぱり人形のしばいですか︒﹂﹁︿

ている︒ジャワのものはとくに有名だ

ところに︑人間の美しさやおもしろさ

も︑生きた人間のほうがうまくやれる

音樂もある︒命のない人形を思うまま

い人間には︑顔の色やくらしかたがど

も︒立面な人形の作りかたを教えてあ

れど︑絵には絵のいいところがあるか

1

顔の作りかた︒

2

指人形の作りかた

材料

G古は

かぶせる︒ω首のところだけのこして

おく︒㊤正方形の↓まいにのりをつけ

とさし指のふとさのつつを作り︑のりで

3手の作りかた︒く Dいた

着

着物の作りかたと手のつけ

4

あける︒︵
のあなの両わきを切りこんで

ほる︒

ω古ぎ

つぎあわせて︑図の形に切る︒これを二

物の作りかたと手のつけかた︒

4

さきをまるめ︑指の線をほる︒

をぬる︒

︑顔をかいたり頭の毛をぬる︒3手

耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で作っ

︵

かぶせる︒㊦首のほうからもかぶせて

いて︑ひとさし指のふとさのつつを作り

一

古ぎれ︒

から

かくより︑写眞のほうがずっと便利な

2
47

がだめでした︒私の目にはなみだがいっ
まりました︒自分のしたことがわかった
その日︑たくさんのことばを覚えました

46

2

5
47

それからいく日かのあいだに︑なんのこ

﹂など︑たくさんのことばをつづること

妹﹂﹁先生﹂などのことばがあったこと

します︒できごとの多かったこの日もく
い返していたときの私ほど幸福な子ども
一というアメリカの女の人が書いた﹁わ
いうアメリカの女の人が書いた﹁わが生
だ﹁わが生がい﹂の一せつを︑日本語に
りません︒ケラーの両親は︑なんとかし
︑すこしでももののわかる子どもに育て

46

4

8
4了

のあいだに︑なんのことともわからない

ど︑すこしばかりの動詞も知りました︒

はそれぞれ名まえのあることを知ったの

バン先生が︑ほかの大きな人形を私のひ

週間もたってからのことでした︒ある日

の大きな人形を私のひざの上において︑

︑こんどは︑二つの人形が同じ名まえで

な人形を私のひざの上において︑﹁人形﹂

は︑くだけた人形のかけらを足さきに感

もうあ教育に経験のあるサリバン先生に
あらあらしいわけのわからないケラーを
︑ふたりがひとりのようになって︑勉強
ら︑︼生をケラーのためにささげました
︒これは︑ケラーのサリバン先生に対す
と︑サリバン先生のケラーを思う愛情と
さん︒とこのまの人形が︑動きだしそ
いただいた童話の本に︑人形が夜中に
一メートル以上のものもあるが︑まる
人がかりで一つの人形を動かすんだ︒

けの人︑足だけの人と︑それぞれ手わ

つ人︑左手だけの人︑足だけの人と︑

46

7
4了

12！0

．＿

がかけらをいろりのかたすみにはきよせ

が︑ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれ
︒ふたりは︑いどの小屋をおおっている

いにひかれて︑庭の小道をおりていきま

ているすいかずらのあまいにおいにひか

たので︑先生は私の手をといの口の下へ

生は私の手をといの口の下へやりました

いるあいだに︑別の手に︑はじめのはゆ

私の手をといの口の下へやりました︒冷

ったままで︑全身の注意を先生の指の動

の注意を先生の指の動きにそそいでいま

全身の注意を先生の指の動きにそそいで

たり鼻がてんぐのようにとびだすこと

園囹底意囹園圓園桑園囹園些些1医】
46
4了
48
48
49

やに呼んで︑一つの人形をくださいまし
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てこようとする心のはたらきといったよ
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4
1

わせて︑図の点線のところをぬう︒の
︵

まいあわせて︑図の点線のところをぬう

、一

40
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都督園務園囹園
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︒の顔は︑着物のすそからさかさにい

く

二

人形のつかいかた

一

ひ

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指と

︵
がる︒

舞台の作りかた

一

ゆじま

つく

かみやま

に向かって︑一つの難題をもちだした︒

れは︑おにが一夜のうちに百だんの石だ

夜のうちに百だんの石だんをきずきあげ

かどって︑九十九の石だんができあがつ
こやま

鳥取の西方約四キロのとこ

とつとり

どりが鳴いて︑東の空が明かるくなった
湖山の池

とり

取の西方約四キロのところに︑まわり十
︑まわり十ニキロの湖がある︒これが湖

かえたが︑三代めの長者は︑先祖のこと

きようは長者の家の田植えだというので

夏︑きょうは長者の家の田植えだという

はじめた︒ある年の夏︑きょうは長者の

めの長者は︑先祖のことを鼻にかけて︑

だというので︑里のおとめたちは︑赤い
か︑なん千アールの田をきょう一日で植
といいつけた︒里の人たちはおどろいた

ろで︑日ははや西の山に傾いて︑くれそ

ないので︑おとめの数をまして︑田植え
︒長者は︑高どのの上からこのありさま

長者は︑日のまるのおおぎをあげて︑し
まねくと︑さすがの太陽も︑まねかれる
ねかれるままに空の中ほどまでもどって
︒それで︑のこりの田植えも無事にすん
事にすんで︑長者の望みはとげられた︒
ぐ

とくしま

つみね

徳島縣の津峯山に︑家具の岩

えたなん千アールのあの美しい田さえな

具の岩屋

だ

こ

おいらせ

おいらせ

奥瀬村に︑ひとりの木こりがいた︒名を

といった︒ある日のこと︑八郎が山でし

い︒そこでまた川の水を飲んだ︒いくら

もうと思って小川の岸にでてみると︑美

くら飲んでものどのかわきがとまらなか

もない︒おおつなのようなたくましい根

く︒のびていく根のさきをさえぎるもの

ともみえない︒根のさきは毛より細い︒

た︒家にはひとりの母がある︒母にその
︒それが十和田湖のおこりだということ

た細い根が︑つなのようにからみあって

おかないと︑なんの役にもたたない︒の

ている︒のこぎりのはは︑いつもやすり

のはは︑いぬの歯のようにとがって︑一

物を切るのこぎりのはは︑小さくてうす

ぱしよう

そ

ら

深川の芭蕉の家の近くに︑

ふかがわ

ばしょう

ぱしよう

そ ら

深川の芭蕉の家の近くに︑玉込と

ふかがわ

深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という

くのでした︒先生の近くにいればこそ︑

えながら︑はい句の話をきくのでした︒

早くきては︑芭蕉のおきないうちに︑い

てあげたい︒．下男のように住みこんであ

しんしゅう

ずでしたが︑芭蕉のことをきいてから︑

た︒曾良は︑信州の人で︑歌がたいそう

ふかがわ

ろげ

雪まろげ

ている︒はたらきのある人は︑はをもつ

が長いし︑製材所のまるいのこぎりも︑

っている︒こびきの大のこははばが廣い

すい︒糸のこは糸のように細く︑ひきま

物を切るのこぎりのはは︑大きくてあっ

ぎりのはは︑いぬの歯のようにとがって

がある︒のこぎりのはは︑いぬの歯のよ

い︒深くて長い根の上に︑みごとな草や

65

となか指を︑そでの中︑いたのうしろが
︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる

三

だして︑つかう人の顔や頭がみえないよ
︑話すときは人形の顔を前後に動かす︒

かす︒

重ねて︑つかう人のかくれるところを作

くす︒ 2 舞台の上には︑紙やいたぎ

た土地はもとよりのこと︑自分の生まれ

よりのこと︑自分の生まれたところは︑

えない暖かい感じのするものである︒な

い山や︑おもむきのある川などがあるた

ではない︒子どものときからききなれた

られたというだけのもののほうが多い︒

というだけのもののほうが多い︒また︑

あるが︑ただ人々のあいだで語り傳えら
︑そういう人たちのなくなるにつれて︑

る︒次にいくつかの例をあげてみよう︒

をしながら︑まえの海で顔をあらうのを
とロつ
していた︒雲仙岳の中ほどにある唐の池

が畑をうったときのくわのあとで︑その
ありあけ

お が

らぜんやわんなどの家具のでることを知
やわんなどの家具のでることを知った︒

うものは︑いり用のときはいつもここへ
わ

ここへきて︑岩屋の入口で頼んだ︒そう
おいらせ

十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひ

十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの

和田湖

65

67

70

うったときのくわのあとで︑そのとき落
あきた

土くれが︑有明海の中にある湯島である

の石だん 秋田縣の男鹿半島に︑神山︑
もとやま
︑
本山という二つの山がある︒どちらも

ぎなことに︑神山のほうには︑昔から九
昔から九十九だんの石だんができている
はない︒昔︑神山のおくにおにが住んで
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6了
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6了
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了0
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了0
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59

の手は︑手さきのほうをいれて︑穴に
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を荒らすので︑村の人たちは困りはて︑
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べりにある船大工の子どもや︑のりをと

い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

りにでるりょうしの子どもたちで︑どれ

どもたちや︑芭蕉の足もとに落ちて︑は

たが︑子どもたちのかけていく方に︑自

たまあられ芭蕉の待ちに待った雪が︑
︑そのうえ︑台所の米入れの大きな入れ

え︑台所の米入れの大きな入れ物もかな
つたり︑大川の波の音がバサリバサリと

さぶったり︑大川の波の音がバサリバサ

その夜は︑すべての音も雪にうずめられ

は心をすませ︑雪の句を考えました︒ト

んとしたしずかさの中に︑芭蕉は心をす

きなれている曾良の声です︒芭蕉はすぐ

れは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめて

職いぬいた両選手のために︑見物人たち

それは︑めいめいの生活や経験が同じで

まれている︒ほかの人がこれと同じ文を

けたこと︑もみじの枝をとってきたこと

っている︒となりの友だちにさそわれて

こまかに︑この文の中にたたみこまれて

ちがいない︒天氣のよかったこと︑山へ

の﹁くりひろい﹂の中に︑さまざまな氣

あらわれるその人の面影ということもで

ことばは︑すこしの力も発きしないから

ねをして︑おうむのようにとなえていた

軽はくにし︑相手の人をいやしめること

いく︒それは自分の生活を軽はくにし︑

つかえば︑ことばの力がうしなわれてい

口さきでいうだけのことになる︒ただ習

そのときそのときの心持があらわれるは

るであろう︒食事のたびごとにいう﹁い

ただとおり一ぺんのあいさっとしていう

ときには︑その場のようすによくあうよ
︑ほんとうに感謝の心持をこめていうと

ないし︑また自分の誠意も通じない︒自

うでないと︑相手の人に満足を與えるこ

きには︑相手の人のいっていることばを

くときには︑相手の人のいっていること

の人のいうことばのわけをよくききわけ

ばでも︑相手の人のいうことばのわけを

ことばでも︑相手の人のいうことばのわ

そのときのまわりのようすや︑ゆきがか

とばは︑そのときのまわりのようすや︑

くだろう︒ふろ場の中で湯をかきまわし

いう︒庭で植え木の手入れをしている父

しばらく︑あらしのようなはく手をおし

86418！1エ0532121211109866321121266522106109

した︒そのひとみの中には︑﹁︿略﹀︒﹂と

少年が︑遠い母國の選手のために︑勝つ
︑遠い母國の選手のために︑勝つことを
と思いました︒火のでるようなはげしい
んしている二少年のことを思っては︑ふ
までも︑あのときのことをわすれること

六月︑七月︑八月の四ヶ月にわたって︑

たって︑十一ヶ國のテニス選手をなぎた
ができたら︑世界のほまれ︑デビスカッ

清水選手は︑最後の決勝職にのぞむこと
ります︒清水選手の相手はチルデン選手
︑アメリカきっての名手です︒身長は一
︑小さな清水選手のおよぶところではあ

も︑この清水選手の試合を見物しようと
物しようと︑方々の國の人々が︑そのコ
ようと︑方々の國の人々が︑そのコート
した︒まつ白い線のひかれたコートには
ボールが︑ネットの上を右に左にと︑ゆ

ました︒スタンドの人たちは︑われるよ

こもった生きもののようになって︑はね

ボールはたましいのこもった生きものの
とびました︒一つのボールを中心にして
︑両選手はとぶ鳥のようにかけまわりま
もやはり清水選手の勝となりました︒あ
が︑まほうつかいのようになって︑響き
めはチルデン選手の勝︑続いて第四回め

ちなおって︑電光のようなボールをうち
めもチルデン選手の勝となりました︒見
︒ところが︑試合のまっさいちゅう︑ど

した︒わずかな点のちがいで︑清水選手

ちのめすぜっこうのチャンスです︒チル
がいで︑清水選手の負けとなりました︒

86
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88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89

十二764園︒﹁先生︑今夜の雪の句はいかがです
十二764園先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒
でした︒なんてんの実が︑赤く︑うさぎ

83

1211

が︑赤く︑うさぎの目らしくいれてあり

た︒曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさ
︑ふたりは子どものようにわらいました

少年 メキシコのテニス選手キンゼー

いよ試合をする日のことでした︒テニス

は日本とメキシコの國旗が美しくひるが

がえって︑きょうの職いを物語っていま

ムをつけて︑練習のためにコートにでま

國人らしい十一二の兄弟にサインを頼ま
︒私は︑その少年の持っていたペンをか

は︑いままで試合のまえにこんなふうに

ねました︒ふたりの少年は︑にっこりと

じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑
十二7911囹

十二7911き
遊ょうのテニスの試合には︑どちらを
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こにことばとしての性質があり︑おもし

い赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒﹁︿

はならない︒前後の続きぐあいをよく考

かる︒それは文字のおかげである︒とこ

これを読んだ人々の心には︑めいめいち

とうきよう

とうきよう

おおもり

おおもり

いう学者が︑東京の大森の貝つかを発見

かを発見してからのことであります︒

者が︑東京の大森の三つかを発見してか

てみましょう︒石の矢の根があります︒

もあります︒しかの角などで作ったつり

根があります︒石のおのもあります︒し

平和を愛した古代の人たちの沓持がよく

ほどあり︑男や女のいろいろなすがたを

す︒赤色のすやきの土人形で︑高さは一

たものです︒赤色のすやきの土人形で︑

わといって古代人のはかからほりだされ

は︑はじめ︑東京のやよい町から発見さ

ています︒この式の土器は︑はじめ︑東

じょうもん式土器のほかに︑やよい埋土

めて作られた日本のお金です︒いまつか
ロスワーズパズルのようにならんだ文字
う名まえは︑屋根のかざりにほうおうが

平等院という建物の中にある名高いほう

びょうどういん

ていますが︑屋根の形や左右にのびたろ
右にのびたろうかのかっこうにも︑ほう
やまと

え

大和絵

絵の中ほどをごらんなさ

ほうおうという鳥の美しいすがたがあら
う︒

ます︒この人たちの着物やかぶりものな

なげたをはいた女の人が︑おともをふた
ものなども︑いまのものとずいぶんちが
えます︒皮ざいくの店らしく︑なにかの
店らしく︑なにかの毛皮がひろげてあり

105

へいあん

へいあん

これは︑平安時代の町の風景で︑大和絵

は︑平安時代の町の風景で︑大和絵でや

かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意

をくわえて︑得意の足かけをしました︒

がさきみだれた秋の野原︒これは︑鳥羽

まりかねた二ひきのうさぎが︑うしろか

ふ

じ

三年生のときに習ったイソッ

ふ じ

ほく

おなじみの富士山の絵です︒こ

浮世絵

これは︑オランダのターヘルアナトミア

にすりあげる人との共同作品なのです︒

いう江戸時代の人のかいたもので︑浮世

斎という江戸時代の人のかいたもので︑

さい

おなじみの富士山の絵です︒この絵は北

うきよ え

のすぐれた工三品の一つで︑古くから外

ります︒黒うるしの中に︑銀や貝が光を
︒まき絵は︑日本のすぐれた工藝品の一

たうえに︑金や銀のこなをまいて︑もよ

ることは︑外達人の心が傳わることで︑

できました︒日本のことばになおしてロ

百五十年ほどまえのことです︒いんさつ

これをキリスト教の宣教師が日本に傳え

ップ物語

します︒室町時代の藝術品です︒ ノーソ

むうまち

お面は︑生きもののように︑いろいろな

お面です︒舞う人のあるきかたや︑身ぶ

たつとも鎌倉時代の作で︑ほりものとし

まもりします︒右の仁王さまをほったの

す︒仁王さまは寺の門に立って︑ほとけ

くにすぐれたものの一つです︒さあ︑う

代にかけての三二の中で︑とくにすぐれ

鎌倉時代にかけての藝術の中で︑とくに

かまくら

ります︒平安時代の終りから鎌倉時代に

がかいた動物絵巻の一場面であります︒
かまくら

と ば

106

1皿5

106

106

10了

食物をいれるためのものですが︑もちろ

土器には︑なわ目のもようがあるので︑

mO

はちや︑いろいろのものがあります︒じ

100

くる︒太郎は︑秋の青い空を赤とんぼが

きょ年のいまごろのことをふと思いだす
100

した古代の人たちの氣持がよくわかるで
︑いまでも︑多くの人々からたっとばれ

101

色を思い︑すすきの野原を心にえがき︑
︒正男は︑きょ年のいまごろのことをふ

うつってきたときのことを思いだす︒だ
︑赤とんぼが自分のまわりをとんでいた

ちがつたことを心の中に思いうかべる︒

しまうと︑読み手の思いでや心持にとか

て︑その人その人の生活や経験によって

とば あなたがたの家に︑写野帳がある

れにはあなたがたのおとうさんや︑おじ
︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

がたの小さいときの皇軍などもあるでし

たり︑あなたがたの小さいときの写眞な

ると︑あなたがたの家の昔からいままで
︑あなたがたの家の昔からいままでのこ

の昔からいままでのことがさまざまに思

の写眞帳は︑なんの写野帳でしょうか︒

あるでしょう︒次の写眞帳は︑なんの写

みたところ︑なんのかわりもない貝です

ら三四千年もまえの貝です︒四年忌のと

の貝です︒四年置のとき習った貝つかの

とき習った貝つかのことを思いだしてく
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ぼりますが︑古代の人は︑はいがい︑は
ように︑古い時代のことがはっきりわか
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トミアという人体のことを旧いりで説明
のころまで︑入間のからだがどうなって

たものです︒表紙の文字は︑﹁かいたい

本によって︑日本の医学は︑はじめてし
いくときは︑いつの時代でもなみなみの

堂 みなさんがたの代表が︑全心からこ

こともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな空

ていうと︑おしべのかふんがめしべにつ

おしべとめしべとの関係についていうと

る︒たとえば︑花のおしべとめしべとの

との原因と結果との関係や︑その間に行

えれば︑ものごとの原因と結果との関係

をおし進め︑種々のことがらの関係を明
︑種々のことがらの関係を明らかにして

たり︑また︑種々の器械をつかって観察

の人として︑自分のつとめをはたしてい

ていく︒一人まえの人として︑自分のつ

くる︒ああ︑季節のこういうのどかなと

めのように︑眞理のように︑白雲をかた

びりとして︑ゆめのように︑眞理のよう

鳴いているからすの声も︑ほんとうにの

遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている

11111111111110101010101010101099999999888777777
4 4 3 3 3 3 12121110 8 8 6 4 1 10 6 6 5 3 3 2 1 9 5 5 6 4 4 3 2 2
っくとか︑からすの鳴き声がわるいから

識が開けず︑科学の進まないところには

一つのことは他のことの原

︑一つのことは他のことの原因であると

のことは他のことの原因であると︑信ず

ある︒原因・結果の関係の簡軍なものは

軍なものは︑普通の知識によって知られ

原因・結果の関係の簡逆なものは︑普通

て︑原因と結果との関係を調べきわめて
︑いたずらに理由のないことを信ずる迷

も︑東の空から西の空に向かって動きま

みます︒月も︑東の空から西の空に向か

がたになると︑西の空にしずみます︒月

になると︑日は東の空からのぼり︑夕が

うになれば︑日本の國は︑今日よりまだ

ような星は︑太陽のまわりを︑大きく輪

や金星・木星などのような星は︑太陽の

同じように︑太陽のまわりをまわってい

んだ︑ポーランドのコペルニクスという

たのは︑十六世紀の中ごろに死んだ︑ポ

じころ︑イタリアのピサに生まれたガリ

林と︑近海の漁場のほかには︑鉱山があ

ばの森林と︑近海の漁場のほかには︑鉱

もみと︑しらかばの森林と︑近海の漁場

マルクは︑みどりの牧場と︑もみと︑し

リレオは︑はく害のため︑考えをかえて

︑やむを得ず自分の説はあやまりであっ

しかし︑そのころの教会のぼうさんたち
︑そのころの教会のぼうさんたちは︑天

一年に一回︑太陽のまわりをまわります
︑春・夏・秋・冬のあるわけも︑すつか

ながら︑だえん形のきまった輪をえがい

果︑コペルニクスのいったとおり︑天は

といいますが一の空にえがく道は︑だ

をまわっている星の一つだ︑ということ

12

時代でもなみなみのどりよくでなしとげ

ふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

細い小枝のあみ目の先にも︑はやふっく

によって︑その人の性質や運命をきめた

とかいい︑名まえの字画を数えて︑運が
へこして︑つこうのよくなった人もある
ある︒同じ名まえの人も世の中には多い
どには︑この考えのまったくあてはまら

名まえを書かぬ國の人々などには︑この
毎年︑約二百万人目人が生まれるが︑こ
まれるが︑これらの人がみな同じ性質を
迷信という︒一つのことと他のこととの
︒一つのことと他のこととの間に︑すこ
ことと他のこととの間に︑すこしのつな
との間に︑すこしのつながりもなく︑原
もないのに︑

く︑原因と結果との関係もないのに︑一

333253775441186111110889988521066644
12

くために︒こんどの新しい憲法は︑この

このかれ木のままの︑高いけやきのこず

いる︑子どもたちのむれのように︒その
子どもたちのむれのように︒その︑まだ
ぬ︑小さな木のめのむれは︑おたがいに

まらぬ︑小さな木のめのむれは︑おたが
きあつて︑ことばのないかれらのことば
とばのないかれらのことばで︑なにごと
ちかかる木もれ日のしま目もようにもち
さい水には︑あしのめがすくすくと︑す
にも︑春は︑希望の帰ってくるとき︒新
また︑楽しい船出のほぬのを︑高くかか
って來て︑私たちの頭上にとびかい︑歌
いして︑かげろうのたいまつをたいて︑
︑そのさかんな春のきざしは︑よもにあ

目に見えぬかすみのようにたなびいてい
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11

11
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12

12
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13

ば これで︑日本の面影を写した写眞帳

まの︑高いけやきのこずえの方を︒その

こうして︑みんなの歩調がそろったとき
︑まだこのかれ木のままの︑高いけやき

いけやきのこずえの方を︒そのこずえの

方を︒そのこずえの︑細い︑細い小枝の
︑細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑は
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

どの本國と︑三つの島からなっている︑

く︑わが九州ほどの本降と︑三つの島か

十三219

十三219

十三218

十三217

えてみると︑両型のもみは︑たがいにな

ルウェー産のもみの間に植えてみると︑

れをノルウェー産のもみの間に植えてみ

のは︑アルプス産の小もみを移植してみ

きゅうしゅう

た︑アンデルセンの生まれた國でありま

ぎばなしを︑世界の子どもたちにおくっ

であります︒世界の樂園といわれるこの
十三2112

十三2111

十三2111

ました︒ダルガスの希望であり︑デンマ

年ごとに︑みどりの野が廣がりました︒

た︒ユートランドのあれ野には︑年ごと

あり︑デンマルクの希望であるこの植林

インという︑作物のよくできる二州をと
十三221

十三2112

を求めるダルガスの熱望は︑実現されま

が︑ユートランドのあれ地から建築用三

ています︒みどりの野はできたが︑ユー

マルクの國運回復の意氣は︑年々高まつ

こで︑デンマルクの國運回復の意氣は︑

ルクの愛野者たちの心をくだいた︑もつ

れが︑デンマルクの愛國者たちの心をく
十三22一

十三223

十三223

はけずられ︑國民の意外はしずみ︑その

きにうちかっことのできる國民だけが︑

十三224

した︒アルプス産の小もみを植えたので
ました︒ダルガスの長男︑フレデリック

ます︒デンマルクの農夫たちは︑﹁︿略﹀

・ダルガスは︑父の質を受けて︑植物の

いから︑ダルガスの植林以前は︑ユート

︑そのほかわずかのものにすぎませんで

た︒ユートランドのあれ地は︑大もみの

成功してから以後の農業は︑すっかりか
︑北ヨーロッパ産の農作物で︑できない

あれ地は︑大もみの林がしげったために

せ︑ついに︑今日のような平和國家をう

は一本のトンネルのようになって︑どこ

やりとした土べいの日かげを選び︑風の

りの少いホートンの上場に︑子どもたち

は冬で︑風あたりの少いホートンの退場

なつかしい思い出の天地である︒冬は冬

っては︑かけがえのない︑早しい遊び場

する︒一見︑なんのかわったところもな

なぎや︑ねむのきの枝などが︑ずっとの
︑ホートンは一本のトンネルのようにな

の両がわの土べいの上から︑えんじゅや

もない道の両がわの導べいの上から︑え

まり廣くもない道の両がわの調べいの上

ことである︒どこの家も︑高い土べいを

というのは︑小路のことである︒どこの

トンが︑あみの目のように通じている︒

ペキンの町には︑ホートンが

トン風景

世職のために意氣のおとろえた國民は︑
︑あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き

わりました︒敗戦のために意氣のおとろ

ガスの研究と実行の結果として︑すつか

しいは︑ダルガスの研究と実行の結果と

た︒デンマルク人のたましいは︑ダルか

まれました︒土地のねだんがあがって︑
︒それは︑全國民のたましいでした︒デ

らに︑北海岸特有の砂丘を︑海岸近くで
︑そのうえ︑大水の害がのぞかれたので

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

26

國民でしょう︒國のおこるかほろびるか

る國民だけが︑國の建てなおしという大

十三225
十三2210

十三227

ちあがったひとりの軍人がありました︒

十三2210

その胸に國運回復の計画をたて︑その顔

きに︑よく︑外土の地質や地味を研究し

︒わかいダルガスの意見を︑実際にため

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

さまでは︑大もみの生長をうながす力を

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが

十三236

という︑植物学上の事実が︑ダルガス親

十三2211

十三237

で︑ユートランドのあれ地には︑おいし

は︑のこった土地の大部分をしめるユー

ドは︑デンマルクの半分以上もあって︑

十三239

おいしげったもみの林が見られるように

が︑かれは︑もみの生長について︑恥き

の一以上が︑作物のできない土地であり

十三2310

十三2211

めるユートランドのあれ地と戦い︑これ
︑とおりいっぺんの空想家ではありませ

るのが︑ダルガスのゆめであります︒こ

十三2311

一︑ユートランドの氣候が︑そのよい感

た︒ダルガス親子の発見と努力によって

ために︑ダルガスのとるべき手だては︑

十三2312

十三241
十三243

した︒しげった木のない土地は︑熱しや
ら︑ユートランドのあれ地にも育つだう

は︑ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜

十三242
してみると︑もみの木ははえるが︑数年

十三243

iトランドの農夫のつくった農作物は︑

ろ︑ユートランドの農夫のつくった農作
十三245

十三245
しかし︑ダルガスの誠実は︑これがため

た︒ユートランドのあれ地は︑もはや︑

ルウェi産のもみの木でありました︒こ

は︑ノルウェー産のもみの木でありまし

水をそそぎ︑平野の雑草をかりとり︑じ

た︒ユートランドの平野には︑八百年号

までも︑大もみのそばにならべておく

18

十三232囹

19
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26

26

26

26

26

26

27

2了

2了

2了

27

2了

2了

2了

2了
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ーストリアニ國との職いに敗れ︑賠償と
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

日かげを選び︑風の通り場で遊んでいる

しらえたり︑遠くの方からひびいてくる

して來る鳴りものの音がおもしろい︒床
︒床屋が通る︒客のこしかける赤いいす

は︑大きな毛ぬきのようなものを持ち︑

そこでは︑どこかの子どもが︑もう︑頭
︒でんでんだいこのような︑ブリキのつ

のような︑ブリキのつづみを鳴らしてや

黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ

かついでいる︒前の荷の上に︑小さなど

いでいる︒前の荷の上に︑小さなどらを
ぢゆうごく

うし︑同じ大きさのどらでも︑そのうち

とかいった︑中伝のむかしものがたりを

とんでもないべつのことを演じたりする

を聞くのは︑ゆめの中の声のように思わ

くのは︑ゆめの中の声のように思われる

は︑ゆめの中の声のように思われる︒干

ろうと︑トンネルのようなホートンには
︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒水に干

てる︒だから︑車の動いている間︑たえ

リ﹂がひびく︒夏の日には︑この音がす

持をおこさせ︑冬の日には︑いかにもさ

をおこさせる︒夜のホートンはまつ暗な

いたで美しく︑星の夜であれば︑またさ

に︑なんきんだまのような星がばらまか

きには︑ホートンの馬場などに︑かげ干

場などに︑かげ絵の舞台をこしらえて︑

ただ美しいかざりのような氣持で︑れん

わかり︑その文字の意味がわかってくる

きざまれる︒文字の國といわれるのも︑

れるのも︑いわれのないことではない︒

い︒正月には︑門のとびらに︑まっかな

んで労ると︑ふえの音がおのずから和音

らに︑まっかな紙の春れんがはりつけら

み︑それこそ天上の音響である︒中庭の

詳解である︒中庭のあんずがさいて︑花

ろである︒やなぎのわたが︑どこからと

たわたが︑土べいのかたすみにたまる︒

よめ行列のラッパの音が︑どこかでひび

行く︒花よめ行列のラッパの音が︑どこ

ちは︑またそちらの方へ走って行く︒

郎ところ三郎のうちの一室右がわ

さぶろう

三郎のうちの一室右がわのかべ
ちの一室右がわのかべに︑電話がとり

ころ

手につくえ︒電話のベルが鳴る︒だれも
え︑一ど︑三年のときだったか︑遠足

とう⁝⁝こんどの日曜ね︒ ︵わらって
お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝だ
はい⁝⁝二番めのひきだしの⁝⁝上⁝

⁝⁝マンシュウの眞ちゃんが︑帰って
辛めのひきだしの⁝⁝上⁝⁝はい︒︵

つくえの方へ走りよって︑ひ

⁝はい︒︵つくえの方をちらちら見る︒

⁝⁝はい︒︵電話のかかるのを待ってい

手に持ったさっきの手紙をくり返して読
ってね︒四十日の旅じゃっかれただう
って︑いまどこの家でも二けんぶんも
︑三げんぶんもの人が︑寝とまりして
るんだよ︒ぼくの学用品を︑ぼくひと

42

42

42

42

42

43

43

43

44

44

44

44

44

んがね︑こんどの日曜︑きみをお客さ

⁝⁝マンシュウの子どもが︒しんせつ

そのマンシュウの子どもに︑お礼の手

いよ︒せっかくの記念品だから︑とつ

子どもに︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝

より︑早くきみの顔が見たいよ︒きょ

読みながら︑舞台のまん中に出て以る︒

たなあ⁝⁝﹂三郎の声が終るころ︑しず

ばらくして︑うらの方で︑もの音がする

しばいは︑か

らず︑ふたり以上の会話から組みたてら

ばい﹂をするための注意

なる人が︑見物人の目につかないだけで

うでしょう︒電話のはじめの人は︑三郎

の人は︑三郎くんのおばさん︑それから

う︒電話のはじめの人は︑三郎くんのお

ころが︑この四人の声は︑見ている人に

こに︑このしばいのむずかしさがありま

ります︒一二郎くんのことばの間に︑あい

したりして︑電話の話らしくしなければ

れていないあいてのことばを考えて︑そ

それから三郎くんのことばをいい︑そう

チューリ

はちの羽音が︑チューリッ

に消える︒そよ風の中にひっそりと︑客

が︑チューリップの花に消える︒そよ風

ューリップ

く︒ああ︑ヨットのようだ︒

ありが︑ちょうの羽をひいて行く︒あ

けないように︑顔の表情がよく見えるよ

うして︑三郎くんのことばだけで︑すつ

りません︒あいてのいうことを聞いて︑

三郎くんのことばの間に︑あいてがなに

そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四

ている人は︑四人の人と話をしているわ

44

44

45

44

45

45

45

45

45

45

45

45

45

46

46

4了

4了

かげ絵は︑子どもの心をひきつけてやま
けてやまない︒夜のふけるのも知らない
でたい文句や︑詩の一節であるが︑みな
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り︑土でおだんごのようなものをこしら
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十三477 や︒ しか 午前の森に︑しかがすわっ
十三569園

十三567園

十三567囹
れ︑早くから絵のけいこをして︑たい

レンスという町の絵画館にかざってあ

いま︑イタリアのフロレンスという町

十三483 り︑﹁ます﹂小屋のランプが︑きゅうに

十三482 きり山の湖水のほとり︑﹁ます﹂小
十三5611園

十三5611園

十三5611囹

ルは︑マドンナの像をかくことが得意

た︑美術の中心のフロレンスで︑研究

っていた︑美術の中心のフロレンスで

だのという天才の集まっていた︑美術

山の湖水のほとり︑﹁ま

十三492 らいの歌 みどりの森が︑喜びの声でわ
十三573園

ンナ﹄は︑おけのそこにかいたという

きり

十三492 どりの森が︑喜びの声でわらい︑波だつ
十三574園

とに︒

十三478 のせなかにその角のかげ︒あぶが一びき

十三494 でが︑わたしたちのゆかいなじょうだん
十三5710園

十三577

十三482

十三495 でわらい︑みどりの丘が︑その声でわら

十三518 とおどる わたしの心は︑にじを見ると

十三512 て湿るよ︒母うしのそばに立ってるんだ

十三506 う︒ 牧場 牧場の泉を︑そうじに行っ

十三502 らべると︑その木のかげで︑きれいな鳥

十三501 らんぼと︑くるみのごちそうをならべる

十三595

十三594

十三592園

十三592園

十三5810園

十三589囹

っていると︑老人のぼうさんらしい人が

＞︒﹂それは︑せいの高いマリアがキリス

十三581園もよくない︒色のあるのは︑その点は

も︑おかあさんの喜びという心持が︑

ありとその絵を目の前に見るようなよう

十三497 すが︑心しい景色の中でわらう︒メアリ

十三524 おさな子はおとなの父だ︒それで︑わた

絵で︑﹃シストのマドンナ﹄といわれ

は︑ドレスデンの美術館にある絵で︑

かいたマドンナのかわったのを見せて

て︑ラファエルのかいたマドンナのか

十三526 望ましい︑わたしの日々が︑自然をした

くて︑キリストのおかあさんという感
たとき︑この絵の前には︑

ていうか︑ただのおかあさんではなく
十三5911園

の前には︑一台の長いすがおいてあっ

十三597囹
十三5911囹

あったが︑見物の人が︑かわりばんこ

十三597囹

十三533 た︒絵は︑はがきの上の方に︑まるく原

十三5912園

一まいの

十三533 絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

十三606

ある画像 もとの先生から︑

十三535 いていて︑その右の方に︑もうひとりの

十三607園

十三532 先生から︑一まいの絵はがきをいただき

十三535 方に︑もうひとりの子どもがよりかかっ

十三6011囹ミケランジェロのかいた︑てんじょう

十三532

十三537 る絵です︒その下の白いところに︑先生

﹁あれも︑西洋の名画でしょう︒ぼく

かっている一まいの絵を見ました︒明盲

一台の長い

十三537 いところに︑先生の手で︑こう書いてあ

十三556 といって︑ 一まいの絵をひきだしからだ

十三547 となりのおじさんのところへ行きました

十三547 すぐに︑おとなりのおじさんのところへ

十三5310團 エルという画家のかいたもので︑﹃い

十四42

文学者で︑その名のわが國に知られてい

おかあさん

十三613園

十三612誓うまさは︑普通の人にもわかるだろう

十三612園

十三611園

も︑ラファエルのうまさは︑普通の三

と︑ラファエルのほうがうまいかもし

十三5310團 前に︑イタリアのラファエルという画 十三6012囹 ︑てんじょう画の一部だ︒くらべてみ

十三562 ︑その着物やはだの色の美しいのにおど

十四42

世界の名高い文学者で︑そ

も︑二十二か三のわかさで︑せんぽい

十三562 の着物やはだの色の美しいのにおどろか

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
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れども︑フランスのルイ・フィリップの

をこえて︑私たちの胸にまでせまってく

老いた母を思う子の眞情は︑遠く海をこ

送ったつぎの手紙の中にもよくうかがわ

た母へ送ったつぎの手紙の中にもよくう

一に出て︑市役所のガス係という職につ

た直後︑文学修業のためにパリーに出て

うしたフィリップの園山さ︑誠実さ︑そ

な心は︑まずしさのために︑すこしもゆ

かし︑フィリップのすなおな心は︑まず

となめていたからのことでした︒しかし

ころから︑人の世の苦しみをいろいろと

ないころから︑人の世の苦しみをいろい

まずしい木ぐつしの子に生まれ︑おさな

ランスの小さな町のまずしい木ぐつしの

身︑中部フランスの小さな町のまずしい

はいない強い眞実の力が︑こもっている

かし︑私たち自身の生活を思わずふり返

かに︑私たちを心のそこから動かし︑私

フィリップの作品の中には︑たしかに︑

から︑フィリップの作品の中には︑たし

す︒そうして︑心の正しい人々の苦しみ
︑心の正しい人々の苦しみを︑自分もと

って︑人間としての心のとうとさをみつ
︑人間としての心のとうとさをみつけだ

ふしあわせなものの中に︑かえって︑人

てくるとうとい光のためなのです︒ブイ

っている大きな愛の氣持︑そこからさし

フィリップの作品の中にみなぎっている

れは︑フィリップの作品の中にみなぎっ

をもって︑私たちの心をうつのです︒な

ルイ・フィリップの名は︑すこしちがっ

221111111088777665322111010998766654亘

の一の
398

たがたおふたりの写藁は︑いま︑この

日

十四2511

十四2510

けではなく︑外國の学問などが傳わって

︒それから︑外國のことばがはいってき

十四258 られる︒﹁ことばのおたんじょう﹂など

あさん︑あなたのことを思うとき︑﹁︿

す︒おとうさんのお写眞は︑ほんとう

十四2611

十四268

十四277園

十四275囹などというときの漢語は︑たいてい大

十四155国す︒おかあさんのおやさしさこそ︑私 十四272 本といちばん関係のふかかった大陸から

︒また︑図画工作の時間によくいう︑デ

ろう︒また︑音戸の時間によくつかう︑

十四147国

十四143團

おかあさんのことを思っています 十四255 とは︑あたりまえのことだが︑なかなか

たくさんの外國のことばが︑日本語に

十四1310團

十四1310團

つくえの上︑私の前においてあります

いているつくえの上︑私の前において

十四247園

十四1311團

十四1311團

たを思うすべての心をかたむけて︑さ

十四67團も︑おかあさんのことを考えないでは
十四71国 た︒子どもたちのことをお考えになつ
十四79国 は︑おとうさんのために︑心からの思
十四79團 ために︑心からの思い出をまもること

十四1411国園としては︑力のかぎりおかあさんを 十四2612 うことばも︑西洋の油絵がはいってきた

十四137團

＋四711團う︒おとうさんのこ一生は︑私たちに
十四711国私たちにとっての手本になってくれる
＋四712團う︒おとうさんのお写眞を︑私は︑い
＋四712團は︑いつも自分のそばのつくえの上に

が︑おかあさんのおすきなようになさ

す︒おとうさんのおはかについては︑

︑もともとからの日本語のように思わ

十四158團

十四157国

十四161国

は︑おかあさんのおすがたが︑目に見

たものがご入用のときは︑こえんりょ

私もおかあさんのことを思っていると

して︑せめてものおなぐさめにしたい

十四2910

十四299 せん︒日本は景色のよい國で︑花がたえ

十四298 す︒ですから︑星のおとぎ話は︑日本に

十四293 しまってあるもののように聞えるかもし

十四2710

國からきたことばの中で︑西洋からきた

十四166国

うなら︒あなたのルイ

十四303 だとしても︑自分の身近なものしか見な

十四302にそれがほんとうのことだとしても︑自

十四1511國あいしに行く日のくるまで︑いままで 十四278園 とからの日本語のように思われてきた

十四174團

しゃつた︒みんなの話をお聞きになって

十四309 しょうか︒むかしのことはしばらくおき

十四81国 つも自分のそばのつくえの上におきま
十四81團 のそばのつくえの上におきます︒一生
十四81團 おきます︒ 一生の間︑いくたびとなく
十四82団く︑おとうさんのおことばを思いだす
十四87團 てもなれることのできないことがある

十四179国

︑先生は︑私たちのっかっていることば

れでは︑これらのことばは︑もとはど

十四316 がたは︑これからの日本にとってだいじ

十四315 では︑とても世界の中にはたっていけま

十四311 の國ででもあるかのように考えて︑世界

十四227園︑もとは︑外國のことばさ︒それが長 十四311 ︑日本だけが特別の國ででもあるかのよ

十四1612團

十四1912

かっていることばの中で︑外國からはい

は︑もとはどこの國のことばだったの

十四318 です︒あなたがたの考えひとつで︑日本

き︑これからの人の心がまえは︑大きく

十四232囹

もとはどこの國のことばだったのだろ

十四319 です︒あなたがたのものを見る目︑もの

＋四811国もわすれることのできないのは︑わか
＋四812團をだしてしごとのことをお考えになる

十四204

十四3010

十四3010くおき︑これからの人の心がまえは︑大

いたために︑天上の花を見ようとはしな

十四205

いいながら︑先生のお書きになる文字に

︒そうして︑つぎのようなことばはその

十四232園

ではなく︑ほかの國からも︑いろいろ

外為から

十四216

十四207

十四911團れる子どもたちのことを思って︑安ら

十四232園

にあげたことばの中でも︑クレヨン︑

ニ

＋四910團みちさけることのできなかったことに

十四91團す︒おかあさんの生活や︑私たちの生
十四91国生活や︑私たちの生活のことをお考え
十四91團 ︑私たちの生活のことをお考えになつ
十四96團 ったら︑あなたのルイは︑たいへんか
十四97国 せん︒かなしみのために︑おからだを
十四98團うあっても考えのたりないことです︒

えずおかあさんのことを思っているの
十四1011国

十四239囹

十四238圏

十四128国す︒その友だちの母親は︑このランプ

十四244

十四243

は︑﹁︿略﹀︒﹂先生のお話を聞いているう

十四242園

んなにたくさんの外國のことばが︑日

こんなにたくさんのことばが︑いろいろ

いる︒そのほかのことばは︑みんな英

十四335 が系といわれる星の大きな集まりの一部

十四332 ます︒この一むれの星を︑ふつう太陽系

十四323 しれません︒天上の星とあなたがたとは

十四112国うなら︒あなたのルイから パリー︑
十四118團さい︒きはつ油のさしかたは︑ご自分
十四125團す︒これは︑私の友だちで︑母親が十
十四125團のかた︑この式のランプをつかってい
十四131国に小さなめもりのようなものがついて

十四247園

︑地球や金星などのわく星が︑太陽を中

十四133團それは︑コップの上からコーヒーこし

十四3212

十四135團す︒おかあさんのことを思っておりま
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＋四4610
なって︑自分が水の中にひたっているこ

十四385

十四339 あるたくさんの星のむれなのです︒それ
十四394園

の人はるか遠くの方を指さして︑﹁︿略

人﹁わたしたちの︑悪しい朝がくる︒

みんな﹁みんなの朝がくる︒﹂一の人﹁

十四481暗い夜︑こんな海のまん中で︑よくあん

十四479に︑こんなきけんのせまった中で︑なん

十四476人は︑しょうとつのときにあわてふため

みんな﹁夜明けの足音︑しずかな夜明 十四476しょう︒たいていの人は︑しょうとつの

十四469 い︑しみじみと歌のありがたさを味わっ

十四388園

二の人そのままのかっこうで︑﹁︿略﹀

十四335 星の大きな集まりの一部分にしかすぎな
十四3810囹

﹀︒﹂二の人﹁東の空が明かるくなって

十四339 わにあるたくさんの星のむれなのです︒

十四338 まいている天の川の内がわにあるたくさ

十四3311 んが系全体が︑星の世界の全部かという 十四395園

十四344 ンシュタイン博士の話によると︑うちゆ
十四408囹

人﹁新しい世界のおとずれ︒﹂四の人﹁

人﹁わたしたちの朝だ︒﹂三の人﹁新し

十四407園︒﹂一の人﹁日本の朝︒﹂二の人﹁わたし

十四401園︒﹂五の人﹁喜びの光︒﹂四の人﹁きれい

十四4811いました︒助け船のくるのを待つ間︑ほ

十四488 いるのは︑その中のひとりでした︒まだ

十四487るたに︑なん人かの婦人がつかまって︑

十四487たものらしい一本の大きなまるたに︑な

十四3911園︒﹂三の人﹁希望の光︒﹂五の人﹁喜びの 十四485した︒かれは︑歌の声をたよりに︑その

十四345 ︑けっしてはてしのないものではありま
十四409囹

十四4811のを待つ間︑ほかの婦人たちが力をおと

十四399

十四346 ありません︒博士の計算では︑うちゅう

かわかしい世紀のひびき︒﹂五の人﹁平

十四498んくらい︑この歌の心を生かした人は撃

十四3311 全体が︑星の世界の全部かというと︑な

十四346 算では︑うちゅうのさしわたしは︑およ
十四4010囹

人﹁平和と自由の光がさしてくる︒﹂

十四341 ないほど大きな星の世界が︑なおいくつ

十四348 ますか︒光が一方のはしから︑向こうの

十四4011園

十四3512 ていると︑はてしのない︑遠い世界にひ

十四3511 う︒じいっと大空の星をながめていると

十四359 なさい︑あの天上の星を︒まあ︑なんと

十四357 れを思えば︑人間の力というものは︑う

十四355 したり︑うちゅうの大きさを計算したり

十四355 さな人間が︑引力の法則を発見したり︑

十四353 アにもおとるほどの小さなものでしょう

十四453

十四452

十四452

十四452

十四451

十四4410

ショナル保瞼会社の社員︑フランク・マ

千九百二十年十月の︑ある月のない夜の

十四441圃

︑ある月のない夜のことです︒乗ってい

十四3412 がって︑その地球の上に住んでいる人間 十四434圃

乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人

十四442圃

一人︑船客十四人のゆくえがわからなく

年十月の︑ある月のない夜のことです︒

十四4410

だされて︑黒い波の間をおよいでいまし

スコットランドの西岸のおきあいで︑

しんでいる他人のためにも︒そうして

てくれる︒他人のためにもことばをも

な調子で︒日々の苦労に︑よし心配が

十四518 いだしたのは︑根のしるしをつけた老人

十四502 ︑やがて︑一そうのボートが︑やみをぬ
十四505さんも︑そのほかの婦人たちも︑みんな
十四506 ことは︑あくる日の新聞に出たマッケン
十四506に出たマッケンナの話で︑あきらかにな
十四508 ったおじょうさんの名まえがわかりませ
十四509 いまも︑われわれの耳にひびいてくるよ
十四512 つりの夜 ある家の︑かぼちゃのとりい
十四512る家の︑かぼちゃのとりいれまつりの晩
十四512 のとりいれまつりの晩のことでした︒﹁︿
十四512りいれまつりの晩のことでした︒﹁︿略﹀
十四516園
かぼちゃはだれのものか︒﹄という伺

＋四4912て︑おじょうさんの歌をたよりに︑マッ

十四348 はしから︑向こうのはしまでとどくのに

十四418囹

十四361 す︒まことに︑星の光は︑声のないこと

十四454

人﹁わたしたちの前に︑朝がきた︒﹂

十四349 年も︑かかるほどの廣さなのです︒この

十四361 に︑星の光は︑声のないことばです︒こ

十四455

ットランドの西岸のおきあいで︑ローマ

十四364 れた人たちは︑星の光の中からふかい思

十四523園
それでは︑ 座長の根さんのご指名で︑
十四523園 ︑座長の根さんのご指名で︑私から申

十四362 とばです︒ことばのない詩です︒教えを

りました︒すべてのものが︑ことごとく
まったように︑死のしずけさがあたりに

十四4510

すると︑そのきみのわるいしずけさの中 十四524園のかぼちゃは私のものです︒私の花が

十四459

のわるいしずけさの中から︑とつぜん︑

十四369 あったとき︑物理の時間に︑先生から︑

十四4511

十四4510

十四364 人たちは︑星の光の中からふかい思想を
十四372 たは︑いま︑日々の生活にもつらい思い

ました︒それは女の声で︑しかも︑調子 十四526圓や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあり

十四529尊めて︑かぼちゃの実がつくのです︒こ

十四525園のものです︒私の花がさかなかったら

十四379 たら︑どうか天上の星を見あげてくださ

十四462

十四4512

︒まるで︑大ぜいの詫言を前にして︑客

十四384園聞える︑夜明けの音樂が聞える︒﹂二

十四383 みんなコの入﹂の見ている方を遠く見

の一の
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も︑それは︑花の一部であるめしべの
十四5211園
十四5711囹︺ちゃは熱帯地方のものです︒それがこ

十四578囹

＋四6312
くとう明なガス体の蒸氣が︑しずくにな

いまいった︑ちりのようなものばかりが

と大きくて︑うずの高さも︑四キロとか

す︒そういう地方のまわりに︑わりあい
︒これは︑茶わんのばあいにくらべると

の一地方が︑日光のために︑特別にあた

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

ずです︒陸地の上のどこかの一地方が︑

なうずです︒陸地の上のどこかの一地方

さきでおこるうずのようなもので︑もつ
︒それは︑らい雨のときに︑空中におこ

でしょう︒茶わんの上や︑庭さきでおこ

ルもある︑高い柱の形になり︑たいへん

ちょうどだつまきのようなものになって

えんの下やかきねのすきまから︑つめた

雨でも降って︑土のしめっているところ

ます︒春さきなどの︑ぽかぽかあたたか

と大きなのが︑庭の上などにできること

と︑もう︑茶わんのすぐ上から大きなう

茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑

まいます︒茶わんの湯げなどのばあいだ

らして︑いくつものうずになり︑それが

ころからいくらかの高さまでは︑まつす

なんでも︑けむりの出るところがらいく

のです︒せんこうのけむりでもなんでも

きには︑いろいろのうずができます︒こ

ますが︑おおよそのけんとうは︑わかる

は︑まわりの空氣の温度によってもちが

わいわけです︒湯の温度を計る寒暖計が
︑これは︑まわりの空氣の温度によって

が高くて︑まわりの空氣にくらべてずつ

い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑まわ

きったへやで︑人の動きまわらないとき
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たがたは︑自分のことしか考えないよ

部であるめしべの根もとが︑大きくふ
十四5211園

ゆうに︑あの雨のおかげで︑かれるの

は水です︒いまのお話の養分だって︑

根さんは︑養分のことをいっていらっ

十四581園

十四591圏

れても︑この土のことは︑かたときも

たのです︒ほかのことはわすれても︑

十四5810園

くふくれただけのものです︒だから︑
＋四5212園

十四597園

す︒いまのお話の養分だって︑水にと

十四598囹

は︑みんなぼくのものだといってもい

十四5810園

十四531囹れは︑私たち花のものだということは
十四533略﹀︒﹂葉は︑元氣のいい青年でした︒﹁︿
十四534園じょうずに自分のことを主張なさいま
十四536園してそのめしべの根もとがふくれて︑
十四538園いつも日あたりのいいところに出て︑
十四602園

は︑そんなよくのふかい︑身がってな

です︒第一に︑湯の表面からは︑白い湯
＋四6210

れだけでは︑なんのおもしろみもなく︑
十四624
だんに︑いろいろのこまかいことが目に
十四626
十四626
につき︑さまざまのうたがいがおこって
です︒ただ一ぽいのこの湯でも︑自然の
十四627
十四628この湯でも︑自然の現象を観察し︑研究
し︑研究することのすきな人には︑なか
十四628

いって︑みんなのものです︒しかし︑

十四615圓ぼちゃは︑だれのものとも︑簡軍には

十四604園

かわききった夏のさいちゅうに︑あの

まったたくさんのかぼちゃの花を見て
＋四5312園

十四616園

十四5812園

十四541囹さんのかぼちゃの花を見ています︒あ
十四541園あれは︑私たちの養分をこしらえる力
十四543囹ちゃは︑全部私のものだと思います︒
十四547園︑葉さんは養分のことをおっしゃいま
十四548囹は︑大部分︑根の私が︑土の中から吸
十四548囹︑根の私が︑土の中から吸いとって︑
十四549囹です︒みなさんのように︑明かるい地
に︑明かるい地の上でくらしているか
＋四5410囹
るかたには︑土の中のことはわからな
＋四5410園
たには︑土の中のことはわからないで
＋四5410園

十四555園かぼちゃは︑私のものだと思います︒
十四559 ﹂﹁︿略﹀︒﹂おとなのつるは︑しずかにい
十四561園さんや︑根さんのような︑特別なはた

十四641にか︑そのしずくのしんになるものがあ

十四633茶わんをえんがわの日なたへ持ちだして
十四635て見ると︑しずくのつぶの大きいのが︑
十四635と︑しずくのつぶの大きいのが︑ちらち
十四637して見ると︑湯げの中に︑にじのような
十四637湯げの中に︑にじのような︑赤や青の色
十四637 のような︑赤や青の色がついています︒

らんなさい︑私のこの足を︑手を︒こ
十四5611園

十四565園っぱなかぼちやの実にはなりません︒
十四566園葉さんでも︑日のあたるところや︑高
十四568園す︒もし︑つるの私がとちゅうで切れ

十四644いうことが︑学者の研究でわかってきま

十四562園てくださった地の中の水や養分でも︑
十四562園ださった地の中の水や養分でも︑葉さ
十四563囹んが︑それを日の光にあてたり︑空玉

十四572園ちゃは︑全部私のものだと思います︒

十四645でも見えないほどの︑たいへんこまかい
十四645 へんこまかいちりのようなものです︒空

＋四6310また︑いっかべつのときにしましょう︒

それは︑頭のぼうしで︑日︑水︑
十四574 ます︒

十四576園はは︑いま︑戸の外で聞いていると︑
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よっては︑茶わんの湯と︑こうしたらい
︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほど

もみんな︑茶わんの湯にくらべるのはむ

く︑だいぶようすのちがったのもありま

は︑まったく関係のないようなことがら

ことがらが︑原理のうえからは︑おたが

であるという一つの例に︑らい雨をあげ

みたのです︒湯げのお話はこのくらいに

て︑こんどは︑湯のほうを見ることにし

光をあて︑茶わんのそこをよく見てこら
︑不規則なもようのようになって︑ゆる

これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

おり︑そのまわりの︑わりあいに熱い早
りあいに熱い表面の水が︑そのあとへ向
それが︑おりた水のあとへとどくじぶん

なふうにして︑湯の表面には︑水のおり

湯の表面には︑水のおりているところと
︒したがって︑湯の︑中までも熱いとこ
つめたいところとのさかいで︑光が曲が
になって︑茶わんのそこを照らします︒

見えるのです︒日のあたっているかべや
のときできる氣流のむらが︑光をおり曲
には︑熱い茶わんの湯の表面を︑日光に
︑熱い茶わんの湯の表面を︑日光にすか

のおもてに︑にじの色のついた︑きりの

かして見ると︑湯のおもてに︑にじの色
もてに︑にじの色のついた︑きりのよう

色のついた︑きりのようなものがひと皮
︑ちょうどさけめのようにたて横にやぶ
かし︑それも︑前の温度のむらとなにか
それも︑前の温度のむらとなにか関係が
熱さとつめたさとのむらが︑どうなるか
は︑ただ︑茶わんのときだけの問題では
茶わんのときだけの問題ではなく︑たと
なると︑いろいろの実用上の問題とえん

たとえば︑湖や海の水が︑冬になって︑

ってきます︒地面の空身が︑日光のため

いろいろの実用上の問題とえんがつなが
面の空氣が︑日光のためにあたためられ
られてできるときのむらは︑飛行家にと
とえば︑森と畑とのさかいのようなとこ
森と畑とのさかいのようなところですと

ます︒それで︑畑の上からとんできて︑

らとんできて︑森の上へかかると︑飛行

機は︑しぜんと下の方へおしおろされる

と同じような馬流のじゅんかんが︑もっ

けに︑陸地と海との間に行われておりま

とが︑山腹と谷との間にあって︑山谷風

ところでは︑反対の風がふいています︒

ア大陸と太平洋との間におこると︑それ

冬期に受ける北西の風と︑夏季の南がか

るのです︒茶わんの湯のお話は︑すれば

北西の風と︑夏季の南がかった風になる

です︒茶わんの湯のお話は︑すればまだ

を割るとき︑もとのほうから割ろうとす
︑とちゅうから横の方へそれてしまって

るときには︑うらのほうから割るがいい

るときには︑もとのほうから割るがいい

いいかえると︑竹の先のほうから割って

かったのに︑うらのほう︑いいかえると

れと反対に︑もとのほうを上にして︑上

と︑はじめ︑うらのほうをかるく四つに
︑あとは︑十文字の小さな木ぎれをはさ

が四﹂という算数の九九と︑にたような

のではなく︑よその民族から教えられて

て調子のいい︑氣のきいたものになった

うな︑短くて調子のいい︑氣のきいたも

果︑とうとう一つの眞理だと思われたの
︑そのことをほかの人々に傳えるうちに

または︑自分たちの祖先が発見したので

だ︑困るのは︑木のばあいには︑どっち

っていました︒木のほうは︑これと反対

かえると︑竹の先のほうから割ってみる
︑おけ屋さんなどのやっているところを

2

えます︒夕ごはんのおぜんの上でもやれ

タごはんのおぜんの上でもやれますから
︒つぎに︑茶わんのお湯がだんだんにひ

にひえるのは︑湯の表面の茶わんのまわ

るのは︑湯の表面の茶わんのまわりから

湯の表面の茶わんのまわりから︑熱がに
︑おもに︑まわりの茶わんにふれた部分

えて重くなり︑下の方へ流れて︑そこの

方へ流れて︑そこの方へ向かって動きま

の反対に︑茶わんのまん中の方では︑ぎ
︑茶わんのまん中の方では︑ぎゃくに上

では︑ぎゃくに上の方へのぼって︑表面

ります︒よく理科の本などにある︑ピー

にある︑ビーカーのそこをアルコールラ

ンプで熱したときの水の流れと︑同じよ
で熱したときの水の流れと︑同じような
です︒これは︑湯の中にうかんでいる小

ところですと︑畑のほうが︑森よりも︑
︑森よりも︑日光のためによけいあたた

3

もっとも︑らい雨のできかたは︑いまい

9876655333221210999664111776543211111
小さな糸くずなどの動くのを見ていても
︒しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしない

121010

2
5

3

6
8
11111010

6
7
10
4
4
1210
1
3

3
5
3

12
4
7
8

8
9

1雪
1
2
3
3
5
7
8
11
3
5
5
7
7
7

8
9
1212

2
4

4

5
12121010

1
5
5
6
7

401
の一の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
71
71 71 了1 71 71 了1 71 了1 了1 了1 71 70 了0 了0 70 了0 了0 了0 70 了0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 68 68

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
了5
75 75 75 了5 了4 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 了3 73 了3 了3 了3 73 73 了2 了2 了2 了2 72 72 了2 了2 71

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
80
80 80 80 80 80 79 了9 了9 了9 79 了8 了8 78 78 了8 78 7了 了了 了了 76 了6 了6 76 76 了6 了6 76 76 了5 了5 75

十四817図 ︒ころばぬさきのつえ︒さるも木から

十四811 ぶはちとらず︒石の上にも三年︒一事が

九

一本の草花を

の中から︑一ひらの雪をとらえて︑それ
のではない︒野原の中で︑

するのも︑

野原の中で︑一本の草花を見いだして︑

よむのも︑同じ心の現われであろう︒﹁

ろいあげて︑一首の歌をよむのも︑同じ

やんだあとの︑雪の野原の表情をあっか

ぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情を

うである︒ふぶきのやんだあとの︑雪の

組みあわせと説明のことばなどによって

うの音樂や︑場面の組みあわせと説明の

まいが︑ばんそうの音樂や︑場面の組み

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

あろう︒﹁雪國﹂の映画も︑けっしてわ

びきのこん虫をながねんか

2

十四8112図 ︒すきこそもののじょうずなれ︒たま

十四824 と暗し︒どんぐりのせいくらべ︒なくて
十四8211図圃 ︑三日見ぬまのさくらかな︒

十四8210ははえぬ︒三つ子のたましい百まで︒世

十四832九 雪の映画 雪の映画を二つ見た︒一
十四834 ﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と戦って
十四836るようす︑深い雪の中で生活している上
十四837している人々︑春の光がさしそめて︑雪
十四838うに見ている雪國の子どもなど︑時間的
＋四8310﹂というのは︑雪の景色を写したもので
＋四8310ものではなく︑雪の一ひらをとらえて映

一ひら一ひらの雪が︑それぞれちが

十四841ある︒ただ一ひらの雪ではあるが︑よく
十四843も︑
十四846また︑どうして雪のけっしょうができる
十四848うになるか︑空中の温度の変化︑風の関
十四848るか︑空中の温度の変化︑風の関係︑水
十四848 の温度の変化︑風の関係︑水蒸氣の量︑
十四848風の関係︑水蒸氣の量︑高度など︑さま
十四849條件によって︑雪のけっしょうがちがう

3

あとの︑雪の野原の表情をあつかっても
ろいと思う︒﹈面の銀世界となった廣い
廣い野原を︑第一の人が歩いて行く︒そ
いて行く︒その人の足あとをしるべに︑

をしるべに︑第二の人が歩いて行く︒や
行く︒やがて第三の人も通り︑第四︑第
通り︑第四︑第五の人も︑同じ足あとを

であろうが︑いつのまにか曲がってしま

なる︒その一すじの道をながめると︑

一

野を横ぎる一すじの道となる︒その一す

か︒それとも︑心の中で考えごとをして

文章でも︑読む人の心がひかれるのは︑

だろうか︒同じ題の作文でも︑それをと

場面を︑映画独特の手法によって︑おも

り︑しゃがんで土のにおいをかいだり︑

ちは︑この黒い土の上に集まって︑足で

見えはじめたときの喜びは︑たとえよう

いっても︑春さきの雪どけごろである︒

2

＋四8412から降ってきた雪の一ひらを受けとって

十四854園﹁雪は︑空からのお手紙です︒﹂こん
十四856 てくれた︒ 一ひらの雪によって︑はるか
十四856はるかに高い天空のようすが︑こまごま
十四857 ︑たしかに空からの手紙にちがいない︒
十四858園ない︒﹁空からのお手紙﹂とは︑うま
十四859 このように︑二つの映画は︑どちらも雪
十四859どちらも雪にえんのあるものであるが︑
＋四8510あるが︑私はあとのほうの映画に心をひ
＋四8510 ︑私はあとのほうの映画に心をひかれた
十四8511んに降ってくる雪の中から︑一ひらの雪
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小さなマッチ費りの女の子は︑町をあち

したであろう︒女の子は︑手にマッチの

だひと目でも︑火の光とごちそうとを上

かがやくともしびの光を見た︒おいしそ

それであった︒女の子は︑密々をとおし

ッチ費りのむすめの考えたことはそれで

小さなマッチ費りのむすめの考えたこと

火のともった家々の前を︑そろそろとか

かった︒美しく火のともった家々の前を

き毛のことも︑雪のことも考えなかった

は︑自分のまき毛のことも︑雪のことも

のむすめは︑自分のまき毛のことも︑雪

小さなマッチ責りのむすめは︑自分のま

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

しげな︑小さな顔のまわりを︑花かんむ

いていた︒その子のきれいなかみの毛は

て︑その屋根うらの家へ帰ることもでき

いた︒おおみそかの晩だというのに︑そ

分の足だか︑ひとの足だか︑わからない

らなかった︒自分の足だか︑ひとの足だ

︒だから︑その足のつめたいことといっ

子は︑これは人形のゆりかごにはもって
︒そこで︑その女の子は︑まったくはだ

しまった︒その男の子は︑これは人形の

うは︑どこかの男の子がひろって行って

のほうは︑どこかの男の子がひろって行

かった︒もう一つのほうは︑どこかの男

大きすぎた︒二台の荷馬車が來たので︑

の上ぐつは︑母親のものだったので︑こ

つめたい屋根うらのへやを出たときは︑

ながら思った︒女の子は︑つめたい屋根

なマッチ費りの女の子は︑町をあちらこ

1！10776654444322163121110865443987755

12121211
3

んとうのまるやきの鳥が︑ほかほかとあ

十四996

おばあさんが︑星の落ちるときは︑なに

十四972

るときは︑なにかのたましいが神さまの

子は︑手にマッチの小さなたばを一つ持

たましいが神さまのところへのぼってい

たてて︑テーブルの一方におかれてあっ

十四996

十四972

とびおりて︑ゆかの上をよたよた歩いて

ていた︒ぼろぼろの前だれの中には︑も

十四976

十四999

十四999ことがあった︒女の子は︑またもう一本

十四996

ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく

いて︑その女の子の方へずっとよってく

た歩いて︑その女の子の方へずっとよっ
してしまって︑女の子のそばには︑あっ

十四9910

十四9910

した︒そのマッチの火の中で︑もうとつ

チを︑そばのたばの中からひきだした︒

のマッチを︑そばのたばの中からひきだ

は︑またもう一本のマッチを︑そばのた

十四976

十四976
十四978

はいっていた︒女の子は︑どんなにか︑

たことだろう︒女の子は︑二つの家の間
︒女の子は︑二つの家の間に︑ちょっと

しまって︑女の子のそばには︑あつい︑

︒そのマッチの火の中で︑もうとっくに

十四978

十四9911

の子は︑二つの家の間に︑ちょっとした

十四9911

十四9710

ていなかった︒女の子は︑もう一本の︑

十四9710

の子は︑もう一本の︑第三安めのマッチ

すわりこんだ︒女の子は︑両足を一そ

にわかれて神さまのおそばへ行ったおば

めるために︑一本のマッチでーーほんの

十四梱5

十四9712︑女の子は︑一本のクリスマスの木の下 十四棚4園 ちゃん︑わたしのおばあちゃん︒もう

十四9711

のクリスマスの木の下にすわっていた︒

一本のクリスマスの木の下にすわってい

かる大きなほのおのように思われた︒こ

がやきだした︒女の子は︑その上へ︑小

十四987

十四987

十四985

十四984

十四984

十四983

十四983

十四982

り︑そのたくさんのろうそくはもえ続け

︒女の子は︑人形の方へ両手をさしのべ

わらいかけた︒女の子は︑人形の方へ両

して︑マッチ責りのむすめを見てわらい

照らし︑いく百もの小さな人形が見おろ

ちかぢかと女の子の上を照らし︑いく百

か︑ちかぢかと女の子の上を照らし︑い

くが︑みどりの枝の間からかがやいて︑

うそくが︑みどりの枝の間からかがやい

ていた︒たくさんの小さなろうそくが︑

十四醜2 ッチ浸りのむすめの︑ひえきった小さな

十四醜2 々が︑マッチ早りのむすめの︑ひえきっ

十四撹2 小雪の降った元日の朝︑人々が︑マッチ

十四醜2 って行った︒小雪の降った元日の朝︑人

十四堰1 のおそばへ行くかのようにのぼって行っ

十四倣1 の方へと︑神さまのおそばへ行くかのよ

十四掴12

十四梱10

だもない國へ︑上の方へと︑神さまのお

︑樂しそうに︑上の方へ︑地面から高く

十四棚6 おばあさんは︑女の子をうでにかかえて

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒

あさんは︑いつものように︑やさしく︑

ほんのたった一本のマッチで︑火をとも
十四9712

十四9712

いる間︑大きなろの前にすわっていた︒

た︒これは︑ま法のマッチだろうかとさ

十四987

にのぼって︑大空の星のようにかがやく 十四櫃5 つた︒人々は︑女の子がおおみそかの晩

十四伽1

によかろうか︒女の子は一本のマッチを

っていた︒そのろの中には︑美しい火が

十四989

ぼって︑大空の星のようにかがやくのを

6

6

3
小さなマッチ責りのむすめを喜びむかえ
どりあがった︒女の子は︑小さな︑つめ
︑かがやくほのおの方へのばした︒と思

十四991

いるうちに︑一つの明かるい星が落ちる

つた︒﹁︿略﹀︒﹂女の子はねむそうにつぶ

十四醜7 に︑神さまの樂園の中で︑元日をむかえ

十四鯉7 に幸福に︑神さまの導管の中で︑元日を

ってしまった︒女の子は︑手にもえつく

ろう︒その火の光のさすところは︑かべ

十四992

遠く

声の行くえの見えんや

声の行くえの見えんやは︒

とても︑

ろは︑かべがきぬのようにうすくなって

十五53図魍

十四993

十五53図魍
十四994園

にかが︑神さまのところへ行くのだ︒

くなって︑その女の子は︑中のへやをす

って︑ただひとりのしんせつな人であっ

を横ぎって長い光のおをひいた︒﹁︿略﹀

ことができた︒雪のようにまつ白なぬの

十四995

その女の子は︑中のへやをすっかり見と
それこそほんとうのまるやきの鳥が︑ほ

十四994 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は思った︒この子
十
五54図圃 ののちかしの木に︑矢はまだお
十五56景雲 まりぬ︒歌のもと末ふたたびも︑

十四麗6 の子がおおみそかの晩に見たふしぎなま

十四㎜10 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけん

すわっていた︒女の子は︑またそうしな

十四9810

十四9810

て︑こんどは︑女の子は︑一本のクリス

か︒女の子は一本のマッチをとりだした

十四期6 で︑急いで︑たばの中にあったマッチを

とだろう︒その火の光のさすところは︑

なって︑もう一本のマッチをとってかべ

1111

十四9710

ろえて︑ぼろぼろの着物の下で重ねて︑
︑ぼろぼろの着物の下で重ねて︵どうか

一本の︑第三留めのマッチをすった︒ほ 十四9912
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十五57図幽 たびも︑ 友の心にあらわれぬ︒

う

十五114図閣めに わか草のはつかにもゆる庭に

十五112図圃て鳴け病む人のために わか草のは

十五112図幽ずめガラス戸の外に來て鳴け病む人

十五112図圃とぶ見ゆ 人の家にさえずるすずめ

十五179図圃し︒きみたちのそのまともなるひと

十五157図閣ばらの花ふとのはずみにくずれたり

十五157図閣ともなきばらの花ふとのはずみにく

十五155図魍にあかきばらの花いよよに重くかた

十五71図魍

冬の水一枝の影もあざむかず

十五65箱屋な 六つほどの子がおよぐゆえ水わ
十五71図圃水わかな 冬の水一枝の影もあざむ

十五121図魍あげガラス戸のとのもを見ればよき

十五116図圏いおく鳥の影のガラス戸すきてたた

十五116図圃にかいおく鳥の影のガラス戸すきて

十五126図魍むれどランプの影のうつりて見えず

十五126図魍ガラス戸の外のつくよをながむれど

スイスの首府のベルンの町からなが

た︒ニューヨークの大都会で育てられた

ずつ︑このふたりの子どもたちは︑両親

いていました︒朝の十時と午後の三時ご
︒朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二

する︑ひとりの女の家庭教師がついてい

せわする︑ひとりの女の家庭教師がつい

八つ︑ひとりは女の子で四つになるかわ

たり︑ひとりは男の子で八つ︑ひとりは

ルに︑アメリカ人の一家族が來て︑しば

ングフラウの山中のホテルに︑アメリカ

このユングフラウの山中のホテルに︑ア

ています︒ある夏のことでした︒このユ

ゆうにはいくつかの停車場があって︑そ
︑そこには︑氣持のいい︑小さなホテル

す︒その登山電車のとちゅうにはいくつ

でいる深い深い谷の上を︑登山電車がわ

いは︑氷河が無言の流れをきざんでいる

だきまで高山植物のさきみだれているけ

十メートルばかりの高さがありますが︑

スの首府のベルンの町からながめると︑
ふ
このユングフラウの山です︒これは︑富

す︒

あります︒ スイスの首府のベルンの町か

のアルプスの山々のうち︑ もっとも高い
︑もっとも高い山の一つに︑ユングフラ

ロッパのアルプスの山々のうち︑もっと

ヨーロッパのアルプスの山々のう

十五183図圏し︒きみたちのそのやわらかきたな

十五123図魍り ガラス戸の外にすえたる鳥かご

十五92圃 いだ中を日ぐれのうまが通る

十五126図魍どランプの影のうつりて見えず紙

た話

十五116図魍ぬ ガラス戸の外にかいおく鳥の影

十五123図圃えたる鳥かごのブリキの屋根に月う

十五93図圏 が通る はまの子ら火をたく青き月

十五128図魍えばガラス戸の外のつくよの明らけ

十五131図魍森をなすすぎのこぬれの高きひくき

1199988665444211998764332222

十五72煮魚 かにおのおのの大きな耳をむけぬ
十五73圃 てききりの中黒のひびきのかじ屋の火

十五73圃
息白し

十五123図圏かごのブリキの屋根に月うつる見ゆ

みんてききりの中州のひびきのかじ

十五73圃 ひびきのかじ屋の火 息白しいつまで

十五73圃 の中鉄のひびきのかじ屋の火
影絵め

十五75梅圃 や火のこ豊かの汽車けむり

十五125図幽ゆ ガラス戸の外は月あかし森の上

き

十五84図魍ずだまりて人の足大きくすぐる
十五85図題 れ口そそぐ朝のそこごこの小流れ

十五126図圃ゆ ガラス戸の外のつくよをながむ

十五125図魍は月あかし森の上に白雲長くたなび

水はしずか

十五91図魍 ると見ればもの花 こどもら手をつ

十五85図魍朝のそこごこの小流れ

十五94圃 り うまよ人聞のかさから耳をだして

はまの

十五95囲りすててある道のまんじゅしゃげさき

十五128図魍ガラス戸の外のつくよの明らけく見

と子ども

十五131図魍ゆ あさき夜の月影清み森をなすす

十五128図魍の外のつくよの明らけく見ゆ あさ

日の第一線が燈台の高き

十五97□薗凶圃

月が

れんげつみ

十五102圃 り 月が出る山の家にうしをつないだ

十五131図圏すぎのこぬれの高きひくき見ゆ 夜

十五101図工 て子といる母の黒いこうもり

十五97図魍第一線が燈台の高きに

十五104三七 にしきたる板のかたわらにふるばち

十五106園 く いけがきのすぎの木ひくみとな 十五133図幽くき見ゆ 夜のとこにねながら見ゆ
十五106三盆 けがきのすぎの木ひくみとなり家の 十五133図魍ゆるガラス戸の外明らかに月ふけわ
十五135図圃たる 照る月の位置かわりけん鳥か

くみとなり家の庭の植え木の青めふ

十五106口⊃凶魍

十五144図圏く見ればばらの木にばらがまっかに

十五135図圏りけん鳥かごの屋根にうつりし影な

十五106図魍 の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五151図團大きなるばらの花照りかえる ただ

十五142図魍なるべにばらのひと花思わぬをゆら

十五108図魍く見ゆばらの木の赤きめをふくか

ばら

十五108図圃 ゆ ばらの木の赤きめをふくかきの

十五153図魍これかりそめのばらの花おどろきて

十五106図題 となり家の庭の植え木の青めふく見

十五108図魍 めをふくかきの上に小さき虫の出で

十五108図魍上に小さき虫の出でてとぶ見ゆ 人 十五153図圃りそめのばらの花おどろきて見れば

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

︑このヨーロッパの高い山の中の生活は

ッパの高い山の中の生活は︑見るもの聞

のでした︒朝ぎりの中から︑白い雲のわ

の中から︑白い雲のわきたつように︑す

るまつ白なひつじのむれ︑朝風にひびく

朝風にひびくすずの音︑日光にかがやく

かがやく高山植物のかおり︑その上に︑

な服をつけた少女の立っているようなけ

さきがかった大空の下に︑わらうように
︑このアメリカ人の家族は︑いつものよ

の家族は︑いつものように散歩に出まし

出ました︒ふたりの子どもは家庭教師に

つみながら︑がけの上をそろそろと堅い

いていました︒男の子は︑小石を見つけ

見つけては深い谷の中へなげこんで︑そ

トと音をたてて下の方まで落ちていくの

ない足どりで︑山の上の方に︑また下の

見ていました︒女の子は︑あぶない足ど

足どりで︑山の上の方に︑また下の方に

上の方に︑また下の方にちらばっている

ばっているひつじのむれを追いでもする
︑とかく家庭教師の手からはなれて行き

︑ふいに︑みんなの頭の上が暗くなって

いに︑みんなの頭の上が暗くなって︑な

おどろいてその音の方へ顔を向けて見る

ろげた大きな一わのやまわしが︑サアッ

き起して︑みんなの上へ舞いおりて來ま

たてて︑みんな草の上へひれふすように
と︑いままで先生のそばにいた女の子の
生のそばにいた女の子のすがたが見えま

と︑そのがけの下の方へゆったりとんで

見ると︑そのがけの下の方へゆったりと
く大きなやまわしのつめにっかまれて︑

にっかまれて︑女の子はばたばたしてい

れか︑その大わしのせの上へ︑がけの中．
︑その大わしのせの上へ︑がけの中ほど

のせの上へ︑がけの中ほどからとびつい
ついて︑両足で鳥の腹をしめつけるよう

うけんめいにわしのせにしがみついて︑

つじかいは︑がけの中ほどのあき地に︑

になるひつじかいの少年です︒このひつ
は︑がけの中ほどのあき地に︑草のしげ
どのあき地に︑草のしげっている場所を
いますと︑急に目の前へ︑大きなわしが
きなわしがひとりの女の子をつかんで舞
れば︑もうその女の子は︑どこへ持って

わしがひとりの女の子をつかんで舞いお
ひつじかいは︑身のあぶないこともわす
すれて︑思わず鳥のせにとびついたので
の谷間へ︑氷と雪の中へ︑まっさかさま

ちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と雪の中

つって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑上体

い少年は︑大わしのせにとびつき︑その

つけて︑右手で鳥のつばさのっけねをつ

体をぴったりと鳥のせにつけて︑右手で

でつかんでいる女の子のからだが下へ落

右手で鳥のつばさのっけねをつかみ︑左
かんでいる女の子のからだが下へ落ちな
そうして︑からだの重さで上からぎゅう
っそうはげしく鳥の腹をしめつけました
︒すると︑さすがの大わしも︑十五六の
大わしも︑十五六の少年に上からおされ

12

ちゅうで︑高い木の上へでもとまろうも

だいしだいに︑下の方へ落ちるように舞

ある︒そんなことのないうちに︑どこで

くちばしで女の子の頭でもつつけば︑大

きなくちばしで女の子の頭でもつつけば

一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ

す︒少年はいつ鳥のせからふり落されな

3

4
5
6
6

の中を︑アルプスの深い谷の中を︑大わ

角のすこしあき地のあるところを目がけ

ように︑ある岩角のすこしあき地のある

な黒い点かなにかのようにしか見えなく

といっている人々の目には︑小さな小さ

した︒もう︑がけの上で﹁︿略﹀︒﹂とい

アルプスの深い谷の中を︑大わしは︑少

た︒とにかく︑朝の冷たい窪川の中を︑
︑朝の冷たい空氣の中を︑アルプスの深

ことがまた︑少年の氣にかかってきまし

んだり︑とくに下の方にいる女の子を元

つかまれている女の子は︑あきらめたの

に下の方にいる女の子を元氣づけるため

発動機にこしょうのできた飛行機乗りが

121210

ーロッパの高い山の中の生活は︑見るも

5543212106532112121211101098775443322121212
そばにいた女の子のすがたが見えません
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7

3
6
8
8

8
8
121110
3

て︑手早く︑自分のこしにさしていた短

で︑左手は女の子の上帯にかけたままで

さないうちに︑鳥のせ骨をさけて一つき

やく女の子を自分のせなかにかくしまし

ごで︑すばやく女の子を自分のせなかに

す︒少年は︑必死のかくごで︑すばやく

少年の左手には女の子が︑右手には血に

した︒いま︑少年の左手には女の子が︑

ると︑鳥は︑不意のしゅうげきにおどろ
︑つかんでいた女の子をはなして︑あお

たので︑左手は女の子の上帯にかけたま

3
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7
11

7
2
3
4
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6
6
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6
6
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29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 2了 2了 2了 27 27 27 2了 2了 2了 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25
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32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29

とび起きて︑きずのいたみもかまわず︑

てきました︒少女の両親たちが︑そのへ
︑この鳥と少年との戦っている岩角近く

た︒その中で︑女の子を後にかばいなが
︒そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤか

︑鳥の白い羽が雪のようにとびちりまし

をゆるめると︑鳥のくちばしでっき殺さ
︒まわりには︑鳥の白い羽が雪のように

げつける石は︑鳥のつばさに︑胸に︑目

の戦いです︒少年の投げつける石は︑鳥

の勇ましい少年との職いです︒少年の投

けました︒ねらいのはずれようはずはあ

をめがけて︑全身の力をこめて投げつけ

て來たこのあくまの胸をめがけて︑全身

取るが早いか︑目の前言メートルほどま

ごろなとがった岩のかけらが目にはいり

ようにして︑少年の周囲をおおい包むい
︐まです︒少年が女の子を後にかばうよう

の白い下羽が︑綿のように一面にちりま

びせました︒わしの白い下羽が︑綿のよ

すと同時に︑右手の短刀で鳥のつばさに
︑右手の短刀で鳥のつばさに一たちあび

初の一げきで少年の頭をくだこうと︑干

太いけずめの最初の一げきで少年の頭を

しは︑太いけずめの最初の一げきで少年

に出てくる英ゆうのように︑このたけだ

の子をかばい︑昔の物語に出てくる英ゆ

かざし︑左手で女の子をかばい︑昔の物

た︒両方とも必死の装いです︒少年は︑

876532121111106662111211964433111111110108
まなこになって目の前のてきを相手にし

vという鉄ぼうの音がしたかと思うと

こになって目の前のてきを相手にしてい
〉。
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32

る舞いをして︑下の方へ︑谷の中へ落ち

まえに︑アフリカのエジプトには︑そう

行われた︒この絵のだんだんりゃくされ
︑文字というものの起りとなった︒いま

たとともに︑事物の形を絵にうつすこと

行われた︒これらの表わしかたとともに

ひももっかい︑色のちがった貝や︑じゅ

わした︒また︑木の皮や︑あさなわなど

なわの色や︑なわの太さなどによって︑

結びかたや︑なわの色や︑なわの太さな

︒これは︑記おくのためにも必要な方法

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑
︑またほかに特別の表わしかたをしなけ

までも︑朝日の中のこの勇ましい少年を

な山までも︑朝日の中のこの勇ましい少

きなユングフラウのまつ白な山までも︑

りません︒目の前の美しい︑大きなユン

もありません︒目の前の美しい︑大きな

おおぜいの人たちのほめことば︑それは

の喜び︑おおぜいの人たちのほめことば

きの女の子の両親の喜び︑おおぜいの人

そのときの女の子の両親の喜び︑おおぜ

び︑そのときの女の子の両親の喜び︑お

の喜び︑そのときの女の子の両親の喜び

ました︒そのときの少年の喜び︑そのと
︒そのときの少年の喜び︑そのときの女

らって︑この自分のすくい主へ手をさし

うでにだかれた女の子は︑にこにこわら

て來ており︑父親のうでにだかれた女の

りには︑おおぜいのひつじかいが集まっ

つくと︑もう自分のまわりには︑おおぜ

て︑下の方へ︑谷の中へ落ちて行きまし

987551198763999886666555532112121010
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字も︑もとは事物の形を表わした絵文字

いうように︑漢字の全体をくずしたもの

かなのように漢字の一部分をとったので

らがなはかたかなのように漢字の一部分

上・下・生﹂などの読みかたをちょっと
︒かたかなは漢字の一部分をとって作つ

またいくつかの訓のあるものもある︒た

り︑またいくつかの訓のあるものもある

は︑いくつかの音のあるものがあり︑ま

っては︑いくつかの音のあるものがあり

ふだとおりの性質のちがった読みかたが

と訓のふたとおりの性質のちがった読み

には︑この音と訓のふたとおりの性質の．

それで︑たいていの漢字には︑この音と

音﹂といい︑日本のことばによる読みか

にもとづいた漢字の読みかたを﹁音﹂と

んできたが︑中國の発音にもとづいた漢

に︑日本では一つの漢字をふたとおりに

かって︑その漢字の意味にあった日本語

ようにもとの中國の発音にしたがった読

というようにもとの中國の発音にしたが

ことを表わし︑字の右側に︑﹁支・反﹂

と︑﹁木﹂に関係のあることを表わし︑

﹂など︑その文字の左側に﹁木﹂を伴い

ことにした︒いまの﹁本﹂﹁末﹂とかい

﹁下﹂とかいう字の起りである︒木は︑

えば︑数という形のないものを表わすの
︑﹁・﹂をその線のうえにおいたり︑し

ものであるが︑形のないものは︑この方

に︑はじめ︑事物の形をうつしたものか

ものとなり︑今日のようになったといわ

って︑しだいに形のきまったものとなり

988610999987776554211299841097651112
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︑それまでのものの考えかたや商費では

たので︑それまでのものの考えかたや商

十五511 についていろいろの研究を進め︑日本の

十五501一

十五509圏

ンクリーは︑日本の美しい焼物にひきつ

でも︑この赤絵の技術を続けよう︒﹂

十五505園う︒どうか︑私のことばを今右衛門さ

十五454
十五454

た︒そこで︑日本の手工業も︑外容から

面責では︑ふだんの生活さえむずかしく

十五3911 る︒かなは︑日本の文化にとって︑ほん

十五401 発明で︑このかなのおかげで︑日本のこ
十五455

十五511 研究を進め︑日本の歴史を書いたり︑辞

十五455

つぎと近代的工業の道をたどっていくよ

十五512 り︑日本人のための英語教科書の編さん

十五512作ったり︑日本人のための英語教科書の

十五404 し︑いまでは漢字の長所をいかして︑か
十五456

なった︒四面ンスの祖父にあたるプリン

十五401 のおかげで︑日本のことばを︑たやすく
十五405 まぜるのが︑文章のふつうの書き表わし
十五458

十五512 ための英語教科書の編さんまでしたりし

十五405 が︑文章のふつうの書き表わしかたとな

たのも︑そのころのことであった︒ある

十五513 といっても︑日本の古い美術に対する愛

頼まれて︑鉄ぼうのうちかたを教えるた

十五515 高い大英百科辞典の東洋美術についての

十五4510

に出ていた一まいの赤絵のはちを手にと

十五516 東洋美術についての説明は︑プリンクリ

十五459
十五464

いた一まいの赤絵のはちを手にとって︑

十五516 は︑プリンタリーのふでになったもので

十五415 マに移って︑現在のような形になった︒

十五418 る︒この二十六字のローマ字を利用して

﹀︒﹂そのねだんのあまりに安いのにお

十五4010 リピンなど︑世界の大半につかわれてい

十五418 を利用して︑発音のちがっている多くの
十五464

﹁︿略﹀︒﹂﹁九州の有田です︒ときどき

十五428 三種類も四種類もの文字をつかっている

十五427 えてみると︑世界のどこに︑こんなに三

十五426 のうえ︑ローマ字の教育にも努力してい

十五425 らがなとの三種類の文字をつかっており

十五425 なと︑ひらがなとの三種類の文字をつか

十五422 ら︑日本語が世界の人々に親しまれるよ

十五42一 ローマ字は世界的の文字であるから︑日

十五4112 ができて︑標準語の教育に役だつ︒また

十五4112 かりでなく︑発音のこまかなところまで

十五4110 されている︒日本のことばも︑ローマ字

十五488

十五485

十五484

十五481

十五4710

十五479

十五478

十五477

十五474

十五474

十五473

十五472囹

︑白く焼けるはずのものが黒くなったり

は︑すぐれた赤絵の技術をどうかして残

になって︑はん主の保護がなくなったう

み︑この赤絵製作の方法が他にもれない

く師︑下ばたらきの者などが︑三十数人

十五4711

ねていった︒職人のちんぎんや材料のお

﹂といわれる︑色のはいったものが︑い

僥といって︑自分の家でつかう食器とか

をうながした︒店の主人は︑きかれるま
さ が
三十年ばかりまえのことである︒佐賀は

めながら︑その話のさきをうながした︒

んぞくそうに赤絵のはちをながめながら

ん作るのにてまのかかるもので︒﹂ブ

十五533 カーネギー博物館のあるピッツバーグに

十五531 るいはミシガン湖のほとりにたたずみ︑

十五529 地の大学者たちへのていねいなしょうか

十五528 れに際して︑各地の大学者たちへのてい

十五526 ︑東部諸州へ見学の旅にのぼった︒適当

十五526 持って︑その出版の用事かたがた︑東部

いう︒このお漁燈のために︑細工人︑画 十五525 は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく書

たが︑そのお庭焼の中でも︑﹁色なべし

十五534 たのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒目

十五524 生としてアメリカのスタンフォード大学

十五523 なわであったころのことである︒そのこ

十五5111

十五5110

た心が︑なん十年の月日をへだてて︑い

あけた︒祖父たちの間に結ばれた心が︑

十五5110 ︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五519園︑私は今右衛門のまごにあたるもので

十五518囹リンタリーさんのおまごさんでしたか

ありた

十五471園

十五469園

十五428 があろうか︒日本のことばをもっとも正
ぎん
十五433 はち まぶしい日の光をさけながら︑銀

十五4810

のちんぎんや材料のお金をはらうために

きゅうしゅう

十五419 ている多くの國々のことばが書き表わさ

十五419 ちがっている多くの國々のことばが書き

十五433 座通りをアメリカの一しょうこうが歩い

十五4812

十五525 いた私は︑一年半の努力の結果︑しゅび

十五437園 ︑ニューヨークのメトロポリタン博物

十五4812

ざ

十五447 で話しかけた︒店の主人はあわてて︑﹁

十五438園 ポリタン博物館の一﹂とつぶやいた

がて︑思いどおりのものを作ることので

十五5310

十五5310

たのは︑廣いへやの窓ぎわに大きなデス

室内にはいった私の目に映じたのは︑廣

十五536 おくまった館長室の前に立った私は︑し

十五534 は︑暑い眞夏の日の朝であった︒目ざす

十五4412囹 が︑じつは︑私のプリンタリーじいさ 十五493

ましょう︒ほかの外聖人にも話してあ

のものを作ることのできる日がさた︒し

はらうために︑家の道具を費らなければ

十五494

十五4812

十五504圓

十五449囹 ん縞物がおすきのようですが︑あなた
十五452 た︒話は明治初年のころにさかのぼる︒
とく が わ

めいじ

十五453 のぼる︒徳川時代の長いしきたりが︑明

の一の
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そうせい

十五617 は︑札幌の創成川の岸にあった家につれ

いたが︑ある日のこと︑せい書をギリ

青年はなかなかの人物だったよ︒その

十五622 出かけて︑ふみ石の上にそろえてある大

十五619

十五619 るまった︒ある日のこと︑おじさんとお

十五5710園

とおばさんが外出の用意をととのえて︑

十五541 ちょうるいずふ﹂の著者ダブリュー．ジ

十五583園まり︑私はかれのギリシア語の先生で 十五622 えてある大小二つのくつをちらと見た私

十五5711囹

十五5312 たせているしらがの虚しん士のすがたで 十五577園︑大きなつくえのまん中にチョークで
十五5312 しらがの老しん士のすがたであった︒学 十五5710園 たが︑その日本の青年はなかなかの人

十五546園 ︑﹁そのあい色のふうとうには見おぼ
おおしま

十五548囹 てきている日本の学徒︑大島くんでし

十五5411 もな用事は︑世界の学者がだれものぞん 十五583園 れのギリシア語の先生で︑かれは私の 十五629 声でうったえる私のくりごとを耳にした
た︒﹁おじさんのくつは光っているの
十五5412 カーネギー博物館の刊行物として自分の 十五583園生で︑かれは私の日本語の先生という 十五6211囹
十五5412 刊行物として自分の論文を出版してもら 十五583園れは私の日本語の先生というわけだが 十五6211園 るのに︑ぼうやのくつはほこりだらけ
十五586 ︑ひとりそのときの思い出にふけってい 十五639 シをつかんで︑力のかぎりみがきをかけ

十五551 博士は︑そのためのてはずを早くからす

ばんだい

︒やえ子︑ぼくのステッキを持ってお

十五645 うちに︑私は︑道のまん中で︑無言でつ
＝言のもとにしりぞけよう

十五647園

︿略﹀︒﹂と︑

り私は︑おじさんの集いせなかにとびつ

しゃがんで︑自分のせをたたきながら︑

と命令した︒暑さのきびしい夏の日に︑

十五653 暑さのきびしい夏の日に︑私をせにおい

十五653

十五6411

十五648

十五595

どうししや

十五596 の関係を物語る私の顔を︑あなのあくほ
十五596る私の顔を︑あなのあくほど見つめてい
十五599圏だ︒それなら裏の写眞やら︑当時の日
十五599園写眞やら︑当時の日記やら︑きみに見

なり︑すぐ︑小鳥のようにとびだした︒

十五588図学に入学︑北側の第八質素に入る︒室 十五6311囹 うだ︒おじさんのようにきれいになつ

ばんだい

十五642

十五591園

じ

ぎって︑﹁新島のおじさんなら︑私は

十五555 た︒そうしてつぎのように語った︒﹁ま

十五555 れとなく論文刊行のむずかしいことをに

じ

十五557園まで︑せっかくのおたずねもむだにな
十五559園生まれないころの日本の話をさせても
十五559園ないころの日本の話をさせてもらおう
ふ

たころは︑西洋の文化をとり入れるこ
＋五5510園
ふ

をたずねた外人の中で︑富士山や磐梯
＋五5512園

十五659 いたといって︑車のついたみごとなおも

めいじ

生が︑これから車のついたものは送って

十五655 新島のおばさんとの思い出は︑いまも私

十五654 ふき歩かれた新島のおじさんと︑日がさ

きまわすので︑家の人のねむりをさまた

同志社をわが子のように︑だいじに胸
︒

十五6510

十五603

十五606ラーク博士の精神のやどっている札幌独

︑たまりかねた家の書生が︑これから車

わすので︑家の人のねむりをさまたげて

十五655 らっしゃつた新島のおばさんとの思い三

十五607かさどっていた私の父とは︑心をゆるし

十五6510

さつぼろ

十五607をゆるした間がらのこととて︑両者のつ

十五6512

十五6511

十五604み育てていた新島のおじさんが︑やまい

数えると数十年越昔になるが︑私がま
十五5611園

十五561園富士山や磐梯山のいただきをきわめた
十五563囹たので︑富士山の高さも不明であった
十五564園た︒そこで︑山のいただきに立った私
するが
十五564園手をかざして足の下にひろがる駿河湾
するが
十五565園ひろがる駿河湾の海岸線をながめ︑そ
十五566園た高さは︑実測の結果とわずか十ブイ
十五569囹みえたあなたへのごちそうに︑日本留

十五608 のこととて︑両者のつきあいはかなりひ

十五661 るなと︑くじょうの手紙を京都へ送った

十五604が︑やまいを札幌のこう外に養っていた

＋五5612園てアマスト大学の助手をつとめていた

十五609ときちょうど四つのいたずらざかりであ

十五662 にそえて︑ご両人の名まえ入りの大きな

十五657 ︒秋たけてりんごのみのるころ︑おじさ

十五571園宿舎で二間続きの室をつかっていた︒
十五571園ところがある日のこと︑せんぽいの教

男に生まれて父母の愛を一身に集めてい
＋五6010

十五662 両人の名まえ入りの大きな写眞を二まい

十五655 い出は︑いまも私の胸にやきついている

十五572囹こと︑せんぽいの教授がやって來て︑

十五612まっていた︒新島のおじさんとおばさん

十五665 れなかった満ぼうの心から︑どうして新

十五605 のは︑明治二十年の夏であった︒当時︑
十五605 ︑母校札幌農学校の教師をしながら︑恩

十五573圏その一つに日本の青年をとまらせて︑

十五613ら父に送った手紙のどれにも︑﹁︿略﹀︒﹂

十五666 ら︑どうして新島のおじさんのすがたが

そうせい

十五606恩師クラーク博士の精神のやどっている

十五574園 ︑やぶからぼうの話をもちだした︒も

十五617かった私は︑札幌の創成川の岸にあった

十五616 ︒そのころ︑新島のおじさんがどんなに

十五575囹しろいと︑教授の申し出でをさっそく
十五576囹じめて見る東洋の青年をひきとったが

十五669 ことになった︒十の春をむかえた私は︑

十五668 てるために︑北海の地をすてて︑京都に

十五668 願いによって︑私の父は︑同志社を守り

十五667 ︒なくなった新島のおじさんがいい残さ

十五666 て新島のおじさんのすがたが消えうせよ

十五701 ︑じっとおじさんの写眞に見入りながら
十五711囹らん︒おじさんのつかいなれたペンで

＋五6912るのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

十五6911
だ︒いまその強直の主が︑こうしておじ

＋五6910さったのだ︒手紙のたびごとに︑どうし

十五699 いか︒ああ︑新島のおじさんは︑私を京

十五698た翫ぼう時代の私の写眞がかざられてあ

十五7411

十五749

十五749

十五748

十五746

目から見れば世界の人類はすべてその愛

が念願である︒神の目から見れば世界の

してみれば︑自分の子女にはすべて同じ

まれたというだけのことで︑それによっ

十五758

十五757

十五757

十五756

十五756

十五754

いながら︑自動車のドアに手をかけた老

うのゆかいな会見のてんまつを傳えてく

新島夫人にきょうのゆかいな会見のてん

ド博士のあの熱情のことば︒日本へ帰っ

れたホランド博士のあの熱情のことば︒

にぎりこぶしを私の鼻先につきだされた

十五7511

きりと︑﹁きみの論文を︑カーネギー

ときかねていた私のようすを見て︑大き

士は︑そのことばの意味をときかねてい

にいじまゆずるの

十五7512

かっかいしゆう

ひざにのせた︒町の東にある寺の一角に
︒町の東にある寺の一角に︑こけむす一

たおばさんは︑昔のように私をひざにの

に︑こけむす一つのおはか︑その前に立

十五7510囹

之墓﹂という五つの文字をきざんだその

十五761園

のはか

は︑やがてこう外のすばらしい家のげん

た︒ピッツバーグの町を走り出た自動車

らに︑﹁先ほどの話は︑こころよくひ

きよせた︒勝海舟の筆になる﹁新島嚢之

はずはない︒四海の零すべて兄弟姉妹で

十五6610 た私は︑母や多くの弟妹たちをあとに残

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
74 了4 了4 了4 了4 了4 了3 73 73 了3 了3 了3 73 了3 73 73 了2 了2 了2 了2 72 71 了1 了1 了1

十五6610 つれられて︑景色の美しい京都に移った
ひろしま

十五6611 そのころは︑新島のおばさんは廣島にお

十五671 におられて︑学校のいきかえりにその門
十五671 通っても︑新島家の窓は︑かたくとざさ
十五672 うちにクリスマスの日がめぐってきた︒

十五673 ってきた︒新島家のとなりにあった教会
十五673 なりにあった教会の日曜学校の生徒であ
十五674 クリスマスに得意の銀てきをふいたが︑

けたアマスト時代のもの︑京都時代のも

をあらわした博士の手には︑古ぼけたア

外のすばらしい家のげんかんに横づけに

十五7610

十五766

十五765 てくださった博士のこう意をふかく謝し

十五763 れた︒ああ︑新島のおじさんが︑いまな

したが︑平和主義の旗がしらとしてその

こかにさけて︑家の中はがらんとしてい

あったので︑博士の家族たちは暑さをど

たれている私の目の前で︑博士は︑﹁︿略

にうたれている私の目の前で︑博士は︑

十五793 ︑あなたがた日本の小学校のみなさんに

十五7810

十五787 るだろう︒ひとりの人間にとって眞実で

十五783 きみたちは︑世間の人にわかってもらえ

十五781 えが︑たとい世間の考えとちがっていて

十五78一 ン

って︑そこになんのけじめもない︒兄と

から見れば︑自分の子女は︑その性質が

語られた︒一親の目から見れば︑自分

十五794 を送るだけの特別の権利があると信じま

十五794 いさつを送るだけの特別の権利があると

十五793 がた日本の小学校のみなさんに︑このあ

だからである︒人の心をひくために︑し

きみたちの考えが︑たとい世間

乗じて︑アメリカの考えかたについて熱

十五773 生きるな︒きょうのできごとを︑あすま

らならった日本語の一つだといわれた︒

かく謝して︑別れの手をさしのべると︑
のもの︑京都時代のもの︑なつかしい数
︑なつかしい数々の写眞があった︒ふか
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十五673 た教会の日曜学校の生徒であった私は︑

十五678 ︑なつかしい新島のおばさんだった︒そ
十五678 い顔をあおいだ私の目からは︑たまのよ
十五679 の目からは︑たまのようななみだが流れ
十五6710 れ出た︒そのことのあったあくる日︑私
十五6710 ︑ひさしぶりで窓のあけはなたれた新島

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら

あった︒﹁新島のおばさん︒﹂とよん

十五6712 んには︑おもむきのあるかねがつるして
十五686

十五682囹

十五688 ︒なつかしい新島のおばさん︑おばさん
十五6812園 ここがおじさんのおへやですよ︒あれ

十五692 げると︑おじさんの大きな写眞があった

つた︒﹁つくえの上をごらん︒﹂おば

十五692 きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

十五692 眞があった︒きずのあるみけんの下にか
十五695園

十五697 いう大きなつくえの上に︑くつをみがか

十五696 ︿略﹀︒﹂おばさんのことばに目をうつす

十五698 かせた満ぼう時代の私の写眞がかざられ

8
9
9
9
1
1
9
2

9
3
3
3
4
4

8
9
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2

2

いでん学上の能力のちがいは別として︑

いは︑いでん学上の能力のちがいは別と

もない︒兄と弟とのちがいは︑いでん学

十五798 を学んでいる日本の子どもさんたちにも

十五798 た風景から︑自分の國を愛するというこ

十五796 美しいあなたがたのお國を親しくおたず

4
4

4
5
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あるからです︒私のつくえの上には︑日

十五837園

十五834囹
だけでも︑型置の方をさがしてみよう

も︑この人たちのなかまにまよいこん

んふとっただれの目にも見える﹃幸福

十五8910

十五894字目︒みんなえん会のやりなおしをすると

十五893

しい︒︵チルチルの手をにぎりながら︶

です︒私のつくえの上には︑日本のみな
十五8312園

十五839園

てあります︒歴史の上で︑いろいろな國

十五853園

十五851囹

十五847園

る︒いや︑どこのなにものをもおさえ

くて︑この廣間のなにものをもおさえ

とおりテーブルの光栄になっているさ

の足に︑小うしのかんぞうもある︒﹂

十五915囹

十五911囹

十五9012囹

十五9012園

十五909園

たちは︑すこしの休みもなく︑飲む︑

て︑わたしたちのすることを︑みんな

十五846園ある︒小ひつじの足に︑小うしのかん 十五901園 んが︑ちょっとのまも行かれないので

うそ︒おふたりのために︑ちゃんと席

で︑いろいろな國の人々の間に︑友だち

十五854囹

うに︑子どもたちの方へやって來ました

十五8910囹

からね︒︵ふたりの子どもに手をだしな

えの上には︑日本のみなさんが書いたあ

ろいうな國の人々の間に︑友だちとして
︑友だちとして心のかよったおつきあい

十五8511

いはまあ︑育ちのわるいものばかりだ

が書いたあつい絵の本が︑いつもおかれ

は︑おたがいに他の翌々のことはわから
十五8512園

十五867囹

ならないつとめのためには︑なにかし

うものは︑自分のしなければならない

ないよ︒おまえの池下をくじいてしま

十五9312

十五934

十五9212囹

十五922 きつけて︑えん会の中にひきずりこんで

十五9111園

︑﹁あの︑育ちのわるいわかい女はだ

よりの私は︑日本の小学校のみなさんに

十五868園

た幸福﹂チルチルの方へ手をさしだしな

十五941なわらい﹂は︑光のこしのあたりを︑力

十五918園︒それがこの世のすべてですもの︒﹂

たしたちの生活のなかまにはいって︑

よ︒わたしたちの生活のなかまにはい

どもわたしたちのテーブルにのぼった

たがいに他の上々のことはわからず︑世

十五866園

は︑日本の小学校のみなさんに︑はるか

十五8611

ですが︑この中のおもなものをこしょ

とった﹃お金持の幸福﹄です︒失礼で

ないよ︒あいそのいい人たちだからね

いながら︑年よりの私は︑日本の小学校

てきました︒友愛の精神が︑もっともつ

送り︑あなたがたの時代がきたときには

十五874園

十五873囹

りには︑この地球の上でいちばんふとっ

れます︒テーブルのまわりには︑この地

藩でできた大受間のようなものがあらわ

方に︑高い大理石のまるい柱でできた大

あがると︑園の前の方に︑高い大理石の

くがあがると︑園の前の方に︑高い大干

六 幸福の園雲のまくがあがると︑辛

人をつくらず︑人のしたに人をつくらず
︒空氣または日光のごとく平ぼんなれよ

十五881園﹄で︑みんな魚のようにつんぼだし︑

十五8710園

十五879園

十五878

十五877園

十五876圏

十五876園

十五875園

十五875園

されたきょえいの幸福﹄で︑このとお

幸福﹄で︑なしのようなおなかをして

むこの﹃地所持の幸福﹄で︑なしのよ

︑わたしのむこの﹃地所持の幸福﹄で

これが︑わたしのむこの﹃地所持の幸

十五9412園うに思うのは目のせいです︒私たちは

十五948囹

十五945 こうしい︑ばら色の美しい光に照らされ

十五944

十五941 い﹂は︑光のこしのあたりを︑力まかせ

幸福どもは︑喜びの声をあげながら︑い

ながら︑テーブルのすみで︑﹁︿略﹀︒﹂さ

ら︑﹁ぎょうぎのいいことばをつかっ

天は︑人のうえに人をつくらず

たちが︑けだものの肉や︑ふしぎなくだ

ン

ときには︑私たちの時代がはずかしく思

えったかなえなどの間で︑たべたり︑飲

たされたきょえいの幸福﹂ゆっくりとう

十五951園︒ダイヤモンドの光にたえられる幸福

十五9412囹ちはやっと︑物の眞実を見ることがで

たえられる幸福の精を見るのだよ︒﹂﹁

十五885囹

十五882囹

ルチル︑すこし横の方に立っているひと

だし︑目はもものジャムですよ︒さて

りとも手はパンのしんだし︑目はもも

﹄は︑こうもりのように目が見えない

十五965園

十五955 ﹂とか︑﹁こはくのつゆ﹂などがあらわ

十五954

十五953 ざめ﹂とか︑﹁水のほおえみ﹂とか︑﹁

るのだよ︒﹂﹁ばらの目ざめ﹂とか︑﹁水

十五8810

十五885園

た幸福﹁あの男のことは︑きかないほ

れども︑ふつうの人間には︑それが見

とか︑﹁あけぼののむらさき﹂とか︑﹁

十五891園

十五953

幸福﹄と︑﹃腹のへらないときに物を 十五951園

かまは︑﹃のどのかわいていないとき

光﹁みんな不幸のところへにげこんで

ルチルは︑﹁光﹂のいうように︑ダイヤ

んで︑みんな右手の前の方に︑光をとり
︑みんな右手の前の方に︑光をとりまい

十五8810立っているひとりの﹁幸福﹂を指さして 十五968囹 よ︒私たちに用のあるものは︑どうせ
十五969園 のだから︒ほかの者にまで会っている
これも︑右手の方のおくへ向かって給い

ず︑これも︑右手の方のおくへ向かって
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︑これは︑﹃森の幸福﹄で︑みどりの

十五鵬3園

︑これは︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら

ダイヤモンド色の着物を着ていますし

れは︑﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤモ

十五塒11囹

十五鵬10園

十五鵬10囹

の﹃なにももののわからない幸福﹄を

いつでも︑兄弟の﹃なにももののわか

の後に︑﹃もののわかる喜び﹄が立つ

ることの喜び﹄のとなりにいます︒そ

︑﹃考えることの喜び﹄のとなりにい

いから︑あの人のわらうのを見たこと

十五鵬4圏

ら光る青いたまの色をしています︒﹂

十五鵬12園

っしょに︑不幸のなかまにはいってし

十五鵬2園

十五欄4園

これが﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅ

十五描12囹

十五鵬1園

十五鵬5園

で︑世界じゅうの王さまのすべてより

十五柳3園

十五9611 ﹂小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑

十五鵬8園

じゅうの王さまのすべてよりもりっぱ

善人であることの大きな喜び﹄で︑い

十五鵬8園

︑おともに﹃星の出を見ることの幸福

まり︑ぼくたちのなかまから︑いちば

福﹄で︑みどりの着物を着ています︒

十五9611 がら︑みどりの園のおくからかけだして

十五欄8囹

十五研10園ん大きな喜び﹄の中に︑﹃美しいもの

十五観8園

︑﹃愛することの大きな喜び﹄ですよ

十五鵬1園

十五9612 來て︑子どもたちのまわりで︑わになつ

十五鵬9園

の出を見ることの幸福﹄が︑むかしの

十五㎜4園

十五9611 しながら︑みどりの園のおくからかけだ

十五973圓あれは﹃子どもの幸福﹄だよ︒﹂チル
十五978園あのふとった子のわらうことはどうで
十五981囹よりびんぼう人のほうが︑ずっと多い
十五983園ないよ︒子どもの幸福というものは︑

十五鵬10園福﹄が︑むかしの神さまのような︑金

十五鵬9囹

から︑﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた

不幸﹄そのもののように︑みじめなも

十五984囹いうものは︑地の上でも︑天の上でも
十五984囹地の上でも︑天の上でも︑いちばん美

十五脳1園

は︑こ︒こえた手のために︑きれいなむ

十五描3園

＋五9812園
にしろ︑子どもの時代は︑ごく短いの

十五悩1園

十五描8園

十五992 ﹂また︑もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑ま

十五悩1園

十五鵬10園

ような︑金ぴかの着物を着てついてい

十五榴1園

十五㎜1園

の遠い遠い金色の雲の中に︑つま先で

れから︑あちらの遠い遠い金色の雲の

なさい︒あなたの二つの目をたましい

十五㎜3園あなた︑あの女の人を知らないのです

十五佃10園

︒あなたの二つの目をたましいのどん

十五鵬10囹むかしの神さまのような︑金ぴかの着

いなむらさき色のマントを開きます︒

十五佃4園

い遠い金色の雲の中に︑つま先で立つ

は︑まだなかまのうちでいっとういい

十五㎜4園

の目をたましいのどん底におちつけて

と見えるくらいのところにいる人︑だ

十五脳2園

﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

十五鵬4囹

の﹃おかあさんの喜び﹄です︒くらべ

あれが︑あなたの﹃おかあさんの喜び

十五鵬1園

十五脳3園

び﹄の兄弟ぶんのようなものですから

十五柵7園

十五㎜7囹

十五鵬2園

でも︑きみたちの名まえを聞かせてく

十五脳5園

れは︑ぼくたちのなかまでいっとう快

十五脳6望むじゃ氣な考えの幸福﹄です︒それは

十五餌4園

と︑見るまに︑黒の肉じゅばんを着たわ

︑これが︑﹃雨の幸福﹄で︑馬偏をい

ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし

十五脳6園

たわんぱくこぞうのようなのが︑聞きと

それから︑﹃冬の日の幸福﹄は︑こご

あなたのおうちの幸福のかしらですよ

十五悩10

十五皿1囹 もちあげるほどの喜びをこしらえてい

＋五川11園 ってさ︒戸や窓のやぶれるほど︑いつ

十五価6

い﹄ですよ︒﹂せの高い︑美しい︑天使

十五価4囹︺︑あれは︑不幸のほらあなからにげて

十五価1

い︑美しい︑天使のようなすがたをした

十五柵3園

十五柵9 たちは︑﹁母の愛の喜び﹂を手をたたい

十五㎜9 び﹂たちは︑﹁母の愛の喜び﹂を手をた

十五㎜8園もない﹃母の愛の喜び﹄です︒﹂方々

って︑これほどの幸福は︑世の中にあ

十五柵8園ものもない﹃母の愛の喜び﹄です︒﹂

っかえる﹃健康の幸福﹄です︒ぼくは

十五価6

チルチル﹁ほかの人たちはなにをしょ

こに︑ずっと後の方に︑ベールをかぶ

のおうちの幸福のかしらですよ︒それ

＋五柵12園 だって︑あなたのまわりにいるのです

＋五伽−o圏

チルチル﹁ぼくのうちにも﹃幸福﹄が

十五悩10

は︑﹃清い空氣の幸福﹄で︑ほとんど

十五⁝⁝7囹

十五研4園
十五棚6園
十五棚6囹
十五川6囹
十五棚8囹

たかい︒この人のうちに﹃幸福﹄がい

十五鵬12囹

十五柵9園まうのです︒右の方には︑﹃しごとを

ルさん︒あなたの知っているのは︑ぼ

十五992う一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりはす
十五992えよりはすこしせの高いのが︑甲南の中
十五992 の高いのが︑宗旨の中にかけこんで來て
十五993來て︑ありったけの声をはりあげて︑又
十五伽8 だってさ︒︵ほかの﹁︿略﹀︒﹂チルチル﹁

＋五棚−o囹

十五湿6囹

﹄で︑ねずみ色の着物を着て︑いつで

あなたは︑うちのおかあさんににてい

たりして氣ちがいのようにはねまわりま

＋五皿−o園

十五麗8囹

は︑おまえたちのほおずりと︑おめめ

み︑あの人たちの名まえ知ってるの︒

十五柵4園

十五価9園

十五棚2園

これは︑﹃青空の幸福﹄で︑もちろん

十五価12園正義であることの大きな喜び﹄で︑不

＋五撹12園

＋五慾12園 もちろん青い色の着物を着ていますし

十五柵2園 のなみだは︑目の中の星になってしま

十五麗11園 ちの愛は︑喜びの中でも︑いちばん美

十五麗10園 おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも

十五慨5

十五慨2園

十五槻2園

十五梱11

十五憎7

がこの級の最後のことばだ︒﹂とおっ

︒これがこの級の最後のことばだ︒﹂

持であった︒受持の佐藤先生と︑教室で

がたに対する感謝の念があふれてきた︒

三231 まつ
でづいているのか︑わからないほど

どうかいをするのですね︒﹂ 五 おは
二248園
のに︑どうしたのだろう︒﹄﹃︿略﹀︒﹄
二308園
きがふっているのをみつけました︒
二376園
んからもらったのです︒﹂こういつて
二544園
三132囹ひとことというのは︑きたないこと
三171圏こまでのばしたのです︒﹂とおっしゃ

いしい

にしの

とにつ

まわってみたいのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

の﹇▽というのは・はだをかぶの

新しい旅の門出︑希望をもって

一﹂の第一課﹁みんない

もりた

ください︒きょうの感謝会はわすれるこ

だいて︑この日記のふでをおこう︒一

さ

はじめてこの学校の門をくぐったときの

十五柵2園 みだは︑目の中の星になってしまうの

十五搬7橋さんが︑きょうの日記当番ですが︑私

門をくぐったときのことが︑はっきりう

十五備3囹 だ︒おかあさんの目の中には︑星がい

十五伽3

十五備3囹 おかあさんの目の中には︑星がいっぱ
十五槻7

校歌や︑石井先生の手品や︑森田先生と

一349園

ノ

生︒﹁こくご
やま

︵準助︶鰯

た

十五伽4

十五備4囹うにおかあさんの目だ︒でも︑ずっと
十五慨10

うなど︑はじめてのことなので︑ほんと

田先生と西野先生のバイオリンとピアノ

十五帽8園するたびに︑私の着物に︑月と日の光

十五備6園 れもおかあさんの手だ︒小さな指わを
十五櫨10

ました︒先生がたのご幸福をおいのりい

十五麗11

のだろう︒︵ほかの﹁大きな喜び﹂たち

みんなで︑私たちのために送別の歌を歌

十五備9園 うちにいるときのように︑しごとをし
十五旧2

1窮しい六か年の思い出を残してくれ

三261ことですから︑切るのにも大さわぎでし
三276ました︒おどろいたのは︑そのふねの早
三286園いきおいのいいのがあたりまえさ︒
三333囹したちのかえるのをまっています︒
三455囹ってきたかったのだ︒あははは︒﹂と
三466園なぜないているのか︒﹂とおたずねに
三481くおなりになったのです︒おおくにぬし
三483園なぜないているのか︒﹂とおたずねに
三583は︑丘の上にあるのでも︑ふもとにあ
三584 も︑ふもとにあるのでもありません︒
三585どなかほどにあるのです︒それで︑おり
三703 上になにかあるのをみつけました︒﹁

十五川10園着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五備12園 この手でおまえのせわをしているとき

十五伽5

山i

たちのために送別の歌を歌ってくれた︒

十五掴8囹 ︑私がぼろぼろの着物を着ていても︑

十五榴8

望をもって︒校門のかしの木よ︑母校よ

十五伽5

十五帯3

十五悩2

十五伽5

十五術8園 すか︒私は﹃物のわかる喜び﹄でござ

十五悩4

って︒校門のかしの木よ︑母校よ︑ばん

十五搬9園 れば︑きりょうのわるいおかあさんも

十五梛9園 ︑自分たち以上のものは︑見えないの

十五悩4

十五麗2園 けたあの戸だなの中にはいっているの

十五佃1園 やはり︑私たちの影以上のものは見え

の

い

みみなおらないのね︒﹂わたくしは︑

ちに光をあげるのですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
三771園
三774園にお目にかかるのです︒あなたたちが

三778園へかえってくるのです︒だから︑だれ

きょうしてくるのです︒そうして︑つ 三776園光をあげにいくのです︒それから︑あ

︻452園
ものをしらべるのだよ︒﹂こんなこえ

一628

三779園るとよるがあるのです︒﹂ズ略﹀︒﹂と︑
一611園をひろってきたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
んとうでもついたのかとおもってみま 三784園をとってしまうのはいや︒﹂と︑ジュ
三841園たいに光らせるのよ︒﹂だんだんにじ

一578園

一5410園

からやってきたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂その
三752園
三764囹いってしまったのよ︒﹂おかあさんが
三766園ってどこへ いくのかなあ︒﹂と︑デビ

十五帽11囹正義であることの喜び﹄でございます

十五期1園私たちの影以上のものは見えないので
十五佃4園 けれど︑私たちのゆめ以上のものは︑

十五佃4圓 たちのゆめ以上のものは︑見られない

十五柵8園ん︑私は神さまのおいいつけを守って
十五佃1園 あらわれるあすの日を待ちながら︒﹂
いたします︒﹂﹁物のわかる喜び﹂︑﹁光﹂

十五㎜2囹 ﹁あなたは︑私の子どもたちに︑それ
十五柵6

十五掴6 かる喜び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは

んなにおおきいのです︒﹂と︑おじい

三843にあまだれがあるのをみつけて︑﹁︿略

一635囹

した︒よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄

みました︒ちがったのをならべてみまし

十五掴7 げますと︑ふたりの目にはなみだが光っ

二224囹

ニー26

いのに︑わたくしのは︑﹃いろはにほへ

十五佃8

二226園

三997園ら︑それをみるのは︑ほんとうにた
三訂2 んだん高くなったのを︑みかどがおき

十五伽過ると︑ずっとまえのことが思い出されて

十五㎜2 あった︒校長先生のお話を聞いていると

ているの︒︵ほかの﹁︿略V︒﹂光﹁まあ︑

か

の一の
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三冠9園 が︑﹁どこへいくのもいやでございま

三鵬3囹

五133園

五122園

五114囹

四㎜1囹

の旅にきっぷがいるのと︑おなじことです

切手をはってもらうのです︒これは︑汽車

ないか︑しらべるのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

りとおったりするのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

車とすれちがったのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

たしがひろったのです︒もってかえ

れほどきれいなのなら︑こてんによ

三㎜2囹
五156

は︑つれていくのはやめよう︒﹂と

四156 まごを生んでいるのをみていた︒えつ
五157

て︑おふろへ いくのがみえるの︒学校

五176園
﹁︿略﹀︒﹂﹁わたしのはこんな小さな字だ
五179園
いい︒このわたしのをごらん︒うそ字さ
は

五2210が
園ってくださったのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒

五253園
れでうれしかったのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

がとうっていったのは︑どういうわけ︒
五2611園

五3011園
なかできなかったのです︒ぼくにはすこ

五533園

だ︒あんな小さいの︒それより︑ほら︑

一ばん星みつけたのね︒えらいわね︒﹂

おさんは目が早いのね︒﹂そこへ︑とな

した︒﹁今夜みるのは土星です︒あそこ

︒あれ土星というのよ︒﹂じゅんばんが

す︒この春まいたのです︒たねをまいた

が︑たねをまいたのでしたね︒﹂﹁︿略﹀︒

︑こんなにさいたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

のつるをのばしたのは︑だれかしら︒あ

ぼみをこしらえたのは︑だあれ︒﹂﹁一

色にそめてくれたのは︑だれでしょう︒

︑三つもさかせたのは︑だあれ︒﹂﹁

なんとこたえていいのか︑わからなくなつ

はこんなに休んだのでしょう︒みんな︑

持ってきてくれたのでした︒これで教室

れがいけてくれたのですか︒こごのずが

になりたいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お

家がほしいというのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂お

やで生きていけるのは︑だれのおかげだ

日に大きくなったのは︑おまえひとりの

で︑大きくなったのでしょうが︑わたし

︑ねてばかりいたのが︑はうようになり

みがなったりしたのは︑おかあさんのせ

んなによくできたのは︑おかあさんの力

かあさんがまいたのだけれど︑こんなに

岬L

四175

四192囹は︑お話をするのとおなじことです
のうちをかいたのです︒やねも︑かべ
四229團
四324団 あるけなかったのです︒その生徒さ
四355囹
をさしてあげたのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
こに氣がついたのです︒おとうさんが
四359囹
四361囹︑ひびいてきたのです︒わかりますか
ないで︑かえれたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒
四385囹
ところで︑ねむったのでした︒﹁︿略﹀︒﹂と
四4310

四448 ｪ﹀︒﹂といったのは︑かっちゃんでし
四503やんのおちていくのを︑下からうけと
四512れてとべば安全なのですが︑いまは︑か
四521ぎながら空をとぶのは︑よういなこと
四563園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いいのかい︒﹂きず口もだ

をたいて走っているのでしょう︒これは貨
五3210

四4810 てびっくりさせるのだろうと思って︑

四665 早い
くってあそぶのです︒﹁かいぶんあ

五272園いって帰ってきたのですもの︒どこかで
五274園
であの人にいったのよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五286園
略﹀︒﹂﹁どうしたのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五292園れしかったというのはどんなことかね︒
五298園駅へおいでになるのでしょう︒ついでで
五304園かなかおもかったのですが︑ぼくは︑か
五308園ういうことをやるのかね︒﹄ときいたの

四733 くさんおもしろいのができました︒こ
四875 さむい︒雪が降るのだろうか︒風がふ

四9710園
ちがっかまえたのだもの︒﹂うらしま﹁

雪がかおにかかるのもわすれて︑高い
四941
四975園
これ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁おも
四976囹ころがしているのです︒﹂うらしま﹁そ

五336は︑なんの力で走るのでしょう︒えんとつ
五351 ︑ガスがもえているのです︒あのガスは︑
五352スは︑なにから作るのでしょう︒なにをし
五362場のきかいを動かすのです︒ガスも石炭か
五368は︑どうしてできたのでしょう︒みなれな
五374かって石炭になったのです︒大むかしのた
五379 ってはたらいているのです︒ 五 心と心

五492光に︑身をきよめるのはうれしい︒ わた

五469ら︑うまく鳴けないのだろう︒帰りに︑ま

五543園

五385をしていらっしゃるのです︒手紙の中に︑
しょう︒光がでるのはなぜでしょう︒﹁

四桐8囹 はいつもこうなのですよ︒﹂うらしま﹁
四宙1園 いけないというのですか︒﹂おとひめ﹁
四桝6 うしてこしらえたのでしょう︒光って
四捌9

四槻4園 たびをしてきたのです︒けれども︑た
四伽8囹 す︒どうなさるのでございますか︒﹂

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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囹園囹池園園囹囹囹囹 卒園園園美園囹園園囹

このはいっているのが︑たけのこごはん

をコツンとうったのだよ︒そこで︑ゆか

︑﹃︿略﹀︒﹄というのだよ︒それで︑手お

まえは水がほしいのか︒﹄とたずねると︑

ぼうさんになったのだよ︒﹂こういつて

オギャアとないたのだよ︒それからな︑

でもおじぎをするのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ら︑うたをうたうのだよ︒高い山から

いない︒どうしたのかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

園囹囹囹菜園園園園囹
、
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五929園 つぶがついているのが︑たけのこごはん

六424園

よしなくてもいいのよ︒さあ︑みなさん

﹁あのねえ﹂というのが︑﹁アドデエ﹂と

こと﹁木にのぼるのですか︒﹂年より﹁そ

六餌10

﹁にいさん﹂というのは︑﹁リイサン﹂の

とられてしまったのです︒﹂海の神﹁つり
10

六882囹

六

六927囹

六538圏︺んずん動いていくのがよくわかるよ︒﹂﹁

しろいことがあるのかい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そ

よりしかたがないのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六644

六608

六598

またそのつぎを書くのです︒そのようにし

︒だれがねむくするのだろう︒︵いしの︶

なると︑ねむくなるのだろう︒どうしてだ

ら︑まえにならったのを思いだして書いて

五か七になっているのです︒﹁空のうた﹂

六㎜2

六佃1

六研9

六七5

六鵬3

六鵬2

六鵬1

一価8

なから声のでる直なのだろうか︒弟は︑﹁

えることばとがあるのだろう︑と考えてみ

うことに氣がついたのである︒ぼくは︑夜

いったから感心したのである︒そこで︑ぼ

し︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑いかにも弟のい

にいったことがあるのではない︒しかし︑

さんのまねのうまいのに感心した︒弟は︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といったのである︒ぼくも︑も

て︑﹁はなをかむのかい︒﹂といったの

五研4囹

五柳3園

六648

よくみながら書いたのです︒まんがもいれ

六田8園

五鵬8 おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ
六665

うにへんしゅうするのは︑むずかしいこと

︒雲が走っているのよ︒﹂と︑みちこが

﹂といいあつているのをききながら︑ふみ

六5211園

するとよくわかるのね︒﹂と︑みちこも

ました︒三人は遊ぶのをやめて︑空をみあ

五963園 は︑まひわというのですが︑ふつうは︑

六543

んの話がうたえないのかと考えました︒そ

になっておちていたのです︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略 六516

五989園 そうと思っているのです︒﹂そのばんの
六553園

五945

五皿5 をたてて流れているのをきいて︑ひわは︑

六596

六師3 も︑﹁︿略﹀︒﹂というのが︑﹁︿略﹀︒﹂ときこ

五価9囹 つもげいができるのね︒﹂さんちゃんの

六48 自分のおかれているのは︑しごと台の上に
六686

おともができないのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ズ略

六59 チカチと氣ぜわしいのはおき時計で︑カッ
六696

五鵬11園

六63 れはなんの役にたつのだろう︑これはどん

とうは︑たこを作るのははじめてです︒け

ははなからでる音なのだろう︒そう思って
六夢10

六佃5

六51一 ッタリとおうようなのははしら時計である

六64 なところにおかれるのだろうなどと考えて

上へ弓なりにまげるのですから︑めんどう

六㎜7 ました︒はりつけるのも︑まがっているの

六㎜5

六69囹世の中の役にたつのに︑どれもこれも不

六711ま
園あ︑よくできたのね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂これ
六726るまは︑死んでいるのか︑生きているのか
六727るのか︑生きているのか︒もちろん生きて

六810 ておいたねじのないのに氣がついた︒﹁︿略

うか︑死んでいるのでしょうか︒﹂﹁︿略
六738園

六価−〇

︒のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのも

六悩1園いて︑わっているのさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
田柵7 んたちは︑おかしいのをがまんしながら︑
六梱4園 ネルがほしかったのさ︒このあたたかい
六町5二 とねむりたかったのさ︒﹂うさぎさんた
六掛2 をつきあげるというのです︒﹁︿略﹀︒﹂うさ

るまは生きているのでしょうか︑死んで
六811圓上をかきまわしたのは︒ああいうねじは 六737園

六91囹あれ一つしかないのだ︒あれがないと︑

六789囹だれがそうさせるのかしら︒﹂といいま

雪だるまは命がないのかなと思いました︒
六767
六95園 にたつことがあるのかしら︒﹂と喜んだ
︑
4園 命をもっているのだよ︒とにかく ︑ 命
六1011し︑いちばん喜んだのはねじであった︒時 六78

日119 動ずることができたのだと思うと︑うれし

六8111囹
た一日だけでいいのです︒﹂編ぼ勘の﹁いく

六126園あいのわるかったのは︑そのためでした 六811園 と﹁お願いがあるのです︒﹂濾ぼ幼の﹁どう
六1210園 に役にたっているのだ︒﹂と︑心からま

あとをつけてきたのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六㎜7 さんがねむっていたのです︒うさぎさんた
六儲9 は︑書ねをしていたのですが︑うさぎさん
六側4囹 うさぎをみつけたのだ︒あの谷をわたる
六欄5囹 ちゃんとみつけたのだ︒そこから︑あと
六側6園

七127

七49園ばんはじめにくるのは︑だれかな︒﹂か
七79囹とひとまわりするのだ︒ろうかをすうっ

竹や木のことをいうのです﹁
︒きゅうりの

六386園 根にとまっているのは︒﹂親つばめ﹁さあ

六164 どは︑きゅうに歩くのをやめて︑弓に矢を 六822囹 ︼どつりがしたいのです︒﹂編ぼ駒の﹁そん
六232囹 つあそぼうというのさ︒わるいことはい 六823園なにつりがしたいのか︒﹂編齢駒の﹁あの率
六824圏いをつってみたいのです︒﹂編ぼ肋の﹁そう
六241囹 くそくをしているのです︒﹂紆い幽物す﹁は
六245園 るときにはたらくのですよ︒さあ︑おそ 六832囹どうしてつれないのだろう︒朝から一び
六3411 いる一⊥戸がでないのである︒雲﹁だいじ 六842園しまった︒大きいのをにがした︒あ︑つ
六356園 う︑また︑すごいのがくるぞ︒﹂16また 六852園 みこと﹁どうしたのだ︒﹂禰論肋の﹁つりば
六872圓いていらっしゃるのですか︒﹂編論酌の﹁つ
困ってないていたのです︒﹂年より﹁では
六874園
六419園ん︑いまから帰るのよ︒﹂子つばめ﹁みん
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がしつづけているのですが︒﹂旅人﹁もし

甲﹁どこへいったのだろうね︒﹂乙﹁ちょ

七131 くことになってきたのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂
七674顔をちょうこくするのに︑二つのやりかた
七136 みにつかわれているのでしょう︒それとよ 七683をくわしく書きたすのににています︒あと
七147 たつかいかたがあるのは︑﹁手﹂だけでは
七684章をきりつめていくのと同じです︒やりか
七159 なつかいかたがあるのは︑おもしろいでは 七702そうじ︑それがすむのをまっていたのか︑
七173賜うちょがよくでるのだったね︒さあ︑出 七702すむのをまっていたのか︑すぐうしろに︑
七197囹 に︑かくれているのさ︒﹂子どもたちは︑ 七724らってもらっているのか︒あ︑ほたるだ︒
七734たんでもさいているのかと思ったら︑まあ

七762囹

﹁記すずめにやるのさ︒﹂はるお﹁子すず 七751園

七229囹 しをさがしにくるのさ︒﹂はるお﹁あおむ

七2211囹

七256囹 ら小さい虫になるのに︑七日かかってい

1びきは白で︑あとのは黒っぽい色をして

七943 かのうさぎがかんだのです︒しばらく動か
七9510

11月

おやうさぎがしたのです︒

で320g︑かるいので260gでした︒

子うさぎは︑おもいので320g︑かるい

ちをのませたくないのでしょうか︒

七95図

七989

七981

七989

八57 か費っていなかったのですから⁝⁝︒それ

八61 山の人だかりだったのです︒私も︑すつか

す︒﹁︿略﹀︒﹂というのは︑同じ日本の中で

︑きいてみたりするのです︒﹁︿略﹀︒﹂とい

そのらくだをみたのではありません︒﹂

八101 ていこうとさえするのです︒うちの中にい

八89 ことばをもっているのだそうです︒なんと

八83

におききになったのですか︒﹂旅人﹁いい

八82

七788囹

人﹁いいえ︑みたのでも︑きいたのでも

七786囹
七789囹

七259園 と同じ色になったのね︒どうして︑はっ

七257囹だが黒っぽかったのが︑青くかわってき 七764園 していらっしゃるのではありませんか︒
七2510園 ぱと同じ色になるのか︑わかりますか︒

七789園

足でふんでしまったのです︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

八131 の信頼をうらぎったのが︑かなしくてなり

八113

八106 をつっついたりするのです︒ピオのゆうか

七261園 やん︑わからないのかい︒﹂兄﹁なまいき

たのでも︑きいたのでもありません︒﹂

七263園 つばと同じになるのは︑鳥などに︑すぐ

七791園かへっれていったのにそういない︒﹂旅

七819囹

らくだをぬすんだのは︑この男にちがい

やんと知っているのです︒﹂裁判官﹁ほか

七814囹とを︑知っているのかね︒﹂乙﹁だいいち

七2910園︑とりかえてやるのが鋭しみだ︒きのう 七8011囹 らくだをにがしたのではないか︒﹄と︑
七321園 んなところをみるのは︑はじめてですよ 七811園﹀︒﹄と︑たずねるのでございます︒﹂乙﹁

八181

八177 ようずに生きていくのです︒虫は︑はじめ

八175 つかってちぢをのむのと同じように︑しぜ

八164 るのか︑なんで知るのか︑手ごろな︑皮の

﹁さなぎになったのですよ︒先生は︑あ

ん︒﹂兄﹁どうしたのさ︒﹂はるお﹁あおむ

七272園

七269園

七824囹

八351 らいのきょりにあるのでしょう︒二十光年

八164 ちは︑においで知るのか︑なんで知るのか

七809園

七802園︑どういうことなのか︑くわしく話しな 八132 んでした︒ころしたのは︑もちろんあやま

七359園 いったことがあるのですもの︒それに︑

七324園 すこしずつのびるのね︒﹂なごやかな音

りの日は︑きらいなのでしょう︒

八366してたもたれているのでしょう︒四幸

この人にであったのです︒﹂裁判官﹁それ

七289園 たところを書いたのが︑よくできたって

七3510園 二時間ほどでっくのですから︒﹂とうけ

七898

ぎは︑早くたべたいのか︑黒いうさぎの上

七832囹

七832囹

ないかと︑思ったのです︒﹂裁判官﹁なる

かからにげてきたのではないかと︑思っ

八205 ︑皮をぬぐ日をまつのです︒上からつたわ

ずしい夜風にあたるのが︑うれしそうです

八2311

八213 よつくり歩いていくのは︑ほんとうにおか
七834園

どうしてわかったのでしょう︒﹂乙﹁そう

八334

八2910囹

八2811囹

ているようにみえるのです︒この星は︑一

けんぎゅうというのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

らきつづけているのは感心なことだ︒む

七846囹

が︑なぜわかったのでしょう︒裁判官ど

八335 はっきりとみえないのですから︑ずいぶん

とめておいでになるのでした︒けれども︑

七847囹

あなたがぬすんだのではない︒もう帰っ

七8311年夏は︑なぜわかったのか︒﹂旅人﹁草をくい

七853園

旅人をうたがったのも︑むりはない︒け
茶うさ

七856園

八279

どうしてわかったのかね︒﹂旅人﹁それは

つもトンネルをほるのにっかいますから︑

こんなことができるのでしょう︒それは︑

七3511
ぶろうをつれてきたのでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

七918

八172

七381しらえてくれていたのです︒私は︑思わず
七453園なつもりでひいたのでもありません︒た
七454園つまぎれにひいたのです︒せっかくのお
七482す︒はじめに書いたのと︑二回めに書いた
七482と︑二回転に書いたのとを︑くらべてこら
七483らんなさい︒二回めのは︑書きたしてある
七591 っています︒こんなのは︑みじかくなった
七592はできません︒つぎのはどうでしょう︒な
七618なに︑からすがいるのかしら︒すみをすっ

の一の
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九1710ストラリアまでいくのがあるということで

九153らんでとまっているのを︑よくみかけます
九162くぶん黄色にみえるのさえあります︒こう
九164めが︑ならんでいるのをみると︑なにかし
九166ごりをおしんでいるのかもしれません︒こ
九総8 を︑話しあっているのかもしれません︒や
九178 っと南へとんでいくのです︒南洋の島々か

八459園 さまにお着せするのです︒そうすればす

八392園

八894囹

八885

なく近づいていくのだから︑ころされる

してこんなになったのかわからないうちに

八568 て歩きだした︒まえのよりはまっすぐだが

八423 こがねになっていたのです︒王さまは︑お

すれば満足なさるのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

たいと思っているのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そ

がたのうつっているのをみた︒それは︑ぶ

どこへとんでいったのかということも知ら

八908

みと幸福をさとったのである︒大きなはく

八832園

八915

八378園 らば︑わしもつむのだが︒﹂とおっしゃ

のが家のまえにいるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂と

うらやましく思ったのではない︒どうして

はしないかと思ったのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂

八854

八512

八3810園足ではないというのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 八851

八532

八609 まごをかえしているのであった︒けれども
八621囹 界だと思っているのかい︒世界は庭の向
八935

る身のうえになったのである︒にわとこの

九186海をひといきにとぶのも︑けっしてふしぎ
八9110園
﹁あすごに新しいのがいるよ︒﹂とさけ
九195なくなってしまったのです︒ウイーンの動
八921囹
﹁そうだ︒新しいのがきた︑きた︒﹂と
八927圓
んなは︑﹁新しいのが︑いちばんきれい 九204 ︒そのつばめを運ぶのに六台の自動車では
九215じめて運ばれてきたのは︑九月十七日でし
八931 つた︒どうしていいのかわからないので︑
九243もどってくるというのです︒近年になって

八625園 ︒いつまでかかるのだろう︒わたしは︑

農林1こう﹂というのだそうです︒やく3九249 ︑北をさしてすすむのです︒その小さな胸

八622園 まで廣がっているのだよ︒さあ︑みんな

ほんとうにめになるのでしょうか︒

九2410を思いうかべているのでしょう︒あの家の

八958

八944

ればきれいな子なのだ︒﹃︿略﹀︒﹄わたし

5月

八6310園 ろ︑水をこわがるのだから︑どんなにし

八6210囹 まごに長くかかるのですよ︒なかなかわ
八643園 つたりして教えたのだが︑だめだった︒

八647園 ままでだいていたのだし︑あと四五日は
八671園

八6611園 あのしせいのいいのをみてもわかる︒こ

いう病氣にかかったのだとおっしゃいまし

が︑きっと実になるのでしょう︒

八743 鳥うちがはじまったのである︒かりうどは

八683園 るいことをしないのですから︒﹂と︑親

八田4

には︑いちばん多いので16︑ほかのは︑だ

八965 そうです︒水のすむのをまって︑むらのな 九251た古巣がなつかしいのでしょう︒春になる
八994 ぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植えた九253 いお客の帰ってくるのをまちこがれていま
八994 と︑1本ずつ植えたのと二とおりにして︑ 九332團の湖へつりにいくのが︑いちばんの溶し
八梱7 た︒3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふ 九339国いぎょは︑大きなのになると︑三十セン
八捌8 たが︑いちばん多いので15本になりました 九348団て︑それが︑深いのになると︑ 一望ート
十五六分ほど登るのですが︑そこは︑弓
八佃4 いました︒花のさくのは︑1日にすこしの 九362團
九368国
頭から水をあびるのが乱しみでした︒ま
九374国きぎをとりにいくのが︑すきではありま
八価6

9月21

八鵬3

向いて登ってくるのがみえます︒道もな
ん多いので16︑ほかのは︑だいたい12ぐら 九4011国

八776 がすこしあいているのをみつけたので︑そ
八805園 えなどはいえないのだよ︒﹂それで︑あ

八鵬4

九393国なたで枝をおろすのは氣がつかれます︒

八812園 んなことを考えるのだよ︒のどを鳴らす
八816園 ん︑氣がくるったのだよ︒ねこにきいて

八鋭4園 ︑水の上をおよぐのは︑いい型持ですか
八817園 ︑もぐったりするのがいい氣持かどうか

点描6 ︒1本のほに︑多いのは180ぐらいずつ 九412團いけむりのあがるのがみえました︒秋に
九414国 ︑ぼくは山へいくのが樂しみになりまし
八佃7 田のげん米がとれるのですから︑これは平
九415團き木とりになれたのと︑山へいくたびに
こであらわすというのだからおもしろい︒

九4111団ごへ渡っていったのか︑いまはもういな

まの感じをあらわすのと同じように︑音の

おもしろいと思ったのは︑雪の降ってくる

九1111

つづけてうち鳴らすのであるが︑いかにも

九610

九125

わかりにならないのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

九127

九426團いもをほりおこすのは︑近しく︑うれし
九429団が地われしているのをほりおこすとき︑
九437團つ三つ落ちているのをみたときは︑思わ
九446團なりになっているのをみると︑いまにも

八8110園

八828囹 とおつきあいするのがいやなのさ︒ほん

降るようすにもなるのは︑ふしぎである︒

八822囹 あ︑だれにわかるのかね︒わたしのこと
八828囹 いするのがいやなのさ︒ほんとうですよ

九1210

︑それがわからないのは︑その高さを受け
いだして勉強するのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

九147

八831囹

八829園 ためを思っているのですよ︒いやなこと

417
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九946園 ち︑﹁これ︑きみのだろう︒﹂やまだ︑
九981園 まだ﹁首︑いたいのか︒﹂たかぎぶつき
九993囹の首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑涌
二割4囹 くがいけなかったのさ︒﹂やまだ﹁ぼくも
九撹5囹 けんかの話をするのかい︒﹂たかぎ﹁して

十344 ばならない︑というのである︒佐吉が︑は

十342 織りかたをしていたのでは︑やがて︑困る

九563 ようなかたちだったのです︒いちろうは︑

九564 ︑きみがわるかったのですが︑なるべくお

いあつかいにされるのをみて︑父は︑﹁︿略

十332 しらべつづけていたのである︒村じゅうの
十333

十3310 ︑なぐさめたりしたのは︑母であった︒佐

十345 はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき

十481 ︒四十分もかかったのではないかと思いま

十478れていこうと思ったのです︒ところが︑私

九伽−o園 そこに流れているのがまつ川だ︒私たち

十4810 れに書きとめてみたのです︒クロイワン

九593

＞︒﹂こう話しかけたのは︑ばらの花でした

九618 ぴかぴか光っているのでした︒よくみると 九槻1 上流にいい泉があるのではないかと氣がつ
九6111 ななにかいっているのです︒﹁︿略﹀︒﹂やま 九慨7 て︑遠い上流にあるのだとさとった︒けれ
九645園
頭のとがっているのがいちばんえらいの
九槻9 もある︒さかのぼるのもたやすくなかった
九646園がいちばんえらいのです︒そうして︑わ
九
悩3 たくさんさいていだのです︒いいにおいを
九648園がいます︒まるいのがえらいのですQい
九衙6園んをさがしてくるのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂く
九648園まるいのがえらいのです︒いちばんまる
九榴5園 さがしにいきたいのか︑ちょうちょさん
九649園︒いちばんまるいのはわたしです︒﹂﹁︿
九備9 おなかがすいているのに氣がつき︑また︑
九6410囹ことだよ︒大きなのがいちばんえらいん
九襯3園 わたしをわすれたのかい︒﹂﹁ ﹂﹁︿略

十495囹 テ

ちろうは︑おかしいのをこらえて︑﹁︿略﹀

十3110 つきあっていきたいのです︒ぼくは︑学校

長いきょりをすべるのは︑
ほんとうにゆか

九558 てこっちをみていたのです︒いちろうは︑

九587園 ︒﹁四年生というのは︑小学校の四年生
九佃10

九449團 くもついていったのでした︒ぼくはみな

九592園 は︑わしが書いたのだよ︒﹂いちろうは︑

なくらしをしているのだろう︒なんとおだ

十347 ら右へといききするのであるが︑これを人

九備6

なくらしをしているのだろう︒それにくら

九6011園 たいと思いましたのです︒まあ︑ゆつく

九幽7

十75

九二10

に日本人もいかないのです︒日本人をみた

がすいととんできたのでした︒くもは︑こ

ワンワンチャ

に﹁︿略﹀︒﹂というのです︒そのとき︑い

十518 いぬにたずねているのです︒やはり︑いぬ

十5010

十508 って︑私に知らせたのです︒いぬは︑うし

ンチャン﹂といったのは︑そのためです︒

テイッテアゲルノヨーワンワンタ

ハイッテクノヨ

十4211 ︒この光明を喜んだのもっかのま︑幸吉の

十422園 になれば成功するのだ︒半分までこぎつ

十414 にかわるほどになるのである︒この赤しお

十4010 力者となってくれたのは︑つまのうめであ

十3612 ぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であっ

十357圏 くすえをどうするのか︒﹂佐吉は︑もう︑

十357圏 こんなことでいいのか︒日本のゆくすえ

九幽8

りねむってしまったのでしょう︒くもが︑

九伽11園 川からひいてあるのだ︒﹂泉をあふれで

九備7

十505

十497囹

貝つか

九備9

ました︒風と思ったのは︑そうではなくて

九755 ろうはときどき思うのです︒七

九653園こと︒せいの高いのだよ︒せいの高いこ
九667園がいます︒まるいのがえらいのです︒﹂﹁
九667園まるいのがえらいのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂か
九676園す︒頭のとがったのが一﹂ガヤガヤ︑
九686囹まるでなってないのがえらいとね︒﹂や
九694園 ︑いちばんえらいのだ︒﹂どんぐりども

一ふくろやったのがはじまりで︑その

か町がすきになったのも︑一つは︑そうい

んでいって︑小さなのをえらんで︑ひろっ

十552 妹の心の写眞になるのではないかと︑ふと

十5410 うなものをながめるのです︒わずかのこと

十539 ︑いぬが氣にかかるのか︑ふり向くと︑い

十537 と重いから手に持つのだと︑ませたことを

ッテハイッテクノヨ﹂と︑おとなびた

タナスの葉の大きいのは︑やつでほどもあ 十511一 テ﹂という心らしいのです︒とうとう︑く

こまかにしらべたいのです︒トマトが畑に

十558 にゆきづまってきたのでしょう︒思うこと

十121園はさんでおきたいのです︒なるべく︑小 十5210園

十1112

を︑

十1312

十124

十118

九8111にこんなことをいうのを︑先生は︑耳にも

九781園海のいりえだったのです︒そう︑あの向
九795囹に白くみえているのは︑むかし海の中に
九801囹つかることがあるのです︒ひとっこれか
九812囹く深くほっていくのがいいと思います︒

十278

ければならなかったのか︑よく考えてみた

九8210囹
生のところにあるのと同じだね︒﹂﹁︿略

心にうかべてみたいのです︒もようをみた

な子どもになりたいのです︒そうして︑う 十576 も色と︑こいもも色のがさきました︒いま

十295
十3010

十299

九855圏す︒ここからでるのは︑このとおりうち
九892園る︒二﹁まだやるのか︒﹂たかぎ﹁やると
九916囹けんかなんかしたのさ︒﹂一﹁びっくりし

た︒私は︑のこったのをおし葉にしました
＋5812
十一624囹

十︻622囹

といってわらうのです︒ぼくはくやし
渡ってしまったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十二71園 雨具をかりたいのですが︒﹂とたのみ

十二72 女はなにを思ったのか︑ふと庭さきにさ

十能ー06囹

って︑どうするのですか︒﹂とききま

をひろっているのですか︒﹂とたずね

家に帰ってくるのは︑ちょうど︑織物

にある村からきたのでした︒少年の父親

いと思っているのですが一あなたの

それをとりのけるのをやめて︑また下が

よりよほどいいのです︒わたしはなん

の父はどうしたのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒

いなかからきたのでございます︒﹂と︑

十一一236 根の下でくらせるのですから︑家内じゅ

十二224園

十二2111園人の心を動かすのだって︑あのピアノ

十二206園

と︑じょうずなのもあるし︑へたなの

十一743園

どくが顔にでたのです︒だいぶんわる

十二242たりのまごというのは︑父母にとっての

あるし︑へたなのもある︒毎晩鳴いて

で︑むずかしいのは︑コックスだろう

十一754園

おえみがうかんだのをみたような氣がし

十二248ほどうれしかったのです︒民ちゃんをな

民意ー812囹

もしろくなったのです︒おとなりの草

り容易じゃないのですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十一639

十二92園 ︑どうなさったのですか︒﹂とたずね

からたれさがったのもいい︒まだ青々と

十五ー012園

十二96園

十ニー43

きくのぞいているのもいい︒だが︑根も

ばはいいにくいのだ︒それから︑また

少年の父親というのは︑去年︑しごとを

十ニー44

十一628園

フランスへいったのですが︑数日まえ︑

うとでたち切るのと同じことです︒﹂

十一6310

ナポリへよこしたのでした︒学ばんは︑

十ニー710園

十二97園

十一6310

十ニー88園

十一6512﹇n国年よりではないのですが︑外國から帰 十ニー510

十一6412

から帰ってきたのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

といわなかったのだね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十621あんなに早くのびるのでしょう︒きのう︑
十637顔をこしらえあげるのですが︑能のほうで
十648さを現わそうとするのとちがって︑狂言は
十664園﹁よくるすをするのだぞ︒﹂といいつけ︑
十674だにさわりもしないのだから︑自分たちも
十698囹それが︑死なないのだから︑﹃ぶす﹄で
十708園うまそうにみえるのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ひ
十732園たりともどうしたのだ︒﹂だんなは︑あ
十一6512囹

﹁いつ入院したのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十三二812園

十一6210園

す﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早道と
＋7312園
十一662園

たいへんわるいのでしょうか︒どうな

十一6211圏ういえなかったのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ばん早道と思ったのです︒が⁝⁝︒﹂と︑
＋7312園

十一668園
十一704

十二204園

己惚ー98園

は︑だ れ が な る の さ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

十一7711

十一757囹

つれていかれたのだな︒わたしはまた

つたいどうしたのだ︒おまえはべつの

れでぼくがきたのですが︑どこがわる

でした︒息をつくのもやっとのようでし

十一45 ひいて通っていくのがみえるし︑川上の
十︻47 ん本も立っているのがみえる︒長いいか
十一49 山から運んでくるのもみえる︒なにより

十一7210園︑どこがわるいのでしょう︒﹂﹁︿略﹀︒

十一7210囹

とにき め て い る の さ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

十一833園

えはここにいたのだね︒どうしてこん

いようにしたいのです︒けれども︑思

方へつれていくのさ︒﹂天壌﹀︒﹂﹁︿二

十一834囹

ゆうになっているのである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

＋一410によりおもしろいのは︑大学のボ．iトが

十一56

郎が生まれてきたのです︒だから︑金次

十一837園

︑﹁︿略﹀︒﹂というのでした︒おとなりで

ようずになったのだろう︒そうだ︑け

ん︒﹁どうしたのです︒おかあさん︒

した︒いちばん下のは︑そのとき二つで

十二273りでいざって歩くのです︒たいへんおそ
道まででていたのよ︒﹂ズ略﹀︒﹂わた
十二298囹
十一838園がいがおこったのだろう︒わたしは︑
︒﹁さあ︑いくのか︑いかないのかね
のか︑いかないのかね︒﹂と︑父親は

もきけなかったのですよ︒たぶん︑遠

ないといけないのです︒あの人︑いま

十一856園飲ませてあげるのです︒いつも︑ぼく

十一849囹

十一849園

どうかしているのではないだろうか︒

十一472こえて内地にきたのは︑ぼくの二年半の
十一519がら︑電車のくるのを待っていた︒電車
十一542かかげられているのをみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十一857園
十︻869園

30

30

32

︑そのことをいうのでしょう︒﹁︿略﹀︒﹂

ことば数のふえるのには︑おどろいてし

が私を待っているのか︑すこしも知りま

あることを知ったのは︑先生がおいでに

日なたにでかけるのだと知って︑おどり

ために苦しまれたのですが︑私は︑いつ

別の手に︑はじめのはゆっくりと︑次に

35

＋一5912 ︒その近道というのは︑田のあぜ道で︑

うに家族があるのでしょう︒どうやら

十十十十十十十十

8
10
10
11
20
23
23

十︻607くとめられていたのである︒が︑いま︑

十一869園

十二58

十二51園陸地にであったのが︑それほどの手が

まえはどうしたのだ︒まえからあぶな
あの橋を渡ったのではないかね︒﹂と

ことをいいだしたのかと思いながらやつ
とわらなかったのか︒﹂とせめた︒﹁︿

囹園園
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はい句の話をきくのでした︒先生の近く

しずかにしているのがすきだというし︑

また人にみられるのもこまる︒八郎は思

家具の岩屋というのがある︒昔︑あるま

わせてやるというのであった︒おには︑

したが︑雪をみるのが喫しみでした︒芭

そのあたりにいるのは︑川べりにある船

はきれいではないのですが︑芭蕉は︑い
︑まくらにひびくのでしたが︑その夜は

ちがほしくなるのはやはりこんな晩だ

んなことをきくのか︒﹂という色があ

︒﹁そうだったのかい︒きみたちは︑

に︑送ってやったのであります︒チルデ
うにとなえていたのでは︑そのことばは

いとぐちとなったのは︑アメリカのモi

それちがってくるのも︑やはりこのため

222221202020201919181了1了16161514141311111091131121121121m

十三2310

十三231園上に生長しないのは︑きっと︑小もみ

師が日本に傳えたのは︑三百五十年ほど

仁王さまをほったのは運慶だといわれて

十三286 むけたりしているのである︒もの音には

十三267 ︒ホートンというのは︑小路のことであ

十三248 夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑こ

十三244 見ることがあったのです︒そのころ︑ユ

って︑発見されたのであります︒このお

よい式土器というのがあります︒それは

す︒まき絵というのは︑うるしをぬった

うんけい

べたやお屋らしいのもあります︒これは

光をはなっているのは︑なんともいえな

十三305圏 ｪ﹀︒﹂﹁いまのは︑あめ屋さんだ︒

十三309 たててやって來るのは︑さるまわしであ
こ

となって生まれたのです︒

十三315 りをやるつもりなのだが︑さるは︑とち

十三353 字の國といわれるのも︑いわれのないこ

られていなかったのですが︑この本によ

十三3511

十三345 ない︒夜のふけるのも知らないで︑見と

えば︑移轄をするのに︑方角がよいとか

十三364 ちらと降ってくるのも︑このころである

十三322 通るその声を聞くのは︑ゆめの中の声の

ないことを信ずるのを︑迷信という︒一

十三406 ︒︵電話のかかるのを待っている︒その

を日本語になおすのには︑どれほど苦心

であると︑信ずるのである︒原因・結果
︑目についてきたのです︒熱心な学者が

わないよ︒ぼくのがある︒なんでもあ

をする土台にするのである︒たとえば︑

最初にいいだしたのは︑十六世紀の中こ

十三413囹

そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝う

ひとりでつかうのは︑ぜいたくという
眞理を求めていたのです︒

十三5511

したが︑おじさんので見ると︑いっそう

十三555匿うすこし大きいのがあるよ︒﹂といっ

十三551囹

はだの色の美しいのにおどろかされまし

でいただきたいのです⁝⁝はい︒︵三

すびつけてとばすのであるが︑とぶと︑

ない︑地球が動くのだということを︑明

十三416園

には︑鉱山があるのでもなく︑いい港が

十三561

いことでもあるのか︒﹂そういって︑
く︑いい港があるのでもなく︑わが九州

十三562

そんなにちがうのですか︑おじさん︒

十三406園

すっかりわかったのです︒しかし︑その

十三425囹

とげて︑さかえるのであります︒このと

十三566園

みどり

返そうと決心したのです︒ダルガスは︑

十三5612囹

ない︒色のあるのは︑その点はよいが

んらしいと思うのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

いそう上達したのさ︒ミケランジェロ

ぶんちがっているのにおどろきました︒

こえた土地とするのが︑ダルガスのゆめ

きゅうしゅう

れはててしまったのです︒これを生かす

十三579囹

つともむずかしいのは︑あれ地に木を植

十三5810囹

ンナのかわったのを見せてあげよう︒
そこで思いついたのは︑ノルウェー産の

十四45 私たちの心をうつのです︒なぜでしょう

十三615園

十四47 うとい光のためなのです︒フィリップは

くさんのこしたのはえらいよ︒こんな
ふと思いうかべたのは︑アルプス産の小
はたされなかったのであります︒デンマ

えたので︑かれるのはふせがれましたが

十三582園

す︒これを生かすのは︑みぞをほって水

三

をかえてしまったのかというと︑そんな

解体図

人との共同作品なのです︒三人がひとつ

110109108105100
767108651121044756121652452112111865109

えることになったのです︒こうして私は

58

日教えてもらえるので︑これがなにより

61

の海で顔をあらうのを樂しみにしていた

方形にする︒ほかのはよくもんでのばし
︑よくにたようなのが︑あちらこちらで

て自分で動かすのは上しいものだよ︒

が生まれてくるのだ︒たとえば︑わざ

する望みもあるのだ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略

絵にしてみせるのだが︑人間ばかりで

樂は手でつかうのだが︑そのほか︑指

で︑動いているのかもしれないよ︒﹂﹁

んがすくわれるのです︒どうぞ神さま

一をしつけていくのには︑なみなみなら
︑勉強をはじめたのです︒手のひらに文

やくもちになったのもむりはありません

ることがわかったのです︒私の手にふれ

1010311121295954987310410711710111123941110
園囹園
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十四271
に思われてきたのだ︒﹂とおっしゃつ

ばがはいってきたのだろうかと思った︒

きに傳わってきたのだということが想像

十四507

十四492

十四4811

あきらかになったのですが︑おしいこと

元氣をつけていたのです︒﹁︿略﹀︒﹂この

十四518 ﹂こういいだしたのは︑根のしるしをつ

た︒助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦

十四273

いたいものがあるのです︒見てもらいた

十四278園

十四292

十四326

十四326

十四319

︒数学が発達したのです︒航海術がさか

天文学が生まれたのです︒数学が発達し．

こよみが作られたのです︒天文学が生ま

︑農業が進歩したのです︒こよみが作ら

くもわるくもなるのです︒あなたがたの

＋四5912園
もつかなかったのですよ︒だから︑あ

十四597園ておいてあげたのです︒ほかのことは

＋四1110国こちらにまわすのです︒

十四603園といってもいいのです︒しかし︑ぼく

十四3112 な國になっていくのです︒さて︑私は︑ 十四591園かげで︑かれるのが助かったことを考
十四596囹がわけてあげたのです︒水だって︑た

十四5811園で運んでいけるのですよ︒それから︑

十四811国ことのできないのは︑わかりきってい
十四811團かりきっているのですから︒けれども
＋四812国をお考えになるのです︒おかあさんの
＋四912團ていてくださるのだと︑思いたいので
＋四912團だと︑思いたいのです︒ ランプとコー
十四326

十四49 うとさをみつけたのです︒そうして︑心
十四51 もともに苦しんだのです︒だから︑フィ
十四53 が︑こもっているのです︒それというの
十四55 です︒それというのも︑フィリップ自身
十四74團ぼっちではないのだと︑お考えになつ
十四78團いうにすぎないのです︒私たちは︑お
十四86国ました︒つらいのをがまんして生きて
とをわすれていたのは︑よくないことで

とを思っているのです︒ じきに九月に
＋四1012團

十四327

十四295 に見られるものなのです︒それは︑空に 十四529園ちやの実がつくのです︒こんな︑十キ
十四2910 うとはしなかったのだろうという人もあ 十四552園も送ってあげるのは︑たいへんなほね
十四305 とがたりなかったのは︑ざんねんなこと 十四567園て行ってあげるのは︑この私です︒も
十四309 になってしまったのでしょうか︒むかし 十四571園うにしてあげたのです︒だから︑私は
十四582囹を養分につくるのは︑葉さんではなく
十四313

いっしょに小

十四118團 つたほうがいいのです︒ ランプはかべ

れてはいないのだ︑もうすこしすれ
＋四1410国國

十四124国かくするためなのです︒ これは︑私の
十四126国っているというのが教えてくれたこと
十四127團てくれたことなのです︒その友だちの
十四132團一を入れていいのか︑おわかりになり
十四134養をのせるためなのです︒おかあさんの
月をくらせるのだ︑自分としては︑
＋四1410團園

のはしまでとどくのに︑二十億年も︑か

十四6611で︑ もっと大きなのが︑庭の上などにで

は︑どこまで廣いのか︑想像がつきませ

十四348

十四343

十四327 がさかんになったのです︒宗教も︑科学 十四607園て地面にはえたのか︑考えたことがあ
十四611園 ︑まいてくれたのだった︒もし︑あの
十四328 ふかまっていったのです︒よそ目には︑
十四3210 いつながりがあるのです︒人間は︑星に 十四632なしずくになったのが︑ 無数にむらがっ
十四336 分にしかすぎないのです︒このぎんが系 十四632にむらがっているので︑ ちょうど雲やき
十四337 のぎんが系というのは︑地球をとりまい 十四635くのつぶの大きいのが︑ ちらちらと目に
十四339 さんの星のむれなのです︒それでは︑こ 十四638 つたときに見えるのと︑ にたようなもの
十四342 なおいくつかあるのです︒こうなってく 十四642がこってくっつくので︑ もし︑そういう
十四647くさんういているのです︒ 空中にうかん

が思われてくるのです︒おかあさんが
＋四1412團

かるほどの廣さなのです︒この廣大なう

らかでいられるのか︑それを︑こう話

十四696い雨をあげてみたのです︒湯げのお話は

十四693んの湯にくらべるのはむりですが︑ただ

十四692ようすのちがったのもあります︒だから

＋四6810 ったことがおこるのです︒しかしまた︑

十四349

はっかまなかったのですが︑その感動か

十四678な早さで回面するのを見ることがあるで
十四689か八キロとかいうのですから︑そういう
十四36！2

十四443國

こう話してやるのだ︒くちびるに歌を

十四冊2 やかに動いているのに氣がつくでしょう

ジウムを発見したのです︒みなさん︑あ

十四444圃

︑なにをしているのだろう︒かれは︑氣

十四709だんだんにひえるのは︑湯の表面の結わ

十四37一

十四248園日本語になったのでしょう︒﹂とおた

十四456

︒歌を歌っているのは︑その中のひとり

客間で歌っているのと︑ちっともちがわ

︑日本語になったのだろうかと︑ふしぎ

十四2411よにはいってきたので︑たとえば︑ラジ

十四488

十四464

十四245

ばがはいってきたのは︑品物からだけで
＋四2510

十四156国んとうとい宝なのです︒おとうさんの
十四175国の私にはわかるのです︒では︑おかあ
さ と つ
十四222ちは︑あまり多いのにおどろいた︒佐藤
十四233園のことばだったのだろう︒﹂とおっし

＋四2512よに傳わってきたのにちがいない︒そう

421
の一の

十四729 なもようが見えるのです︒日のあたって

十五249 のせにとびついたのでした︒ 一つまちが

十五2111
方まで落ちていくのを︑おもしろそうに

十五216うにそびえているのでした︒ある朝︑こ

一

十四7212 かげろう﹂がたつのは︑かべや屋根が熱

十五592囹かわいがられたのですから︒﹂と︑あ
めいじ
十五605う外に養っていたのは︑明治二十年の夏
十五615書きそえてあったのを見ても︑その愛さ
十五624園さんたちと行くのがいやなのか︒なに
十五624囹
行くのがいやなのか︒なに︑そうじや
十五625園 ︒ではどうしたのだ︒なにが氣にさわ
十五625囹が氣にさわったのかなあ︒やえ子︑叩

だといっているのですよ︒なんとかし
＋五6212圓

十五675私がだんをおりるのを待ちかまえていた

十五802
．きるようになったのは︑われわれが最初
十五851園がしをわすれたのじゃないかな︒あの
十五855囹がしをわすれたのじゃないかね︒﹂チ
十五862園によぼうというのだろう︒それを受け
十五886園に︑ここにいるのは︑﹃はちきれそう
十五888囹かうものはないのですよ︒﹂﹁はちきれ

もくろく

十四734 おり曲げるためなのです︒つぎには︑熱

＋五2410かさまに落ちこむのでした︒さいわいに

＋五6910がってくださったのだ︒手紙のたびごと

十五893園しょうかいするのはむずかしい︒︵チ

＋五7410の愛する子どもなのだから︑人種的な区

十五394 ︑日本語を表わすのに便利なかたかなや
十五398 の一部分をとったのではなく︑たとえば
十五405 てきとうにまぜるのが︑文章のふつうの
十五416ーマ字といわれるのもそのためである︒
十五459ためにやって來たのも︑そのころのこと
十五469園のあまりに安いのにおどろいた︒﹁︿略
十五472園︑なにぶん作るのにてまのかかるもの
十五476物がはじめられたのは︑いまから三百三

十五896園たを待っていたのです︒あのとおり︑

十四864 んかかって調べるのも︑ごくささいな感
十四865 ︑一首の歌をよむのも︑同じ心の現われ
十四883 に歩こうと思ったのであろうが︑いつの
十四885 てこんなに曲がるのか︒風にふかれたか
十四899 人の心がひかれるのは︑ものごとをあた

＋五8812園
かをむけているのはだれです︒﹂ふと

十五795ます︒といいますのは︑私は︑あの美し

十四917 てこいだと思ったのであろう︒そこで︑

十五534 ツバーグに着いたのは︑暑い附言の日の

＋五4912りだすことにしたのである︒﹁︿略﹀︒﹂こ

十五902囹まも行かれないのです︒ぼくたちは︑

いるかを知らないのだ︒

十四762 と︑きけんになるのです︒これと同じよ

十五6911かとたずねられたのもそのはずだ︒いま

十四麗8

十四7610 がかった風になるのです︒茶わんの湯の 十五254をかたくにぎったのでした︒そうして︑
十四795 せん︒ただ︑困るのは︑木のばあいには 十五273子は︑あきらめたのか︑おそろしいのか
十四7910とを︑知っているのといないのでは︑た 十五274 のか︑おそろしいのか︑それともおどろ
十五274いて氣でも失ったのか︑すこしもさわが
十五276呼吸もなくなったのかと︑そのことがま

＋五7012お
七なりになったのですよ︒そのペンを

十五701んの声は聞えないのだ︒暗い心になって

十四7010 めだと思っていいのです︒もし︑表面に

十四7910 ているのといないのでは︑たいへんちが

十五282たまらなくなったのか︑その重荷をふり

十五2011︑散歩に出て來るのでした︒ニューヨー

十四801 のことを発見したのでしょうか︒ことに

十五324急ぎでおりて來たのです︒ようやく道を

十五195高くそびえているのが︑このユングフラ

十四804 の祖先が発見したのではなく︑よその民

十五749会に巣だたせたいのが念願である︒神の

十四7011 けば︑ひやされるのは︑おもに︑まわり

十四805 い傳えられているのもあるかもしれませ

十五343分の考えを表わすのに︑ことばや︑尊ぶ

十四718 糸くずなどの動くのを見ていても︑いく

十四807 眞理だと思われたので︑そのことをほか

十五764ていてくださったのだ︒私は︑停車場ま

＋五7412こからわいてくるのだ一と︑テーブル

＋五6212園
けだから︑行くのはいやだといってい

十四832 は﹁雪國﹂というのであり︑もう一つは

十五367ないものを表わすのに︑線を横に一本引
十五369いう考えを表わすのには︑線を横に尊い

十四833 つは﹁雪﹂というのであった︒﹁雪國﹂

十五3711日本に傳えられたのは︑千七百年ほどま

十四9811 のようにかがやくのを見た︒たしかにそ

＋五5310た私の目に映じたのは︑廣いへやの窓ぎ

十五902園 へん急いでいるのです︒青い鳥をさが
十五903囹をさがしているのです︒たぶん︑あな

る︒﹁雪﹂というのは︑雪の景色を写し

十四992 かるい星が落ちるのを見た︒その星が落

＋五5410たいすをすすめるのであった︒私がこの

十五912園んな見るといいのですよ︒﹂チルチル﹁

とができるというのである︒﹁︿略﹀︒﹂こ

十四994囹 のところへ行くのだ︒﹂と︑女の子は

十五561園だきをきわめたのは︑アメリカ山がく

十四853

十四997 ろへのぼっていくのだと︑話してきかせ

十五568弄かい関係があるのだが︑きょうは︑は

十四8310

十四麗4囹 でこごえ死んだのだ︒﹂といった︒け

十四863 んねんに写生するのも︑ 一びきのこん虫

十四麗6 ぼろしを知らないのだ︒人々は︑その子

の一の
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十五929園 うのに聞えないのかい︒それからさと

十五913園

十五楢7園

十五悩3園

十五湿11園

いっしょに遊ぶのですもの︒まず第一

くこぞうのようなのが︑聞きとれないさ

いっとう快活なのです︒それから︑こ

でいっとういいのをしょうかいしませ

そうにしているのは︑だれもふり向い

十五掴11園 ︒私も下へ行くのですよ︒小さな家に

十五餌6園 ち︑私に会ったのだから︑あしたまた

ル﹁なにをするのです︒﹂軸翻った﹁それ

十五939囹 みを待っているのだ︒おことわりはで
十五悩10

十五備9園 いおかあさんなのだからね︒おまえた
＋五稲12囹 ︑心配しているのですよ︒﹂母の愛﹁あ

＋五M12園小さな家に帰るのですよ︒おまえたち
十五価1園 であがって來たのは︑これから下へ帰
十五柵6園 でも天國にいるのですよ︒おかあさん

十五塒10園

どもがにげて行くのを見ながら︑﹁︿略﹀

十五946

十五価11園

十五9410園

あの人のわらうのを見たことがありま

ければならないのは︑﹃正義であるこ

う︒どこへ來たのかしら︒﹂光﹁同じと

十五948囹 げこんでしまうのさ︒﹂チルチルそこ
十五9411園 じところにいるのだよ︒ちがったよう 十五櫛2園
十五951囹 ることができるのだよ︒ダイヤモンド

十五搦4囹︺いちばん幸福なのですが︑いちばん悲

十五9411騰ったように思うのは目のせいです︒私 十五鵬3囹 ︒その後にいるのは︑﹃善人であるこ
﹃不幸﹄に行くのをとめることは︑な

十五柵3囹 とを︑知らないのだろう︒︵ほかの﹁
十五柵9園 のは︑見えないのです︒﹂証議硬勘鵬﹁私
十五冊1園 ものは見えないのです︒﹂躾肌御盆勘﹁あ
十五冊4囹 たちは︑幸福なのですけれど︑私たち

なかむずかしいのです︒なにしろ︑﹃

十五⁝⁝5圏 は︑見られないのです︒﹂拗勘働か﹁さあ

十五鵬5囹

ることがすきなのですから︒そういう

なってしまったのです︒わるいなかま

十五柳1園一をさがしているのです︒﹂チルチル﹁だ

十五鵬6園

になってしまうのです︒右の方には︑

十五柵5園

てたくさんいるのだろう︒﹂光﹁もっと

十五9512園

十五描9囹

十五描7園

十五966園見つけられないのだよ︒﹂チルチル﹁小

さってしまったのですね︒でも︑それ

十五952園幸福の精を見るのだよ︒﹂﹁ばらの目ざ

十五965囹 ん︑幸福はあるのだから︒けれども︑

十五962園 い目にあわせたのだよ︒﹂チルチル﹁で

十五969囹 せこっちを通るのだから︒ほかの者に

十五皿12囹

十五皿6囹

十五976囹 お話はできないのだよ︒﹂チルチルは

十五972園 だろう︒だれなのだろう︒﹂光﹁あれは

十五㎜7園

十五糊3園

十五佃12園

十五佃8園

に︑わかくなるのですよ

と幸福とがますのですよ︒おまえがに

とることはないのだからね︒そのうえ

の人を知らないのですか︒まあ︑よく

うちにい

いたの︒

あまの川だ
のいやもんど︑ おかあさん

一﹇539園 このりんご︑じろうにいさんにいただ

のおみやげに いただいたの︒

一655園

一505囹やっき
とがついたの︒
一652園ど︑
うし
力たの︒

の

十五佃9囹 けを守っているのです︒ときはまだ來
十五佃9園 きはまだ來ないのです︒でも︑いまに
十五佃9囹 んなないているのだな︒でも︑どうし
十五旧1 たしくしなかったのだろうと︑ざんねん
01
6ノ の
︵終助︶

十五971囹 てかわいらしいのだ︒どこから出て來

線を加えていくのです︒﹂チルチル﹁そ

十五971園 こから出て來たのだろう︒だれなのだ

十五979囹 べたをしているのだろう︒なんてかわ

十五佃8園

をむかえているのですよ︒その﹃喜び

十五9710園 い服を着ているのだろう︒このへんで

十五柵9囹

とも出て來ないのは︒﹂幸福﹁あれは︑

十五988囹 もう時間がないのだからね︒あの子た

十五981園 が︑ずっと多いのだよ︒﹂チルチル﹁ど

十五991園代は︑ごく短いのだからね︒﹂また︑

十五麗6囹

十五雛5圓

十五麗5囹

十五9812園 り時間がおしいのだよ︒なにしろ︑子 十五栩5囹

きにはお金持なのですよ︒もう︑びん

んにも見えないのだからね︒母親はだ

間には見えないのさ︒人間というもの

着物を着ているのよ︒けれど︑人間に

っことで織ったのですよ︒おまえたち

いったの︒

三759園

三741園

おや︑さっきのお日さまの光︑どこへ

これ︑どこからやってきたの︒

三685囹︺風はなんていってるの︒

十五992 はすこしせの高いのが︑廣間の中にかけ

十五麗8園

十五9810囹︑わかっているのだからねえ︒それに 十五描10囹 にもかも見えるのですからね︒﹂チル

十五㎜11園 たの知っているのは︑ぼくたちだけで

十五擢10囹

て︑ひまがないのだよ︒さあ︑これで

になってしまうのですよ︒﹂チルチル﹁

三838園

あしたの

あさも︑

お日さまは

きっと

あんなところにだれがかけたの︒

かえってきてくれるの︒

三781園

をするの︒

三769園 じゃあ︑お日さまはよその國でなに

十五㎜12園 のまわりにいるのですよ︒ぼくたちは

十五柵2囹

十五榊6囹

かあさんもないのさ︒おかあさんたち

十五棚5園 んにも知らないのですね︒ぼくは︑あ

十五棚2園 ︑くらしているのですもの︒﹂チルチ
十五醜2園 こしらえているのですよ︒でも︑ぼく
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四176 わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ
いくのがみえるの︒

四449囹 どうしていけないの︒

七228園なにしにくるの︒

七225園にいちゃん︑すずめはなにしにくるの︒

十一一801園

十二795園

十二793園

どこで生まれたの︒

きみたちは︑日本語を知っているの︒

先生は︑あおむしがさなぎになるって︑

十三426園

おかあさん︑おかあさんなの⁝⁝

へえ⁝⁝そんなにしんせつだったの︒

満ぼう︑なにが氣にさわったの︑おば

＋五8310囹
私たち︑あそこへ行ってもいいの︒

さんにいってごらん︒

十五628園

十三437囹

れきみにくれたの⁝⁝マンシュウの子どもが︒

十三422園見せたいものだって⁝⁝なにを⁝⁝そ

どちらをおうえんするの︒

じゃあ︑きょうのテニスの試合には︑

七2210園
あおむしをとって︑どうするの︒

れたの︒

＋五9110園
あなたはそう思うの︒

十五865園小さなおかしもいけないの︒
十五871園え︑あなた︑ぼくを知っているの︒
十五917園それがおもしろいの︒

﹁キントットガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂

十五梱3園 おや︑そうなの︒
十五梱8園 ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの︒

十五982園どこにびんぼう人がいるの︒
十五998囹 ︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒
十五999園きみ︑ぼくを知らないの︒

＋五9711園このへんでは︑みんなお金持なの︒

十五974囹話をしてもいいの︒

＋五9510圓
あの子たちを知っているの︒

十五947囹みんなどこへ行くの︒

七291囹どんなふうに書いたの︒
七303囹にいちゃん︑帰っていたの︒

十544囹

ているのです︒

十517園 ﹁イラナイノ﹂といって︑いぬにたずね

十492園 ハイーイラナイノー
十499園キントットガーアドコ ヘイッタノ

九備5園 どうしてねむらないの︒

いの︒

九搦7園 くもさん︑あんないいお月さん︑みえな

八8010囹
おまえさん︑なにを考えているの︒

七278園これ︑死んでいるの︒
七287園きょうね︑除雪の時間に︑ 先生にほめら

教えてくださらなかったの︒

七273園

砂の中に立てるの︒

四458囹なにがつらいの︒
七231園子すずめ︑あおむしをたべるの︒
四463園 じゃあ︑かっちゃん︑きょうはどこに 七234囹なにしてるの︒
七245園はい︑だいこんの葉ーーどうして︑葉を
ならびたいというの︒

四鵬9囹 もうすっかり野駈になったの︒
四鵬5囹 りゅうぐうは︑まだとおいの︒

五83國にいさん︑汽車のきっぷかったの︒

どうした の ︑ い っ た い ︒
六3811園

﹃幸福﹄でつまっているじゃないの︒

十五鵬6園 みんな︑いつでもあんなにきれいなの︒

＋五梱12園
おちちがはって困るの︒

十五塒9囹 きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒
十五㎜3園 金色の雲の中に︑つま先で立って︑

十五佃11囹

るの︒

なぜ横っちょを向いたままでいるの︒

＋五佃10園 ほかの人たちはなにをしょうとしてい

やっと見えるくらいのところにいる人︑ だれなの︒

おとうさんの名はなんというの︒

雪だるまを作るの︒

みんなは︑雪が降ったら︑なにをして

たいへんな進歩じゃないの︒

それで︑おかあさんはどうしているの︒

2の1101031
囹。園囹古里園

は︑そのことをいいあらわしています︒

73ぶ了329836524

五109園どこで走らせているの︒
五132園どうして︑きっぷをみるの︒
五134園ぼくたち︑まちがっていないの︒
五143園にいさん︑もうおりていいの︒
五166園きみは︑どこへいくの︒
五168園あなたは︑どこまでいくの︒
五232園まだほかにあるの︒
五244囹それでうれしかったの︒
五252囹とうとうかけなかったの︒
五277園でもいいの︒
五578園ねえさん︑あれが星なの︒
五618園あやこさんがひっぱったの︒
五674園どうしてお礼をもらわなかったの︒
六227園きみたち︑どこへいくの︒

六393園きみ︑どこにいたの︒
六534園みちこさんは雲が走っているっていうの︒

でも︑さかさまじゃないの︒

しているの︒

六796園あなたが︑それを動かそうと思って動か
六鵬11園

六伽4園 これ︑ただしちゃんにあげるの︒
六旧9園 うさぎさん︑なにしているの︒
六伽7園 どうしたの︑たぬきさん︒

十 十十十十十
二遊心ニー一一

の一のうふ
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十五㎜12囹 まあおまえたち︑ここにいたの︒
なんでこしらえたの︒

十五佃12囹 それに︑このきれいな着物は︑まあ︑

＋五柵12囹 きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠なの︒

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒
﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂は︑みんな︿略﹀五十

．音の中で︑ナニヌネノという一ぎょうの中には

六m11

能

みなさんは︑能というものをみたことがあ

﹇能﹈︵名︶10

いっている音ばかりではないか︒
のう

十628

＋五m12園きぬなの︑銀なの︑それとも眞急なの︒
＋五柵12囹 きぬなの︑銀なの︑それとも眞罪なの︒
十628

十637

能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい

ふつうのしばいでは︑︿略﹀けしょうをし

のですが︑

舞を舞ったり︑さまざまなしぐさをしたりするも

十631

るでしょう︒

さんがおうたいになるうたいを︑きいたことがあ

能を知らない人でも︑おじいさんやおとう

りますか︒

十五麗2園 いつもそれをどこにしまってあるの︒
十五麗3園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ
ここでは︑うちにいるときのように︑

の戸だなの中にはいっているの︒
十五⁝⁝10圏

しごとをしないの︒

十五価12園 でも︑おまえたちは︑どうしてここま
であがって來られたの︒

て︑その役らしく顔をこしらえあげるのですが︑
十6311

能といっしょに︑狂言というものが演じら

すぐれたところのあるものとなっています︒

十647
れます︒

そうして︑能が︑美しさを現わそうとする
ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそ

のとちがって︑

十648
十6411

うではありません︒

農園．

これは能につかうお面です︒

樂しい六か年の思い出を残してくれたこ

﹇農園﹈︵名︶1

十二⁝⁝9
のうえん

十五偽6

﹇農家﹈︵名︶2

農家

の運動場︑この校舎︑あの農園︑
のうか

ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある
森の中の小さな農家ですが︑

九326團

九785

もうすこしで貝つかに着くというところで︑

﹇農学校﹈︵名︶1

さっぽろに農学校をつくられたクラーク

農学校亭さっぽ

先生は一けんの農家にたちよられました︒

のうがっこう
十一501

ろのうがっこう

﹇農業﹈︵名︶4 農業

先生もおっしゃった︒

のうぎょう

デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ

いま知りあいの家でみならいをしています︒

九459国 兄は︑大きくなって農業をするために︑

十一506

植林が成功してから以後の農業は︑すっ

くは︑いい農夫になろう︒

農作物

けれども︑星をこまかく観察したことか

かりかわりました︒

十三247
十四325

ら︑農業が進歩したのです︒

そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ

のうさくぶつ ﹇農作物﹈︵名︶3

ついて

十39

夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑こ

ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物

﹇農夫﹈︵名︶4

十2210

た︒

︹題名︺

農夫

田をならしている農夫︒

2

能と狂言に

八862 あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ

のうふ

十627 能と狂言について

能と狂言について

のうときようげんについて

よりも︑とうといものが生き返りました︒

十三2510

作物で︑できないものはないまでになりました︒

むぎ・さとうだいこんなど︑北ヨーロッパ産の農

十三249

ずかのものにすぎませんでしたが︑

た農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑そのほかわ

そのために︑能は︑めんの群落ともいわれ︑ 十三245

能のほうでは︑めんをつけます︒

十643

十五描2園 道が︑どうしてわかったの︒
十五稲4園 あの人がつれて嘗てくれたの︒
十五備5園 あの人︑だれなの︒
＋五三10園 なんで︑あんなに顔をかくしているの︒

﹁あのね ﹂ の ﹁ ノ ﹂ と ﹁ ネ ﹂ ︑

能は︑その中でも︑もっとも日本らしい︑

＋広義10園 あの人︑顔を見せることはないの︒

十五湘8園 どうしてないているの︒
十五欄11園 でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい
なみだをためているの︒

四776 の一のきばにすくうつばめさん︒

の 8 ノ の
六322 目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる︒

六375 ﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ
六㎜3

﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自

うななみだがこぼれおちる︒

六梱5園

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

﹁ノ﹂︑ ﹁ ネ ﹂ ︑ ﹁ 二 ﹂ ︑ ﹁ ミ ﹂ ︑ ﹁ ム ﹂ と い っ

分で声をだしていってみると︑
六㎜8園

てみた︒

六柵3

425
のうふたち一のこす

十一507 デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ
くは︑いい農夫になろう︒

農夫たち

のき先

九4311團

ほしがきにするために︑母がかわをむい

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

かい

八836

の

のけものあっ

のきばにすくうつばめさん︒
﹇除者扱﹈︵名︶1

﹇除﹈︵下一︶1

のける

のこぎり
のこぎり

︽ーケ︾5かきの

のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて

ばをもっている︒

十一一6810 製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

はたらきのある人は︑はをもったのこぎ

わたしをもっている︒

りににている︒

十二692

のこし 5たべのこし

■いいのこす・かきのこす・たべのこす・とりのこ
す

かぐやひめは︑︿略﹀︑みかどへ おわかれ

の手紙とふしのくすりをのこしました︒

三価4

七206園そのうち︑たねをとるために︑一本だけ

六404 30のこされたかかしの大写し︒

のこしておきましたら︑

した︒

八川5 5かぶをのこして︑ほとんど85㎝になりま

十三615園

ぼく︑記念に︑この死んだ人にのこし

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この
せんでした︒

自由にふでをふるって︑りっぱな作品

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

十三213

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十一一503 首のところだけのこして︑もんだ紙にの

ていきます︒

十一925園

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

のこぎりをひいている人もあります︒ 十131園あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

﹇鋸﹈︵名︶11

近いところに製材所ができて︑のこぎりの

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

のこぎりには︑はがある︒

十一一678

十も三十も続いている︒

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑二

十一一673

十二672

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

五佃10

三359園

のこぎり

のこぎり

︹題名︺1

δいとのこ︒おおのこ

のこぎり

のこ

だ︒

八689囹あの一わをのけたほかは︑みんないい子

ける・つきのける・とりのける

の・ける

物だちからのけものあつかいにされた︒

すがたがみっともないので︑いろいろな動 のこ・す ﹇残﹈︵五︶13 のこす 残す ︽ーサ・ーシ︾

のけものあつかい

四776

十三245 そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ のきば ﹇軒端﹈︵名︶1 のきば
た農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑そのほかわ
﹇農夫達﹈︵名︶1

ずかのものにすぎませんでしたが︑
のうふたち

十三227 デンマルクの農夫たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と

能力

いって︑かれにせまりました︒

のうめん ︹題名︺1 能面
﹇能力﹈︵名︶1

十二佃8能面
のうりよく

のちがいは別として︑

十五744 兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力

八944

のうりんいちごう ﹇農林一号﹈︵名︶1 農林1こう

のき

品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂という 十一一671

のだそうです︒

﹇軒﹈︵名︶3

六475圏 やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは

のき
すずなり︑夕がらす︒

十188 わら屋根ののきから︑たきのように落ちる
雨水︒

十2711 くもがのきに巣をかけることがあれば︑巣
﹇軒先﹈︵名︶1

のはりかたなどを︑しらべておきたいと思います︒
のきさき

十五461 ひくい屋根も︑あけはなした店も︑のき

右と左によじっておかないと︑なんの役にもたた
ない︒

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

まっすぐに長く切るのこぎりは︑這いは

からはじめた︒

かして残したいと考え︑自分でまず︑焼くしごと

十五488 今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

かれが︑︿略﹀︑ふるさとにのこした母へ

送ったつぎの手紙の中にもよくうかがわれます︒

十四512

大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

十二684

十一一688

は︑小さくてうすい︒

十二685

大きくてあつい︒

のこぎりは︑あつみをもっている︒

十二682
のき下

先にかかっているおもしろいかんばんも︑かれに
﹇軒下﹈︵名︶3

は︑みなめずらしいものばかりであった︒
のきした

來年また︑同じ巣へもどってくるというのです︒

九242 ある家ののき下で巣をつくったつばめは︑
九2410 あの家ののき下につくった古巣がなつかし
いのでしょう︒

のこり一のせる

426

のこり

うまく貝の中に核がのこり︑眞気質がまき

十一282

十5812

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

私は︑のこったのをおし葉にしました︒

つけば︑成功するわけであったが︑

十397

十五6610 十の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹 んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒
たちをあとに残し︑︿略﹀京都に移った︒

十五榴5 着しい六か年の思い出を残してくれたこ
﹇残﹈︵名︶2

の運動場︑この校舎︑あの農園︑
のこり

残る

︽iッ・一

今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ
こんどは︑のこった土地の大部分をしめ

るユートランドのあれ地と職い︑

十三195

ている︒

十三103

九2213 十月一日飛行機で 一千六百ぱ二日同じ わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

く九百九十ぱ五日同じくのこりの三十九わ
長者の望みはとげられた︒
のこる

十二6012 それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑
﹇残﹈︵四五︶25

十三222

のこ・る

十四72国ご自分にはまだ子どもたちがのこって

しかし︑問題はまだのこっています︒

三157しかたがありませんから︑はんたかは門

この世の中には︑まだ幸福がのこって

おとうさんに対しては︑︿略﹀︑このう

雲が消えてしまったあとには︑いまいっ
ああ︑そのときもとき︑ちょうどマッチ
つい︑かたいかべしかのこっていなかった︒

はもえつくしてしまって︑女の子のそばには︑あ

十四979

た︑ちりのようなものばかりがのこっていて︑

十四648

えもなく純眞な思い出がのこっています︒

十四142團

心からおかあさんを愛しているからだと︑

いる︑なぜかといえば︑妹にしても︑私にしても︑

十四92團

いる︑

ラ・ーリ・iル︾

のぞとにのこりました︒

ます︒

三723 やはりゆかにのこっています︒
三981 紙にかいたものは︑いつまでものこり

三983 紙にかいたおはなしは︑いつまでもの
こります︒

三鵬5さいごまでどうしてもあきらめない人
が︑なん人かのこりました︒

五394国 山のてっぺんには︑まだ雪がのこってい
ます︒

七5111 のこったものがふんとうした︒
れないで︑のこっている葉がありました︒

十五963園

あれだけ残っていればいいや︒

七841園草をくいとったあとをみますと︑かみき 十五74図魍 面白しいつまで残る明星ぞ

おさらにのせてかざりました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑てのひらにのせてかえり

四282團ぼくをのせてくれないかな︒

ました︒

三醜1

五214

一だいの長い電車が︑おきゃくをいっぱい

その荷物は︿略﹀おもかったのですが︑

乗せて︑終点につきました︒

のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ

ぼくは︑かたへのせて持っていきました︒

五305囹

五498圃

子どもや荷物のせてでる︒

風のせてでる︒

五526 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを

五501圖

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒

ました︒

六二8 ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

七105園渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

一わずつつかみだしては指さきへとまらせ

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

八510

つばめをのせた飛行機は︑︿略﹀︑アルプス

たり︑かたへ乗せたり︑

九221

先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの

をこえてヴェニスへとんでいきました︒

せておいでになりました︒

九769

ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて

きなゆめをえがいていた︑ひとりのわか者があっ

十382一つぶの天然眞珠をてのひらにのせて︑大
た︒

もらったうれしさで︑まだむちゅうになっている

十﹇56

十一117囹頼んで乗せてもらおう︒﹂子どもたち

大きな水おけをのせた一輪車が︑﹁キリ

は︑いっさんにボートの方へかけていった︒

キリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

十三333

大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下に

さげて︑︿略﹀︑下へ下へとおりて行きました︒

十五279

をとったとき︑それをのせるためなのです︒

二4510囹手の上にごむまりをのせているね︒ 十四134團 それは︑コップの上からコーヒーこし

ニー36

ーセル︾

七963 1びきのこらず︑じょうぶにそだてたいとの・せる ﹇乗﹈︵下一︶21 のせる 乗せる ︽ーセ・
思います︒

雪が目についた︒

八593 すると︑向こうの山の谷まにのこっている
八624囹 いちばん大きなたまごがまだのこってい
る︒

八㎜2 のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

427
のぞきこむ一のだせんせい

︵五︶4

のぞきこむ ︽ーミ・

十五718 人力車に乗ったおばさんは︑昔のように
﹇覗込﹈

私をひざにのせた ︒

ーム・iン︾

のぞきこ・む

三伽1 かきねの上からのびあがってみたり︑
へいのすきまからのぞきこんだりしました︒
九974 たかぎ︑それをのぞきこむ︒

十78 足ばやにかけぬけていって︑てんでに︑お
とうさんの顔をのぞきこむようにしました︒

のぞく

︽ーカ︾εとりのぞ

︽ーイ・ーカ・ーキ・

とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ

遠鏡をのぞいて樂しんだ︒

六㎜4

かいだんをトントンあがってみたり︑こ

さんたちの方をのぞきました︒

七711園

大ぜい人が立っているので︑なんだろうと

うどうをのぞいてみたり︑

八54

くもはのそのそと歩きました︒

十三525

それで︑わたしは望ましい︑わたしの
日々が︑自然をしたう心で︑一日一日と︑むすば
れていくように︒

望み

幸吉は︑望みをかけた第一の貸主を開いて

﹇望﹈︵名︶6

十4410

のぞみ

﹁青年よ︑大きな望みをもて︒﹂

みた︒

十一502囹

だいぶんわるいけれど︑まだ望みがあ
る︒

十一757園

十一7712

そこで︑少年は︑自分をなぐさめて望み

命のない人形を思うままに動かして︑

をかけはじめました︒

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台

十二477囹

それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑

にあらわそうとする望みもあるのだ︒

長者の望みはとげられた︒

十二6012

九柵7

どうして︑あの鳥のもっているような美し

博物館をたずねたおもな用事は︑世界の

のぞむ ︽ーム︾

五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ

﹇臨﹈︵五︶1

︵副︶2

のそりのぞり

のそり︑のそり︑そばに歩いてきました︒

のだ先生

のだ先生が先頭に立たれ︑いしい先生は︑

きゅうな坂にかかると︑まえの方で︑のだ

のだ先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒

るほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ台もみえる︒

九柵3 のだ先生がつえでさされる方をみると︑な

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

九価10

みんなのあとからこられた︒

九牛4

につれられて︑山のスキー場へいった︒

九脳2 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生

のだせんせい ﹇先生﹈︹人名︺8

りのぞりと︑どこかへいくところでした︒

十539 ふり向くと︑いぬは︑立ちあがって︑のそ

六襯2

のそりのぞり

た︒

水選手は︑最後の決勝戦にのぞむことになりまし

たって︑十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清

十一一823

のぞ・む

行物として自分の論文を出版してもらうことで︑

学者がだれものぞんでいるカーネギー博物館の刊

十五5412

さをもったらなどと望むことができよう︒

八855

ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠 のぞ・む ﹇望﹈︵五︶2 のぞむ 望む ︽ーム・ーン︾

のぞいてみると︑

八592
鏡をのぞいてみた︒

ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの
やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁でも︑
窓をのぞく子どものはればれした顔︒

妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか
まだ青々とした木の葉の中から大きくの

あさい水には︑あしのめがすくすくと︑
するどい角をのぞかせた︒

十三58

ぞいているのもいい︒

十一一144

まって︑水の中をのぞきました︒

十541

十2111

みてあげよう︒﹂

九麗11

ぞきにいってみると︑

十五435 ウインドにかざられてあるさらやはちを︑ 九822
﹇除﹈︵五 ︶ 1

しげしげとのぞきこみながら︑
のぞ・く
く

のぞく

十三253 しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水
﹇ 覗 ﹈ ︵ 五 ︶18

の害がのぞかれた の で ︑
のぞ・く
ーク︾

一473 おじいさんは︑わたくしをむしめがねで
のぞいてみながらいいました︒

三747園まどからのぞいてごらん︒

九襯10

五572 はるおは︑のぞいていましたが︑かげんが のそのそ ︵副︶1 のそのそ
わからないようで す ︒

したりして︑つくえの上をみたりそとのけしきを

六998 ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに のぞまし・い ﹇望﹈︵形︶1 望ましい ︽ーイ︾
のぞいたりしてい た ︒

六㎜4 けしきを︑大きくしてみようと思って︑右
の手に虫めがねを持って︑のぞいてみた︒

六齪4 ぼくはこうひとりごとをいいながら︑そと
をのぞいてみた︒

六佃8 そうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいてもらっ
た︒

六梱4 ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望

九㎜4 のだ先生がさきに︑すぐつづいていしい先
生がすべられる︒

﹁のだ先生︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

九麗2 こんどは︑のだ先生がとばれるばんである︒
高麗8園

のたりのたり ︵副︶3 のたりのたり

五494圏 のたりのたりとわたし船︑なの花ざかり
の岸をでる︒

五497圃 のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ
風のせてでる︒

のち

五502囲 のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ
﹇後﹈︵名︶27

ゆれ岸をでる︒
のち

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

がっき︑ちょっとためらったのち︑﹁︿略﹀︒﹂
きもとこうきち

このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界
み

そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいしてい

に知られた御木本幸吉であった︒

十391
十461

それからのちになって︑道灌は少女の心

たエジソンのもとをたずねて︑

十二78
がわかりました︒

そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を
もしそれができなかったら︑これからの

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒

十一一423
十二581

︵サ変︶一

ノックする

︽ーシ︾

のっそり︵副︶2のっそり

みあげました︒

六儒5 しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を

ていたのか︑すぐうしろに︑月は︑音もなく︑

七704 くれがたの庭そうじ︑それがすむのをまつ

ので

すずしいかぜがふきこんできたので︑

︵接助︶珊

のっそりとでていた︒
ので

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえでいったので︑

目がさめました︒

一521
二83

しまいまでみていたいとおもいまし

みんなわらいました︒

あんまりいうがにているので︑ぼく︑

めくらが︑ひとりびとりかってなこと

ある日︑はまべにでてみると︑わにざ

いましたので︑ これは いいと 思って︑

三794

にいさまがたのおもいふくろをせおっ

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃった

むちゅうであそんでいましたので︑だれ

ので︑みんなは空をみあげました︒

三679

たのです︒

ていらっしゃつたので︑おそくおなりになつ

三481

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

めが

三435

こまでのばしたのです︒

三169園 あれは門のぞとにいますので︑この
はちをわたくしにとどけようとして︑手をこ

てしまいました︒

をいうので︑ぞうつかいは︑わらいながらいっ

二371園

はじめはきがっきませんでした︒

一一245園

いていたら︑たいへんあついとおもいました︒

一一231囹すのおそうじをするので︑はとをだ

たが︑かねがなったので︑やめてきました︒

おには約そくをまもって︑そののちはも 二215園

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑
十二5812

そののちは︑だれがなんと頼んでも︑か
だから︑これからのちも︑新しいものが

世の中にできてくると︑ことばも︑それにつれて︑

十四256

してくれなくなったという︒

十二624

三289 そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

三㎜8 そののち︑みかどからたびたびお手紙
をくださいましたので︑

三冊1 みかどは︑そののちいつまでも︑かぐや

新しく生まれるものであることが︑考えられる︒
西洋医学は︑はじめオランダからはいり︑

そののちはドイツ医学がおもに傳わったとうか

十四262

がつたが︑

雨のち晴15度

ひめをおわすれになることができませんでし
た︒

雨のちくもり22度

十四788

そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど

くもりのち晴29度

十五54図魍遠くそののちかしの木に︑矢はま

だよ︒

にいじまゆずる

私は︑しばしためらったのち︑意を決し

だおれでとどまりぬ︒

十五536

ノック・する

かれこそ︑のちに名をなした新島裏

て大きなドアをコツコツとノックした︒

八梱10 8月18日 出 くもりのち雨25度

十五584圏

八価3 9月29日 出 くもりのち雨23度

私は︑しばしためらったのち︑意を決し
て大きなドアをコツコツとノックした︒

十五537

九946 たかぎ しばらくして持っているすみに氣

八梱1 11月19日 ㈲ 晴のちくもり18度

た︒

八712それからのちは︑わるくなるばかりであっ

のやっているところを見ると︑

くもりのち晴29度
晴のちくもり17度

す っ か り ひ き こ ま れ て ︑ しばらく見

（日）休）休）（金）（

物したのち︑ その 一 わ を 買 い ︑

八62私も︑

七8845月6日的
七9217月20日
七9328月2日
七9449月6日
七971 獅Q5日
11
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ひとり︑上をみたりまわりをみたりするひ
まもありませんでした︒
家の すみずみまで 光りかがやくほどなので︑

三櫃10 そのうつくしさはたとえようもなく︑
﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒

三佃9 そののち︑みかどからたびたびお手紙
をくださいましたので︑かぐやひめも︑そのた
びにごへんじをさしあげておりました︒

三棚2あまりしんぱいしましたので︑かみのけ
が白くなり︑こしもまがってしまいました︒
三冊4 そうして︑ふしのくすりと手紙は︑か
えってかなしみをますたねになるばかりでし
たので︑あるとき︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきのもの

におたずねになりました︒

それぞれあいての人をきめてから︑文を書き

四196 先生がこうおつしゃつたので︑みんなは
ました︒

四328團雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし

その山のふもとには︑大きな木がし

は︑かさをさしかけてあげました︒

四483

げっているので︑そこをよけてとびました︒
四5410 かっちゃんはねつがでてきたので︑みん

ながかわるがわる︑つめたい水で︑あたまを
ひやしてやりました︒

四842

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑ねえさんがわ

らいました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声でいったので︑

みんながわらいました︒

四859

冬がきたので︑よろこんでないた︒
かめがよびかけても︑うらしまは︑いっ

四871
四鵬2

いや︑ちょうどとおりかかったところ

しんにつりをしているので︑氣がつきません︒
四柵9園

あまり長くなりますので︑もう︑おい

でしたので︒

四M9園

でも︑うちのことも氣にかかります

とましょうと思います︒

四価5園

ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

ので︑かえらせていただきます︒

五174囹

あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五215

ぶっとこごとをいいながら︑出口の方へでていき
ました︒

その人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときいたので︑ぼく

じゅんばんがきたので︑みせていただきま

まさごが︑﹁︿略﹀︒﹂というので︑西の方を

は︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

五309園

五531
みると︑

した︒

五567

﹁︿略﹀︒﹂といってとびあがったので︑み

﹁︿略﹀︒﹂とわらいだしたので︑みんな︑

このたけのこが︑えんの下にあたまをだ
したので︑﹃︿略﹀︒﹄とたずねると︑

五917園

いっぺんにわらってしまいました︒

五838

んなわらいました︒

五811

人がわらいました︒

四572 かっちゃんが︑立ちあがってはばたきを 五576 あんまり大きな声をだしたので︑あたりの
したので︑みんなは大よろこびでした︒

四608 しかたがないので︑二十九わのがんは︑
テーブルのまわりにあつまりました︒

四628 さすがの へびも︑いきがくるしくなつ
たので︑力をゆるめました︒

あたまをさげたので︑みんなもわらいました︒

四646 かっちゃんが︑わびるようにちょこんと

五9810

バタバタと音がしましたので︑みんながと

みそさざいが︑くらい木の中からきたので︑

びおきてみると︑

ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒

五悩2

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒

六84 男の子はゆびさきでそれをつまもうとした

らないのでがっかりした︒

六911 三人はさんざんさがしまわったが︑みつか

ようがかおをだしたので︑日光が店いっぱいにさ

六103 そのとき︑いままで雲にかくれていたたい

しこんできた︒

六157 木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

小さなありでも︑力まかせにかんだので︑

ましたので︑ありは︑ぶじに岸にあがることがで
きました︒

かりうどもびっくりして︑

六1610

六634 弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん

﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話をもちだし

ぽをいれている︒

兄のだいじなつりばりなので︑私も困っ

たので︑みんながわらいました︒

六734

六9211園

たいだけは︑病氣でねておりますので︑

てしまいました︒

﹁︿略﹀︒﹂ときこえたので︑にいさんが︑

ねつはないので︑ねているわけではない︒

ここへはまいっておりません︒

六942園

六価4

六悩8

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなは︑これ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなで大わらいをした︒

で大わらいとなった︒

六柳3

六m9 新しいことがあたまにうかんだので︑もう

ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑

そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六橋1

ので一ので

430

﹁作ってあげようか ︒ ﹂ と い い ま す と ︑

うでしたが︑

六柵7 はりつけるのも︑まがっているのでめんど

元氣がありません︒

茶色のうさぎは︑おくへはいってでてこな

いので︑︿略﹀︑だきあげて︑そとへだしました︒

七924
茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ

がなかったので︑かこいの鉄ぼうを︑かじってい

七936
ました︒

六湘9 やっとできたので︑おかってにいらっしゃ
るおかあさんのところへとんでいって︑﹁︿略﹀︒﹂

お書に︑うさぎのところへいってみたら︑

寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて
よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい

大ぜい人が立っているので︑なんだろうと

すがたがみっともないばかりに︑みんなか

小屋の入唐の戸がすこしあいているのをみ

あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった

つけたので︑そこから中へはいっていった︒

八776
八808

すがたがみっともないので︑いろいろな動

ので︑にわとりに思わずその話をした︒

たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

物だちからのけものあつかいにされた︒

八835
八867

おりよく戸があいていたので︑あひるの子

おかみさんは手をたたいておこった︒

どうしていいのかわからないので︑つばさ

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八873
八931

ういたもみがあったので︑手ですくってみ

の中に頭をかくした︒

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八946

きょうは︑お天氣がいいので︑もみまきを

田植えのころになったので︑しろかきをし

いよいよきょうは田植えでしたので︑みん

ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

きかいがないのでくふうしました︒

九337團

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

たりするので︑まえより元氣で︑

いっしょに畑にでたり︑山へたきぎをとりにいっ

九323團

ちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

で︑協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめた

九209 そのとき︑あいていた家が一けんあったの

八㎜7

うれしそうです︒

八梱2

ちがよいと思いました︒

八㎜7 根が横へはるので︑廣いところのほうが育

なうれしそうでした︒

八989

ました︒

八984

しました︒

親ぜみが︑︿略﹀︑かたい皮にあなをあけて︑ 八961

皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく

ところが︑はたおりひめは︑あまりうれし
いので︑はたをおることをわすれてしまいました︒

八鋭6

られたらたいへんです︒

はみえないらしいので︑ねこや︑すずめにみつけ

八215

い冬もぶじにこすことができました︒

ていねいに生みつけておいてくれましたので︑寒

八146

のぞいてみると︑

八54

るので︑安心しました︒

七998

やりました︒

七952

暑いのでねむっていました︒

七946

といっておみせしました︒

六二9 一びきのうさぎさんが︑あわててにげたの
で︑トンネルのさか道に足をすべらせて︑

六突5 たぬきさんが︑ま顔になっていうので︑う
さぎさんたちは︑たぬきさんがかわいそうになり
ました︒

六㎜1 とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う
さぎさんたちがあまりガヤガヤ話をするので︑目
﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんながわっと

をさましてしまいました︒
七378
わらいました︒

七385 うしろのおばさんがいってくれましたので︑

私は︑人と人のあいだをかきわけていこうとしま
した︒

七388 しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ
しすすむにも︑よういではありません︒

八6210園

なかなかわれないのでね︒

のからだはゆれていたが︑ひく手にくるいはな

七417 汽車は︑かなり早く走っているので︑青年

八6910煮たまごの中にあんまり長くいたので︑あ

思った︒

八757園
としない︒

できず︑

ノ了−

︑60風がひどいので︑あひるの子は立つことも

自分がみにくいので︑いぬもかみつこう

らしかりとばされるので︑しみじみとなさけなく

八709

んなふうになっただけですよ︒

かった︒

七491 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし
まったので︑あいてのセンターが︑﹁勝つ︑勝
つ︒﹂とさわいだ︒

七494 それで︑内野の人はいっしんになったので︑
かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七839囹 それは︑かた方の足あとが︑一つおきに
あさくなっていましたので︒
七913 このごろは天氣がわるいので︑うさぎは︑

431
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ども湖に近い川しもの方へとりにいきました︒
で︑たいそうにぎやかです︒

九339国村の子どもがきょうそうでとりにいくの
九3410團 ちょまはふえる力の強い草なので︑どん
な小さな根っこでも︑すっかりとりのぞいておか
ないといけないといわれて︑ほねをおりました︒

九381国高いすぎやまつのはえているところは︑
書でもうすぐらく︑日があたらないので︑雨の
降ったあとのようにぬれています︒
方法を知らなかったので︑︿略﹀︑兄かぼくがのぼ

九391團 はじめ︑その竹ざおにかまをつけてやる
る役をひきうけました︒

九3910團 のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず
木にしがみついたりしました︒

落せませんでした︒

九405團木が動くので︑かれ枝はなかなかたたき

九脳6

まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

半価6

お書になったので︑雪の上で質しくおべん

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九襯11

風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

とうをたべた︒

九㎜7

ぐずぐずしていると︑そのままたべられる

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九湿4

ので︑みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

くもは︑なんといって返事をしていいかわ

らって︑ちくりとつきさしました︒

九備9

からないので︑そのままだまっていました︒
こんなにうるさくついてこられたときには︑

おとうさんも困りましたので︑子どもをさけて

十711

通ったこともありました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

ぼくがいるので︑みんな樂しい氣持になる
ようにできないものでしょうか︒

十313

で︑おとうさんは答えました︒

九4410團 いそぐ用事だったので︑先生にだけお目 十押1
にかかってすぐ帰りました︒

九588 その声が︑あんまり力がなく︑あわれにき
こえましたので︑いちろうはあわてていいました︒
こって︑ちょっと裁判に困りましたので︑あなた

たので︑ひとまずこれを加工して︑かざり物とし

九6010園 おとといからめんどうなあらそいがお 十428 半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ

家から十二三分ばかり歩いたところに︑廣

て︑ともかく︑世にだすようになった︒

のです︒

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑
いぬは︑ふり向かないので︑たべるように︑
﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒

十519

その足をなめたので︑妹はびっくりして︑

十506

妹の氣のすむようにして︑つれていきました︒

十485

べつにいそぐこともありませんでしたので︑

い草原があるので︑そこへっれていこうと思った

十477

のお考えをうかがいたいと思いましたのです︒
九6510 ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま
したので︑どんぐりどもはやっとしずまりました︒

九764 先生が︑町角までいって︑待っているよう
にとおっしゃったので︑︿略﹀︑角のむきみ屋のと
ころに集まっていました︒

九934 しかし︑自分の物ではないので︑それを舞
台のおくになげすてて︑

九939 新しいすみをひろいあげるが︑自分の物で
はないので︑なおあたりをさがしている︒

十624

二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が

おかみさんをもらえば︑︿略﹀︑着物をきせ

にょつきりでていたので︑びっくりしました︒
十6511

たり︑おこづかいをやったりしなければならない

さかわ川の大水で︑田や畑をみんな流さ

ので︑ずっと︑ひとりでくらしていました︒

れたりしましたので︑いつのまにかびんぼうに

十一1911

なって︑その日のくらしにも困るようになりまし
た︒

が︑そのかわりにでることになりました︒

十一213 父親が病氣でねていましたので︑金次郎

たし︑働きつけているので︑役にたたないことは

十一215 金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ

ありませんでした︒

十一217 すこしも休まず働くので︑かえって︑お

しごとがじゅうぶんできないので︑金次

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒

十一2110

十一278 中には︑正月だというので︑そのうえに

十二文はずむ者もありましたが︑

でました︒

十一434 弟が卒業するので︑私が︑母にかわって

つぼめてしまった︒

十﹁517 しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

ぼくはくやしくなったので︑なに︑こ

のくらいのことがこわいものかと︑自分からさき

十一623園

にわかに病氣にかかって入院したので︑

になって渡ってしまったのです︒
十一642

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑帰ったこと

母親は︑︿略﹀︑家をあけることができな

と︑病院にはいったことを知らせました︒
十一6411

いので︑長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

ので一ので
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看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒
にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒

十一724 そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた
十一808 それが︑ときにはいかにもはっきりとし
ましたので︑少年は希望に力づけられながら︑
くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

十一一65 すると︑にわか雨が降りだしたので︑近
十二611 おくからひとりの少女がでてきましたの
で︑﹁︿略﹀︒﹂とたのみました︒

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑会いたく

十二84 家をはなれて勉強にでかけていましたが︑
なったので︑学校から家へもどってきました︒

耳ざわりでいやがっておいでだろうと思いました

十ニー95囹 いや︑わたしはあんまりへたなので︑
十二2111囹 でも︑あなたの歌には︑そのさびしい
雪持がでているので︑人の心を動かすのだって︑
あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒
十一一233 せまい家なので︑兄は氣のどくだといっ
て︑いつもえんりょがちにしていますが︑
十二2310 近所の荒れ地を三十アールばかりかいこ

んして︑さつまいもや野菜を作ったりしていたの
で︑さしあたり困ることはありません︒

十二254 姉が︑いそがしいので︑おしめカバーを
させたままほっておくと︑

十二259 はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ
ごれていないほうが氣持がいいので︑ときどき︑
︿略﹀︑わたしに知らせるようになりました︒

十二325 私は︑近づいてくる足音を感じましたの
で︑それが母だとばかり思いこんで︑両手をさし
だしました︒

で︑私は暖かい日なたにでかけるのだと知って︑

十二361 先生がぼうしを持ってきてくださったの

だれかが水をくみあげていましたので︑

自分のしたことがわかったので︑︿略﹀︑

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二3611
十二388

くやむ心と悲しみとに胸をさされました︒
みることもできず︑きくこともできず︑

話すこともできないので︑︿略﹀︑かんしゃくもち

十一︻403

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

になったのもむりはありません︒

十二579

里村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑村の
ある年の夏︑きょうは長者の家の田植え

人たちは困りはて︑
十一﹇5910

だというので︑里のおとめたちは︑赤いたすきも
里の人たちはおどろいたが︑いいだした

かいがいしく︑朝から集まってきた︒
十一一604

ことはあとへひかないので︑おとめの数をまして︑
一心にはたらいた︒

小魚はしおからかったので︑のどがかわ

田植え歌勇ましく︑

十二631

芭蕉はひとりしずかにしているのがすき

いてたまらない︒

十二709

だというし︑家もせまいので︑自分は︑その近所
に別に家をかりて住むことにしました︒

芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に
こたえましたが︑雪をみるのが忙しみでした︒

十二718

台所の米入れの大きな入れ物もかなり重
いので︑二三日は困ることもありません︒

十二7411

時間がせまったので︑私はユニホームを
あまりかわいい少年だったので︑よくみ

つけて︑練習のためにコートにでました︒

十二777
十二788

ていますと︑

どこかしら日本人らしいところもあるの
チルデン選手は︑︿略V︑やわらかなボー

で︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十二789
十一一863

弟にせがまれて︑赤とんぼをとりにでか

ルだったので︑無事に受け返すことができ︑

十二951

けたが︑道ばたに野はぎがさいていだので︑赤と

だれも話し相手がないので︑しょんぼり

んぼはとらずに︑花を手にいっぱいつんで帰った

土器には︑なわ目のもようがあるので︑

と校庭に立っていると︑

十︐一955
十二柵2

この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい

じょうもん式土器といいます︒

町から発見されたので︑やよい式土器という名ま

十二川1

えがつけられています︒

説を信じていましたので︑ガリレオを呼びだし︑

十三158 そのころの教会のぼうさんたちは︑天動

その説を人に教えてはならない︑といいました︒

らにもなりかけていたので︑やむを得ず自分の説

十三162 ガリレオは︑年をとってもいたし︑めく

はあやまりであったということにして︑

るのはふせがれましたが︑

十三226 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ

の害がのぞかれたので︑すたれた都市はふたたび

十三253 しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大水

おこり︑新しい町村が︿略﹀生まれました︒

十三268 どこの家も︑高い土べいを立てめぐらし

ているので︑小路は︑おのずから高い土べい続き

になっている︒

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

十三311 ﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし

おさえるので︑﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ﹂とい

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり

うように聞える︒

ふをいったり︑はやしをいれたりしなければなら

十三斜9

ないので︑なかなかいそがしい︒
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のど一のに

十三338 夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ
ままれてもわからないほどである︒

らいただいた絵はがきをだして見せますと︑

十三552 喜んでむかえてくださったので︑先生か
十三581圏赤いところが黒くなつ．たりするので︑
どうもよくない︒

十四2211 それから︑タバコ︑キセル︑カルタ︑カ
ボチャも︑外國語であったとお話しになったので︑
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑みんな

私たちは︑いよいよおどろいた︒
十四234
は 口 々 に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑そくざに答えた︒

てすっかりようすを変えてしまったので︑それま

十二629 ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

えながら︒

つりばりをのどにかけまして︑たいへん
たいののどから︑つりぼりをとっておや

おまえさん︑せなかをまるくしたり︑の

のどを鳴らすか︑たまごを生みなさい︒

のどまででかけたさけびを︑じっとおさ

いくら飲んでものどのかわきがとまらな

このなかまは︑﹃のどのかわいていな

ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

﹇長閑﹈︵形状︶2 のどか

のに

それなのに

いちにちにニへんあるのに︑いちねん

︵接助︶23

よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄しかな

いつまでもおそばにいて︑こうこうを

はじめは︑電車の中は︑まるでにらめっ

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

もうすっかりくらくなっていて︑清いちめんに︑

五552

なにこにこして︑友だちのようになかよくなって

こをしているようだったのに︑それからは︑みん

五255囹

おしゅうございます︒

したいと思いましたのに︑ほんとうにおなごり

三叉9囹

たのだろう︒

二307園 みんなわたったはずなのに︑どうし

もありました︒

いのに︑わたくしのは︑﹃いろはにほへと﹄まで

二225囹

に一ぺんしかないものはなあに︒

一一187囹

のに

ういうしずかな午前にあって考える︑

十三76 ああ︑季節のこういうのどかなとき︑こ

いている︑のどかな午前︒

にあらわれて︑目に見えぬかすみのようにたなび

十三71

のどか

に物をたべる幸福﹄で︑ふたりはふたこで︑

いときに物を飲む幸福﹄と︑﹃腹のへらないとき

十五879囹

かった︒

十二632

いてたまらない︒

十二631 小魚はしおからかったので︑のどがかわ

いると︑のどがかわいてきた︒

でのものの考えかたや商費では︑ふだんの生活さ

そのときは︑まだ三角測量が行われて

えむずかしくなってきた︒

十五563囹

朝早くからそれをガラガラとひきまわす

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

十五6510

眞夏であったので︑博士の家族たちは暑

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒

十五738

にしの

やがてお書どきになったので︑設い食堂

さをどこかにさけて︑家の中はがらんとしていた︒
十五7310
もりた

にみちびかれ︑

森田先生と西野先生のバイオリンとピア

のど

あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い

﹇喉﹈︵名︶13

り︒

六9610囹

苦しんでいるところでございます︒

六966園

てくると︑のどがかわきました︒

六134

のど

にうれしく思いました︒

ノ合そうなど︑はじめてのことなので︑ほんとう

十四7111 そのひえかたがどこも同じではないので︑ 十五慨11
ところどころ特別につめたいむらができます︒

十四758 畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ
けいあたためられるので︑畑では空薫がのぼり︑
森ではくだつています︒

十四908 その上ぐつは︑母親のものだったので︑
この子にとっては大きすぎた︒

十四909 二台の荷馬車が來たので︑それをさける
ために︑急いで道を横ぎったときに︑

十四928 まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

︑了0

ノ了− ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴
らしたり︑火花をだすことさえできた︒

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒
十四939 ひもじいので︑そんなことを思った︒

八786

るかい︒

どを鳴らしたり︑火花をだしたりすることができ

八801園

とさわいだ︒

ねこはのどを鳴らし︑にわとりは﹁︿略﹀︒﹂

十四柵6 そうして︑おばあさんが見えなくなって
は困ると思ったので︑急いで︑たばの中にあった
マッチをみんな一時につけた︒

八812園

十五2510 さすがの大わしも︑十五六の少年に上か
らおされるので︑その重さにたえられなくなって︑

十一816

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

八8211園たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

十五286 少年は︑あぶないことが近づいたと感じ
たので︑︿略﹀︑右手をはなして︑手早く︑自分の
こしにさしていた短刀をぬいて︑
とくがわ

十五454 徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

のに一のばす
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星がでていました︒

おちばの子どもたち︑じゃんけんぱらぱら

かけ

六463圃 北風︑からかぜ︑寒いのに︑おちばの︑
ていく︒

七67 えんどうの花が︑風もないのにゆれている︒
八2810園 ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

のに︑うちのむすめは︑こうしてはたらきつづけ
ているのは感心なことだ︒

るのに︑金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

十﹁217 ほかの人たちは休んだりむだ話をしてい．
﹁もうおそいから︒﹂というのに︑その

晩のうちにいって︑子どもをつれてきました︒

十一2410

十二201園 二三年は︑青い小さな実が︑ほんの二
つ三つ︑ついたりつかなかったりだったのに︑こ
のごろでは︑いつも美しい実をならせることがで
きるようになりました︒
やこんこん︑︿略﹀︒﹂などと︑はやしたてていま

十四783

もとのほうから割ろうとすると︑︿略﹀︑

竹の先のほうから割ってみると︑もとまで︑きれ

まっすぐに割ることができなかったのに︑︿略﹀︑

おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

いにまっすぐに割ることができました︒

十四923

おじさんのくつは光っているのに︑ぼ

まだマッチをすこしも頁ってはいなかった︒
うやのくつはほこりだらけだから︑

十五6211園

その写眞の主が︑こうしておじさんを見

せんとうに

して

あげているのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

十五6912

のに
一ばん

來いというのに聞えないのかい︒
おとといは︑

︵終助︶4

十五929園
のに
四466園

くれっていったのに︒

せめて︑おけの一つも︑もらってくれば

よかったのに︒

五675囹

うす黒い雲は︑どこかへいってしまったの
おまえのせわをしているときは︑いつ
だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

十五脳2圓

に︒

十二7112 まだなにも降ってきもしないのに︑﹁雪 七613

こんなに降るのによくきたな︒

︽ーサ・iシ・ース・

つめはのばさぬように︒

それでも︑まいにちあのつるをのばした

四769 つ

のは︑だれかしら︒

五617園

のばしたりちぢめたりすることができる︒

六櫃2 二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く

んしているうちに︑はっきりした︒

六湿5 二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ

さんたちの方をのぞきました︒

六柵3 とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ

六柵7 とらさんが手をのばして︑一びきのうさぎ

あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

さんのせなかをおさえました︒

七947

くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

いれていました︒

ちょうちょをとらえました︒

戸内10

九襯6 おかあさんときいて︑くもは︑手をうんと

のばして︑とりすがろうとしました︒

警衛2 くもは︑そっと自分の手をのばし足をのば

足をのばしてみました︒

してみました︒

九爾2

した︒

のばす

そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや

母親が︑両手をのばしてついてくる︒

ばしておく︒

十二4910

へんなほねおりです︒

を吸いとって︑夜も書も送ってあげるのは︑たい

そこへ細い根をのばして︑水と養分と

みんな︑両手をのばせ︒

古新聞を︿略﹀︒ほかのはよくもんでの

くあなの中へかくれてしまった︒

十ニー53

十二7510園

町の人のかげ口は︑いっそうはげしくなり︑

﹇伸﹈︵五︶20

十四5412園

道ばたに野はぎがさいていだので︑赤と 十四419囹

﹇野萩﹈︵名︶1

うになった︒

のはぎ

ーセ︾

のば・す

んぼはとらずに︑花を手にいっぱいつんで帰った

十二9412

野はぎ

かれを氣ちがいとよび︑やましとさえののしるよ

十418

十214

なく︑原因と結果との関係もないのに︑一つのこ

十三114 他のこととの間に︑すこしのつながりも ののし・る ﹇罵﹈︵五︶1 ののしる ︽ール︾
とは他のことの原因であると︑信ずるのである︒

十三181 もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ
のもっともよい土地を失いました︒

十四479 たいていの人は︑しょうとつのときにあ
わてふためいて︑そのためにかえって波にのまれ
てしまったのに︑こんなきけんのせまった中で︑
なんというおちついたく略Vほがらかな人だろう︒

こまでのばしたのです︒

はちをわたくしにとどけようとして︑手をこ

十五252

左手を長くのばして︑︿略﹀女の子のか

やくほのおの方へのばした︒

三1610囹あれは門のぞとにいますので︑この 十四962 女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

いなのに︑こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑

十四481 自分なんか︑およいでいるだけがせいぜ
よくあんな美しい声がだせるものだと思いました︒

435
のはら一のびる

らだが下へ落ちないように︑その上帯をかたくに
ぎつたのでした︒

﹇野原﹈︵名 ︶ 2 0

のはら

野原

十五774 きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒
のはら

﹇374 あさかぜが︑そよそよとのはらをふきま
す︒

一一568 ゆめに︑ひろいのはらをみました︒

四4710 はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い
山のそばにきました︒
五67 川は野原におりてくる︒

五68 野原をゆっくりあるいていく︑水車をくる
くるまわし︑たんぼに水をいれ︑

六襯9 やっとしずかな廣い野原にでました︒

八136 町はずれの野原を歩いたり

六襯9 野原には︑日の光がいっぱいさしています︒
八269 馬車は︑︿略﹀そり橋を音もなく渡って︑

草花のさきみちている野原へおりてきました︒
八2810囹 ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる
のに︑うちのむすめは︑こうしてはたらきつづけ
ているのは感心なことだ︒

それをたんねんに写生するのも︑

ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情
一面の銀世界となった廣い野原を︑第一

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四875
十四877
の人が歩いて行く︒

野ばら

︽ーッ︾

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

﹇野薔薇﹈︵名︶1

十一569圃

のばら

のびあがる

一つ一つかおる︒

﹇伸上﹈︵五︶2

めやぎのおちぢ︑
のびあが・る

かきねの上からのびあがってみたり︑

へいのすきまからのぞきこんだりしました︒

三柵10

やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ

ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒

九732

のびかた

1

のびすぎる

︽一

トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

﹇伸方﹈︵名︶1

十279

のびかた

︵上一︶

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

﹇伸過﹈

や︑︿略﹀を︑たんねんにみようと思います︒
のびす・ぎる
ギ︾

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

八964

る︒

土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑
のびのび

みんな氣持よく︑のびのびと深呼吸をす

﹇伸伸﹈︵副︶1

十四397

のびのび

ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

十三273

八3110 ふたりは︑毎日野原で樂しく遊びつづけま のびだ・す ﹇伸出﹈︵五︶1 のびだす ︽ーシ︾
した︒

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒

八604 野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと
八606 田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

森の中には深いみずうみがあった︒

︽ーシ︾

さい︒

十一一齪1

︽iメ︾

のびはじ・める

﹇伸始﹈

︵下一︶

1

のびはじめる

このやさしいのびのびした顔をごらんな

八765 田や野原をこえて︑どんどん走っていった︒ のびのび・する ﹇伸伸﹈ ︵サ変︶ 1 のびのびする
十2112囹 早く︑あの野原で︑遊びたいな︒
十二949 すすきの野原を心にえがき︑

十二研1 土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ
た秋の野原︒
十四862 野原の中で︑一本の草花を見いだして︑

五412團 のびはじめた草の上を︑うれしそうにあ

のびる ︽ービ・ービル︾

はちをもった手が︑するするとおしや

﹇伸﹈︵上一︶37

るいていました︒
の・びる

三161

たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑

かさまの目のまえにのびてきました︒

ひまわりものびています︒

ぐんぐんとのびていきました︒

三224
三352囹

三月ほどのあいだに︑すくすくとせいがのび

三槌8 また︑小人のようだったおひめさまは︑

のびる

ことも

あるし︑

て︑ふつうの人の大きさになりました︒

ゴムのように

きゅっとちぢむこともありました︒

四42一

ます︒

五798 川の中の石が︑のびたりちぢんだりしてい

五915 みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ

それで︑手おけの水をかけてやると︑た

て︑のびているたけのこがありました︒

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

五9110園

五9110囹

のびて︑のびて︑とうとうえんの下のい

五9110囹 のびるわ︑のびるわ︒

のびて︑のびて︑

たで︑あたまをコツンとうったのだよ︒
五馴10囹

まん中にあなをあけてやったら︑それ︑このとお

五923囹 そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの

り︑いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

六323

六322

雲のひげがあおられて長くのびる︒

口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒

かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

五923圓 いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

六344

てちぎれてしまう︒

六358 かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび

のぶ一のぼる

436

羽をふるわせている︒﹂母﹁空氣にふれて︑

六358 のびるだけのびてちぎれてしまう︒
七324園
すこしずつのびるの ね ︒ ﹂

八162 あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木
の根ものびています︒

八238 みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色
もこくなっていきます︒

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

八887 たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

十二

8

屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたが

大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

のぶ

︽ービ︾

もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十二衙7
十三225
﹇伸﹈︵上二︶1

で生長をとめました︒
の・ぶ

のぶこ

大空にのびかたむける冬木かな

︹話手︺1

九286図囲
のぶこ

のぼり

のべる

﹇幟﹈呂おおのぼり・こいのぼり

﹇登﹈δきのぼり・たきのぼり

﹇伸﹈←さしのべる

︽ーケ︾

登る

のぼり坂

︽ーッ・ーリ・

まんまるいお月さまがのぼりました︒

二392 たろうとおとうさんが︑山へ

よくここまでのぼった︒

のぼって

二395園

さあ︑もうすこしのぼろう︒

きます︒

二436園

ありはすみれの花にのぼり︑﹁高い︑

二437園 のぼろう︒

高い︒﹂といいました︒

三522圃

でられますし︑のぼ

れば大きな木のあるところへでられます︒

三586 おりればみずうみへ

う︒

三592園大きな木のところまでのぼってみよ

そこで︑よういの車にのって︑しずかに

﹁︿略﹀︒﹂といって︑木の上にするすると

あなたは︑その大きな木にのぼって︑

地表から一メートルほどのぼったところに︑

木にのぼって︑下をみる︒

のぼってみよう︒
八218

六891

六889園

六882園木にのぼるのですか︒

まっていらっしやい︒

六8711園

のぼっていってしまいました︒

六681

ところでしたQ

五937 むこうの山から︑大きな月がのぼってくる

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五487 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

ぼっていきます︒

四悩3天人は︑まいながら︑だんだん天への

天へのぼっていきました︒

曲説9

ころまでのぼりました︒

三632 いっしょになって︑丘の大きな木のと

うみへいこうよ︒

のぶこさんは︑﹁りんご﹂にお話をする 三616園あのねえ︑丘の木のところまでの
ぼってさ︑それからさっさとかけおりてみず

のぼり

つもりで書きました︒

四261

八973 もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました︒三74 のぶこ﹁小川のながれ︒﹂
八価4 病氣でせいののびないいねが︑5かぶあり のぶこさん ︹人名︺1 のぶこさん
ました︒

るのでしょう︒

十621 たけのこは︑どうして︑あんなに早くのび
十一183 流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑
やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒
こすくすくのびて︑しずくすおうとででむしが︑

九鵬9

光っていました︒

﹇上坂﹈︵名︶2

のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

だんだんのぼり坂になると︑からだがほ
てってあせがでる︒

九燭7

ともとくいとするところです︒

六燭10

のぼりざか

のぼりざか

いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに

十一322團 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの のぼりか・ける ﹇上掛﹈ ︵下一︶ 1 のぼりかける
つのをふりあげのぼりだす︒

十一3410圃 日ましに日ざしが強くなり︑いねはそ

だっし︑あぜまめのびて︑ふくすず風に夕はん樂
し︒

十一701 かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑
おしまいにへびになってしまった︒

十二634 そのうちにからだがだんだん長くのびて︑

のぼる

しずくすおうとででむしが︑つのをふ
﹇上﹈︵五︶65

ニー52

のぼる・はいのぼる・まいのぼる

ール・ーレ・ーロ︾5こぎのぼる・さかのぼる・たち

のぼ・る

りあげのぼりだす︒

十﹇324圃

十二655 その細いやわらかなものが︑地をうがち のぼりだ・す ﹇上出﹈︵五︶1 のぼりだす ︽ース︾
岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒
十一一656 のびていく根のさきをさえぎるものはな
にもない︒

十二662 おおつなのようなたくましい根が︑深く
のびてみきをささえ︑布くのびて枝をやしない︑
十二663 廣くのびて枝をやしない︑

437
のぼれる一のみ

小枝がわかれていました︒
とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑

その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ

﹁しっかり登れ︒﹂とさけばれた︒

八241 朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が 九価8 みんなだまって︑あえぎながら登っていっ
た︒

九描3園

さっとさすころになると︑

八583 いままでのぼってきた方をふり返ってみる
九鵬7

百五十メートルほど登ったとき︑ぼくが︑
先生は︑ふたりとも︑まだ上へ上へと登っ

三百五十メートルも登ったところで︑つえ

ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三128朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

りますが︑

十二9710

にものぼるほどうれしかったのです︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天

のぼってきました︒

五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜんと口に

十一9211

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十一671

くださいました︒

の木にのぼって︑いちょうの葉をたくさん落して

十583算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう

た︒

九㎜3 私は父につれられて︑近くの高い山に登っ

九mloおりてはまた登った︒

べり︑ おりてはまた登ったQ

九柵9 それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂というあいずをされた︒

九㎜1

ていかれたが︑

九㎜11

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

九佃4

しょうけんめいに登っていった︒

と︑足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺の
屋根や停車場が目についた︒

八588囹 みんなその元氣でのぼろう︒

八595 あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき
がみえるだろう︒

八5910園高いところにのぼるほど︑大きな世界が
みえる︒

八745 かりうどは︑︿略﹀︒あしの上に廣がってい
る木の枝にものぼっていた︒
高くのぼっていった︒

八845 はくちょうはく略﹀︑とんでいった︒高く
九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から
は十五六分ほど登るのですが︑

九369團 また山へ登るほそ道の両がわに︑

九392團 かれ枝のたくさんついている高い木をみ
つけると︑兄かぼくがのぼる役をひきうけました︒
に近い木にのぼったことがありました︒

九399團 根もとからかれている高さ十五メートル
九399団 のぼるたびにぐらぐら動くので︑思わず
木にしがみついたりしました︒
なの人が︑︿略﹀登ってくるのがみえます︒

九4010国下の方の山道を︑しょいこをつけたおと
九447團 じゅくした実がすずなりになっているの
をみると︑いまにものぼってとりたくなります︒

九494いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷
川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒
九545 いちろうは︑その道を登っていきました︒

九5410 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ 十四415園朝日が︑朝日がのぼる︒

十四658

つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい

大きなうずができて︑それが︑かなり早

ろのうずができます︒

十四668

あたたかい空氣がのぼっていくあとへ︑

くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四684

その反対に︑茶わんのまん中の方では︑

︿略Vつめたい空氣が下からふきこんできて︑

十四713

湯の表面には︑水のおりているところと︑

ぎゃくに上の方へのぼって︑

かべや屋根が熱せられると︑それに接し

のぼっているところとがほうぼうにできます︒

十四724

十四732

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

た墨画がふくれてのぼる︑

けいあたためられるので︑畑では空虚がのぼり︑

十四758

そのたくさんのろうそくはもえ続けてい

森ではくだつています︒

十四9810

星の落ちるときは︑なにかのたましいが

て︑それが︑古同く︑高く︑しだいにのぼって︑

十四997

寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑

神さまのところへのぼっていくのだと︑

上の方へと︑神さまのおそばへ行くかのようにの

十四撹1

私は︑︿略﹀論文を持って︑その出版の

ぼって行った︒

十五526

とにかく︑そいつは︑一どもわたした

用事かたがた︑東部諸州へ見学の旅にのぼった︒

﹇上﹈︵下一︶1

登れる ︽ーレ︾

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

十五909園
のぼ・れる

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔から九十九

十二575 どちらもけっしてたやすくは登れないが︑

だんの石だんができている︒
のみ

﹇竪﹈︵名︶4 のみ

のみ与ゆのみ・ゆのみぢゃわん

のみこむ一のらねこ

438

三512圃 石よりかたいのみのさき︑のみより
七9710

した︒

32

のむ飲む

︽ーマ︾

︽ーマ・ーム・

た︒

九桝5

うさぎは︑人がみていると︑ちぢをのませ

なにか飲み物を持ってくると︑︿略﹀︑看

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

り︑ふとんをなおしたり︑

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十二6210

十四459

すべてのものが︑ことごとく波にのまれ

かたずをのんで試合をみているうちに︑

けだものの肉や︑ふしぎなくだものを︑

﹃のどのかわいていないときに物を飲

かれらはみんなとなかよくテーブルにつ

ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た

のむら
﹇野村﹈︹人名︺1 野村さん

のむら
これを聞いていた野村さんが︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇▽うちのめす

続くひよりにさくらがさいて︑野山を

のらねこ

畑にさいて︑

のらねこが通りかかっても︑にげるどころ

﹇野良猫﹈︵名︶1

八911

のらねこ

かざると︑もも赤く

十一314圃

飲み物やくすりを︑少年の手からでなけ のやま ﹇野山﹈︵名︶1 野山

のめす

とたずねた︒

十四1810

のむらさん

の︒

べたり︑飲んだり︑︿略﹀︑くらしているのですも

十五棚1園

いて︑飲んだり︑たべたり︑

十五923

飲む︑たべる︑ねむる︑

十五915園わたしたちは︑すこしの休みもなく︑

む幸福﹄と︑

十五8710囹

︿略﹀︑たべたり︑飲んだり︑

十五825

わてふためいて︿略﹀波にのまれてしまったのに︑

十四478 たいていの人は︑しょうとつのときにあ

りました︒

てしまったように︑死のしずけさがあたりに廣が

十二843

かった︒

十二632 いくら飲んでものどのかわきがとまらな

くすりをのませるやら︑あたためるやら 十二632 そこでまた川の水を飲んだ︒

人間のあかんぼが︑したのさきをじょうず

父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
この水を飲んでごらん︒

あともどりして飲んでみたり︑ずっと上流
上流へいってためしてみたり︑深いところ

念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
そこからさらに︑すこしさかのぼって水を

そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ

十一882

げるのです︒

十一856園ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ

れば飲まないようになりました︒

十﹁805

護婦にかわってそれを飲ませたりしました︒

十一766

れもないうまい水であった︒

九協3

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

信書11

みると︑もうそれはただの水であった︒

九悩7

たいへんうまかった︒

ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

の水をとって飲んでみたりしなくてはならなかっ

九三5

へいってためしてみたり︑

九偽3

九湘7園

もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九湘5

が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

天
ノ2
70
1ぬまの水をのませてもらいたいとも思った

にっかってちぢをのむのと同じように︑

八175

一あらゆる手あてをつくしましたが︑

八1111

たくないのでしょうか︒

つよいうでさきで︑かっちんかっちん石を切
る︒

三513圏 のみよりつよいうでさきで︑
がみえるのみのさき︒

三516圃 かっちんかっちん日がくれて︑火花

のみこむ

三517圏 のみの手もとはくらくても︑かっちん
かっちん石を切る︒
﹇飲込﹈ ︵ 五 ︶ 1

十二891 話をきくときには︑相手の人のいってい

のみこ・む

のみち

ることばをよくききわけ︑のみこまなければなら
﹇野道﹈︵名︶2

ない︒

のみち

一213圃 おててつないで︑のみちをいけば︑み
んなかわいい ことりになって︑

飲み物

﹁のみちをいけば﹂のところは︑げん

﹇飲物﹈︵名︶3

きよくあるきました︒

一227圏
のみもの

十﹇765 看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑
十一804 病人は︑︿略﹀︑飲み物やくすりを︑少年
の手からでなければ飲まないようになりました︒

十一882 チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた
︵五︶

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑
﹇飲﹈

モ・ーン︾εおのむ・ちのみこ

の・む

五496圃子うしが水のむ岸をでる︒
五825 なま水をのまないことや︑
としました︒

六136 ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう
七978 黒の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑親
うさぎのちぢにすがりつきますと︑

七979 親うさぎは︑足でけって︑のませませんで

439
のり一のる

﹇乗﹈←ひこうきのり

か︑向かっていこうとさえするのです︒
のり
﹇糊﹈︵名︶11

のり

のり

六柵5 材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹
二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

六宙6 のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの
りができました︒

六柵7 ごはんつぶをよくねると︑いいのりができ
ました︒

六伽5囹 でも︑のりがかわかないうちにあまりい
材料︒

︿略﹀︒日本紙︒のり︒

じると︑すぐはがれますよ︒
十一一494

とさのつつを作り︑のりでとめる︒

乗りかえ

のりきる

︽ーッ︾

それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど

﹇乗換﹈︵名︶1

七359囹

のりかえ

﹇乗切﹈︵五︶1

でっくのですから︒
のりき・る

ふねはななつの大なみをのりきって︑
乗組員

乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

﹇乗組員﹈︵名︶1

鳥のとぶように走るではありませんか︒

三278
のりくみいん

十四452
﹇乗組﹈︵五︶1

乗り組む

︽ーン︾

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒
のりく・む

十一82園乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑
一つの生きものみたいに進んでいく︒

三636

海にうかべて︑大ぜいのせんどうがの
みんなはボートにのりこみました︒

りこみました︒

三274

十一一498 古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ のりこ・む ﹇乗込﹈︵五︶2 のりこむ ︽ーミ︾

十二501 正方形の一まいにのりをつけてつつにか
ぶせる︒

目ざすりっぱな博物館に自動車を乗りつ
け︑守衛にみちびかれて

十五535

ケ︾

十二504 首のところだけのこして︑もんだ紙にの のりつ・ける ﹇乗付﹈ ︵下一︶ 1 乗りつける ︽一
りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

十二509 首のほうからもかぶせてまるくしてから︑
細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

のり

︽ーッ︾

ゆうべ︑おとうさんときしゃにのって︑

一一621囹

三341園

一一622園

のりました︒

はくせいの

りすが︑

ぼちさんはのりましたか︒

そこに︑

そのうちに︑空から大ぜいの天人たちが︑

のっていました︒

雲にのっておりてきました︒

三聖1

二ひき

お月さんのところへいったゆめをみました︒

一395

さる・おのりなさる・おのる・とびのる

リ・ール︾■おおわしにのったはなし・おのりくだ

十一一511 鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で の・る ﹇乗﹈ ︵五︶ 29 のる 乗る ︽ーッ・ーラ・一
作って︑のりでとめる︒

十二512 日本紙を細長く切って︑一まい一まいに
﹇海苔﹈︵名︶1

よくのりをつけてはりかためる︒
のり

のりいる

︽ーレ︾

十二727 そのあたりにいるのは︑︿略Vや︑のり 二618園 みんなのりましたか︒
﹇乗入﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

をとりにでるりょうしの子どもたちで︑
のりい・る

乗りうつる

九282図國朝つゆの中に自轄車のりいれぬ
﹇乗移 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十五2412 さいわいにその勇ましい少年は︑大わし

のりうつ・る

のせにとびつき︑その上へ乗りうつって︑

そこで︑よういの車にのって︑しずかに

どこかのおばあさんとぼっちゃんが︑

天へのぼっていきました︒

三柵9
五94園

まちがって乗っている人がいないか︑し

乗ってきたよ︒

配たつをする人は︑自てん車に乗って走り

らべるのさ︒

五133圏

ました︒

五粕11

そうしてその上に乗りました︒

のっている小さなふたガラスの中で︑

六49 自分のおかれているのは︑しごと台の上に
六155

七102園渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑

私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

七348
七348

黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ

乗るには乗ったものの︑

の︑動くことさえできません︒

七467

麦をやったら︑白いうさぎは︑早くたべた

い道︑そこを自導車に乗って走る中学生︑

七918

いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

八67 だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま

中には天帝が乗っておいでです︒

るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑
八265

いよいよその日になると︑けんぎゅうは︑

黒うしに乗って︑ふえをふいてきました︒

八3210

のますを馬車の中にいれました︒

九739 ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

の花畑を横ぎる︒

十236 自轄車に乗った中学生が︑ふたりつれでな

一停留所ごとに︑おりる人と乗る人とが

乗っている︒

十237 ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に
十一529

もみくちゃになった ︒

﹁あんまり乗らないでください︑満員

ですから︒﹂と︑声 を か け た ︒

十一5211囹

十二673

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑

のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて

右と左によじっておかないと︑なんの役にもたた

十二678
ない︒

﹁入口ふさがず乗ったら中へ︒﹂

十二739 子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし

十一543國

十二684

所信

ロ

（
2

は
り
に

は
名
の ）
こ 6

は

はがある︒
、

大きくてあつい︒

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

は︑小さくてうすい︒

十二685

は

葉εあおば・えだは・おし

はたらきのある人は︑はをもったのこぎ

りににている︒

十二692
﹇葉一︵名︶69

そばにおとしてやりました︒

流れました︒

六1411 木の葉は船のようになって︑ありのそばを

まりました︒

六153 ありはそういって︑すぐ木の葉の船につか

ましたので︑

六156 木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

たら︑どうなっていたかしれない︒

六159園もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

た︒

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

六161 ありは︑心から木の葉におれいをいいまし
六196囹

まどのきのはがうこいてる︒

六325

六321

かかしの顔に葉がとびかかる︒

木の葉がとぶ︒

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

一173

え・もみじば︒わかば

てね︒

七242

七244囹

はるお︑だいこんの葉を一まいとってき

はい︑だいこんの葉

どうして︑葉を

はるおは︑だいこんの葉をとってくる︒

七2310圓

七223園 すずめが︑だいこんの葉をみているよ︒

くなった葉をふるわせ︑

七108 かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ

いに光っていました︒

六512 屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ
先生︑いものはのつゆは︑あれ︑ただ

木のはをならべてみました︒

かぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ
ピーターは︑はのさきにあまだれがあ

砂の中に立てるの︒

七244園 どうして︑葉を砂の中に立てるの︒

かさかさという木のはの音がしまし

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑

いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑
毎日はれ︒

七651

うつしてやりましょうね︒

七331囹

しを︑新しい葉にうつす︒

たが︑それは︑小鳥たちが︑ねぼけてとびまわ

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

葉のかげぼうしが︑魚のようにおよいでい

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

六149

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五855

ます︒

五799

る音でした︒

四557

るのをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

三843

んとします︒

三411

おかいこさんでなくてもたべたいようです︒

三406くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑

の水でしょうか︒

一一241園

ニー22

ば・おちば・くぬぎば・なのは・まつば︒まつばづ

は

大きなかたい物を切るのこぎりのはは︑

て︑受けようとしますが︑あられはその手にはの
らないで︑顔にあたったり
船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒

十四452 乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

十五718 人力車に乗ったおばさんは︑昔のように
私をひざにのせた︒

ノルウェーさん ︵名︶2 ノルウェー産
十三2010 そこで思いついたのは︑ノルウェー産の
もみの木でありました︒

十三218 これをノルウェー産のもみの間に植えて
みると︑両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑
のんのさん ︵名︶4 のんのさん
十605園 のんのさん︑のんのさん︒
﹁ほら︑のんのさん︑のんのさん︒﹂と

十605園 のんのさん︑のんのさん︒
十607囹
いって︑月の方へ手をやったら︑

十607囹 ほら︑のんのさん︑のんのさん︒
のんびり ︵副︶1 のんびり

は

十三74 遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている

ぎ

からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十

ノルウェーさん一は

440

441

は一は

ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色

つゆが木の葉にたまりました︒

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

いちょうの葉

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄
あさがおの花は︑みんなふきちぎられ︑
ことばはひびく︑あしの葉のふえよ︒
まだ青々とした木の葉の中から大きくの
重みのかかった枝のつけね︑ふわふわし

根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ

つるの私がとちゅうで切れたりしたら︑

葉は︑元氣のいい青年でした︒

りませんが︑それだけでは実はつきません︒

十四526園
十四533

それについている葉でも︑花でも︑なりかけてい

十四569園

る実でも︑みんなかれて︑くさってしまいます︒

花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え
ていました︒

十四609

は

歯■まえば

花も︑葉も︑根も︑みんな賛成しました︒

﹇歯﹈︵名︶5

十四6111

それで︑歯が二三本ぬけているにちがい

﹁はがたたない︒﹂

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

ちょっと歯にしみたが︑うまかった︒

十一一674

はεあなたのおもっていることは・

﹇端﹈尋のきば

がって︑

︵係助︶媚

一152

じをよむときには︑くちをつかいま

﹁︿略﹀︒﹂﹁こんどは︑あかいたまをか

なって﹂のところは

﹁おててつないで

どんなえがかか

こまりました︒そ

いけば﹂のところは︑ げんきょくある

りました︒わたくしは︑

てをつかいます︒

一115園

るとおどる

は・ときには・または・わたしのこころはにじをみ

それでは・それは・それはそれは・では・というの

これはこれは・こんにちは・こんばんは・じつは・

あるいは・かわはおおきくなる・かわははたらく・

は

は

九伽6

むいた︒

八751 はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

ないと︑考えました︒

七842園

七157

少女は︑その葉をひろい集めて︑橋のたも は
プラタナスの葉の大きいのは︑やつでほど

もありました︒

十1112

との石がきのところへきては︑遊んでいました︒

十1011

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

十1010

くなるころで︑

十911

九備1

や青き葉のかげにきておる

九号1黒黒青ざさをいれやりたればいけのふなは

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

七842園草をくいとったあとをみますと︑かみき 九5311 ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と
れないで︑のこっている葉がありました︒

七872 きょうは︑れんげそうとなたねの葉をやり
ました︒

たべていました︒

七977 そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を︑

八408 こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら
の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒
八617 みどりの葉の下で︑あたりをみまわした︒
八838 森の木の葉がこがね色や茶色になった︒

八欄5 1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑
5㎝ぐらいになりました︒

八糊9 葉と葉のあいだがら︑新しい葉がたくさん

十581

十122聖なるべく︑小さな葉をくれませんか︒

八㎜9 葉と葉のあいだがら︑

でてきました︒

八㎜9 新しい葉がたくさんでてきました︒

先生が︑はしごでいちょうの木にのぼって︑

十ニー62

ぞいているのもいい︒

十四ー44

十一558圏

へちまの葉は︑みんな下向きになってしまった︒

十一514

色く色づいて︑

十一391圏

いちょうの葉をたくさん落してくださいました︒

十583

八川1 新しい葉は︑まるまってでてきます︒
りのほがでました︒

八撹3 葉のついているもとのところがら︑黄みど
八 7 葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み
つけられていました︒

して︑秋も終り近くなりました︒

九314国 いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく

九371團小さい妹のために︑くわの葉につつんで
持って帰ったこともありました︒

そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指

1

た軽い葉︑

16

4

十二3110

O じをかくときには︑
1了

4

うこいてる︒きょうは︑
22

8

ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

はまったくわれをわすれてなでていました︒

十二643

それからでた細い根が︑つなのようにか

えているが︑根はちっともみえない︒

十二666

らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

22

2

九441国 妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ

九443團母やおばまで子どものように︑かきの葉
を一まい一まいならべて︑この色がよいとか︑こ
ちらの色がよいとかいってながめています︒

九445国 いつのまにか葉がすっかり落ちつくして
はだかになった木の上に︑

23

︵七︶

﹁あれはふしぎなだいやも

んしかないものはなあに︒﹂﹁︿略V︒﹂

ものをきるものはなあに︒﹂﹁︿略V︒﹂

上は大みず︑下は大かじ︑なあに︒﹂

ときにいるものはなあに︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

さわって︑﹃ぞうは︑大きなへびみた

五人めのめくらは︑足をなでて︑﹃︿

さわって︑﹃ぞうは︑大きなうちわに

しまいのめくらは︑しっぽをもって

大ちがいだ︒ぞうは︑なわそっくりだ︒

いきました︒空は︑ほんとうに青い

ので︑ぞうつかいは︑わらいながらい

をなでて︑﹃ぞうは︑木のみきとおな

四人めのめくらは︑耳にさわって︑﹃

三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ

ばんめのめくらは︑ぞうのきばにさ

︒﹃ははあ︑ぞうはかべとおなじだ︒

はじめのめくらは︑ぞうのおなかを

人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

した︒ぞうつかいは︑﹃︿略﹀︒﹄といっ

︒するとみんなは︑﹃︿略﹀︒﹄といい

た︒﹃わたしたちはめくらだもの︑み

とりが︑﹃みんなは︑ぞうというもの

十二ひきのぶたは︑ぶうぶういって

ません︒﹃こんどは︑ぼくがかぞえて

略﹀︒﹄ぶうちゃんはしんばいして︑も

きました︒きょうは︑いちろうさんと︑

で︑ぼく︑はじめはきがっきませんで

いものはのつゆは︑あれ︑ただの水

した︒びょうきではないでしょうか︒﹂

のに︑わたくしのは︑﹃いろはにほへと

た︒よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄し

も︑みえるものはなあに︒﹂ ︵三︶

18

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁あれは︑みんなだいやも

﹁しゃしょうさんは︑ひろったことが

月さんのくにでは︑一ねんに一どた

Q﹁そんなときには︑はなれぼしにあ

﹁︿略﹀︒﹂﹁あなたはそのたまをもっ

とすると︑きしゃはもうついていま

﹁︿略﹀︒﹂わたくしは︑かたほうだらり

りません︒あなたはいのちのおんじん

しろちゃんのうちは︑つきみそうのさ

げで︑しろちゃんは︑げんきなこにな

vと︑おじいさんはおれいをいいまし

ここにいるものは︑みんな︑たまを
なっても︑たまはやっぱりたまです

いうと︑しろちゃんはふくろからだいや
︑﹁いいえ︑あれはたろうさんたちの

りました︒わたくしは︑﹁みんないいこ﹂
︒﹁︿略﹀︒﹂わたくしは︑そこにあったこ

いつて︑おかあさんは︑わたくしをひざ

︑そろえることはできませんか︒﹂と
なりました︒みんなは︑いろいろかんが
ました︒ふみおさんは︑﹁︿略V︒﹂といい
ました︒はるこさんは︑︐﹁︿略﹀︒﹂といい

ました︒ただしさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といい

vそこで︑みんなは︑小さなかみに︑

いきました︒はじめはむずかしいとおも
だきました︒ひとつはまっかでしたが︑

かでしたが︑ひとつは︑はんぶんだけみ
ニー76囹かからだすものはなあに︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

18

一235たをうたえば﹂では︑くちにてをあて
一231に
0 くつがなる﹂では︑てをうえにさし

一237︒﹁くつがなる﹂では︑あしぶみをしま
一243どれば﹂のところは︑ぴょんぴょんと
一272二人のかお目はふたつ︑みみもふ

︒﹁けさ︑あなたは︑その目でなにを

一274みみもふたつ︒口はひとつ︑はなもひ

なら︑ただおさんは︑なにになってみ

﹀︒﹂﹁みちこさんはなにになりますか

略﹀︒﹂﹁わたくしははなになります︒

﹀︒﹂﹁まことさんは︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒

略﹀︒﹂﹁そのわけは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

﹀︒﹂﹁よしこさんは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略＞Q

︒﹂﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ そ れ は な ぜ で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

︒ ︵二︶ ふたりはいそいでえきに

﹀︒﹂﹁おかあさんは︒﹂とききますと︑

へおいでのかたは︑こちらへおなら

た︒へやのなかでは︑しろいきものを
の︑あぶないものはみんなとりあげら

ました︒おじいさんは︑わたくしをむし
いました︒﹁これはいいおこさんだ︒

ました︒﹁きしゃはすいています︒ご

︿略﹀︒﹂おとうさんは︑うしろのおきや

げました︒わたくしは︑おばあさんの手

かけました︒へやには︑きれいなはなが

ふきました︒きしゃはすぐはっしゃしま

ました︒﹁きしゃは︑まもなくくもの

ニー77園わくとぬぐものはなあに︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

あかるいお月さまは︑どうしたらえに
いました︒﹁これはなんという川だ

ニー82囹﹀︒﹂天略﹀︒﹂﹁上は大みず︑下は大か
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じさんが︑﹁これはあまの川ですよ︒
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︒﹁かわらのすなは︑みんなちいさな

v﹁︿略﹀︒﹂よにんはもたれあって︑ぐ
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これはよびかけです︒み

いだしました︒先生は︑つづけておっし

たとき︑わたくしは︑ふと︑．ゆうべの

三164

三162

三159

まいました︒王さまは︑遠略﹀︒﹂とおっ

みたこてんの人々は︑びっくりしてし

りました︒でしたちはそのわきになら

ございます︒あれは門のぞとにいま

かさまは︑﹁これははんたかの手で

よう﹁みけちゃんは︒﹂みけ﹁にやお︑に

三168園

した︒おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

よう﹁からすさんは︒﹂からす﹁かあかあ

三167

U囹

三π3 やいました︒王さまは︑すぐはんたかを

三169囹

りました︒はんたかは︑しずかにごてん

よう﹁すずめさんは︒﹂すずめ﹁ちゆんち

三174

ばあつめ 一くみは花の名をあつめ
つめました︒二くみは虫の名をあつめ
つめました︒三くみは魚の名をあつめ
つめました︒周くみは鳥の名をあつめ
めました︒花の名は十二あつまりまし
りました︒虫の名は十五あつまりまし

からぶうちゃんは︒﹂ぶた﹁ぶうぶう︑

噤@

三108圏

三182
三183
三184
三185
三191

W園

紳う﹁どこ

しずかに︒﹂みんなは︑﹁しゅしゅしゅし

三113

げます︒おかあさんは︑本をおいて︑り
二529

三133園

三1210

三127園

とことというのは︑きたないことば

︒﹁︿略﹀︒﹂はんたかは目をかがやかせて

三229

三228

した︒大きなえだは四方にひろがって

う︑そのてっぺんは︑空のくもにとど

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんなはびっくりして︑﹁︿

に︑このくすのきは︑いままでみたこ

二533かえします︒さちこは︑またおかあさん

りました︒魚の名は十三あつまりまし
りました︒鳥の名は十四あつまりまし
き声のわかるものは︑そのなき声をか

二535うとう︑おかあさんは︑さちこからりん

三136

三254

二5310ういって︑さちこは︑じろうを手まね

︒﹁︿略﹀︒﹂はんたかは︑このひとことを

二548ちます︒おかあさんは︑三人のあたまを︑
二555ました︒わたくしには︑おとうさんもあ

三147

三1310 ︑きたないことばは︑きたない心から 三256 ますと︑おじいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といい
三142 ︒きれいなことばは︑きれいな心から 三257園るようにするには切るよりほかに
三144囹 くださったことは︑きれいな心にな 三265できました︒こんどは︑切りたおした木

いって︑とおしてはくれません︒しか

三154園うなおろかものは︑ここをとおすご
三155園 こをとおすことはできない︒﹂とい

三311園

三307

三296

三289

三278

やいました︒みんなはあちらこちらにわ

たたくさんの丁々は︑だんだんゆたか

ののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑

とぶように走るではありませんか︒﹁︿

日︑おしゃかさまは︑王さまのおまね
三276 した︒おどろいたのは︑そのふねの早い
した︒おしゃかさまはたくさんのでしを 三277 水をかくと︑ふねはななつの大なみを

せんから︑はんたかは門のぞとにのこ

二558りませんが︑まえにはおいでになったに
二574いました︒わたくしは︑﹁みんないいこ﹂

三156

りました︒こてんでは︑おしゃかさまが

ありません︒それは︑どんなかただつ

二582たでした︒わたくしは︑おもわず︑﹁︿略﹀

三158

三157

二56一

二584 ますと︑そのかたは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

みました︒﹁ここはろうかです︒長く

二585園
かたは︑﹁わたしは︑おまえのおじい

三149

二556 さんのおとうさんは︑おいでになりま

三115 した︒おしゃかさまは︑どうかしてはん
三194
三八4 せん︒おしゃかさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ
三214
はんたか︑おまえはたくさんのことを 三225

しそう︑ きょうはあなたの花まつり 三192
いました︒はんたかはものおぼえがわる 三193

二497ます︒上になげてはうけ︑うけては上
二498 てはうけ︑うけては上になげて︑よう
す︒﹁︿略V︒﹂じろうは︑大きなりんごを

二499︒それから︑じろうは︑りんごをたべよ

二708 声がする︒この声はひとりではなく︑
二708 この声はひとりではなく︑大ぜいの声

U

P0

一［
一一
一一
一一

二557 なりません︒いまはおいでになりませ

二512 のばめん さちこは︑りんごをだいた

U

巳牌う﹁ぼちさんはのりましたか︒﹂ぽ 三165囹

二669すはやさにかわりはない︒

二622囹

しゅしゅしゅしゅ﹂は︑ひくくつづいて

がするよ︒﹂みんなは︑小さな声で︑﹁し

二601

二603

をむかえに

二438 ﹁のぼろう︒﹂たろうはげんきよくあるき

二672

ましょう︒﹂たろうは︑あせをふきなが

X

二612

二448囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁こんどはきつね︒こんこん
二452囹 こんこん︒これは︑とび︒くちばしを
二454園
﹀︒﹂﹁はい︑これはせんどうさん︒長
二456園
おじさん︑こんどは︑わたくしがやつ
二459園
︒﹂﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ こ れ は な ん で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略
二466園
︒﹂﹁いいえ︑これは︑お月さまが︑くも
二688

U6 U2 U2 U2

二624園

︒﹁︿略﹀︒﹂いちろうは︑となりのへやへ

Q

二494 のばめん じろうは︑よろこんで︑りん

一一
一一

王さまは︑﹁これはふしぎだ︒だれの

P囹をつかうものではないよ︒﹂たろう﹁

二393園おとうさん︑ここは︑ずいぶん高いね︒
一［
一一

二488︒﹁︿略﹀︒﹂いちろうは︑りんごをだして︑

S2 R9
S9
T0

は一は

幽

三466囹なって︑﹁おまえはなぜないている
三312囹
います︒右がわはきょうしつで︑左
三468
と︑そのかたがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ
三312園 しつで︑左がわにはまどがならんで
三471 いました︒向うさぎはすぐ海の水をあ
三315囹略﹀︒﹂﹁わたくしはかいだんをかきま
三315囹 きます︒かいだんははじめに十五だん 三477 いました︒このかたは︑さきほどおとお
三322園 わります︒てすりはつるつるしてい 三484 りました︒白うさぎはいままでのことを

三642

三647園

︿略﹀︒﹂おとうさんはおききになりまし

う方いっぺんにはいけないよ︒右手

心があわなくてはだめ︑だめ︒﹂おと

した︒もうみんなはどこへもいけませ

三655 そこで︑おとうさんは︑ボートをこいで

三656

しますと︑からだはすぐもとのように 三6610 ︿略﹀︒﹂おとうさんは女の子たちにおき

しました︒﹁それはかわいそうだ︒早

︿略﹀︒﹂おとうさんはそういって︑また

三661園

三486園

三662

三489

ところのかべには︑えがはってあり

三329園 ﹀︒﹂﹁でいり口には︑げたばこがたく

三325園

高い高い

ありはすみれの花にの

︿略﹀︒﹂おとうさんは男の子たちにおき

三517圃

うぐいすはうめの木にとま

︿略﹀︒﹂女の子たちはいいました︒﹁︿略

三522圃
した︒

三674

三343園 のきょうしつでは︑花のしゃせいを
三524圃

三672

います︒いけには︑きんぎょが三び

かっ

﹁こうさくしつでは︑六年生が︑はこの

のみの手もとはくらくても︑

三356園

三352園

︿略﹀︒﹂おとうさんはおっしゃいました︒

三679 やったので︑みんなは空をみあげました
三682 んでいました︒雲は︑もりの方へしず
んでいます︒﹁風はなんていってるの
三694

三685園

すれたカナリヤは︑

すれたカナリヤは︑

ぞうげのふねに

やなぎのむちで

せどのこやぶに

三716

三715

三705

︒そこで︑デビッドはいすからおりて︑

︒﹁︿略﹀︒﹂ピーターは大声でいいました

三697 ︒﹂それからみんなはおもしろくあそび
三699 ま 五人の子どもはゆうごはんをたべ
三701 そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に

三398 くん︑左のかたにはみよこさん︒ぼく 三564圃
三402 みよこさん︒ぼくらはかたをくんで︑く 三565圏

すれたカナリヤは︑

三612

三609

三607

そこでおとうさんはえんがわにこしを

︒﹁︿略﹀︒﹂デビッドはこういいます︒又

︒﹁︿略﹀︒﹂ジュデーはこういいます︒﹁︿

の子どものおうちは︑丘の上にあるの
ほかの子どもたちは︑どうきまるかま

三751囹︒﹁お日さまの光はお日さまからやつ
に︑赤いお日さまは丘のかげへしず
三762 たが︑ゆかの上にはもうみえませんで

三748

三745

三727

じゃあ︑お日さまはよその國でなに

さいました︒みんなはそこをみました︒

た︒それで︑みんなはいすをおりて︑そ

︿略﹀︒﹂おかあさんはおききかえしにな

うた

三571圃

三439園

﹂﹁︿略﹀︒﹂ジュデーはいいました︒﹁︿略

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんどはマイクルがたずね

いえいえ︑それはなりません︒

三574圏

いました︒ りすはしらかばの木に
三364園 いさんのおへやはあたたかです︒大 三526圃
のべんぺんぐさは︑ ﹁︿略﹀︒﹂といい
三371園 のおへやのものは︑みんな大きいな 三528圃
三381園
す︒うさぎの目はもも色のかわいら 三532圏 ました︒ こどもは石の上に立ち︑
おてんとうさまは空にてり︑ ﹁︿略
三393
いました︒ぼくらはくさはら道をある 三534圃
すれたカナリヤは︑ うしろの山に
三396 中で︑右のかたにはいちろうくん︑左 三562圏

三427 しまいました︒ぼくは︑学校どうぐをわ

三415 まいました︒ぼくらはふたりになって︑

三442 きました︒囲うさぎはそれをみて︑﹁︿略

三624

三6110

三7610

三769園

三438

いました︒わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
にざめは︑﹁それはおもしろかろう︒﹂

三784園

三7710園

とってしまうのはいや︒﹂と︑ジュデ

あさも︑お日さまはきっとかえって

三775園あいだ︑お日さまは︑よその國の子ど

いました︒みんなはボートにのりこみ 三773園 略﹀︒﹂﹁お日さまは一つしかないから

︿略﹀︒﹂おとうさんはそうおっしゃって 三756

三721 ︒そこで︑バーバラは︑だいどころから

三443囹︑﹁きみのなかまはずいぶん多いな︒

﹂﹁︿略V︒﹂デビッドはいいました︒﹁︿開

ども︑つまむことはできません︒﹁︿略

三435 いましたので︑これはいいと思って︑﹁︿

三583
三601

三448 いました︒わにざめは︑白うさぎのいう

三627

ました︒みずうみにはボートがうかんで

三437園らべてみょうではないか︒﹂といい

三449 びました︒白うさぎは︑﹁︿略V︒﹂とかぞ

戸635

ぎは︑﹁きみたちはうまくだまされた

三636

三452 うとき︑白うさぎは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三453囹

三454園 まされたな︒ぼくは海をわたってき 三636 た︒三人の男の子は︑うしろにこしか
三458 いました︒わにざめはそれをきくと︑た 三637 ︒ふたりの女の子は︑まえにこしかけ
三463 いました︒白うさぎはいたくてたまりま 三638 けました︒まん中には︑おとうさんがこ

三鯉6

三皿5

三麗4

れにもお日さまはとられません︒雲
三国7

ます︒﹁お日さまはまいあさかえって

なあ︒ぼくの道は︑雨にめちゃめち

こえました︒みんなは空をながめました

三撹9

のとる竹の中には︑たびたびこがね

れからというものは︑おじいさんのと
おじいさんのうちはだんだんかねもち
だったおひめさまは︑三月ほどのあい
︒そのうつくしさはたとえようもなく

つづけます︒みんなはとうとうえんがわ
三脳2

三鵬5

れども︑かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ました︒その中には︑みやさまがたも

ひめをみた人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と思っ

︒世の中の人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ました︒おじいさんは︑きもちのわるい

た︒そのうちに︑雲は雨をつれて︑空を
三桝8

三桝6

齧Q2

いました︒ピーターは赤がすきでした︒

いました︒﹁ぼくはだいだい色にする

三戸7

三軍9

円価6

円価4

ひめのいうようには︑だれもすること

それで︑かぐやひめは︑その人たちにと

た︒たいていの人は︑あきらめてしま

めは︑﹁わたくしはだれのところにも

いきます︒ピーターは︑はのさきにあま
よう︒ていしゃばでは︑どんなひびきが
三拝10

三景9園

るでしょう︒学校では︑どんな音がする

三戸1

三佃2囹

三鵬1

なりました︒みかどはびっくりなさって

せんでした︒みかどは︑おじいさんとこ

んな音︒雨の日にはどんな音︒ 十一
のもの このはしはみんなのものです

三軸5園

三毛5園

三鼎4

三筆3

だのにんげんではあるまい︒﹂とお

みかどは︑﹁これはただのにんげんで

わしました︒みかどは︑﹁︿略V︒﹂とお思

ますと︑かぐやひめは︑またすがたをあ

にかいたおはなしは︑いつまでものこ

口ではなしたことは︑そのままきえて

︑紙にかいたものは︑いつまでものこ

三柵6

三惑5

三柵2

三柵2

る夜︑かぐやひめは︑とうとう声をた

ぐやひめのようすはいつそうかなしそ

は︑空をながめてはためいきをつき︑

なると︑かぐやひめは︑空をながめては

さいたきれいな花は︑みんなの心をた
︒心に思ったことは︑いつのまにかき

いきます︒わたくしは︑学校へいくとき

︑つれていくのはやめよう︒﹂とお

しょう︒風の日にはどんな音︒雨の

でしょう︒みなとではどうでしょう︒風

いって︑かぐやひめはやっぱりききませ

ました︒おじいさんは︑かぐやひめにご

でしょう︒こうばではどうでしょう︒み

しよう︒かいがんではどうでしょう︒こ

いました︒ジュデーは青がすきでした︒

いました︒マイクルはみどりがすきでし

んなのいうことにはおかまいなしに︑

了8

ました︒おじいさんはまいにち︑のや山

︑それをみるのは︑ほんとうにたの

いところでも︑紙は︑字やえをはこん

三㎜9

三柵8

ました︒かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂とこた

さんとおばあさんはおどろいて︑その

ろこんで︑﹁これはわたしにさずかっ

囹

ました︒おじいさんはよろこんで︑﹁︿略

99

三㎜2具したが︑ほんとうは︑わたくしは月の
三m3囹 とうは︑わたくしは月の世界のもの
三m4囹 ︒この十五夜には︑月の國からむか

99

97

97

一一

78

ルがいいます︒雨は︑みんなのいうこ
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園

たさないくふうはあるまいか︒﹂と︑

この町ここは︑町やくばです︒あ

ぼうしょです︒ここはえいがかんです︒

よういんです︒ここはしようぼうしょで

いています︒ここはびょういんです︒

んだようです︒ここは︑町でもひょうば

いけです︒まわりには︑さくらの木がた

てくれます︒ここは︑水のきれいない

ざつする町かどでは︑きちんとせいり

ところです︒ここはけいさつしょです︒

す︒いそぐときには︑でんぽうをうつ
っといそぐときには︑でんわをとりつ

とどけます︒ここはゆうびんきょくで

なくなったときには︑やはりここにと

ぼうそうの知らせば︑ここからきます︒

一

た︒おつきのものはそのとおりにし

あげました︒みかどは︑﹁︿略﹀︒﹂とおい

た︒おつきのものは︑﹁︿略﹀︒﹂ともう

ちばんちかい山はどこか︒﹂と︑おっ

しのくすりと手紙は︑かえってかなし

いきました︒みかどは︑そののちいつま

ぐやひめのすがたは︑それはそれはう

のこしました︒天人は︑いそいでかぐや

すると︑かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

︒せめて月夜には月をみて︑わたく

ません︒かぐやひめは︑おじいさんとお

ぐやひめのからだは︑すうっとそとへ

く略﹀︒﹂けらいたちは︑弓に矢をつがえ

ました︒おじいさんは︑そのいり口でば

ました︒おばあさんは︑しめきったくら

さんの家のまわりは︑弓矢をもった人

︿略﹀︒﹂と︑ふたりはいろいろかんがえ

2183751131645262753165110748329110
囹
園

は一は

446

四437

ら︑三十ぱのがんは目をさましました

︿略﹀︒﹂きよしさんは︑じぶんをあいて

四284

四103 いがかんです︒ここはとしょかんです︒

したいと思うことは︑なんだろう︒山に 四438 ましました︒ゆうべは︑ぬまのきしの︑

︒﹂とうばんのがんは︑大きな声でさけ

四111 しょかんです︒ここはわたくしたちの学 四288
四301

四

心

ところが︑﹁それはいけないよ︒﹂と

略﹀︒﹂といったのは︑かっちゃんでした

四451園

ないよ︒おしまいは氣がらくでいい

たもの︒おしまいはつらいよ︒﹂﹁︿略﹀

﹁ぼくは︑きのうは↓ばんおしまいだ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくは︑きのうは一ばん

四455園

四447園

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは︑それにさんせい

四305團

四445

うをします︒ここはえきです︒となり

四448

四442

四121
てひいた︒石うすは︑ゴロンゴロンと

四311團

四309團まいをしようではありませんか︒お

た︒﹁にしださんは︑きょうもびょう

四181
﹁文を書くことは︑お話をするのと

︿略﹀︒﹂せつこさんは︑﹁くみの人みん

四192園

四4410園

四4410園

とき︑わたくしは︑﹁︿略﹀︒﹂

います︒わたくしは︑うちのにわにさ

四194園 があいてなしにはできないように︑

四322団きました︒男の子は︑げたのはなおが

四331国

四195囹もあいてなしには書けるものでは

四201 ました︒まさおさんは︑あいての人を﹁

︒その生徒さんは︑すぐひもでげた
四195囹 は書けるものではありません︒﹂先生 四325国
四196 やったので︑みんなはそれぞれあいての 四328至るので︑わたくしは︑かさをさしかけ

しました︒みんなは︑又略﹀︒﹂たつおさ

四359囹

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁先生は︑そこに氣がつい

四365

りました︒そこには︑ぶどうが︑たくさ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなは︑しばらく考えて

四489

四478
四482

四476

四475

した︒ほかのがんは︑また︑みんなを

た︒三十ぽのがんは︑一列になってと
その山のふもとには︑大きな木がしげ

ました︒あさの風は︑氣もちよく︑がん

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなはそうきめました︒

︒﹂﹁さあ︑きょうは︑どのへんになら

四227 ︿略﹀︒﹂たつおさんは︑﹁にいさん﹂にあ

四371園

ありました︒それは︑おかあさんのこ

ました︒わたくしは︑たべたくてしょ

四469園

四457囹 ﹀︒﹂﹁氣がらくにはらくさ︒でもね︑
四206団︒ねこの一びきは︑わたくしです︒先 四333国 あがると︑男の子は︑それをはいて︑
四462園 っちゃん︑きょうはどこにならびたい
四335團 ︒女の生徒さんはわたくしに︑﹃︿略
四209国國
︑﹃さあ︑用意はいいですか︒﹄と
略﹀︒﹂﹁わがままはもうよすがいい
四343園氣のついたことはありませんか︒﹂先 四465園
四2010團 いました︒みんなは︑﹃︿略﹀︒﹄とこた
四465園 いいよ︒おとといは︑一ばんせんとう
四344 ずねられて︑みんなは︑もう一ど︑かず
四213團
ねこのわたくしは︑どのねずみをつ
四467囹
略﹀︒﹂﹁おとといは︑そんな氣もちだ
きません︒﹁先生は︑かずこさんのお
四216国 した︒ねずみたちは︑わの中できょう 四347園
四353園 ん︒﹁かずこさんは︑中学校の女の生 四467囹 たけれど︑きょうはちがうんだよ︒﹂﹁︿
四2110團

四218国 います︒わたくしは︑ただしさんをね

四234團 したね︒にいさんは︑こんど︑いつお

四379園

四373園

ずこさんの耳には︑おとうさんのこ

四236団 すか︒そのときは︑山へくりひろい

四222団 した︒ねずみたちは︑あわててわのぞ 四361園

四239囲 ましょうね︒ぼくは︑大きくなったら︑

四498

した︒ほかのがんは︑右や左からかっ

︒二十九わのがんは︑あわててかっち

しいまねをしてはいけませんよ︒﹄と 四492 ました︒かっちゃんは︑十五ばんめから

四503

四3710圏

でした︒わたくしは︑だまってうちへ

︿略﹀︒﹂すみこさんは︑﹁いもうと﹂にあ

四381園

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それはえらかった︒たろ

四242

四253團

四383園

つた︒たろうさんは︑なぜぶどうをも 四507 略﹀︒﹂ほかのものは︑あとになり︑さ

お話ししない日はありません︒お話

四256團 うです︒わたくしは︑みつちゃんが空

四384園

すすむと︑みんなは︑めいめいじぶん

三十ぱのがんは︑まいにちまいに

ます︒あなたがたは︑これから︑りっぱ

ただしいことばは︑いつも︑あなたが

四5110

四516囹 ︒﹁おい︑こんどは︑ぼくがかわって︑

四515 げようとするものはありません︒﹁︿略

四512 全なのですが︑いまは︑かっちゃんをた

われているときには︑ばらばらになつ

四261

四391

ま

四521

四511

四265團 こと︒りんごさんは︑どこへいっても

四3910囹

なってしまうことはありませんでした︒

四269国

四403囹

四412

略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂がんは︑おたがいにいま

︿略﹀︒﹂のぶこさんは︑﹁りんご﹂にお話

四266国なおさらの上では︑おひめさまのよう
きました︒﹁きみはよくなくね︒きみ

四433

四426

︿略﹀︒﹂たみおさんは︑﹁きりぎりす﹂を

︿略﹀︒﹂たろうさんは︑﹁ポチ﹂あてに書

四267

四274

ながら空をとぶのは︑よういなことで

︿略﹀︒﹂かっちゃんは︑とぶ力がなくな

四278 ︿略﹀︒﹂としおさんは︑﹁雲﹂に話をす

四522 ︑よういなことではありません︒どう
四6410園
がじゅうぶんではないから︑あとの
四526 ︒﹂二十九わのがんは︑列をきれいにつ
四653
v三十ぱのがんは︑みずうみの島を
四527
につくるどころではありません︒ちょ
四656 ました︒がんの列は︑そのきれいな雲
四5210 ︒きけんなところは︑どうやらとおり 四662 早口あそび﹂これは︑いいにくいこと
四532 た︒がんのなかまは︑この山のむこう 四666 ぶんあそび﹂これは︑上からよんでも
四538 ているがんたちには︑この風がなんと 四702 いととく︒こころは︑ふりがやむと︑
四5310 ︒みずうみの島には︑こんもりとした 四706 けととく︒こころは︑きくばかり︒﹂﹁︿
四541 た︒がんのなかまは︑この林の中に
四709 りととく︒こころは︑ふればなる︒﹂﹁︿
四713 んととく︒こころは︑﹃ろ﹄の上にあ
四716 ゆととく︒こころは︑﹃は﹄の上にあ
四548 ました︒かっちゃんは︑はねのっけねを

四549 ました︒かっちゃんはねつがでてきたの

四719れにあたった人には︑おもちゃのねこ

やりました︒島にはかりうどはきませ

四727これをひいた人には︑なにもあげませ

四552

しましたが︑それは︑小鳥たちが︑ねぼ

れがあたった人には︑にっきちょうを
四7210

四552 ︒島にはかりうどはきませんが︑大き

あさ︑かっちゃんは︑ねつがずっとさ

四724れにあたった人には︑ハンケチをあげ

四558
したので︑みんなは大よろこびでした︒

四725 をあげます︒これは︑﹃︿略﹀︒﹄という

四573

四559

︒﹂二十九わのがんは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけ

四592

四7510一わからないことはしらべよう︒か一

︑二十九わのがんは︑テーブルのまわ

四599 ︿略﹀︒﹂かっちゃんは︑どんどんでかけ

四609

ました︒かっちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おい

四615 て︑﹁︿略﹀︒﹂みんなははしをとりました
四616

四627 ろです︒かっちゃんは︑いきなりへびの

四622 ひまに︑かっちゃんは︑もう一ど林の

た︒
﹁︿略﹀︒﹂みんなはよろこんでもらい

四8310 つりさげると︑弟は︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四823 ︵二︶ わたくしは︑ねえさんとふた
四833 だしました︒それはふじ山のえでした

四629 まになかまのがんは︑するりとぬけだ
四634 えりました︒みんなは︑それをみて︑お

四856

︿略﹀︒﹂かっちゃんは︑なかまの手をと
﹁︿略﹀︒﹂﹁きょうは︑どうならぼうか︑

た︑
まつの木の枝は︑まがるほど雪に

四632

四639 われて︑かっちゃんは︑きまりわるそうに

四638囹

四863

四775 ゐ一﹁ゐ﹂の字はこれから﹁い﹂を
1山より高いものはなに︒ま
まつ
四779
四813圃 ︵一︶ きょうはたのしいクリスマ
四821圃われて︑ きょうは︑エスさまおよう

からだはいつもきれいに︒
四762よう︒か
つめはのばさぬように︒
四769学用品︒つ
四77一
4うれしいときは︑どんなとき︒ゐ

四583 ました︒かっちゃんは︑みんなのかおを
四756ほせ︒る一るすいはしっかり氣をつ
四587 いって︑かっちゃんはたのしんでいまし 四758 を一﹁を﹂の字は︑ことばのあとに

四574 で︑その日のばんは︑かっちゃんの全

四748 夜空︒ヘー返事はいつもはっきりと
四755 ぬ一ぬれたものはほせ︒る
るす

四555 しました︒その夜は︑さいわい︑雨も

〉。

四648園 やあ︑かっちゃんは︑三ばんめにしよ

ものがたり︒

山は大雪︑日はくれる

四886圃

四873 ないた︒おとうさんは︑町へいって︑ま

山は大雪︑日はくれる︒

﹁こんやはだいぶつもるでし

又略

からすが

四886圏

からすのかんたはさむかろう︒

が︑

四889魍
四895團圖

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
106 105 105 104 104 103 103 101 101 100 100 100 99 99 9了 95 95 93 92 92 92 92 92 91

れども︑おじいさんはうれしそう︒降っ

四896囲 親子のねたあとは︑ さらさらさら
四917 げがたつ︒ほおにはあせがったわって

106

しましよう︒﹂かめは︑うらしまの手を

︒﹂うらしま﹁それはおもしろい︒つれ

ます︒りゅうぐうは︑ほんとうにきれ

うらしま﹁お礼にはおよぼないよ︒元

しました︒きょうは︑お礼にあがりま

つきません︒かめは︑すぐそばまでい

かけても︑うらしまは︑いっしんにつり

まいます︒うらしまは︑かめのうしろす

ておかえり︒﹂かめは︑ていねいにおじ

りしなさい︒﹂かめは︑手でなみだをふ

めさん︒﹂うらしまは︑かめをだきおこ

こう︒﹂子どもたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といい

がたい︒﹂うらしまは︑おかねを子ども

くれるかね︒それはありがたい︒﹂うら

んなことをしてはいけない︒かわい

な一掴︑雪のかたちはさまっていない︒

ると︑白くて︑黒くはない︒大きな雪︑

る︒降ってくる雪はみんな黒い︒雪が

降りだすと︑ぼくはまどからかおを

ても︑白いものではない︒雪が降りだ

まつ黒だ︒まつ黒くはないかもしれない

し︑降ってくる雪は︑まつ黒だ︒まつ黒

しそう︒降った雪はまつ白だ︒しかし︑

5396643196852768548432119
霊園
園園園園

しま﹁りゅうぐうは︑まだとおいの︒﹂

園
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ちらへ︒﹂うらしまは︑あたりのうつく

なご壮．習払

こしかけます︒かめはそのそばになら

のこと︑うらしまは︑父や母のことを

した︒たい﹁これは︑まださしあげた

まあ︑よろしいではございませんか︒﹂

﹁このたまてばこは︑どんなことがあ

くれたうらしまは︑ あけてみました

わかいうらしまは︑ みるみるしらが

できあがるまでには︑どれほど苦心を

五62 とあくしゅして︑川はだんだん大きくなる
五66道の水にもなり︑川はだんだん大きくなる
五67だん大きくなる︒川は野原におりてくる︒
五73 川はばたらく 川は大きくなると︑ゆつ
五79くにすてにいく︒川はだまってはたらく︒

かけます︒ゆくさきはむねのところに聡い

五139園

五117園

略﹀︒﹂

いた︒わすれものはないか︑じろう︒﹂﹁

ない︒駅の人たちは︑いつも氣をつけて

五1610な話でか
︑ばんの中はにぎやかです︒まも

れました︒﹁きみは︑どこへいくの︒﹂﹁
五166園
五167︒
囹﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくは︑さっぽろまで︒﹂﹁
五168﹁
園︿略﹀︒﹂﹁あなたは︑どこまでいくの︒
五169﹁
囹︿略﹀︒﹂﹁わたしは︑かごしままで︒﹂

︵二︶私は︑としおさんが︑み

五152

﹀︒﹂﹁そんな心配はいらない︒駅の人た

ますから︑まちがいはありません︒けれど

ネルですよ︒ここは︑みなさんで︑苦労

五154

れども︑このままでは旅はできません︒切

四⁝⁝1園

五116囹

五155

も︑このままでは旅はできません︒切手を

よう︒﹁わたくしはでんきです︒とお

五1611ま
︒もなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの

月はさくら︒五月はこいのぼり︒

五510ヤブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五44 ︑きりがおりる︑夜は夜つゆがおりる︒水
五56川は大きくなる 川は山からかけおりる︒

五192ありません︒私たちは︑汽車につまれて︑

五191すから︑おちる心配はありません︒私たち

ちゃんとゆくさきは知っているが︑うそ
五1710園

うそ字さ︒わたしは︑ちゃんとゆくさき
五1710囹

はいりました︒そこは私たちの山です︒﹁︿
五171
ねえ︑きみ︒ぼくは遠いところへいくん
五172園
五176圓略﹀︒﹂﹁わたしのはこんな小さな字だか
﹀︒﹂﹁あなたたちはまだいい︒このわた
五178園

四悩5

のぼり︒夏六月はつゆ︒七月はたな

五61 からかけおりる︒川は友だちとあくしゅし

ひなまつり︒四月はさくら︒五月はこ

四悩7

はたなぼた︒八月は水およぎ︒秋九

六月はつゆ︒七月置たなぼた︒八月は

五1810
た︒そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろ

四悩8

夏

五103園

四窩3 およぎ︒ 秋 九月はお月み︒十月はう
四伽4 月はお月み︒十月はうんどうかい︒十
四櫛5 んどうかい︒十一月はきくの花︒ 冬
花︒ 冬 十二月はもちつき︒一月は
四伽7
四衡8 はもちっき︒一月はお正月︒二月はう
四価9 月はお正月︒二月はうめの花︒ 十三
四侃3園 りょうし﹁きょうばいいお天恵だ︒な
四179園︒りょうし﹁あれはなんだろう︒﹂りょ
四伽1 だろう︒﹂りょうしは︑そばへよって︑
四伽4潮 きれいなきものは︑みたことがない
力協9 しょう︒﹂りょうしは︑そのきものをも
四欄5園 ︒女﹁もし︑それは︑わたくしのきも

五155

もらうのです︒これは︑汽車の旅にきっぷ

おあけになってはいけませんよ︒﹂う

四伽10園 うし﹁いや︑これは︑わたしがひろっ

五155

です︒汽車のきっぷは︑遠い︑近いによっ

います︒﹂うらしまは︑たまてばこを手

五156

がちがいますが︑私は︑三十銭でどこへで

ま﹁これをあけてはいけないというの

五157

四声−o園 よう︒﹂天人﹁天人は︑うそということ

四㎜3二 います︒﹂女﹁それは︑天人のはごろも
四㎜4囹 て︑あなたがたには︑ご用のないもの
四梱1七 なおさらお返しはできません︒國の
四梱6 返せません︒﹂天人は︑かなしそうなか
四齪1囹 よう︒﹂天人﹁それは︑ありがとうござ
四慨8囹 したら︑あなたは︑まわずにかえっ

五158

よう︒光がでるのはなぜでしょう︒﹁︿

せん︒でんきゅうはわたくしのかおで

なん千年も︑人々は不自由な思いを
四季 春 三月はひなまつり︒四月

まれてくるまでは︑なん百年も︑なん

よう︒﹁わたくしはマッチです︒わた

作りあげるまでには︑どれほど手かず

四鵬2 ました︒﹂りょうしははごろもを返しま
四偽2 を返します︒天人は︑それをきて︑し
四鵬4圃二 都の天人たちは︑ みんなそろって
まえば︑ 月はまつ黒︑やみの夜
四鵬7圏圖
四悩1圏國 まえば︑ 月は十五夜︑まんまる
四悩2 んまるい︒﹂ 天人は︑まいながら︑だん
四燭1五 のまにやら天人は︑ 春のかすみに

うし﹁ああ︑これははずかしいことを

うのまるいガラスは︑どうしてこしら
い糸のようなものはなんでしょう︒光

1、

レいう

ニ

四伽1

四三4

m

かめ﹁りゅうぐうはいつもこうなので

ならびます︒魚たちはごちそうをはこん

せ︒﹂おとひめさまは︑左のいすにこし

した︒このあいだは︑うちのかめをお

ださい︒﹂うらしまは︑右のこしかけに

3421961975352110761638543571
囲圏囹 四七圓園 囹
園
園囹園 園園
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五4110団
さん︒このあいだは︑お手紙ありがとう

す︒そこで︑ぼくは︑﹃︿略﹀︒﹄といいま

五199していると︑こんどは︑また︑かばんの中
五311園たのです︒ぼくにはすこしおもかったん
五1911
五314園︒すると︑その人は︑トランクからこの
た︒配たつをする人は︑自てん車に乗って
五201ました︒私のなかまは︑一けん一けんにく
五316園だして︑﹃これには︑きみのようないい
五207ました︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑その家のげんかん
五329でいます︒この汽車は︑なにをたいて走つ
五2010
とりあげました︒私は︑ぶじに︑としおさ
五331るのでしょう︒これは貨物船です︒かんぱ
五222さん いちろうさんは︑おかあさんのさと
五336はいっています︒船は︑なんの力で走るの
五225 ︑きょうのうれしさは︑それだけではあり
五341ぼっています︒ここは工場町です︒ここで
五226しさは︑それだけではありません︒いちろ
五345いを動かしている力は︑なんでしょう︒お
五233囹 のね︑帰りの電車はとてもこんでいたん 五351ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている
五242園 いるんです︒ぼくは︑はっと思って︑す 五352るのです︒あのガスは︑なにから作るので
五244園
﹀︒﹂﹁そう︑それはよかったね︒それで
五354ころでしょう︒これは︑石炭をほっている
五246園
がって︑﹃男の人は立ってください︒﹄
五358います︒とれた石炭は︑トロッコにつんで
五251園
けれども︑﹃ぼくは︑もう大きいんです 五365らとれます︒私たちは︑石炭なしには︑く
五254園︒﹂﹁ええ︑はじめは︑電車の中は︑まる 五366たちは︑石炭なしには︑くらすことができ
五254園 じめは︑電車の中は︑まるでにらめっこ 五367ません︒では︑石炭は︑どうしてできたの
五255囹 たのに︑それからは︑みんなにこにこし 五371がみえますね︒これは黒むかしのけしきで
五256園 ました︒ほんとうは︑それでうれしかっ 五384きました︒そのかたは︑ほっかいどうで︑
五263 れから︑はるこさんは︑きっぷを改札の女 五392国 ﹁ほっかいどうは︑いまがいちばんた
五2611園 とうっていったのは︑どういうわけ︒﹂﹁ 五393国︒山のてっぺんには︑まだ雪がのこって
五279 くん しんきちくんは︑電車をおりてから 五394国も︑中ほどから下は︑雪がありません︒
五283 ちくんのおとうさんは︑店でそろばんをは 五399團略﹀︒﹂﹁こちらでは︑さくらの花も︑な
五292園 しかったというのはどんなことかね︒﹂﹁ 五402團
美しくなると︑私は︑なんだか︑ぼんや
五293園︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それはこうなんです︒店を
五404團す︒私のすきな花は︑こぶしの花です︒
五295園 ていました︒一つは大きくて︑ぼくなん 五405団の花がよくさく年は︑ほう年だといいま
五296Dn国 うもない物︑﹈つは小さくてかるそうな 五407團 ︒﹂﹁ぼくのうちには︑うしが十三とうい
五415団いました︒子うしは︑小川の岸をとこと
五297園

五301園 う︒しかし︑きみは小さいから︑まあい

五421国べてあります︒私は︑まだ︑ほっかいど

五431團は︑もう︑あたりはくらくなっています

五433團ちらでも︑ほたるはとびますか︒﹂﹁︿略
五434團﹁ぼくのねえさんは︑あさひがわへおよ
五435団っています︒ぼくはねえさんから︑よく

五4610ったら︑もう鳴いてはいなかった︒

たの

五436團ました︒ねえさんはいい声でした︒ぼく
五436團した︒ぼくのうちは花屋です︒ですから
五438團︒ぼくのすきな花は︑あさがおです︒空
五443圃 ︑日本の子どもらは︑ はとだ︒平和の
五451翻︑日本の子どもらは︑ つぼみだ︒きれ
五457翻︑日本の子どもらは︑星だ︒光った星

五525

んをまつあいだ私
︑は︑まさごをうば車に

五478いていたり︑名まえは知らないが︑きれい
五492に︑身をきよめるのはうれしい︒ わたし
五506圃海べ がけの下には 白いはま︑白い

した﹁
︒︿略﹀︒﹂それは︑南東の空で光って

五5310囹
した︒﹁三ばん星は︑ねえさんがみつけ

五539

五549

まわしましたが空
︑は︑まだ︑ほんのりと

五545園うに︑はるおさんは目が早いのね︒﹂そ

五5410の星をみつけることは︑できませんでした

五5510
くださいました︒私は︑おかあさんにこの

五554園さっきみつけた星は︑どれだったかしら

五583た︒﹁︿略﹀︒﹂はるおは︑まだみていたいよ

五562園た︒﹁今夜みるのは土星です︒あそこに
五564ました︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑﹁︿略﹀︒﹂じゅんば
五572ずりました︒はるおは︑のぞいていました
五574うです︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑こういつて︑はる

五589 v﹁︿略﹀︒﹂私たちは︑まもなく帰ってき

五589ました︒ごろうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

五304園 ました︒その荷物は小さいわりに︑なか

五422国どうへいったことはありません︒けれど

五594 ﹂といいました︒私は︑いまみてきた土星
五599も空色です︒あやこは︑それをみつけて︑

五305園たのですが︑ぼくは︑かたへのせて持つ

五426團略V︒﹂﹁こちらでは︑田うえがはじまり
五427国じまりました︒私は︑なえはこびをして

五614囹﹁めがでないことはありません︒わたし

につくと︑その人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときいた

五308園 なかったね︒きみは︑ときどき︑こうい

五431團 ︑うちに帰るころは︑もう︑あたりはく
五309園

五306園

きいたので︑ぼくは︑﹃︿略﹀︒﹄といいま

〉。
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五678

五678
やってきました︒海はすこしあれていまし

くる日︑おじいさんは海へやってきました

五752囹

五7411

でおいで︒わたしは女王もいやになった

たころ︑おばあさんは︑おじいさんをよん

五688

︿略﹀︒﹂おじいさんは海へやってきました

ころが︑おばあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂おじいさ

みると︑おばあさんは︑新しいおけを持つ

五7510

五757

うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ

みをこしらえたのは︑だあれ︒﹂﹁
五6110囹

つるをのばしたのは︑だれかしら︒あや
五617囹

五689

さんは︑もう女王はいやだといっていま

やってきました︒海はまつ黒になって︑波

︿略﹀︒﹂おじいさんは︑口ごたえもできず

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁せわはしてやりました︒け
五633囹
がなったりしたのは︑おかあさんのせい
五634園
かあさんのせいではありませんよ︒﹂お
五634園
五635 く略﹀︒﹂おとうさんは︑この話をそばでお
︒﹁生まれたときは︑ねてばかりいたの
五638圓
うになって︑いまは︑もうこんなに如き
五639園

五735囹

五726

五722

五石11

五713

さかなに︑わたしは金持のおくさんもい

ますと︑おばあさんは︑おじいさんをうま

ますと︑おばあさんは︑けがわのふくをき

五7010園

さん︑おばあさんは︑もう金持のおくさ

たって︑おばあさんはおじいさんにいいま

五7010園

う金持のおくさんはいやだ︑女王になり

ますと︑金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

五724園

さい︒おばあさんは女王になりますよ︒

五8510園

五854

五8410園

五848 した︒いのうえさんは︑國語の本にでてい

五846 ました︒いとうくんは︑海岸のおじさんの

五832 休みのとき︑私たちは︑運動場にあっまつ

五825 やいました︒みんなは︑なま水をのまない

五823囹

五821園

うにすること︑夜は︑はらまきをきちん

どうして︑きょうはこんなに休んだので

います︒おじいさんは金のさかなをよびま

さがおやきゅうりは︑自分ひとりで︑大
五6311園

五735囹

ていて︑おばあさんは女王になっているで

五761

しょうが︑わたしは︑おとうさんやおか
五641園
れたときからせわはしてきたが︑日に日
五643囹
に大きくなったのは︑おまえひとりの力
五645園

五737園

ました︒金のさかなは︑でてきていいまし

で生きていけるのは︑だれのおかげだろ
五6410園

五7311

女王になっているではありませんか︒そば

五762

五654でいました︒ふたりは︑ふるい小さな家に
五656ました︒おじいさんは︑あみでさかなをと
五657をとり︑おばあさんは︑糸をつむいでくら
五659ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな
五662ました︒金のさかなは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま
てください︒お礼はたくさんさしあげま
五663園
五666ました︒おじいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とやさし

五7311

五785 した︒ひまわりの花は︑いけださんが自分

ました︒おじいさんは︑すごすごと︑おば

五806 十三日

五772

ました︒おじいさんは︑また海へやってき

でおくれ︒わたしは︑ひゃくしょうなん
やってきました︒海はあれていました︒お

きょうは大そうじをしま．した

五706

五814十四日木きょうは五人も休みました︒

た︒﹁おばあさんは︑もうひゃくしょう 五8010 した︒にしもりさんはびっくりして︑﹁︿略

もうひゃくしょうはいやになったから︑

ました︒たなかさんは︑おしばをたくさん

五843 ました︒たかぎくんは︑え日記を書くとい
︿略﹀︒﹂おじいさんは︑とぼとぼと海へや 五844

︿略﹀︒﹂おじいさんはびっくりして︑﹁︿略

五7211

やってきました︒海はまつ黒になってあれ

五845 ました︒ささきくんは︑星をしらべるとい
五7211

いました︒﹁それはおもしろい︒いのう

﹀︒﹂﹁おまつさんはあとからきますよ︒

＞︒﹂りょうかんさんはこういいながら︑ほ

五867 す︒りょうかんさんは︑ほうきの手をとめ

五873囹

五872囹んぎょうでも︑目は二つですよ︒﹂﹁︿略

このおにんぎょうは︑きれいな赤いおび

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁わしは︑三つも四つもある

ました︒おばあさんは︑おじいさんには目

います︒おじいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

五878園

五743

んは︑おじいさんには目もくれないで︑け

五747

五732

水

五706

五703圏

五769 ︿略﹀︒﹂金のさかなは︑なにもいわないで

五668ました︒おじいさんは︑うちへ帰って︑お

五741りませんか︒そばには︑りっぽなけらいも 五8611圓︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁これはかわいいにんぎょう

ました︒おばあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

きょう︑ 金のさか
五6610園しました︒﹁わしは︑

やってきました︒海はにごっていました︒

になった︒こんどは︑海のぬしになりた

五691

五764囹

五753園

三つもさかせたのは︑だあれ︒﹂﹁
﹂
五621園
にそめてくれたのは︑だれでしょう︒﹂
五623圓
五6241﹂﹁︿略﹀︒﹂あやこは︑なんとこたえてい
なじですよ︒たねはおかあさんがまいた
五629園

五691

うちのおばあさんは︑家がほしいという

五765園

さい︒帰るまでには︑新しいおけができ

なによくできたのは︑おかあさんの力で
五6211園

五695園

お帰りなさい︒家はちゃんとできていま

五686園

おかあさんの力ではありませんよ︒﹂﹁︿
五6211園

五698園

帰してくれ︑お礼はいくらでもあげると
五6611圏

五748

五701

五671園といったが︑わしはお礼などもらわなか
五673 く略﹀︒﹂おばあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま
五675囹のに︒うちのおけは︑もう︑すっかりこ
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五911

りょうかんさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おく
ら︑

りょうかんさんは︑帰っていく子ども
た︒

六57 べやガラス戸だなには︑いろいろな時計が

カチと氣ぜわしいのはおき時計で︑カッタ

︿略﹀︒﹂さんちゃんは︑ひわによくいって

六62 ら時計である︒ねじは︑これらの道具や時

タリとおうようなのははしら時計である︒

六63 とみくらべて︑あれはなんの役にたつのだ

六51一

ねをします︒鳥かごは︑おひるまえは︑水

六63 たつのだろう︑これはどんなところにおか

六510

かごは︑おひるまえは︑水道のあるいどば

きかせました︒ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人な

すが︑おひるすぎには︑かえでの木につる

六68園 それぞれちがってはいるが︑どれをみて

六67園 んの時計︑それらはかたちも大きさもそ

をはじめると︑ひわは︑﹁︿略V︒﹂と︑へん

みせました︒すずめは︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きま

るのをきいて︑ひわは︑そのまねをして︑

101

101

すると︑みそさざいは︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いて

みせますと︑すずめは︑おどろいてとんで

六710

六78 していたが︑男の子は︑やがてしごと台の

六77 の子である︒ふたりはそこらをみまわして

六610園 どれもこれも不足はなさそうである︒た

六85 まった︒子どもたちは思わずかおをみあわ

六83 ﹂というと︑男の子はゆびさきでそれをつ

りはじめた︒女の子はただじっとみつめて

した︒しじゅうからは︑あくる日もやって

をいいました︒ひわは︑感心したように︑

にか︑しじゅうからは︑どこかへいってし

した︒それで︑ひわは︑すっかりそのまね

六87

六86 をみあわせた︒ねじは︑しごと台のあしの

をかきまわしたのは︒ああいうねじはも

﹁ここであそんではいけない︒﹂といい

てきた︒時計屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいな

つもそのまねをしては︑ひとりよろこんで

六88囹

六94

六91囹 は︒ああいうねじはもうなくなって︑あ

六811園
んでいこうよ︒空はひろくておもしろい

六98 になってきた︒親子はそうがかりでさがし

がしはじめた︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂とさけび

きました︒旅のひわは︑おどろいて︑すぐ

六910 てたまらない︒三人はさんざんさがしまわ

六98

六1011 ︑いちばん喜んだのはねじであった︒時計
五⁝⁝4

六118 たてはじめた︒ねじは︑自分がここにはい

六111 あった︒時計屋さんは︑さっそくピンセッ
五⁝⁝11

六122園

六1110 かった︒時計屋さんは︑しあげた時計をち

六141

ってわたした︒ねじは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心か

した︒﹁︿略﹀︒﹂ありは大きな声をだしてさ

六136 れていました︒ありは︑川の岸で︑うつむ

六128

六126囹 いのわるかったのは︑そのためでした︒

んがきた︒﹁時計はなおりましたか︒﹂﹁

した︒しかし︑ひわは︑すぐに︑﹁︿略﹀︒﹂

六44 ろへだされた︒ねじは︑おどろいてあたり
六47 ついてみると︑ここは時計屋の店であるこ
六48分のおかれているのは︑しごと台の上にの
六49 ラスの中で︑そばには小さなしんぼうや︑

五柵2

〉。

五佃8 きいて︑さんちゃんは︑ますますひわがか

vかごの中のひわは︑なかまをよびまし

五966 すむころには︑ひなはもう︑かごの中をと

した︒近所の人たちは︑まいにち︑こまつ

でとんでいくことはできまいよ︒﹂﹁︿略

︒﹁︿略﹀︒﹂ひわの子は︑それが自分のなか

五9910囹 ﹁いいや︑この鳥はとべなくなったらし

五996 二三日すると︑ひわは︑もとのように元氣

五993 まいましたが︑ひわは︑かたのところにけ

五992 ＞︒﹂というと︑ねこは︑おどろいてにげて

五981

五975 できます︒その中には︑ひわのむれもあり

五9611園

五佃7 けれども︑旅のひわは︑そのままとんでい

つともこわいことはないから︑いっしょ

したが︑かごのひわは︑大よろこびで︑﹁︿

いた︒﹁︿略﹀︒﹂ねじはこれをきいて︑とび

ありがとう︒ぼくはおともができないの

りてきました︒ひわは︑それをみると︑﹁︿

まあまあ︑この鳥は︑いくつもげいがで

まいましたが︑ひわは︑いつもそのまねを

104

五887園 ｪ﹀︒﹂﹁きょうは︑おにんぎょうのお
ざかり︒ あれは︑よいよいよい︒
五894圏國
いよい︒ これは︑よいよいよい︒
五895圏國
どが島︒ あれは︑よいよいよい︑
五898圏國
いよい︑ これは︑よいよいよい︒﹂
五899圏國
五902園いましたね︒あれはどうしてですか︒﹂
五904園わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑
島をうたうときには︑いつでもおじぎを
五906圏
五908園わしも小さいときは︑オギャア︑オギャ

いつまでも月にみ
＞︒﹂り ょ う か ん さ ん は ︑

みんな帰っていき
五933 ん一﹂子どもたちは︑

五918園 たので︑﹃おまえは水がほしいのか︒﹄

五939

五934

五944 ひろいましたひ
︒なはたいそう小さくて︑
︿略﹀︒﹂さんちゃんは大よろこびでした︒

ひなは︑みちがえるように
五956 てやりました︒
五9510

五9510 ろこびでした︒ひなはすずめではありませ
りました︒﹁これはめずらしい︒ひわの

五9510 た︒ひなはすずめではありませんでした︒

210911839776431411561088855
園園 囹
．一
101

105

105

園

五962園

五962囹 ですよ︒ほんとうは︑まひわというので
五963圓 のですが︑ふつうは︑ひわ︑ひわといっ

100

100

102

100

103

103

105

105

105

105

105

106

106

106

10了

10了

五968園 おとうさん︑ひわは自由にとべるように

五966 夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
108

「〈

は一は
452

六265園

六264園

うしょう︒﹂あり一は︑ろの火を赤くもえ

ばいいね︒ふぶきはいやだから︒﹂あり

﹀︒﹂あり二﹁今夜はつもるかもしれない

六557 ていました︒ふみおはさっきのことを思い

六556 にそとをみると︑空はいつのまにか︑雲一

六555 た︒それから︑三人はわかれて︑それぞれ

六562

六559 つきの枝のあいだにはなくて︑木をずっと

としていますが︑雲はさっさと走っていき

六268

たらかないものには︑この広しさ︑この

六5411

六143れども︑だれもきてはくれません︒﹁︿略﹀︒
六145せん︒﹁︿略﹀︒﹂ありは︑いっしょうけんめ
六148みつけました︒はとは︑いそいで木の葉を

六271圏︒でも︑夏のころはあつくてたいへんだ 六559 ないと思ってみた月は︑もうさっきの枝の
寒しさ︑この喜びはあじわえないだろう

えの中︑しもて半分はそとになっています

六1411
やりました︒木の葉は船のようになって︑

六278園

︒私たち一組のものは︑みんな集まって︑

六564 た︒かべ新聞第一号は︑一組でつくること

べ新聞私の学級では︑來週から︑かべ新

六279囹

これは︑まんがのシナリオ

三

六582

六5710
一どははねあげられるが︑

なって︑おしまいにはみえなくなってしま

びる︒かかし︑

六5810

上345

にとまっているのは︒﹂親つばめ﹁さあ−

たいねを︑こんどは︑あなたがたがまも

六593

さんの氣ついたことは︑なんでも︑かかり

さい︒﹁樂しい学級は︑かべ新聞から︒﹂

私は︑きのう︑おもしろ

てきました︒この人は︑私たちの組のまつ

す︒七と五と

がっきました︒それはことばの声のかずの

思い出が︑うかんではきえていく︒32日 六594 とです︒うたううたは︑なぜうたいやすい
でたれて︑

かきはすずなり︑

夕がら

六618

六614

六597

寒暖計

がわかったとき︑私はおもしろくてなりま

ました︒うたううたは︑そのことばの声の

をさましたときには︑おびみたいなもの
夕明か

六516

六481圃

おがいいました︒月はいま雲からでて︑大

をみあげました︒月は︑雲にはいったかと

くなりました︒三人は遊ぶのをやめて︑空

六633光った︒アルコールは銀の水︒弟がせきが

六621圃

六6110圃

六2010

六532

六527

たね︒みちこさんは雲が走っているって

た︒﹁よしおくんはお月さまが走ってい

いいました︒ふみおは︑両方のいうことを

みつめていると︑月は動かないで︑雲が大

六654 すれば上になるものはなあに︒三はたら

六652 ばん力のつよいものはなあに︒二上にす

六635

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ねこは︑こたつでまるくな

しょう︒﹁子どもは風の子︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六517

六476圃

六448園

六408

六399圓

六397園︒あなたのしごとはこれからよ︒わたし 六593

六386囹

六369

六342厭くれて︑ここからはみえないよ︒﹂14風六575 なりました︒これには︑みんなにお知らせ

六3311囹︼︑わたしのたんぼはどこでしょう︒﹂雲﹁ 六567

かかし

六312

六261

六153した︒天略﹀︒﹂ありはそういって︑すぐ木
六156ました︒木の葉の船は波に流されて︑川の
六157きましたので︑ありは︑ぶじに岸にあがる
六161した︒﹁︿略﹀︒﹂ありは︑心から木の葉にお
六164した︒そのかりうどは︑きゅうに歩くのを
六166いました︒木の上には︑一わのはとがとま
六166 っていました︒はとは︑ねらわれているこ
六168ずにいました︒ありは︑いそいでかりうど
六173矢をつがえているではありませんか︒﹁︿略
六181す︒あるきりぎりすはバイオリンをひいて
六182す︒あるきりぎりすはチェロをひいていま
六182す︒あるきりぎりすはふえをふいています
六196園﹁みどりの木の葉は喜びにみち︑ きよら
六197園ち︑きよらかな風は︑われわれの音樂を
かきはすずなり︑

六1911園
こんな宣しいときは︑二どとありません

六522

けさの温度は五度です︒毎朝︑こ
まの顔に︑

テ︒ーブルには︑お茶が用意してあ
ります

六202園の日を画しもうではないか︒﹂うたをう
六206園ひと休みしようではありませんか︒﹂み

六533園

︒三はたらくときはよこになり︑休むと

るので︑おかあさんはゆたんぽをいれてい

六222 ばれてもあ
︑りたちは氣がつきません︒シ

六534園
六541

ききながら︑ふみおはふしぎでたまりませ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ふみおは︑こういつて︑空を

六656 休むときは立つものはなあに︒このなぞの

こになり︑休むときは立つものはなあに︒

六543

六663 二号をつくる人たちは︑このお話のつづき

六658 その答がわかった人は︑紙に書いてかべ新

︒第三号をつくる人は︑またそのつぎを書

せんでした︒ふみおはふと氣がついて︑ま

た︒﹁︿略﹀︒﹂ふたりはそのとおりにしてみ 六665

六544
六5410

ました︒すると︑月は枝のあいだにじっと

六667 でいくか︑白しみではありませんか︒お話
六5410

六548をしました︒ふたりは木のそばへ走ってい

六656

六656

六2311園
すが︑わたしたちはみんな︑はたらくや

六224 りさん︒﹂ありたちははじめて氣がついて
六232囹のさ︒わるいことはいわない︒さあ︑は
六245園でも︑わたしたちは︑はたらけるときに
六254 ﹁ははははあ︒﹂ありはなんにもいわないで
穴256園きしゃ﹁われわれは︑おおいにうたおう
六258園りぎりす﹁画しみはいよいよくわわり︑
六258園よくわわり︑喜びはさらにたかまる︒﹂
六261ばめん かみて半分はありのいえの中︑し

453
は一は

おりね︒雪だるまはお話はしないけれど
六7110囹

六668ませんか︒お話の題はべつにきめませんか
六679ぐまがいうと︑さるは子ぐまをみてこわが
六682まいました︒子ぐまはまた歩いていきまし
六685りつけました︒それは︑むしめがねでよく
六694 ︒かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まい
六695す︒そんなに大きくはありませんが︑これ
六696にへんしゅうするのは︑むずかしいことで
六702 だれの力 ごろうは︑妹のはるえといっ
六714をきいて︑ねえさんはわらいました︒﹁︿略
六717 ︿略﹀︒﹂と︑はるえは本氣になっていいま
六718いいました︒はるえは︑まえに﹁こくご﹂
︒雪だるまはお話はしないけれども︑は
六7110園

六724たべながら︑ごろうはこんなことを考えま
六726たい︑あの雪だるまは︑死んでいるのか︑
六727ちうん生きているとは思わないが︑死んで
六737園うさん︒雪だるまは生きているのでしょ
六742園生きているものには︑みんな命というも
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁あれはちがいますよ︒﹂﹁︿
六748囹
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁汽車は︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
六749園
﹁︿略﹀︒﹂﹁自動車は︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
六749囹
﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁雪は︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんな
六749囹
﹀︒﹂﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ 火 は ︒ ﹂ こ ん な こ と を つ
六749園
六7410いても︑それだけでは命があるとはいえな
六7411いえないと︑ごろうは思いつきました︒あ

だけでは命があるとはいえないと︑ごろう
六7411

だい︑ごろうくんは︒きゅうにそんなこ
六7611園

六753ときかれて︑ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えま
六762 つけました︒はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀
六764ききました︒ごろうは︑﹁︿略﹀︒﹂といいな
六766ら︑やはり雪だるまは命がないのかなと思
六769園﹁先生︑ぼくたちは動いたり息をしたり

六774園

六772囹
略﹀︒﹂﹁雪だるまは動きもしないし︑息

たりしているものは︑みんな生きものだ

んです︒ぼくたちは︑だんだん大きくな

ています︒あなたは︑その大きな木にの
六8711圓

って︑そのそばには︑大きな木が立って
六8710園

六8911 ているわ︒﹂女の人は木をみあげながら︑

六776囹

だるま︑雪だるまは生きものではないか

六883園︒すると︑海の神は︑きっといいことを
六888る︒ほおりのみことは︑木をみあげて︑ほ

六777囹

六904 ﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑水をくんで︑ほお
六905る︒ほおりのみことは︑ぐっとおのみにな

るまは生きものではないからね︒﹂﹁︿略

や︑自動車や︑水車は︑動いていても息を

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂いぬは動くし︑いきをする

六777園
六779

六7710

すると︑おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

た︒その夜︑ごろうはおとうさんに︑この

︒海の神﹁あなたは︑どなたでいらっし
六9111囹

六9110 ︒﹂ほおりのみことは︑こしをかける︒海

六7711ないんだと︑ごろうは考えつきました︒そ 六917 しなさい︒﹂女の人は︑いったんさがる︒
六782

六781

いいました︒ごろうは︑息をすることも自
六7811

六783囹
た︒命のあるものは︑日に日にそだって
六785囹
にかく︑命のことはむずかしい大きな問
ろうさん︑あなたは︑ねむってしまった
六787園
う︒けれども︑息はするでしょう︒だれ
六788囹
六7811ることも自分の力ではないことをきいて︑

でてきた︒﹁これは︑いいものがみつか
六996囹
六996と思いながら︑ぼくは︑この二つをかさね
六柵8 あるようにみえるではないか︒それは︑こ
六㎜8 るではないか︒それは︑ここから百メート
六梱2 う思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとして
六棚4 れなくなった︒ぼくは画用紙をとりだした
六撹1 てできた二本のつつは︑うまくはまりあっ

合唱をする︒みことは︑それにあわせてお
六9710

六921園 か︒﹂瓢論幼の﹁私は︑ほでりのみことの
うでしたか︒それはお困りでしょう︒で
六934園
六939 ﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑魚たちをたくさん
六941園﹁はい︒たいだけは︑病氣でねておりま
六943園ますので︑ここへはまいっておりません
六949囹とっていったものはないか︒﹂魚一﹁ぞん
六953園ん︒﹂海の神﹁それはおかしい︒いや︑た
か知っているものはないか︒﹂魚たち﹁ほ
六956園
六959 かしいな︒﹂海の神は︑しばらくお考えに
六963 ﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑たいをつれてでて
︒﹂海の神﹁おまえは︑このかたのつりば
六965囹
六973 りました︒﹂女の人はつりばりを水であら
六975 りばりだ︒﹂海の神は︑ほおりのみことの
﹁このつりばりではございませんか︒﹂
六976囹

六792園た︒﹁息ばかりではありませんよ︒ほら
六799た︒﹁︿略﹀︒﹂ごろうは︑いっか﹁こくご﹂
六805園みこと﹁にいさんは毎日海へでて︑魚を
六806囹らっしゃるが︑私は毎日山へいって︑鳥
かわり︑にいさんは山へいらっしゃって
六816園
まくつれるものではないよ︒でも︑つつ
六825園
六826園がいいさ︒わたしは山へいこう︒﹂ほお
いさん︒にいさんはこの弓と矢を持って
六829園
六839 ︒﹂ほおりのみことはつりざおをひきあげ
六841 つつりと切れて︑魚はにげる︒編論駒の﹁し
六848園 編蔚駒の﹁おまえは︑なにかつったか︒
いや︑ゆるすことはできない︒﹂ 四のば
六864園
六867ん ほおりのみことは︑海べでないている
もしもし︑あなたは︑どうしてないてい
六871囹
みこと﹁つりばりは魚にとられてしまう
六873園
うし︑にいさんにはしかられるし︑困っ
六873至
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﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂は︑みんなアイウエオ

っている音ばかりではないか︒ただ一つ﹁
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占

く略﹀︒﹂おかあさんは︑目をまるくして︑

ノ、

122

きる︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくはこうひとりごとをい

た︒このほかに︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえ

！、

122

山

ネノという一ぎょうは︑ぜんぶはなの音で

なかった︒この二つは︑両方とも︑マミム
︒そうして︑こんどは︑アイウエオ︑カキ

ノ、

122

山

﹂ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの
︵二︶弟は︑二三日まえから︑

ノ、

122

占

んだ︒

ぎ︑はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミ
ぎょうだけで︑あとは︑おしまいのバビブ

なから声のでる音ではないことがわかった
とがわかった︒ぼくは︑五十音というもの
︑五十音というものは︑﹈年生のときにな

よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

vうさぎさんたちは︑まつかさを一つ一

vうさぎさんたちは︑おさるさんにみん

五ひきのうさぎさんは︑まつ林の中で︑ま

した︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑うれしくてたまり

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑だいじに本ばこの

ました︒おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめ

1109752511814
！、

た︒うさぎさんたちは︑くるみの木の下で

ました︒おさるさんは︑きょろきょろしな

ました︒うさぎさんは︑くるみをひろって

遊びました︒そこには︑くるみの実が︑こ

六㎜11二 いわいやっていては︑すぐぼくが︑きつ

六悩4園 略﹀︒﹂﹁りすさんは︑くるみがだいすき
六桝7 ﹂誌略﹀︒﹂りすさんは︑両手に︑くるみを
六桝9五 ました︒﹁こんどは︑なにをしようか︒
六搦2三 トンネルか︒それはおもしろい︒﹂五ひ
六㎜3 きのうさぎさんたちは︑めいめいにあなを
六㎜5 た︒まえ足でほっては︑うしろ足で土をは
六楢6 きだしました︒あなはずんずん長くなって
六㎜9 ﹂﹁︿略﹀︒﹂トンネルはだんだん深くなり︑
六枷3 きのうさぎさんたちは︑大きな声でじゃん
六枷7 きのうさぎさんたちは︑とんとこ︑とんと
六協3 きのうさぎさんたちは︑うまくにげました
六柵5 っていくと︑みんなはあちらへこっそりわ
六囲7 いるうさぎさんたちは︑おかしいのをがま
六伽3 の声がします︒それはたぬきさんでした︒
六㎜4 でした︒たぬきさんは毛をぬらしてなにか
にちがいない︒ぼくは︑こう考えると︑綴

持ったただしちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって

した︒ただしちゃんは︑海外からひきあげ

ろうなどという氣持は︑どこかへふつとん

か︑ほかのぎょうとはちがつた性質をもつ

ソでも︑かんたんにはわからないが︑ 一ぎ
︑↓ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎ

かく考えてみたことはなかった︒それがい

は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひご

すと︑ただしちゃんは士暑んで︑﹁︿略﹀︒﹂と

ましたが︑ほんとうは︑たこを作るのはは
たら︑できないことはないだろうと思いま

うは︑たこを作るのははじめてです︒けれ
えてみました︒材料は︑ま四角な紙と︑骨

四角に切る切りかたは︑いっかおかあさん

あわせました︒のりは︑ごはんつぶをよく
のとりつけです︒骨は︑たて骨とよこ骨の
ら︑よこ骨︒よこ骨はまっすぐではなく︑

ました︒紙のうらには︑まん中に︑ま四角

六捌2才 た︒﹁うさぎたちは︑なんてひとがいい
六梱2囹 いんだろう︒ぼくはきつねに追われてな

六髄11 をみて︑たぬきさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声

六燭5 で︑うさぎさんたちは︑たぬきさんがかわ
六㎜8 た︒うさぎさんたちは︑そのまま向こうの

やのりなどです︒紙は半紙でいいし︑骨は

ているが︑いままでは︑﹁ちがったかなを
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ある︒しかし︑ねつはないので︑ねている

いのに感心した︒弟は︑まえに︑又略﹀︒﹂

で︑ねているわけではない︒ただ︑はなが

つたことがあるのではない︒しかし︑﹁︿略

た︒なにかよいおりはないかと思っていた

いったので︑みんなは︑これで大わらいと

飛行機である︒ぼくは︑ここだと思って︑

なった︒ぼくのまねはしくじった︒しかし

った︒しかし︑ぼくは︑このおかげで︑お

とに氣がついた︒弟ははながつまっている

いたのである︒ぼくは︑夜︑勉強をすまし

発音できないわけではない︒発音できるこ

きなくなるような音は︑もともとはなから

えてみた︒そのわけは︑すぐけんとうがっ

のはずである︒ぼくは︑いままで︑ものを

発音できるような音は︑はなから声がでな

とがなかった︒これはおもしろいそとぼく

おもしろいそとぼくは思った︒では︑なん

い︒すると︑これらははなからでる音なの

音なのだろうか︒弟は︑﹁はな﹂の﹁ナ﹂︑

がでる音であることはたしかとなった︒自

5

6

がする︒そこでぼくは︑自分ではなをつま

っているようだ︒弟は︑こんなふうにして

7

119

弟のまねなんかわけはないそと思った︒な

なつた︒それでぼくは︑思わず声をたてて
った︒よし︑あしたはうまくやって︑みん
で︑もうそんなことはどうでもよくなって

2

1111108
1
2

6

5

占

6

！、

6

8
9

4
5
3

111010

占

7

一昌＿

ノ、

9

3

山

3 11

211

110

111

！、

一工＿

ノ、

116

4

占

六 六
隔1一
一L
＿」＿

一昌r

！、

116

104

占

112111

112

＿」＿

ノ、
！、

一L

！、

116

ノ、

104

占

！、

112

＿」＿

！、

113

＿」一

一昌國

！、

11了

ノ、

104

占

112

＿■＿

113

一L■

山

六

ノ、

106

占

六 六 六
113113 112112112112

ノ、

六 六
113113
！、

113

ノ、
一昌一

六

115115
！、

占
ノミ

ノ、

106

占

ノ、

109

占

六

占
ノ

11了11了
＿二＿

ノ、

106

占

ノ、

110

占

116

六

11了

ノ、

118

ノ、
ノ、

11了
一L■
顧属一

六

ノ、

106

ノ、

110

占

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑おかあさんをひつ
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六個6
vうさぎさんたちは︑大きなけやきの下
六梱8囹 ました︒﹁こんどはなにをして遊ぼう︒
六慨2 ﹂﹁︿略﹀︒﹂かけっこは︑うさぎさんたちの
六慨3二 いです︒﹁決勝点は︑あの山のてっぺん
ｪ﹀︒﹂﹁決勝点は︑どこ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六鵬2囹
ｪ﹀︒﹂しかさんは︑のっそりと立って
六夢5
〉。

七124というときの﹁手﹂は︑またすこしちがい
七125しちがいます︒これは︑あさがおのだして
七125している手のことではありません︒あさが

七1610囹 一﹁先生︑きょうは風がありませんから

七1211﹂このときの﹁手﹂は︑文字を書くことを

た︒うさぎさんたちは︑もうにげようと思

六⁝⁝3

六㎜3 ︒﹁︿略﹀︒﹂とらさんは︑そっと首をのばし
六㎜4 きのうさぎさんたちは︑あせをふいたり︑
六㎜6 いました︒とらさんは︑いきなり︑﹁︿略V
六㎜9 ました︒うさぎさんは︑びっくりぎょうて
六糊3 思ってもにげることはできません︒助けて
六糊9 た︒うさぎさんたちは︑いっしんになって
六側3 ひびきました︒それは︑もう一びきのとら
六槻4 に︑うさぎさんたちは︑手をつないで︑そ
六擢9 にでました︒野原には︑日の光がいっぱい

﹂﹁︿略﹀︒﹂しかさんは︑もし自分が勝った

六型5＞︒﹂うさぎさんたちは︑困ってしまいまし

六槻11 五学年のうさぎさんは︑だいすきなクロー

六悩11 ちっともいいことではないと︑うさぎさん

七46 ︑チチ︒教室のまどは︑まだねむりがふか
七47 い︒校門のかしの木は︑目をさまして︑し

とんでる︒きょうは︑ずいぶんとんでる
七1810囹

七172園
たね︒風のない日は︑ちょうちょがよく
七181園
四﹁先生︑この実はなににするんですか
からね︒てんぷらは︑これであげるんだ
七186園

と︑うさぎさんたちは話しあいました︒﹁︿

六桝11

七410 ︒﹁︿略﹀︒﹂かしの木は︑子どもたちのこと

七49囹んはじめにくるのは︑だれかな︒﹂かし

びました︒しかさんは︑﹁︿略V︒﹂と︑元氣

七57園子だった︒きょうは︑ぼうしをかぶって

七55 いでいたが︑こんどは︑思いきり高くとん

六価3

六価10 のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

七82 たり一﹂かしの木は︑きょうもそんなこ
七86まった︒教室のまどは︑どこもまぶたをと
七92 ちらばった青い夜空は︑子どものクレヨン

七511てくる︒学校じゅうは︑いちどに花がさい

六価7 さんと︑しかさんとは︑風のように走りだ
六燭2 ︒しかさんも負けてはいません︒角をふり
六鵬6 って走ると︑こんどはたおれた木のみきに
六柵11 つきました︒そこには︑もううさぎさんた
六区11 もううさぎさんたちはいませんでした︒そ
六僻4国 ども︑あなたの角はおりません︒うさぎ

七93園くれた卒業生たちは︑ どこにどうしてい
七97園な話がある︒春には春の話︑秋には秋の
七97囹には春の話︑秋には秋のものがたり︒な

りてきた
︒しの木は︑あくびを一つして
か

七102園える︒﹁渡しもりは︑渡し船に子どもが
七106五︒先生のおしごとは︑渡しもりのような

﹂﹁︿略﹀︒﹂しかさんは︑うさぎさんたちの

︒
このときの﹁手﹂は︑てのひらをさして

六榔7

六田5囹 ている︒ようしゃはならない︒角でつい

六下10 のうちに︑しかさんは︑いつのまにかはぐ

七119

七108

六榔9 た︒うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みね
六賊1 て︑うさぎさんたちは︑大きな岩のところ

七121となると︑人の手ではありません︒これは
七122はありません︒これは︑持つところという

六儒5 きのうさぎさんたちは︑ここでゆっくり休
六儒8 す︒うさぎさんたちは︑そのことをすこし
六儒9 んでした︒とらさんは︑書ねをしていたの

七242 やるから︒﹂はるおは︑だいこんの葉をと
七242葉をとってくる︒兄は︑しいくびんの中の
七249 いごちそうだ︒﹂兄は︑風早ンチほどに大
七264園
ぱと同じになるのは︑鳥などに︑すぐみ
たのですよ︒先生は︑あおむしがさなぎ
丁272園

七2311っ
園てきてね︒ぼくは︑びんの中をそうじ

このまえきたときは︑風が強かったから
七192園
七195園 一﹁先生︑風の日は︑ちょうちょは︑ど
日は︑ちょうちょは︑どこにかくれてい
七195囹
七198 のさ︒﹂子どもたちは︑小さな橋を渡る︒
の白い花のはたけは︑なんのはたけです
七199園
七205園
もと﹁私のうちでは︑だいこんを︑庭に
七222 てごらん︒﹂すずめは︑ぴょんぴょんとん
いちゃん︑すずめはなにしにくるの︒﹂
七225園
強ですね︒あなたは︑きょう︑しいくび
七237園

六価3 ＞︒﹂うさぎさんたちは︑しかさんとならび

六悩10 おるなどということはできません︒角をと

六悩1

六二6 の早いことにかけては︑しかさんにかない

六鵬11園 どうだ︑こうしては︒﹂しかさんは︑も

七136ようなときの﹁手﹂は︑どんないみにっか
七141ます︒つぎの﹁手﹂は︑どんなつかいかた
七147 つかいかたがあるのは︑﹁疑しだけではあ
七148 のは︑﹁手﹂だけではありません︒﹁︿略﹀
七153略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂これは︑﹁腹﹂ということ
七獅9 つかいかたがあるのは︑おもしろいではあ
七159 のは︑おもしろいではありませんか︒ 三
かけよう︒はん長は︑めいめいのはんの
七167園

六柵3三 うさぎさん︑ここは︑しずかなところで
六粥7 きのうさぎさんたちは︑みつばちさんのこ

にもないなんて話はない︒どうだ︑こう

「〈

六桝7 うすると︑自分たちは︑あの大きなするど

六榴−o三

「〈
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けです︒﹂母﹁先生は︑いいことをおっし
七276園
ただいま︒はるおは︒﹂母﹁はるおは︑さ
七283園
七284園おは︒﹂母﹁はるおは︑さっきから︑おも
七291囹たって︒﹂母﹁それはよかったね︒どんな
かわいいあおむしは︑だいこんのはっぱ
七295園
わっていた︒それは︑すずめたちにたべ
七296囹
くださった︒ぼくは︑あおむしは︑かく
七297園
七298園ぼくは︑あおむしは︑かくれみのをきて
七299園だと思った︒ぼくは︑学校から帰ると︑

みると︑あおむしは︑もう黄色なさなぎ
七2911園
なところをみるのは︑はじめてですよ︒
七321園
七336からとりだす︒庭には︑日光が降りそそい
七337りそそいでいる︒母は︑ふたりの兄弟をな
七343 ︵一︶ 汽車の中は︑人でいっぱいでし
七348 ︒私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったも
七348さぶろうは︑乗るには乗ったものの︑動く

さえできません︒私は︑さぶろうの手をし
七3410
りにぎり︑さぶろうは︑私のからだにすが
七3410

七352おされて︑さぶろうは︑だんだん頭を私に
七353によせ︑おしまいには︑私とさぶろうとは
七353は︑私とさぶろうとは︑まるで︑一つから
七355れるほどでした︒私は︑ありったけの力を
七358囹おばさんのうちへは︑もう二どもいった
七363 ︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私は︑ほんとうに困って
七365ました︒﹁︿略﹀︒﹂私はそういって︑どうぞ
七371な氣がしました︒私は︑さぶろうのかたに
七374らい中で︑さぶろうは︑元氣よくにこつと
︒だれかが︑﹁頭はとうきょう︑足はお
七377園
はとうきょう︑足はおおさか︒﹂といっ
七377囹
七381れていたのです︒私は︑思わず︑下略﹀︒﹂
七385くれましたので︑私は︑人と人のあいだを
七389すむにも︑よういではありません︒そのと

七394しました︒おじさんは︑わらいながらさぶ
七399 ︒はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心
七402わらいました︒乗客は︑高いところを渡つ
七404くっていました︒私は︑いそいで︑さぷろ
七405いかけました︒三郎は︑だれかにゆずって
七408ねきしています︒私は︑さぶろうの方に近
七411 した︒ ︵二︶ 私は︑∪・∪・↓を︑頭
七415が立っていた︒かれは︑むねに︑大きなび
七417ひきはじめた︒汽車は︑かなり早く走って
七417 ので︑青年のからだはゆれていたが︑ひく
七418が︑ひく手にくるいはなかった︒かるやか
七418 ︒かるやかなしらべは︑朝の光のように黒
七4110みまで流れた︒青年は︑つづいて日本の子
七4111︑旅をしてきた私には︑しみじみときかれ

つた︒そこで︑老人は︑自分のかぶってい

七422みときかれた︒汽車はトンネルにはいった
七424 った︒しかし︑青年は︑ひく手をやめない
七433略﹀︒﹂車中の人たちは︑みんなこの老人を
七434囹をみた︒﹁わたしは︑終職後︑いつも心
けれども︑きょうは︑樂しい旅行をして
七435囹
七436園︒どこのどなたかはぞんじませんが︑樂
七43！1

七4410でた︒﹁︿略﹀︒﹂青年はにっこりわらった︒

七441手に渡した︒ぼうしは︑つぎつぎと人々の
七444わりすると︑ぼうしは︑ふたたび︑しらが
七445うにもどった︒老人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって
七448園
思いますが︑これは︑車中の人たちのこ
︒﹁でも︑わたしは︑こんなことになう
七452囹
なことになろうとは︑思っていませんで
七452園
ですが︑このお金はいただきかねます︒
七455園
池458 ︒おしまいに︑青年は︑大きな声で︑﹁︿憐
七462れをきいて︑みんなは︑またはくしゅをし
七462くしゅをした︒青年は︑アコーデオンを︑

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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曲は終った︒ちょうど︑

うの序曲である︒私は︑汽車のまどから︑

ら︑よけいなことばは︑ちりほどもあって
︑ちりほどもあってはなりません︒五年生

かれた一つのかたちは︑まじりけのない宝

だすことができるとはかぎりません︒その

二︶ しかし︑文章は︑くわしくしさえす

りの式をした︒ぼくは︑うれしくて︑胸が

にとんできた︒ぼくはよこだきに受けとめ

一に渡した︒ボールは︑すばやくあちこち

ととんできた︒ぼくは︑しっかり受けとめ

︒あいてのセンターは︑ぼくをねらった︒

の決勝職だ︒あいては︑町の︑いちばん強
︑向こうのせんしゅは︑大きくて射そうだ

とができた︒こんどは︑さいこの決勝戦だ

になった︒このときは︑ぼくらのほうのボ

持がした︒第二黒めは︑にし村の学校とや

のあいずで︑ぼくらは場所をこうたいした

だ︒ぼくは氣が氣ではない︒みかたのおう

﹂とさけんだ︒ぼくは氣が氣ではない︒み

になった︒ぼくたちは︑コートへでていっ

がいで勝った︒ぼくは︑うれしさでいっぱ

まった︒第二回めには︑にし村の学校とし

やった︒ぼくのほうは︑センターが外野へ
︒それで︑内野の人はいっしんになったの

んなさい︒二回めのは︑書きたしてあるだ

ても︑文章のくもりはとれません︒つぎに

はありません︒文章は︑心の鏡のようなも

か︑いきつくものではありません︒文章は

いというところまでは︑なかなか︑いきつ

ースにおさめた︒駅は︑東北本線の﹁はな

車もとまった︒青年は︑すわって︑アコー

子︑きりの花

9873284211161110941010610641031087710885
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七591 ています︒こんなのは︑みじかくなった文
七592 たことばということはできません︒つぎの
七592 できません︒つぎのはどうでしょう︒なに
七613 ている︒うす黒い雲は︑どこかへいってし
七676 たがあります︒一つは︑はじめ骨組みをこ
七681 かたです︒もう一つは︑だいりせきや木材
七683 す︒まえのやりかたは︑ちょうど︑文章を
七684 す︒あとのやりかたは︑文章をきりつめて
七686 同じです︒やりかたはいろいろですが︑ね
七686 すが︑ねらいどころは一つです︒心に思っ
七693 り たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑

七704 ︑すぐうしろに︑月は︑音もなく︑のっそ
七711 花だろう︒にわか雨は︑ぐっしょりとぬら
旅人﹁あなたがたは︑なにかさがしてお

七715ずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑さ
七7511園

七764園 いらっしゃるのではありませんか︒﹂ふ

七763園 しや︑あなたがたは︑らくだをにがして
七765 ませんか︒﹂ふたりは︑びっくりした顔で
旅人﹁そのらくだは︑かた目ではありま

七767 ︒そうです︒﹂旅人は︑おちついたことば
七768囹

りません︒﹂ふたりは︑また顔をみあわせ

晴

19度

19度

うさぎは︑にんじんを︑とて

うさぎは︑すこしもじっとし
うさぎは︑新しい草をいれて
たべのこした古い草は︑ふみつけるだけで

18度

もり

にしました︒きょうは︑れんげそうとなた

たべました︒うさぎはどんな草を︑いちば

晴19度私たちは︑うさぎをかうこと

︒もう︑うたがいははれたことと思う︒

がつたのも︑むりはない︒けれども︑い

立ちあがる︒裁判官は︑ふたりのものに向

もよろしい︒﹂旅人は︑うれしそうに立ち

たがぬすんだのではない︒もう帰っても

わかった︒らくだは︑あなたがぬすんだ

にか︒﹂旅人﹁それはほかでもありません

ているということは︑なぜわかったのか

とは︒﹂旅人﹁それは︑かた方の足あとが

びっこということは︒﹂旅人﹁それは︑か

かね︒﹂旅人﹁それは︑こうです︒道のか

た目だということは︑どうしてわかった

らにげてきたのではないかと︑思ったの

れで︑このらくだはどこかからにげてき

ふたりのいうことは︑よくわかった︒﹂

くだをぬすんだのは︑この男にちがいあ

︑私どものらくだは︑かた目でございま

いことは︑この人は︑私どものらくだの

つとあやしいことは︑この人は︑私ども

だをにがしたのではないか︒﹄と︑たず

さい︒﹂甲﹁私どもは︑麦をつけたらくだ

もらおう︒﹂ふたりは︑旅人の両手をとる

そういない︒﹂旅人はおどろく︒乙﹁あや

おかしい︒あなたは︑そのらくだを︑ど

9885213874432111087542164622113721110
園園
囹園囹囹星園囹囹園囹園園星園園丁園
園
もり

もり

16度

うさぎは︑みんなで︑13びき

よく晴れた日には︑とても元氣があり

6

けさ︑白うさぎは耳にけがをしました

x白の子うさぎは︑親について︑はじ

目があき︑からだには︑すっかり毛がはえ

きは白︑もう一びきは黒でした︒ねずみ色
︒ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12日

はねずみ色︑1びきは白︑もう一びきは黒

さぎのうち︑5ひきはねずみ色︑1びきは

たばかりの子うさぎは︑わらの中の毛の中

た︒ うまれるときはまるくなって いま

びきは白で︑あとのは黒っぽい色をしてい

きいました︒1びきは白で︑あとのは黒っ

度

2㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒そ

を計ってみたら︑白は2㎝︑黒も2㎝︑茶

ぎと︑茶色のうさぎは︑おくへはいってで

ったら︑白いうさぎは︑早くたべたいのか

うにして︑ぬれた草はやらないように注意

わるいので︑うさぎは︑元氣がありません

雨28度このごろは天氣がわるいので︑

した︒うさぎのふんはまんまるです︒

った日や雨降りの日は︑きらいなのでしょ

度

339853109632877662図1010299474331873

耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6

りました︒耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ね

ぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいので320

みました︒母うさぎは4㎏︑子うさぎは︑﹂

うみたら︑子うさぎは︑7ひきとも︑巣か

てみたら︑子うさぎは巣の中でねていて︑

せんでした︒うさぎは︑人がみていると︑

きますと︑親うさぎは︑足でけって︑のま

子うさぎが︑きょうは︑巣からでて歩いて

つつけましたが︑草はたべませんでした︒

17

七768園 くだは︑かた目ではありませんか︒﹂ふ

七769 ませんか︒﹂ふたりは︑なおびっくりして
七771 なんですよ︒﹂旅人は︑思いだすようなふ
七776園 そう︑そのらくだは︑まえ歯が二三本ぬ

みましたか︒﹂旅人は︑それには答えない

七778 ませんか︒﹂ふたりは︑いよいよびっくり

七776囹歯が二三本ぬけてはいませんか︒﹂ふた
七7711

人﹁いや︑わたしは︑そのらくだをみた

た︒﹂旅人﹁その荷は麦でしょう︒﹂甲﹁た

七7711 ︒﹂旅人は︑それには答えないで︑また思
七783囹

七786囹

七786園 らくだをみたのではありません︒﹂甲﹁え
七787園 わしくこぞんじではありませんか︒﹂乙﹁
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458

七993黒は5㎝︑ねずみ色は6㎝でした︒ 12月
七996と7ひきの這うさぎは︑頭をそろえて︑な

八44 と︑早がってんしてはいけませんよ︒いぬ
八46 日本どくとくの︑北はほっかいどうから︑
八46 つかいどうから︑南はきゅうしゅうやその
八59 わずつつかみだしては指さきへとまらせた
八77早いうちの小鳥の声は︑ことに美しいもの

161616151515151414131313131212101010999888

それは︑鳴きかたのちがい

してあるきます︒虫は︑小さいけれど︑親

す︒しかし︑端たちは︑においで知るのか

おぎりの根ばかりではなく︑あたりの木の

っていきます︒そこは木の下ですから︑大

まいました︒地の中はどこもまっくらです
︒せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ

地面におりた端たちは︑やがて︑思い思い

ってくると︑たまごは︑はじめてかえりま

春がきても︑たまごはそのままでした︒暑

ださい︒この思いでは︑おそらく一生なく

ら十年︑いまも︑私はピオのことがわすれ

たというなさけなさは︑いいようのないも

でした︒ころしたのは︑もちろんあやまち

たばかりでなく︑私は︑ピオの信頼をうら

たことをしでかしては︑みんなをおどろか
︑すえの女の子などは︑目をなきはらしま

りゃ︑おかしさなどは︑まだいくら書いて

ます︒そのかっこうは︑さるそっくりです

きな︑安心なところはないというように一
︑どうして︑一方では︑とてもむてっぽう

にとまらせても長くはいません︒私たちの

鳴きかたのちがいではなく︑ききかたのち

えずつたり

64110874981154211210841043773

︒又寝﹀︒﹂というのは︑同じ日本の中でも

声だなあ︑おまえは︒﹂とほめたり︑な
八710園
ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、

ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天ノ、ノ＼ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天ノ叉ノ、ノ、ノ天
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きていくのです︒虫は︑はじめは︑白い︑

教えてくれたことではありません︒人間の

るのでしょう︒それは︑だれも教えてくれ

なれません︒虫たちは︑どうしてこんなご

いはじめます︒これは︑木からいうとめい

八277 なさいました︒それは︑天帝のひとりむす

八274 んでいました︒天帝は︑あたりをみまわし

八271 てきました︒そこには︑星のかんむりをつ

八267 ておいでです︒馬車は︑七色の大きなそり

八265 走ってきます︒中には天帝が乗っておいで

になります︒土の中は︑たとえ一戸センチ

八2810園

きつづけているのは感心なことだ︒むす

に︑うちのむすめは︑こうしてはたらき

ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

八288 になりました︒ひめは︑なにも知らずにお

八285 びいてきます︒天帝は︑そっとこてんの中

八282 かりました︒川の水は銀色に光り︑はくち

をほっていかなくてはなりません︒それで

八2811園

八2711 ませんでした︒馬車はふたたび走りだして

とむしの子どもたちは︑つみこえやこえ土

八2811圓

です︒虫は︑はじめは︑白い︑よわよわし

ているせみの子たちは︑たいへん生長がお

す︒﹁あなたの名はなんといいますか︒

八292 お考えになった天帝は︑そのままそとへで
八297園

よう︒せみの子たちは︑はじめにはあさい

子たちは︑はじめにはあさいところにいて

八298

ずねました︒﹁私は︑けんぎゅうという

ます︒﹁︿略﹀︒﹂天帝は︑その男にたずねま

ころ︑せみの子たちは︑れいのふしぎなか

いへんです︒地上には︑

一本のささだけが

自由だし︑目もよくはみえないらしいので

たたきました︒うしは︑うまくふみとどま

八308 ていました︒結うしは︑にわかにかけだし

八307 れども︑けんぎゅうはおちついて︑ふえを

八305 なりました︒疑うしは︑おどろいて︑大あ

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂天帝は︑ひとっこの男のう

えていました︒せみは︑さっそく︑ぶさい

八3010

八309 せつな︑けんぎゅうは︑うしの首をかるく

八301

八299園

かれていました︒虫は︑それにとりつくと

八312 れていました︒天帝は︑男らしいうでまえ

ました︒けんぎゅうは︑やはりふえに心を
かと思うと︑からだはすっかり皮からはな

八3011
した︒みるまに︑羽はすらりとのび︑から

八3110

八315 うが︑はたおりひめは︑あまりうれしいの

八324 した︒はたおりひめは︑毎日はたをおりな

八321 た︒それをみた天帝は︑たいへんおおこり

なると︑けんぎゅうは︑黒うしに乗って︑

きます︒黒いところは黒く︑茶色のところ

八3210

黒く︑茶色のところは茶色になって︑いか
と

てきました︒ふたりは︑天の川で樂しくあ

天の川は︑なん千なん万とい

︒

︵二︶

八3211

八325 らなきました︒天帝は︑このようすをこら
がて死ぬけしきばみえずせみの声

ます︒せみの死がいは︑ありたちがよって
︑あのぬけがらだけは︑いつまでもささだ

八332

のわかいあぶらぜみは︑きゅうに元氣にな

なりました︒ふたりは︑毎日野原で如しく
になると︑せみの羽は︑ぶるぶるとふるえ

なっていきます︒虫は︑すずしい夜風にあ

かくれています︒虫はぐっとそり返るよう

つくり歩いていくのは︑ほんとうにおかし

知ります︒せみの子は︑だいたんに︑まっ

せん︒あぶらぜみでは︑七年もかからない

なり︑ことにまえ足は︑いつもトンネルを

76173321186110664383101075104311883219
・ま園の黒きにな。かかかえい自。知。子、せてとをになでき教。ない

えるのです︒この星は︑

一つ一つがはっき

は︑この遠いきょりは︑おしはかることは

は︑おしはかることはできません︒ふだん

ん︒ふだん︑私たちは︑メートルという軍

して計ります︒それは︑﹁光年﹂という軍

なりますと︑これでは︑もうまにあいませ

いいます︒光の速度は︑一秒間に地球を七

う軍位です︒一光年は︑光が出発してから

地球にとどくまでには︑やく八分二十秒ば

星と地球とのきょりは︑二十分や三十分で
︑二十分や三十分ではありません︒五日目

ます︒さて︑空の星は︑地球からどのくら

がたりのはたお紅星は︑二九・五光年です

夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほどま

この大きなうちゅうは︑だいたいきそく正

そく正しいちつじょは︑いったいどうして

にひとつ不足なことはありませんでしたが

んでくると︑王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

た︒ある日︑王さまは︑宝ぐらの中で︑宝

﹁王さま︑あなたはお金持ですね︒﹂と︑

いきました︒王さまは︑朝ごはんをめしあ

りました︒庭の草木は︑みているうちに︑

とすると︑コーヒーはこがねにかわりまし

ゃいましたが︑王女はなんの返事もしませ

いたのです︒王さまは︑おかなしみになり

事もしません︒王女は︑かたいこがねにな

になりました︒王女は︑王さまにとっては
き返るなら︑わしはもうこがねなどはい

は︑王さまにとっては︑世界じゅうのこが

や︑いや︑わたしは︑こんなかなしいこ

はもうこがねなどはいらない︒﹂そうお

八483園︒ほんとうにわしは幸福ものだ︒﹂王子
八484した︒﹁︿略﹀︒﹂王子は手をうって︑﹁︿略﹀
八489ていきました︒中には︑うすぐらいひが一
八491ところでした︒王子は︑いままでのわけを
八493た︒すると︑その男は︑ズ略﹀︒﹂と答えま
八494園さしあげたいことはやまやまですが︑わ
八495園ですが︑わたしには︑あいにく︑一まい
八499幸福のほしくない人はありませんから︑ど
八502 ︒けれども︑それでは人の心がよくわかり
八503 ︒そこで︑﹁幸福﹂は︑まずしいこじきの
八504かがきいたら︑自分は﹁幸福﹂だといわず

八5110きました︒﹁幸福﹂は︑さっそくごめんを

八511した︒そこの家の人は︑﹁幸福﹂がきたと
八511 ︑﹁幸福﹂がきたとは知りませんから︑ま
て︑﹁おまえさんはだれですか︒﹂とた
八513園
ました︒﹁わたしは︑﹃びんぼう﹄でこ
八515園
か︑﹃びんぼう﹄はうちじゃおことわり
八516園
八517 ﹂と︑そこの家の人は︑戸をビシャンとし
んなかなしいことはありません︒﹂﹁︿略

した︒﹁︿略﹀︒﹂王女は︑こういつて︑王さ

v﹁︿略﹀︒﹂王さまは︑いそいで庭のいけ

︒﹂﹁こがねと王女は︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

一きれのパンとでは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁あなたは︑こがねと一ぱいの

やいました︒王さまは︑ご病氣をなさって

てきました︒その人は︑こういいました︒

おしてくれたものには︑國の半分をわけて
︑ちえのある人たちは︑みんなより集まつ

なりません︒王さまは︑﹁︿略﹀︒﹂というお

か︑﹃びんぼう﹄はうちじゃたくさんだ
八528園

八521 ︑﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみえ
八523囹
て︑﹁おまえさんはだれですか︒﹂とた
八525園
ました︒﹁わたしは︑﹃びんぼう﹄でこ

八5111
むりました︒こんどは︑にわとりのいる家

﹂と︑そこの家の人はふかいため息をつき

も︑これという考えはでませんでした︒そ
れをきいて︑王さまはたいへんお喜びにな
ました︒けらいたちは︑あちこちとさがし
ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつか
すとみつかるものではありません︒金持だ
ました︒けらいたちは︑足をぼうにしてさ
くれましたが︑王子は︑もうしばらくさが
いただいた︒あとはぐっすりねるばかり

︿略﹀︒﹂と︑うさぎは︑高いびきをかいて

も﹁幸福﹂がきたとは知らないようでした

﹁︿略﹀︒﹂﹁わたしは︑﹃びんぼう﹄でこ

た︒﹁おまえさんはだれですか︒﹂﹁︿略

むりました︒こんどは︑うさぎのかってあ

きました︒﹁幸福﹂はまた︑そこの家でも

そこの家のにわとりは︑用心ぶかい声をだ

とりをぬすんでいきはしないかと思ったの

139876429
囹園

ました︒﹁すこしはある︒けれども︑ま

三園医；医】囹医】医】

こえてきます︒王子はふと立ちどまって︑

ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、

まだじゅうぶんではない︒﹂と︑お答え

た︒﹁まだ満足ではないというのですか

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁自分は︑それ以上の幸福は

︿略﹀︒﹂み知らぬ人は︑そのままどこかへ

︑それ以上の幸福は願わない︒﹂﹁︿略﹀︒

なりました︒王さまは︑大喜びでねどこか

になりました︒いすはたちまちこがねにか
わりました︒王さまは︑ねどこにおさわり

〉。

しょり幸福なものはあるまい︒ほんとう
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なりました︒王さまは︑庭へおでになりま
︒﹁さあ︑わたしは︑世界じゆうでいち

21105116651175319519531111177544321119
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﹂という考えだけでは︑この遠いきょりは
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園
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八553 ました︒﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心
八554 にも︑人の心のおくは知れるものです︒そ
八564 みわたされた︒ぼくは︑砂地の上にまつす
八568 だした︒まえのよりはまっすぐだが︑波う
八571 それている︒こんどは三どめだ︒しっかり

いなかは︑いいお天氣であっ

てやった︒﹁世界は廣いものだなあ︒﹂

八717

つかれ︑にわとりにはこずきまわされ︑え

といった︒あひるにはかみつかれ︑にわと

︑﹁おまえなんかは︑ねこにくわれてし

あった︒おしまいには︑自分の兄や姉から

八717

八714園

てね︑そのひなには苦労したよ︒なにし

八718 さをくれるむすめには足でけとばされた︒

八713

なかった︒わたしは︑﹃︿略V︒﹄とないた

八719

のだろう︒わたしは︑もうほんとうにく

うだ︑そんなものはほっておいて︑ほか

ないというたまごはどれかね︒﹂と︑年

だし︑あと四五日はすわることもできま

八721 一﹂と︑あひるの子は思った︒そうして︑

八724 やってきた︒そこにはかもが住んでいた︒

みにくいあひるの子は︑かきねをとびこえ

v年よりのあひるは︑そういって︑どこ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひなは鳴いて︑はってでた

八724

であった︒親あひるは︑じっとその子をな

八727園

さん︑おまえさんはずいぶんみにくいね

がいった︒﹁きみはじつにみにくいから

八729 いった︒あひるの子は︑このあしの中で︑
八736園
一わだってこんな

はないかね︒きみはみっともないから︑

なだ︒ほかのものは︑

そうして二わのがんは︑ぬまの中に死んで

八7410

は口からたれて︑目はみにくく光っていた

に立っていた︒したは口からたれて︑目は

あいだも︑たまの音はあしのあいだに鳴り

︿略﹀︒﹂あひるの子は︑ため息をついた︒

八768 なって︑あひるの子は︑ある小さなひゃく

八763 いそうにあひるの子は︑おきあがる氣にも

八761 りひびき︑てつぼうはひきつづいて火ぶた

八7511

八755

八7411

八748 あわれなあひるの子はきもをつぶした︒頭

八744 のである︒かりうどは︑ぬまのまわりにま

八738園

八737園渡り鳥になる考えはないかね︒きみはみ

いいお天氣で︑太陽は︑ごぼうの上をてら

していた︒親あひるは︑ そのひなをみんな

ずっとびこんだ︒水はひなたちの頭の上を
しちめんちょうではない︒﹂と︑親あひ
略﹀︒﹂と︑親あひるはいった︒﹁︿略﹀︒﹂そ

てもわかる︒これはわたしの子だ︒よく
vそこで︑みんなは鳥小屋にでかけた︒
にでかけた︒そこには︑二つの鳥の家族が
一わをのけたほかは︑みんないい子だ︒

いので︑あひるの子は立つこともできず︑

八7610

へやってきた︒小屋はひどくあれていて︑

八773 らなかった︒あらしはますますはげしくな

八769
あひるは︑﹁あれは美しくはありません

に住んでいた︒ねこは︑せなかをまるくし

︑﹁あれは美しくはありませんが︑たち

えできた︒にわとりは︑足はみじかいが︑

八774 てきた︒あひるの子は︑小屋の入口の戸が
八7710

りませんが︑たちはほんとうにいいんで

八7711

た︒にわとりは︑足はみじかいが︑いいた

八778 いっていった︒中には︑おばあさんが︑ね
あわれなあひるの子は︑立っていたほうが

八7711

た︒しちめんちょうは︑風を受けた船のほ
それからのちは︑わるくなるばかり

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか

た︒すると親あひるは︑﹁︿略﹀︒﹂といって

い子だ︒あれだけはしくじったね︒﹂と

v年よりのあひるは︑天略﹀︒﹂といった

八7311

﹁︿略﹀︒﹂あくる日はいいお天心で︑太陽

ながめた︒﹁これはまた︑ひどく大きな

でいた︒あひるの子は︑ここで一晩横にな

はってでた︒それは︑ひどく大きなから

V

八577 がついている︒ぼくはうちへ帰って︑おじ
いさんは︑﹁それはおもしろい︒勉強も

八578 したら︑おじいさんは︑一葉﹀︒﹂とおっし
八579囹
によびかけた︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

八581 つた︒ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へ
八587

八592 へ流れている︒ぼくは︑みはらし台にすえ
八596 るだろう︒山の上には︑青い空がすきとお

︵一︶

話してみたら︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

八597 る︒飛行機の上からは︑もっともっと聰き
八599

子

八603 であった︒麦ばたけは黄色く︑からすむぎ

八603

八604 黄色く︑からすむぎはみどりであった︒野
幌604 りであった︒野原にはかれ草がつみあげら
八605 げられ︑こうのとりは︑長い赤い足をして
八606 田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

八606 森があり︑森の中には深いみずうみがあっ
八609 すわっていた︒それは︑たまごをかえして
八6010 けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

八612 ︑ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎ
八616 がいうと︑ひなたちはすぐとびだしてきた
八618 みまわした︒みどりは目のためにいいから
八6110囹

駆引8 いいから︑親あひるはみたいだけみさせて
略﹀︒﹂と︑ひなたちはいった︒﹁︿略﹀︒﹂と
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八6111

八621園 いるのかい︒世界は庭の向こうがわまで
﹁いや︑みんなではない︒いちばん大き

八623 いながら︑親あひるは立ちあがった︒﹁︿略
八624園
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八786 みつけられた︒ねこはのどを鳴らし︑にわ

八785 からきたあひるの子は︑すぐにみつけられ

八782 生んだ︒おばあさんは︑それを自分の子の

八853

八851

八849

八848

八846

かしく思った︒それは︑うらやましく思っ

いった︒あひるの子は︑あの鳥の名も︑ど

ようをわすれることはできなかった︒そう

だした︒あひるの子は︑あの美しい︑しあ

なった︒あひるの子は︑水の上を車のよう

八926

八922 喜んだ︒子どもたちは︑手をたたいておど

八916 きなはくちょうたちは︑そばへおよいでき

八913 えって喜んだ︒いまは︑その身をとりまく

八912 はない︒はくちょうは︑その受けてきたま

八859

八856

返った︒子どもたちはいつしょに遊ぼうと

すると︑あひるの子は生き返った︒子ども

いった︒あひるの子は︑あながこおってし

がきた︒あひるの子は︑水のおもてがすっ

やましく思ったのではない︒どうして︑あ

八938 ︒わかいはくちょうは︑そのほそ長い首を

八937 に枝をたれた︒太陽はあたたかく︑おだや

八934 た︒それが︑いまでは︑すべての鳥の中で

八9211︒新しいはくちょうは︑すっかりはにかん

てよこした︒みんなは︑﹁︿略V︒﹂というと

八854

八793 そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため
八864

さわいだ︒﹁これは︑たいしたもうけも

を鳴らし︑にわとりは﹁︿略﹀︒﹂とさわい

八789園

八794 た︒しかし︑たまごは生まなかった︒それ
八864

八787

八7810囹 のだよ︒これからはあひるのたまごもた

っていた︒にわとりは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひ

たので︑おかみさんは手をたたいておこつ

したが︑あひるの子はまたいじめられるか

八966 みをまいたところには︑べつにしるしをつ

八961

八943 しをしました︒品種は︑あじのよい﹁農林

八943

八796

八795 ︑ねこやにわとりとはまったくちがつた考
八865

そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ

18度

きょうは︑お天氣がいいので

八二9 みつけました︒やくは︑白くてにおいもな

八棚7

八欄4 ました︒花のさくのは︑1日にすこしのあ

八鵬4 たが︑お書の時間には︑もう閉じてしまつ

だか︑ここで話すにはあまりにもかわいそ

その長いみどりの枝は︑流れる水の上にの

にきていた︒そこには︑たくさんの木がか

八8710

八887

八886

雨26度きょうは雨降りでした︒花は

八鵬7

をしたりするよりは︑あの鳥にころされ

八柵1 ありました︒こんどは一かぶのほの数をみ

八価9

八価5 きしたら︑このいねは︑いもち病という病
八898園

いった︒はくちょうはあひるの子をみた︒

八887

にのびていた︒ここは︑ほんとうにきれい

︒3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえ

八棚1 きました︒新しい葉は︑まるまってでてき

いよいよきょうは田植えでしたので︑

たとき︑あひるの子は︑ぬまの草むらの中

度

八882

つぜん︑あひるの子は︑つばさをばたつか

八価2 りをしました︒いねは︑だんだん黄色くな

八鵬7 は雨降りでした︒花は︑1日開きませんで

八989

八883

てきた︒はくちょうは︑つばさをサラサラ

晴

きょうは︑種もみひたしをし

八867

へとびおり︑こんどはまたこなおけにはい

19度

八797園

八868

八969 た︒ひたさないほうは︑まだめがでません

晴

八805囹 ︑自分の考えなどはいえないのだよ︒﹂

八869

まった︒おかみさんは声をはりあげ︑火ば

八987 とちがって︑こんどは深くたがやしました

福があろうなどとは︑ゆめにも思わなか

八9311囹

八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ

八8610

うった︒子どもたちは︑あひるの子をつか

八811園だ︒﹁おまえさんは︑することがないか
八813囹れば︑そんなことは考えなくなってしま
八814園水の上をおよぐのは︑いい氣持ですから
八819園人ほどりこうな人はありはしないから︒
八819園りこうな人はありはしないから︒﹂﹁︿略

八8810

あげてきた︒﹁私は︑あのけだかい鳥の

でいた︒あひるの子は︑そのみごとな鳥を

は︑﹁おまえさんは︑たまごを生むこと

八808 てきた︒あひるの子は︑きゅうにおよぎた

八8611

八8110囹
﹁︿略V︒﹂﹁あなたは︑私のいっているこ

八893園

八8811

たので︑あひるの子は︑雪の中の草むらへ

八822園ね︒わたしのことはいわないとしても︑
八823園んよりかしこいとは思っていないだろう
八824園うね︒うぬぼれてはいけないよ︒人がし
八825囹にしてあげるときは︑喜ぶものですよ︒
八827囹のに︑おまえさんは口かずが多すぎる︒

八874

八8210園
れは︑いい友だちはみんなそうしたもの

八832園するのだね︒﹂﹁私は︑辛い世界へでたい

八8911

八9010

八909

八904

いるのをみた︒それは︑ぶかっこうなみつ

いそうにあひるの子は︑ころされるものと

八事3 本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いので

八鵬2 本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつい

ますと︑大きなかぶは30本もありました︒

八834そこで︑あひるの子はでかけていった︒そ

あった︒はくちょうはみごとな羽を廣げ︑

八912

や茶色になった︒雲は︑あられや雪で重く

いった︒あひるの子は︑それをみて︑ふし

をもっていた︒それははくちょうであった

8

まれてもさしっかえはない︒はくちょうは

八描6

1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ

八描4 多いので16︑ほかのは︑だいたい12ぐらい

2

もないあひるの子ではなかった︒はくちょ

3
5
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︑けっしてふしぎではありません︒しかし

︒しかし︑その中には︑ことし生まれた子

めをむかえる人の心は︑どんなにうれしい

めのすがたをみた人は︑きっと︑﹁︿略﹀︒﹂

す︒その小さな胸には︑わか葉のもえる日

ありますが︑つばめは︑けっして自分の國

オーストラリアまでは︑一万コ口あまりも

巣をつくったつばめは︑來年また︑同じ巣

むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく

いことだといわずにはいられません︒むか

しいあたたかい氣持は︑この國の人々が︑

ころ︑オーストリアは第一次世界大戦のあ

三十九わこの合計は︑約八十九千ばです

飛行機で送られた数は︑だいたいつぎのと

ばめをのせた飛行機は︑それから毎日のよ
︑九月十九日の晩には︑ヴェニスいきの汽

ました︒航空会社では︑お金をとらずにつ

ました︒その夜半には︑また一台の貨物自

七日でした︒その日はたいへん寒いあらし

めて運ばれてきたのは︑九月十七日でした

千というつばめたちは︑人をおそれず︑へ

なおしました︒へやはいそいであたためら

あったので︑協会では︑おおいそぎで︑そ

た︒そうして自動車は︑夜ながの二時︑三

のに六台の自動車ではまにあわず︑さらに

たほどです︒協会へは︑電話が︑ひっきり

しました︒その廣告は︑たいへんなはんき

れと同時に︑協会ではすぐに︑寒氣のため

てきました︒協会では︑喜んでつばめのせ

飛行中だったつばめは︑食にうえ︑つめた

があります︒その年は氣候がわるくて︑九

95976311074164211865210965311984276
え向けるすずめは白し朝ぐもり ひた
九302血汐

こちらへきたときは夏の暑いさかりでし

いったのか︑いまはもういなくなりまし

ぎたころは︑湖には美しい白さぎがたく

この村へきたころは︑湖には美しい白さ

秋になって︑ぼくは山へいくのが戯しみ

ついてから︑ぼくはあたりをみまわしま

たびに︑すぎの木は大きくゆれました︒

動くので︑かれ枝はなかなかたたき落せ

いわれたが︑ぼくはがんばっておりませ

りしました︒下では︑兄や︑母や︑おば

たで枝をおろすのは氣がつかれます︒下

とどかないかれ枝は︑長い竹ざおのさき

はえているところは︑書でもうすぐらく

いくのが︑すきではありませんでした︒

ありました︒ぼくははじめ︑山へたきぎ

います︒ここからは美しいかこうがんが

るのですが︑そこは︑深い谷になってい

は︑ぼくの家からは十五六分ほど登るの

ぎをとりにいく山は︑ぼくの家からは十

ありました︒それは︑七月の二十八日で

ました︒いもなえは︑ぜんぶで三百五十

た︒また︑ちょまはふえる力の強い斜な

した︒ちょまの根は︑ふといごぼうのよ

ができます︒ぼくは︑先生やみなさんと

かです︒らいぎょは︑大きなのになると

たそうです︒まえは︑もっともっという

ぎょがふえてからは︑ほかの魚がだんだ

ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある

思子ですか︒ぼくは︑こちらへきてから

日もわすれたことはありません︒先生の

なりました︒ぼくは︑いまでも︑先生や

りでしたが︑いまはもうかきの葉もすつ

團團国落盤匪〕團團国国團團團嘉酒国国国團團団團乱言團国国団長乱国團
119837654114511432211879719555−Z7643

とれました︒こんどは︑もみとごみをわけ

しをします︒つばめは︑鳥の中でも︑たい

くしたものが︑秋には︑南ヨーロッパを通

です︒日本のつばめは︑こんなふうに渡つ

た︒しかし︑つばめは︑もっともっと南へ

をすぎると︑つばめは︑そろそろ日本をさ
︒つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかな

す︒もう大きさだけは三つばめと同じです

あります︒この中には︑親つばめもいます

それがわからないのは︑その高さを受けい

たく︒音というものは︑情景をあらわすば

けっしてするものではないが︑やはりたい

るときには︑音などはけっしてするもので

めからさめるときには︑音などはけっして

るようすにもなるのは︑ふしぎである︒し

もしろいと思ったのは︑雪の降ってくると

となる大だいこの音は︑ほんとうにうちよ

ころである︒つぎには︑雨の降るところで

であらわすことなどは︑ちょっと考えられ

てしまいます︒これは色のばあいでも︑音

しょう︒この﹁水﹂は︑さらさらと流れる

思いだした心の絵とは︑いくらかちがった

いてみると︑まえとはちがつた感じがしま

きいても︑その音には︑ある感じがこもつ

ていけば︑その感じはまたふかくなるでし

なるでしょう︒これは二つの色の組みあわ

すと︑赤い色だけでは感じられなかった明

るのですから︑これは平年作ということに

とれました︒平年作は︑1平方mに3．5

みすりをするものではないと思いました︒

っていたら︑こんどはすぐにはげましたが

わきました︒きょうはもみすりをしました

4211819657533310574969718635875472
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九422国
もきました︒山には︑つぐみや︑ひわが
九425国
た︒ぼくのうちでは︑五日めごとにひと
もをほりおこすのは︑証しく︑うれしい
九426團
とから︑ぼくたちはむちゅうになってい
九4211団

た︒すると︑きのこは︑﹁︿略﹀︒﹂と答えま

いました︒いちろうは︑からだをかがめて

九587園

九586

九585園 生だってあんなには書けないでしょう︒

九583 きました︒いちろうは︑思わずわらいだし

した︒すると︑りすは︑木の上からひたい

いました︒いちろうは︑すぐ手まねきして

九593

九592園

九5811

た︒﹁あのはがきは︑わしが書いたのだ

︿略﹀︒﹂すると︑男は︑また喜んで︑顔じ

九589 したので︑いちろうはあわてていいました

﹁四年生というのは︑小学校の四年生だ

︿略﹀︒﹂すると︑男はまたいやな顔をしま

た︒﹁︿略﹀︒﹂きのこはみんないそがしそう

えました︒いちろうは︑首をひねりました

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂りすはもういませんでした

九595 とたずねますと︑男は︑きゅうにまじめに

九594園 いったい︑あなたはたれですか︒﹂とた

︒﹁︿略﹀︒﹂いちろうは︑おかしいのをこら

ら︑谷川にそった道は︑もうほそくなって

いました︒いちろうは︑その道を登ってい

うとふいてきて︑草はいちめんに波だち︑

になって︑﹁わしはやまねこさまのぎょ

きました︒かやの枝は︑まつ黒にかさなり

九598

九596囹

一きれもみえず︑道はたいへんきゅうな因

さなりあって︑青空は一きれもみえず︑道

九602 っぽりやまねこの耳は立ってとがっている

九5910 しました℃いちろうは︑おかしいと思って

九599 に波だち︑ぎょしゃはきゅうにていねいな
がね色の草地で︑草は風にザワザワ鳴り︑

九608園

九603 ていると︑やまねこは︑ひげをぴんとひつ

つとしました︒そこは美しいこがね色の草

りました︒いちろうは︑顔をまっかにして

ワザワ鳴り︑まわりは︑りっぱなオリーブ
まいました︒その男はかた目でした︒そう

九623園 を鳴らせ︒きょうは︑そこが日あたりが

九619 ︒よくみると︑これはみんな赤いズボンを

九613 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ

ました︒﹁きょうはよくきてくださいま
たのです︒いちろうは︑だんだんそばへい
て︑みえない方の目は︑白くびくびくうこ

九626

九633 いました︒ぎょしゃは︑こんどは︑すずを

︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑大いそぎでぎょし

ことに︑その足さきは︑しゃもじのような
ました︒﹁あなたはやまねこを知りませ

たのです︒いちろうは︑きみがわるかった

九635 ね色のどんぐりどもは︑すこしずつしずか

九634 りました︒すずの音は︑かやの森にガラン

九633 ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ
︒﹁やまねこさまは︑いますぐにここへ

九636 ︒みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い

vすると︑その男は︑横目でいちろうの
でになるよ︒きみは︑いちろうさんだな

九638 いました︒ぎょしゃは︑こんどは︑草むら

九638 ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二

九6511 りました︒やまねこはぴんとひげをひねつ

九6511 ので︑どんぐりどもはやっとしずまりまし

いちばんまるいのはわたしです︒﹂﹁︿略

て︑﹁さあ︑文章はなかなかうまいよう

九649園

九642 すと︑どんぐりどもは︑ロ々にさけびまし

﹂といいました︒男は︑喜んで︑息をハア

いました︒いちろうは氣のどくになって︑

v﹁︿略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑かな

略﹀︒﹂﹁あの文章は︑ずいぶんへただっ

と︑そのきたいな男は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁︿略﹀︒﹂いちろうはぎょっとして︑ひと

〉。

九4810が目をさましたときは︑もうすっかり明か

109876311109764311911111877651104196211
園
園
園園 囹
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いました︒こちらはかきの木の多いとこ
九431團
にも︑二本や三本はあります︒ぼくたち
九432團
九438團
いるのをみたときは︑思わず手にとりあ
ます︒うちのかきはしぶがきですから︑
九439團
九441団
してくれます︒妹は︑かきの葉を﹁︿略
九442團
ってひろい集めては︑ままごとをして遊
たのでした︒ぼくはみなさんにあってお
九449団
九451團
らいました︒おばは︑﹁小公子﹂の話に
九455国
われました︒ぼくは︑おとうさんのやつ
九458国
思っています︒兄は︑大きくなって農業
九461国
子﹂のセドリックは︑七つ八つのころで
けれども︑ぼくにはまだ︑セドリックほ
九462團
九465團てください︒ぼくは︑この手紙を数日も
九468団す︒天氣のよい日は︑あの廣い学校の運
九475團
十九日︒ あなたは︑ごきげんようしい
九478 やまねこ拝﹂ 字はへたで︑すみもがさ
九479けれども︑いちろうはうれしくてたまりま

九491みると︑まわりの山は︑みんな︑たったい
九493いました︒いちろうは︑いそいでごはんを
九495とふくと︑くりの木はバラバラと実を落し
九496しました︒いちろうはくりの木をみあげて
九498きました︒くりの木は︑ちょっとしずかに
九504 ︒﹁︿略﹀︒﹂くりの木は︑だまってまた実を
九506しました︒いちろうは︑すこしいきますと
九507しいきますと︑そこはもう︑﹁ふえふきの
九508 ﹁ふえふきのたき﹂は︑まつ白な岩のがけ
九517略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂たきは︑またもとのように
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九679と鳴らし︑どんぐりはみんなしずまりまし
九681 ︒天馬﹀︒﹂いちろうはわらって答えました
九687 ︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑なるほどというよ
九695略﹀︒﹂どんぐりどもは︑しいんとしてしま
九697 ︒そこで︑やまねこは︑黒いしゅすの服を
しました︒やまねこは︑﹁︿略﹀︒﹂といいま
九6910

九7311ヒュウパチッ︒馬車は草地をはなれました

九704圓︒そのたびにお礼はいたします︒﹂とい
九707園︒﹂﹁いいえ︑お礼はどうかとってくださ
九708圓うして︑これからは︑はがきに︑かねた
九711 いますと︑やまねこは︑まだなにかいいた
九714園ですが︑これからは︑用事これあるにつ
九716 ︒﹁︿略﹀︒﹂いちろうはわらっていいました
へんですね︒それは︑やめたほうがいい
九717園
九719 ︒﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑どうもいいようが
九721囹それでは︑もんくはいままでのとおりに
九722園礼ですが︑あなたは︑こがねのどんぐり
九725 ﹂又略﹀︒﹂やまねこは︑さけの頭でなくて
九729 ︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょしゃは︑さっきのどんぐり
九732 ︒そこで︑やまねこは︑大きくのびあがつ
九739いいました︒ふたりは馬車に乗り︑ぎょし
九739車に乗り︑ぎょしゃはどんぐりのますを馬

ました︒﹁きょうは︑このかたの畑をす

そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

﹀︒﹂﹁

略﹀︒﹂そこでみんなは︑ほりだしました︒

よう︒貝や石ころは︑どれか一つのかご

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくは︑どこか一つのとこ

﹂﹁それはちょっとわかりませ

す︒﹁︿略﹀︒﹂私たちは︑もう︑ほってみた

です︒むかしの人は︑貝がらといっしょ

白くみえているのは︑むかし海の中にい

てになりました︒土はやわらかで︑ずぶず

げ
ワー

一

とをいうのを︑先生は︑耳にもおいれにな

﹀︒﹂﹁先生︑ここは貝ばかりですよ︒﹂

﹁だめだな︑ここは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂口々に

曲

九掴7 で︑スキーをするには︑ちょうどよかった

九梱2 場 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい

九869した︒﹁︿略﹀︒﹂帰りは︑みんなかわるがわ
九885ろである︒たかぎには友だちの一︑二︑三
九885 ︑二︑三︑やまだには四︑五︑六︑そのほ
九898囹くれったら︑ぼくはやるよ︒﹂たかぎ﹁ぼ
九909園ら︑﹁もうきみとは遊ばないからな︒﹂
九926けんをする︒こんどは負けたらしくたちど
九934しかし︑自分の物ではないので︑それを舞
九939げるが︑自分の物ではないので︑なおあた
うにして︑﹁きみはなにをなくしたんだ
九954囹
まだ﹁でも︑きみはひどいよ︒このボタ
九991囹
首をひっかいたのはだれだ︒﹂と︑首を
九993園
かぎ﹁でも︑ぼくは二つなぐられて︑三
九997園
﹂たかぎ﹁なか
丁醜9労 こう︒﹂やまだ﹁首は

九悩8 どよかった︒集合地は︑村はずれの一本す

先生のかごの中には︑いつのまにか︑せ

らこられた︒はじめは二列ですすんだが︑

九価4 立たれ︑いしい先生は︑みんなのあとから

九価1 であった︒ぼくたちは︑リックサックをせ
た︒﹁そら︑これはせきふらしいそ︒﹂﹁

すんだが︑谷あいでは一列になったので︑

らすべりだいものはすべつてよろしい︒

生︑まだすべってはいけませんか︒﹂﹁︿

九鵬6

九皿9圓

た︒ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま

九七6

九佃9園

﹀︒﹂﹁おや︑これはなんだろう︒孕みた

鳴りました︒みんなはほる手をとめました

九佃11

どにあがった︒先生は︑ふたりとも︑まだ

九鵬6 まされて︑ぼくたちは︑いっしょうけんめ

りました︒わたしは︑なんにも説明しな

九㎜11

く略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私はかけていって︑先生

でしょう︒それには︑こんな針や︑もり

九㎜5 ていると︑先生たちは︑もう目のまえにこ

﹁これかね︒これはじょうもん土器とい

つたもの︑それには石の矢じり︑おもり

九七5 台もみえる︒みんなは喜んで︑きゅうに元

︒ここからでるのは︑このとおりうちく

九柵9 ちは︑登っていってはすべり︑おりてはま

九m9 それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

九㎜11

九m9 てはすべり︑おりてはまた登った︒ジャン

れから土器︒これはじょうもん土器とい
う︑むだ口をきく人は︑ひとりもありませ
した︒あとの三十分は︑ひじょうにみじか

九三8 ちまち先生のからだは︑ちゅうにうかんだ

つた︒ジャンプ台では︑じょうずな人たち
べ︑へんだと思う物は︑みなかごの中にい

な物ですが︑これはたいせつな物だから

つかからでる物では︑いちばん多い土器

v﹁︿略﹀︒﹂私たちは︑だんだんしんけん

︒﹁先生のところは︑いろいろでるらし

になります︒ぼくらは︑ときどき手をとめ
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九742れました︒いちろうは︑こがねのどんぐり
九743ぐりをみ︑やまねこは︑とぼけた顔つきで
九746たがって︑どんぐりはだんだん光がうすく
九747馬車がとまったときは︑茶色のどんぐりに
九751くなって︑いちろうは︑自分のうちのまえ
九753 こ拝﹂というはがきは︑もうきませんでし
九755かったと︑いちろうはときどき思うのです
もこうやって︑人は貝をたべています︒
九772囹
九784いうところで︑先生は一けんの農家にたち

九7711む
園かし︑このへんは︑波のおだやかな煙
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るばんである︒先生は︑はちまきをして︑

をたたいた︒こんどは︑のだ先生がとばれ

さであろう︒みんなは思わず手をたたいた

高くとばれるすがたは︑なんという勇まし

九旧5

九槻11

九槻10

九慨10

ならなかった︒茶人はすこしもくっせず︑

んでみたりしなくてはならなかった︒茶人

みんなをはげましては上流へたどっていっ

いった︒しかし茶人は︑いろいろな困難を

この茶人ほど熱心ではないから︑やめて帰

た︒﹁きっと︑泉はこの近くにある︒﹂

つた︒﹁︿略﹀︒﹂茶人は︑長い探求の旅が終

水であった︒﹁泉はまつ川の上流にある

でみると︑もうそれはただの水であった︒

くると︑いい味の水は︑左の岸のほとりを

つた︒﹁︿略﹀︒﹂茶人はつれの人にいった︒

九悩2囹
九桝3

九桝8

九桝4

二郷10

終りであった︒茶人は︑そこをほりくぼめ

んでみると︑いい味は︑すこしもなかった

道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

きどき水をふくんでは泉をさがしていった

て喜んだ︒茶人たちは︑ここで船をすてて

九悩9園

九伽3

九伽1
九伽5
九伽6

九伽1
二選6

た︒けれども︑流れは急流だし︑雨の日も

しても支流のほうにはなくて︑遠い上流に

それで︑茶人は︑泉はどうしても支流のほ

九二1

命㎜3

九㎜1

九欄1園

まえをしました︒星はだんだんきれいに光

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑足をふんばって身

九伽10

音がしました︒それは︑みつばちであるこ

た︒﹁こんどこそは︑にがさないそ︒﹂

をいいながら︑くもは︑やぶれたところを

あることが︑くもにはすぐわかりました︒

﹁︿略﹀︒﹂くもはみつばちにとびかか

ていると︑みつばちは︑くものあみを知ら

しました︒みつばちは︑そのつなをさけて

向かいました︒くもは︑ふといつなをとり

れるので︑みつばちはだいじな針をだして

さしました︒それにはさすがの大きなくも

ていましたが︑くもはどうすることもでき

あいだに︑みつばちは︑つなをほどいて︑

をみると︑こうもりは︑ひょうきんなかっ

たかれました︒あみは︑すっかりやぶれて

あみにつきあたってはたいへんと︑くもが

てよくみると︑それは白いちょうちょでし

かりやぶれて︑くもはそのまま地面に落ち

した︒﹁︿略﹀︒﹂くもは︑長い手をのばして

お月さん一﹂くもは︑首をねじって上の

たとき︑ちょうちょは︑﹁︿略V︒﹂と頼みま

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂くもは︑このおかあさんと

いこと耳にしたことはありませんでした︒

と考えました︒くもはのそのそと歩きまし

雨雲1 いました︒あたりには︑やはりばらの花の
九川3 していました︒くもは︑うつらうつらとね
九欄5園 きました︒﹁今夜は︑ばらのかげでねむ
九禰7 した︒﹁︿略﹀︒﹂くもはからだを小さくまる

九柵−〇

九糊8囹 う︑命はほしいとは思いません︒﹂﹁
︿略V︒﹂ちょうちょは︑うれしそうに羽を
九三1
九柵5 でいくように︒くもは︑とんでいくちょう
九柵7園 ﹁ちょうちょさんは︑羽があるからいい
九型9 をいいました︒くもは︑おなかがすいてい

九㎜7囹 ったら︑もう︑命はほしいとは思いませ

九鵬9園 ﹁くもさん︑今夜は助けてください︒﹂﹁
︿略﹀︒﹂ここ四五日は大風がふくし︑雨は

けました︒﹁今晩はうまいえさがかかる

は大風がふくし︑雨は降るしで︑あみもは

九三7園

九伽2

こえてきますゆくもは︑その子もり歌を耳

で︑あみもはることはできませんでした︒

あった︒茶のうまさは︑お茶そのもののう

九伽3

にゆれました︒くもは︑きっとなってその

九儒11 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂くもは︑ちょうちょを手ば

にいい泉があるのではないかと氣がついた

九号2

二三日というものは︑ちっともかからな

る︒すると︑いい味は︑もっと遠いところ

九伽4

九㎜2

れる︒右岸や左岸では︑その味がきえてし

かっていくと︑あぶは︑力いっぱい羽ばた

九僧8園

あつても︑中ほどでは︑いい味はたえなか

九伽7

なかった︒つれの人は︑この茶人ほど熱心

った︒それで︑茶人は︑泉はどうしても支

中ほどでは︑いい味はたえなかった︒それ

が感じられた︒茶人は︑この上流にいい泉

の夕がた︑このくもは︑木と木のあいだに

98911071010871965111951

ものと思った︒茶人は︑日本じゅうを歩き

九桝5

ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

九旧6

とうをたべた︒午後は︑先生について︑ひ

ていただいた︒帰りは︑村までくだりの坂
の花 いまの鳥はこの木にいるにちが

いきょりをすべるのは︑ほんとうにゆかい
むおさな子や夜はいろりの火にあてて
らすごとかわずは鳴くも夏のあさ夜を

のころであった︒私は父につれられて︑近

しい泉があった︒父は︑その泉の水を手で

んでごらん︒これは︑名高い泉なんだよ

いった︒﹁︿略﹀︒﹂水は大きなごろごろした

﹂泉をあふれでた水は︑さらさらと走って

流れだしていた︒私は手をいれて︑それを

九四11

略﹀︒﹂先生のからだは︑美しくちゅうをと

7526311081105221110
空中をとんで︑先生は地上の人となられた

園。の團響いて、空誉るをさ高

いた︒帰り道で︑父は次のような話をして
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119

九欄10 ありませんか︒くもは︑ふしぎな顔をしな

九川10 と︑わらっているではありませんか︒くも

十75

十73

十65

十62

︒そういういなかへは︑めったに日本人も

いなかへいったときは︑子どもが大ぜい︑

ひとつで︑われわれは︑どんなにでも毎日

︒しかし︑われわれは︑いつでも︑どこに

日本とフランスとは︑どちらがきれいで
＋1410園

十145 の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少年にも
十147 ︒たぶん︑その少年は︑小学校のいちばん

︒そのいなかの町には︑ポンナフという石

九備11

っていました︒自分は︑こうもりのために

十93

十88

たから︒おとうさんは︑知らない外國人ど

ういう子どもの中には︑道でおとうさんを

かの子どもにとっては︑もっとも下しい季

のわけてくれたくりは︑むじゃきな心から

十912

十98

いてこられたときには︑おとうさんも困り

とがない子どもたちは︑おとうさんが通る

︒岸にある丘の上には︑センテチェンヌと

＋1710園
した︒おまえたちは︑おさな心にも︑こ

十151た︒この少年の問には︑ちょっとおとうさ
十156をしましたら︑少年は︑さらにこんなこと
十157園した︒﹁日本の海はどんな色ですか︒﹂﹁
十158園︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それはすきとおった青い色
十163 ごとをきかれたときは︑おとうさんもうれ
十167そばへきて︑外國ではどんなことばを話す
十168園やあ︑フランスではフランスのことば︑
十169園とば︑イギリスではイギリスのことばを
十171たので︑おとうさんは答えました︒﹁︿略﹀
十172圓郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんでも
十174囹︑日本のことばでは通じません︒﹃︿略﹀
十178囹なります︒わたしは︑外國でくらしてみ

十76

十102

ました︒そのあたりは︑フランスの國道に

九襯3園 ﹂﹁まあ︑おまえは︑わたしをわすれた
﹂﹁わたしは︑おまえのおかあさ
九襯5園 ﹂﹁
九二6 さんときいて︑くもは︑手をうんとのばし

十104

たもとの休み茶屋へは︑おとうさんもよく

しかし︑おとうさんは︑子どもと遊ぶこと

十106

の下で︑おとうさんは︑三人のかわいらし

十2211

十223
十227

十710

十107

プラタナスの枝からは︑黄色い葉が︑毎日

ちに︑おとうさんには︑子どものお友だち

れにくらべて︑自分は︑なんとあらっぽい

九M4 こともできた︒くもは︑これらのことを一

十109

ました︒三人の少女は︑その葉をひろい集

十81

たものだろう︒くもは︑そっと自分の手を
︑この足で
くもは︑自分ながら自分の

十1010

十86

ました︒白ばらの花は︑もう話しかけなく

十1011

九襯7 のひょうしに︑くもは︑目がさめました︒
九襯10 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑いまみたばかりの

した︒風と思ったのは︑そうではなくて︑

九柵1 思い返しました︒月はもう頭の上まできて
九備4 ちてきました︒くもは︑目がさえてなかな
九柵6 ﹂こう話しかけたのは︑ばらの花でした︒
﹂くもは︑なんといって返事
九備9 略﹀︒﹂﹁

九備10 思ったのは︑そうではなくて︑つばめがす

九幽8
九緬2
九衛4
九衛6
九衛9

九衛11 うわれました︒くもは︑つばめの口ばしに

決心がつくと︑くもは︑すっかりらくな氣

九㍑2 でいきました︒くもは︑力いっぱいもがけ
九糊4 べつににげだそうとはしませんでした︒つ
九摺5 せんでした︒つばめは︑麦畑らしい土地の
九帽9囹 した︒﹁自分の命は︑つばめさんにあげ
九帽−〇

ことを︑おとうさんは︑きいて知っていま

したから︒少女たちは︑おとうさんのこし

＋2910
もようをみたときには︑そのもようが︑ど

ﾐとりの友だちは︑妹をつれて︑つつ

ﾐとりの友だちは︑その兄といっしょ

ﾐとりの友だちは︑水えのぐで写生を

九衛11 きたのでした︒くもは︑このつばめにひろ

十1012 がきのところへきては︑遊んでいました︒ 十237
ﾐとりの友だちは︑母といっしょに汽
十118 りで︑その少女たちは︑おとうさんのそば 十246炭の坑道︒工員たちは︑さくがん機やつる
十1112 ナスの葉の大きいのは︑やつでほどもあり 十265てかけてくる︒工員は男の子をだきあげる
十123 ましたら︑少女たちは︑手をとりあってと 十273 とは ︵一︶ ぼくは︑いままでに学んだ
十1212園子どもを︑わたしは︑自分の國にのこし 十283こんな動植物だけではなく︑雪のようすや
十131囹 きました︒わたしは︑そんなにこわいも 十291 せん︒ ︵二︶ 私は︑同じものをみるに
十293れば︑そのあみかたはどんなあみかたか︑
十132囹 なにこわいものではありませんよ︒﹂お
十297和音を耳にしたときは︑組みあわされた一

十135

十137

十1312

十3111きたいのです︒ぼくは︑学校の生徒のひと

一つは︑そういうかわいら 十315でしょうか︒学校では︑組の友だちとなか

ンヌという川の岸には︑手ぬぐいのような

になったのも︑

んか︒あんないなかはつまらないと︑わる

十1310 らしい子どもたちではありませんか︒あん 十307 す︒ ︵三︶ ぼくは︑みんなといっしょ
十308いと思います︒家では︑干たちのめんどう

十142

十1311

＋510とる心を︑われわれは失っている︒毎日の

十45 いまも︑美しいものはどこにでもある︒干
十57 てくる︒美しいものは︑いまも︑どこにで

九粥1 も︑もうみにくいとは思えなくなりました
九酩2園 の白いちょうちょは︑どうしたろう︒う
九二4 ﹂そんなことをくもは思いました︒ もく
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は一は
466

467
は一は

とよだ

さきち

十321うな考えをもちたくはありません︒ぼくは
十322はありません︒ぼくは︑この学校では︑か
十322ぼくは︑この学校では︑かけがえのないひ
＋3210 ﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑こ

もえるような研究熱は︑どうすることもで

十331あざけられた︒佐吉は︑父の大工のしごと
十333されるのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂とさとし
十334園︑父は︑﹁おまえは大工のせがれだ︒ほ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33
動いた︒村の人たちは︑ぬのをみごとに四

せまってくる︒かれは︑勇氣をふるいおこ

なくなり︑まずしさはいよいよせまってく

であった︒世間からはますますわらわれて

まれなかった︒佐吉は︑一けんの小屋に閉

思うように動くものは︑なかなか生まれな

みたて︑組みたてては動かしてみた︒だが

り︑設計図をひいては組みたて︑組みたて

ある︒﹁︿略﹀︒﹂佐吉は︑もう︑じっとして

して︑日本製のものは︑なかったからであ

い思いがした︒機械は︑どれひとつとして

に動いていた︒かれは︑そのりっぱな機械

た︑たくさんの機械は︑生きもののように

会が開かれた︒佐吉は︑上京して機械館へ

をでただけのかれには︑手のとどきそうも

である︒佐吉の考えは︑しだいに高まって

横糸であった︒横糸はおさによって︑右か

じめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑

かたをしていたのでは︑やがて︑困るとき

してゆるがせにしてはおかれない︒いまの

の衣食住というものは︑みんなたいせつな

あった︒佐吉の考えはこうである︒人間の

なぐさめたりしたのは︑母であった︒佐吉

かった︒それで︑父は︑佐吉の心をいれか
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のを織ってみせたのは︑佐吉の母であった
めいじ
の母であった︒それは︑明治二十三年︑佐

十439るではないか︒幸吉は︑それこそ氣ちがい

十448した︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉は︑自信をもって母裏

十441ある︒﹁︿略﹀︒﹂かれは︑五つぶの眞珠をい
十441五つぶの眞珠をいまはなきうめのれいにさ
十443た︒そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老

工で作りだすことはできないものだろう

年めになった︒幸吉は︑望みをかけた第一
＋4410

実現できないことはあるまい︒﹂それか

った︒﹁︿略﹀︒﹂幸吉は︑あわつぶほどの核

﹂それから︑わか者は︑眞珠貝の研究に認

たが︑理論と実際とは︑そうやすやすと︑

ひとつになるものではなかった︒だいいち

た︒だいいち︑甘貝は︑その核をそとには
︑かわりのあるはずはない︒しかも︑核を
︑眞珠になるまでには︑少くとも四年はか
には︑少くとも四年はかかる︒それが︑く
かった︒村や町の者は︑幸吉のむだぼねを

者となってくれたのは︑つまのうめであっ
しく発生した︒これは︑ある小さな生物が

うめであった︒うめは︑﹁︿略﹀︒﹂ごういつ

んでしまった︒これは︑まったく考えても

しおのために︑甘貝はみな死んでしまった
たことである︒かれは︑新しく母貝を求め
た︒町の人のかげロは︑いっそうはげしく
ようになった︒うめは︑いつもこのわる口
珠を発見した︒これは︑まえにさしいれて

＋4510の手になる養殖眞珠は︑まがいものである

十461た︒そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいし
十463と話した︒エジソンはたいへん喜んで︑こ
十468園つあります︒ 一つは︑ダイヤモンドであ
十469園であり︑いま一つは︑眞珠でした︒あな
十471囹
に失敗したわたしは︑星にもあたらない
十475憂事のことば 私は︑きのう︑三つにな
十479うが︑私たちの足では十二三分のところで
十479ところですが︑妹にはそうはいきませんで
十481ですが︑妹にはそうはいきませんでした︒
十481十分もかかったのではないかと思いました

十482と思いました︒これは︑足がおそいという
十485したからでした︒私は︑べつにいそぐこと
十488した︒ためしに︑私は︑妹のいっているこ

んだ︒しかし︑幸吉は︑くじけはしなかっ

でしまった︒その数は︑じつに八十五万に

た︒そのため︑骨貝は︑ほとんど死んでし

十505チャン﹂といったのは︑そのためです︒黒

十502 クロイワンワン﹂は︑そのときさけんだ

十4911つを知っている私には︑このことばの意味

＋4910 イテルよその人には︑なんのことか︑お

し︑幸吉は︑くじけはしなかった︒研究の
った︒すると︑かれはきゅうにとびあがっ
珠が︑光っているではないか︒幸吉は︑そ

十508らせたのです︒いぬは︑うしろ足をもちあ

十506ためです︒黒いいぬは︑まえ足をあげたか
十507足をなめたので︑妹はびっくりして︑﹁ア

︿略﹀︒﹂幸吉とうめは︑たがいにはげまし

十451にかがやいているではないか︒大きなゆめ
十451ないか︒大きなゆめは実現された︒今日︑
十452 ︒今日︑眞珠の産地は︑ペルシア湾︑セノ・
十456るが︑日本産のものは︑ことに名高い︒名
十458名高くなったかげには︑幸吉一生の苦心が

か者があった︒眞珠は︑海のそこからまれ

うになったが︑かれは︑これに満足せず︑

ら︑豊田式人力織機は︑國内につかわれる
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囹 園

丁7110

十718園

ならんぼうをしては︑いっそうしかられ

︒太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりで

よう者の次郎かじゃは︑心配になりました

いました︒﹁これは困った︒だんなが壮

︒﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに﹁︿

十7111

それから︑おまえは︑だんながだいじに

︒﹁ほんに︑これは上等の黒ざとうだ︒

十724園

すると︑太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔

もなく︑太郎かじゃは︑すばやく指をつつ

十642 ︑建築にも︑外患とはおもむきのちがった
十643さんありますが︑能は︑その中でも︑もつ
十647演じられます︒狂言はめんをつけません︒
十649のとちがって︑狂言は︑ひにくや︑あてこ

十726圓

十714園

十6411
ます︒ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂

十7211

十7010

テルワ﹂でした︒妹は︑また︑ちょこちょ
︑ふり向くと︑いぬは︑立ちあがって︑の

＋6412ゆう美ですが︑狂言はそうではありません

十6311す︒そのために︑能は︑めんの藝術ともい

さいていました︒妹は︑そこへいって︑水

すが︑狂言はそうではありません︒つぎの
＋6412

十7311囹

十637ですが︑能のほうでは︑めんをつけます︒

ドコヘイッタノ﹂は︑そのことをいいあ

十747図圏圓

す︒そのとき︑いぬは︑くしゃみのような

もしろいらしく︑妹は︑ここでまた︑いろ

十6611かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて返事

十651ん︒つぎの﹁ぶす﹂．は︑狂言の中の有名な
十652なものです︒狂言には︑よく︑太郎かじゃ
十653現われます︒かれらは︑だんなのねこかぶ
十662るとき︑このだんなは︑用事で︑となり村
へやのおしいれには︑﹃ぶす﹄といって︑
十666園

だしました︒だんなは︑おこって︑﹁︿略﹀

かじゃと次郎かじゃは︑こんな歌を歌いな

です︒やはり︑いぬは︑ふり向かないので

ばですが︑この中には︑妹のすがたが︑あ

念写眞も︑思いでにはなるでしょうが︑こ

が︑ことばの記ろくは︑妹の心の写眞にな

た︒ズ略﹀︒﹂だんなは︑あっけにとられて

のあいだ︑私どもは︑すもうをとって遊

十733

した︒次郎かじゃは力があまり︑茶だな

ました︒太郎かじゃは︑なおも︑おいおい
十735囹

川口はいいところだ︒近く

である︒﹁ぼくは︑大きくなったら︑

きょうも︑みんなは話に花をさかせてい

ボートをながめては︑いろいろな話をし

川口の子どもたちは︑いつも砂原で︑す

よりおもしろいのは︑大学のボートがい

ところだ︒近くには小高い丘があって︑

子どもたち

よくち︑ぶすはくえども︑死なれも

うと考え︑それには︑大どくとうかがい

十738園

十733

た︒﹁︿略﹀︒﹂ふたりは︑かわりばんこに指

心の写眞になるのではないかと︑ふと︑こ

十7410

十749

ぶかい︑あぶなくはないかい︒﹂と︑ふ
＋6810囹

十715

世界 このごろ︑私は︑作文がすらすらと

＋6612ようなことになってはつまらないから︑太

息をはきました︒妹は︑わらいながら︑﹁

たりしていることとは︑ちがったものにな

りました︒ふくろうは︑目をくりくりさせ

まいました︒男の子は︑﹁︿略V︒﹂といって

がさきました︒いまはきれいだけれど︑コ

だけれど︑コスモスは︑おじいさんになる
ったら︑あかちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった

ずつあげました︒私は︑のこったのをおし

はえてきました︒私は︑たけのこのそばに

りました︒たけのこは︑人間よりぐんぐん

よ︒もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて

なります︒たけのこは︑どうして︑あんな

があるでしょう︒能は︑そのうたいにつれ

ちばんちがうところは︑ふつうのしばいで
︑ふつうのしばいでは︑役者がおじいさん

2

2
10

2
4

5
8

1210

4

5

6

9

5

について みなさんは︑能というものをみ

十692うちに︑太郎かじゃは︑おしいれのたなの
から︑﹃ぶす﹄ではない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十698囹
十705園んなどくってありはしない︒ひとつ︑た
十707園略﹀︒﹂﹁それだけはよしてくれ︒なみた
十707園たいていのどくではないから︑かえって
十709園かまわない︑おれはたべてやる︒﹂ひき

十十十十十十十十十十十十十十十

り返しました︒いぬは︑まばたきをしたき

作文 ふくろう 私は︑遊び時間にふくろ

十671かじゃと次郎かじゃは︑はじめは︑そのへ
十671郎かじゃは︑はじめは︑そのへやの方へは
十672は︑そのへやの方へは︑顔も向けないよう
十673 ︒でも︑こわいものはかえってみたくなり
十673す︒それに︑だんなは︑ちょいちょいあの
つきを運んできてはたいへんだから︑次
十676園
郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおいで
十677園
十679 ︿略﹀︒﹂次郎かじゃは︑こしからぬきとつ
十681 v﹁︿略﹀︒﹂ふたりは︑それをあいずのよ

644181115281298210875221129412989511109
なったりするときには︑おしろいやべにで

776666555555444

﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくは︑こぎかたがじょう

やると︑ボートは向きをかえて︑あぶ

たりするときには︑きっとコックスが

たいな︒いつもは︑いちばんびりにい

﹁︿略V︒﹂﹁ぼくはトップがこぎたいな

を思うと︑ぼくは胸がわくわくする︒

としなって︑船は︑ものすごいスピー

に賛成だ︒ぼくは︑父ににたら︑せい

園園園園園園園斜影
9
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十一191
でした︒りえもんは︑からだがよわくて

の生まれたところは︑神奈川縣のかやま

ながわけん

みたいな︒ぼくはからだもいいし︑息

十一199

か

︑むずかしいのは︑コックスだろう︒

しょうよ︒きみは︑ぼくらの心持をよ

るけれど︑ぼくはきみをコックスにす

つきから︑きみはだまっているけれど

十一215

十一214

十一204

十一1912

役にたたないことはありませんでした︒

りました︒金次郎は︑年のわりにからだ

︒だから︑金次郎は︑子どものときから

くさんの人の中には︑わらじの切れてい
あります︒金次郎はわらじをさしだして

﹂﹁︿略﹀︒﹂金次郎は︑自分の考えをくり
た︒﹁︿略﹀︒﹂母親は︑金次郎が︑﹁︿略﹀

十一256

十一256

ところを︑金次郎は︑すこしもつかれた

人が生きていくにはじゅうぶんでした︒

︒そのお金は多くはありませんでしたが

ました︒そのお金は多くはありませんで

した︒﹁あの子は︑どうかしているの

かしているのではないだろうか︒﹂道

ましたが︑金次郎は耳にもいれず︑それ

形﹀︒﹂村の人たちは︑こう︑うわさをし

てくれます︒中には︑正月だというので
︑金次郎のうちでは︑その十二文さえも

がないということはいえません︒母親と

のさとに︑金次郎は親類のまんべえさん

こで︑ふたりの弟は母親のさとに︑金次

このとき︑金次郎はたった十六でした︒

た︒金次郎のうちは︑こんなにもびんぼ

した︒夜の勉強には油がいります︒その

そこへいってからは︑いよいよいっしょ

かきねを黄色に

に進み︑ あとはもみすりするばかり
︑ 青くしげるはまつ・すぎ・ひのき

れた︒ きょうはうれしい豊年まつり
︑ ちれば山にはまったけが︑ かお

まわれば︑ 日はまた照って水たっぷ

くなり︑ いねはそだつし︑あぜまめ
︑ いまの暑さはどこへやら︒ くわ

なって︑ 晩にはかえるが歌いだす︒
︒ つゆ晴れ空はみどりにすんで︑

に日の照るころは︑ 矢車からからこ
︒ きのうの畑は水田となって︑ 晩

めて︑ ひばりは朝から斯うかれ︒

く︒ 青い空にはかすみがこめて︑

て︑れんぎょうは︑

た︒そればかりではありません︒いろい

うちに︑三年めには︑二十びょうの米を
︒やがて︑金次郎は︑親類の家からでて

ると︑秋の終りには︑一びょうあまりの

けました︒金次郎は︑また︑人がすてて

2了

しかし︑りえもんは︑なんとかして︑か

ことなど︑きみはなんでもよくわかっ

か︑ほかの人たちは休んだりむだ話をし

十一222

十一245

十一243園らい育てるお金は︑わたしが山へいっ
十一249

十一257

きました︒金次郎は︑一さつの本をみつ

る日から︑金次郎は︑とりが鳴くと︑ま

のこがらだ︒あれは︑この村のさみしが

ほおじろだ︒あれは︑実需もののこがら

十一2510

十一254

ずめだ︒小鳥たちはみんなめいめいの歌

十一2512

な人になるためには︑学問をしなくては

つけました︒それは﹁大学﹂といって︑

十﹇267

りました︒金次郎は︑それを読むとうれ

︑学問をしなくてはならないと書いてあ
十一269

十一267

十一2512

きったたま︑それはおかあさまの愛です
しをまもるためには︑どんな困難とも職
︒わたしのためには︑いばらの道をもふ

やがて︑小鳥たちは︑そこから遠い空へ

いていよう︒あれは︑あわてもののほお

が鳴る︒ふえの音は︑長くおをひいて消

やかにうつ波の声は︑われわれの心をあ

た︒まっさおな海は︑太陽の下でわらっ

ていくよ︒あれはどこへいく船だろう

十一216

﹂おとなの人たちはおどろいて︑すぐに

っているだけではなしに︑いつもその

十一224

どういて︑すぐには受けてくれませんで

ないので︑金次郎は︑ほかの人たちにす

十一2211

たが︑おしまいには︑喜んではいてくれ

いるのに︑金次郎は︑すこしも休まず働

っぱなコックスは︑いっかりっぱな船
十一2212

た︒いちばん下のは︑そのとき二つでし

十一2110

︑りっぱな整調は︑りっぱな運轄をす

十一231

生きているあいだは︑みんなはげましあ

十一217

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十一233

きましたが︑いまはどうにもなりません

きめる︒ぼくらは︑きみについていき

﹁︿略﹀︒﹂﹁それはぼくたちだ︒三ばん

十一234

れども︑ぼくにはなかなか︑よしきた

︒そういう男には︑ぼくがなることに

十一236

︒そこで︑金次郎はいいことを考えつき

︒﹂﹁船ばかりではなく︑あの町でも︑

なりません︒母親は︑金次郎と相談して

十一2111

略﹀︒﹂子どもたちは︑いっさんにボート

十一237

か︑よしきたとはいえない︒﹂﹁︿略﹀︒

園園園動感囹囹囹囹園三園西園囹囹園
とと︑正しいことは︑おかあさま︑あな

29932910876187521210531085541210973322
一． ．．．
一．、 ．．．．園園
28

年年圏囲圃圃圃圃圃圃圃圃魍圃

でる︒まつの木では︑きょうからせみが

18171了1616151414141313131212111010101010999999888887
4 5 2 7 6 11 4 2 1 12 5 2 9 7 8 11 9 5 3 1 12 7 6 5 2 1 11 9 7 6 5 12
葉︒わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

はい

に

につれて︑ 光はまともにえんにさす

十一403圃 くふくこがらしは︑ 黄色くかれたく
十一406囲

うらの山には白雪つもる︒

ふもとの小屋はみぞれして︑
庭に

もち

うら

こめて︑ さとはしぐれがしとしと降

にわとりどもはひなたぼこ︒

十一407圃 ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑
十一408圃
十一411圃

十一412圃
︑

十一418圏 ︒ 池にむすぶはうすごおり︑

十一413囲

どもらの︑

息はま白に舞いのぼる︒

十一419圃 ︑ 庭に立ったはしも柱︒学校へい
十一421圃

べからの大あらしは︑けさになってもま

を勉強して︑ぼくは︑いい農夫になろう

十一6012

十一6011

した︒すると︑橋はまん中からおれて︑

十﹇605囹けっして渡ってはいけない︒﹂とかた

十﹇604園

からおれて︑三人は︑川の中ヘドブンと

父に︑﹁あの橋はあぶないから︑けっ

庭のあさがおの花は︑みんなふきちぎら

十﹁616園

十一615囹

た︒しかし︑太郎はだまっていた︒その

橋を渡ったのではないかね︒﹂とたず

父は︑﹁おまえはどうしたのだ︒まえ

ってしまった︒私は︑かさをさして電車

られ︑へちまの葉は︑みんな下向きにな

十︻617

ただされて︑太郎は︑やっときょうのこ

十﹇614 て家に帰った︒父は︑﹁︿略﹀︒﹂とたずね

とができた︒車内はむし暑いうえに︑お

十一6110 にうちあけた︒父は︑﹁︿略V︒﹂とせめた

十﹁618

待っていた︒電車は︑くるにはくるが︑
︒電車は︑くるにはくるが︑みな満員の

の足も動かすことはできなかった︒電車

十一531園がっちゃ︑電車は動けませんよ︒﹂と

十一623園うのです︒ぼくはくやしくなったので
十一625囹﹄といいきるには︑ほんとうの盗塁が
十一626囹ようなよわ虫には︑ひょっとすると命
十一628囹﹄ということばはいいにくいのだ︒そ

のとき︑﹃ぼくは︑とめられているか
＋一6111園

十一435 正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

十一534そうもない︒乗客はおたがいにおしあっ
十一535 ︑しゃしょうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった

︒しゃしょうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声を

きなかった︒電車・は︑歯ぎしりでもする

十一437 ち園の子どもたちは︑そのまえにおとな

十一539 て︑そこらの乗客は思わずほおえんだ︒

十一476 た︒北海道の家には︑うしが四頭いた︒

十一475 色にゆれて︑ぼくは︑船のかんぱんに︑

十﹁592

十一5810囹

十﹇589

十一586

びく︒
光る︒

ことばは光る︑

べにばら

プリズムの
ことばはかおる︒

いにくいことばは︑ほかにないでしょ
＞︒﹂というと︑父はにこにこわらいなが
︑﹁おとうさんは︑もっといいにくい
さしいことばではありませんか︒﹂﹁︿
まさお
かず
あった︒﹁本道は遠いから︑近道をし

﹂あくる日︑太郎は︑友だちの正男と↓

ずねました︒少年は︑色のあさ黒い︑お

十︻443 と︑父兄の人たちは︑自分の席で立ちあ

つまめば

十一552魍

ことばははねる︑
十一557魍

つづろ

十一453 でいいました︒弟はハさっさともとの自

十一563圃

十一478 れていた︒うちではバターもつくったし

あしの葉

十一455 みました︒こんどはまちがいませんでし

十一4711 やくそばで︑ぼくは︑いつも本を読んで

十一593園

ことばはひびく︑

十一459 に着きました︒私はほっとしました︒そ

十一568圏

十一481 いた︒ぼくのいすは︑小さなゆりいすで

十一597園

ねる︒

十一466 もをみると︑ぼくは︑北海道のいなかを

十一486 が風にゆれ︑畑では︑いちごがでさかり

十一5911囹

十一599

うになった︒太郎は得意になって︑﹁︿略

十一489 おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑

ほっかいどう

十一472 えて内地にきたのは︑ぼくの二年生のと

十一田3圃
おる︒ ことばはしみる︒ はちみつ
たろう
いるうちに︑太郎は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑早口

十一493 つくります︒ぼくは︑おとうさんと同じ

答
心 な し な ち
え少配しいまそまもんそのぞ去ナ色

ていました︒少年は︑ナポリの近くにあ

囹
なきくし 〈たるき のしら嘗てず
がま略言ん略。いきおでませのいね
めし％略な％し知まとししま父まま
てたし＼6にしからしうたたし親しし
。
ﾆし年としせたさ。がたとたた
そ看 看よ 看を。ん門 。い。。
れ護少護り少篤き少のば自這う少少
に人爵人で門人き御名ん分親の年年
は は は は は は 1ま は は は 1ま は は は は は

年の父親というのは︑去年︑しごとをさ

、巴

らせました︒母親は︑その知らせをみる

，

しましたが︑自分はちのみ子もあって︑

、↑

のでした︒門ばんは︑その手紙をひと目

車

おとうさんの名はなんというの︒﹂と︑

一

もしやわるい知ら

皿

おそろ

η

しかし看護人は︑そういう名を思い

、

んなに年よりではないのですが︑外國

︿略﹀︒﹂と︑少年は︑ますます不安をお

〃

しばらく考えてい

7

く略﹀︒﹂と︑少年は心配そうにききまし

立

少年をながめて︑

藷

それには答えないで︑ただ︑

T

男がいうと︑一雄はすぐ賛成した︒その
その近道というのは︑田のあぜ道で︑と
本橋がある︒太郎は︑まえから父に︑﹁︿

十一5912
十一603

十一496 ぎ小屋のまわりには︑おかあさんのおす
た︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑大きくなったら︑

十一5912

十一503

な年そばのすういしとのみの年ポの
いをうらでまいかやい手子知 リあ
でなにくすすうとわう紙もらしのさ
学
甲

、

63
63

7

9

10

9

10

64
64
65
65
65

1
園

3

5

6

65
65
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5

1211

4

65
66
66
66
66

9

1010

63

十一449 弟の名でした︒私は︑自分が呼ばれたよ

ふき

50
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52

にくいことばではないか︒﹂九三の
＋一6212園

十一425圏 ︒ ことしも作はよいだろう︒

1087310964327

十一4410 氣がしました︒弟は︑すこし大またで四 十︻548だ︒けれども︑私は︑天満﹀︒﹂といった

十十十十十十十十十十十

十一4911 ︒日本のこくぐらは︑北海道だといいま
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十一732

十一732

看護婦は︑ほかにはなんにもいわずにい

﹂﹁︿略﹀︒﹂看護婦は︑ほかにはなんにも

した︒その人たちは︑しんさつをはじめ

十一671 けでした︒ふたりは︑はしごだんをのぼ
十一737

あいだが︑少年にはたいへん長く思われ

十﹁674 ますと︑その中にはベッドが二列になら
十一677

十一738

略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返しながら︑

十一679 いりました︒少年は︑勇氣をふるいおこ

少年は包みを下におくと︑

十一741

ないうちに︑少年は立ちあがりました︒
た︒﹁このかたは︑この病人のむすご

がりました︒医者は少年をみました︒﹁︿

十一742園

略﹀︒﹂と︑看護婦は答えました︒すると

﹁べつにかわりはございません︒﹂と︑

いいました︒医者は︑手を少年のかたに

十一7411囹

十一745
十一7412

できました︒医者は︑せいの高い︑すご

十一7310

︵二︶

十一7312

十一681 わしました︒中には︑死人のようにみえ
十一684 した︒大きなへやはうす暗く︑あたりに
十一684 す暗く︑あたりにははげしいくすりのに
︒

十一687 でいくと︑看護人は︑一つのベッドの頭
十一691

十一693 かみました︒病人は動きませんでした︒

十一695 せんでした︒少年は︑身をおこして父親

十一761

十一7512

十﹁756

りしました︒病人は︑ときどき少年の方

た︒そこで︑少年は看病にかかりました

せんでした︒医者はいってしまいました

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂少年は︑もっとなにかきき

︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年のか

ふりました︒少年は︑いすにぐったりと

ありました︒それは︑ようだいがわるく

たことです︒病人は︑だんだんしっかり

こえました︒少年は︑思わずはっととび

ましたので︑少年は希望に力づけられな

てきました︒少年は︑するどいさけびを

すくみました︒男はみまわして︑ひと目

をみると︑こんどはかれがさけびを発し

できました︒少年は︑父親のうでの中に

した︒﹁︿略﹀︒﹂男はそういって︑少年の

︒いく日おまえはここにいたのだね︒

のだな︒わたしはまた︑おかあさんか

たのだ︒おまえはべつの人のところへ

﹁チチロ︑これはいったいどうしたの

︿略﹀︒﹂と︑父親は︑じっと病人の方を

てきました︒少年は︑まだ声をだすこと

で︑おかあさんはどうしているの︒そ

だろう︒わたしは︑これこのとおり︑

ら︑あかんぼうは一みんなどうして

く略﹀︒﹂と︑父親はたずねました︒﹁︿略

ですか︑あの人は︒﹂と︑父親はたず

た︒又略﹀︒﹂父親は︑じっと少年をみつ

した︒おじさんは︑いつでもぼくをみ

がめました︒病人は︑そのとき︑目を開

がしました︒少年は︑また︑病人の方を

︿略﹀︒﹂と︑父親はあきれてうながしま

ばりました︒少年はふり返って︑病人の

た︒﹁︿略﹀︒﹂父親は︑少年を自分の方へ

︑いこう︒晩には家に着けるから︒﹂

た︒﹁︿略﹀︒﹂少年は二こと三ことことば

ている︒わたしは︑いま退院するとこ

ら︑コンセテラは︑それから︑あかん

83

た︒すると︑医者はちょっと考えてから

十一701 は白くなり︑ひげはのび︑顔ははれあが

十一6912 でした︒かみの毛は白くなり︑ひげはの

十一761

つたようなようすはしませんでした︒で

83

十﹇7412

十一701 ︑ひげはのび︑顔ははれあがってどんよ

十一767

あてているときには︑じっとみつめてい

た︒﹁ぼくの父はどうしたのでしょう

﹂そのとき︑少年は︑勇氣をふるいおこ

十一701 んより赤く︑ひふははち切れそうになつ

十一768

︒こうして第一日はすぎました︒夜にな

十﹁754園

十一753

十一703 たまゆとのほかには︑どこといって父親

十一769

めました︒その日は︑病人の目つきが︑
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園 囹
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．．．
一，．．
83

十﹁698 だしました︒病人はしげしげと少年をみ
十一6910 したが︑くちびるは動きませんでした︒

十一703 父親らしいところはありませんでした︒

十一769

十一6912 が父親であろうとは︑とても思われませ

十一706

︿略﹀︒﹂と︑少年はいいました︒﹁︿略﹀

十一7011 ﹂けれども︑病人は︑いっしんに少年を

十一7611

とねむったあとでは︑目を開いたときに

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

十一712園 んですか︒ぼくは︑おとうさんの子ど

十一771

みえました︒医者は二どきてみて︑いく

た︒﹁︿略﹀︒﹂病人は︑身動きもしないで

十一714

十一777

けたときに︑少年はそのふくれあがった

十一778

十一718

た︒﹁︿略﹀︒﹂少年は︑かなしい思いにし 十﹁7710

た︒そこで︑少年は︑自分をなぐさめて

︿略﹀︒﹂と︑少年は考えました︒﹁︿略﹀

十一7110

十一7712

十一715 ていました︒少年は︑いすをひきよせて

十一724 ︒そのとき︑少年は︑かるい手がふとか

なったりで︑少年は看病にいっしょうけ

なりました︒医者は︑まったくだめだと

︑五日めに︑病人はにわかにわるくなり

せんでした︒少年は︑父親のちょっとし

十一7811

十一7910

十一799

十一725 がりました︒それは看護婦でした︒﹁︿略
︿略﹀︒﹂と︑少年は口早にききました︒

十一792

十﹁727

十一726囹 た︒﹁ぼくの父はどうしたんでしょう
十一729 略V︒﹂と︑看護婦はやさしくいいました
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二510

十二75

十二72

十二63

のときコロンブスは︑コツンとたまごの
おおたどうかん

のみました︒少女はなにを思ったのか︑

だしました︒道灌は︑その花の枝を手に
その花の枝を手にはしましたが︑なんの
ちになって︑道灌は少女の心がわかりま
かりました︒それは︑﹁七重八重花はさ
﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

りしていると︑母は︑いままでたんねん

た︒そのとき︑母ははたを織っていまし
まいました︒孟子はおどろいて︑ズ略﹀

でした︒じゅんさは︑﹁︿略﹀︒﹂とききま

だしてみせたものは︑ガラスのかけらば

た︒すると︑老人は︑ほおえみながらポ

︑なにかさがしては︑それをひろってポ

に帰ってくるのは︑ちょうど︑織物を

たずねますと︑母は︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

十島ー011

十ニー12

十ニー33

十ニー35
十ニー41

いている子どもはひとりもいません︒
しけがでもしてはかわいそうですから
ました︒この老人は︑ペスタロッチとい
︑書物というものはなにかすばらしい力
ふみお
︵一︶ 文雄は︑庭のかたすみに三
生

くなり︑このごろは︑きわだって美しい
さしてきた︒文雄は︑それがかきたかっ

十ニー310

はじめた︒そこには一本のざくろの木が

十ニー111

十ニー17

十ニー14囹

十ニー14園

た︒すると︑老人は石場の方を指さして

十ニー010

十ニー08

十ニー02

十二96園

十二94

十二91

十一一810

十二87

十二710図圃

十二79

ある日︑太田道灌は︑たかがりにでかけ

た︒﹁︿略﹀︒﹂病人は︑やはりじっと少年 十一一512園人のしたあとでは︑なんのぞうさもな

十一867園 れてきたときには︑もうすっかりわけ
十﹇8612

した︒﹁わたしは︑これからすぐにう

た︒﹁︿略﹀︒﹂父親はそういってでていき

十一875園

十一871 ていました︒父親はチチロにいいました
十一878

んのときに︑医者は︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

医者は︑﹁今夜はもうだめかもしれな

十二78

十一8710 所に帰ると︑病人はほっとしたようにみ 十二75
十一8711 した︒で︑チチロはまた看護をはじめま

十一881 のしんぼう強さとは︑まえとすこしもか
十一882 んでした︒チチロはまた︑病人に飲み物
十一886 た︒しかし︑病人はますますわるくなる
十﹇887 ばかりでした︒顔はむらさき色になり︑
十一888

十﹁887 き色になり︑呼吸はいよいよ困難になり
十一888園

十一889 ︒そこで︑チチロは︑いよいよよくせわ
十一893 た︒その晩︑少年は夜どおしそばについ

十一8810 せんでした︒病人はしげしげと少年をみ
十一897 ︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました︒少年は

十一898 いいました︒少年は病人の手をにぎりま

︿略﹀︒﹂と︑少年はさけびました︒医者

十一8910 ︒そのとき︑少年は︑病人が自分の手を

十﹁898 ぎりました︒病人は︑目を開いて少年を
十一901

︿略﹀︒﹂と︑少年はいって︑一方面手で

︒﹁きみの看病はすんだ︒帰ってしあ

︿略﹀︒﹂と︑医者はいいました︒﹁︿略﹀

︿略﹀︒﹂と︑少年はさけびました︒﹁︿略

十一902 けびました︒医者は︑病人の上にしばら
十一906
十一908

十一909園
十一919

りはじめた︒これは︑絵のすきだったお

もので︑子どもにはりっぱすぎるほどだ

トの上でみたときは︑ずいぶん美しくみ

きあがった︒文雄は立ちあがってすこし

うよくおなりではありませんか︒はじ

た︒﹁︿略﹀︒﹂文雄は︑三きゃくにこしか

いていたときには︑ほんとうにおかし

﹂﹁ぼくにはだれも教えてくれる

三

そうです︒わたしは民ちゃんをひと目み

おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も
︑めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば

まさお

ですが︑わたしには︑かわいいめいとお

りのまごというのは︑父母にとってのこ

しあたり困ることはありません︒ふたり

ても︑いいすぎではありません︒やしき

め︑うちの人たちは大喜びです︒ひさし

まい家なので︑兄は氣のどくだといって

﹁︿略﹀︒﹂文雄はこう考えた︒

三︶ ﹁自分には父もある︒母もある

︑あなたの歌には︑そのさびしい二上

かきになるころは︑わたしも︑ずっと

ですか︒わたしはまた︑あのような絵

してこのざくろはこんなに美しいんだ

しょう︒わたしはこんなところがすこ

﹁この実のかげは黄色くぼけているで

に︑このごろでは︑いつも美しい実を

をつけた二三年は︑青い小さな実が︑

えりみて︑來年はもっともっとよくし

のです︒わたしはなん年もなん年も生

美しくなさるには︑ご苦心がおありだ

﹁いや︑わたしはあんまりへたなので

略﹀︒﹂﹁近ごろはたいへんじょうずに

3

ころもいい︒文雄は︑あれこれと考えて
の根もとの地面には︑夏のころ︑草とり

24

4

十ニー46
十ニー48

まった︒﹁これは︑こおろぎの巣なん

くちていた︒文雄はそれが氣になってし
た︒﹁︿略﹀︒﹂文雄は︑それをとりのける

十ニー56園

十ニー49
十ニー59

園囹園園園園園園園園融合囹筋斗園点
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十一931 そういって︑少年は︑その小さな着物の
十一933 かかえました︒夜は明けかけていました
十一一53 きいたコロンブスは︑つと立って︑テー

十二45 き︑イスパニア人はだいへん喜びました
十二58 いいました︒人々は︑なんのためにこん
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

らないままに︑私は︑﹁ピン﹂﹁コップ﹂

いました︒その日はすでに︑私は︑﹁ゆ

ることを知ったのは︑先生がおいでにな

十一一405

十二404 になったのもむりはありません︒ケラー

書けるということは︑なんとすばらしい

の日はすでに︑私は︑﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂

十二409 しつけていくのには︑なみなみならぬど

十二3911

た︒サリバン先生は︑﹁ゆのみ﹂が道具

十二4110

十二419 りました︒ケラーは︑もうサリバン先生

すばらしいことではありませんか︒ケラ

れたのですが︑私は︑いつまでたっても

︒けれども︑物にはそれぞれ名まえのあ

せんでした︒先生は失望して︑一時やめ

うがとつぜん︑私は︑なにかしらわすれ

ださいました︒私は︑身動きもせず︑立

ゆっくりと︑次には早く︑﹁水﹂という

の手に︑はじめのはゆっくりと︑次には

ましたので︑先生は私の手をといの口の

りました︒ふたりは︑いどの小屋をおお

ださったので︑私は暖かい日なたにでか

に思いました︒私は︑先生がかけらをい

した︒そうして私は︑くだけた人形のか

十二472囹

十二468園

十二465囹

十二463囹

十二461園

十二4511囹

十二453囹

十二446園

十二444園

がいるところには︑かならず詩もあれ

だいたい人間には︑顔の色やくらしか

︒ジャワのものはとくに有名だね︒牛

略V︒﹂﹁日本ではあまりさかんでなか

だよ︒あのころは影絵もあったよ︒﹂﹁

ある︒あやつりは文樂よりもっと古く

十二4411圏︑ものによっては︑三人がかりで一つ

十二447囹

だけれど︑絵には絵のいいところがあ

︒その人形などは︑長さにすれば一二

だがね︒日本には︑文樂といって︑り

十二423 ︑ヘレン・ケラーは︑大学をりっぱな成

はじめて︑﹁水﹂はいま自分のかた手の

十二474囹

ましたが︑こんどは︑二つの人形が同じ

です︒こうして私は︑物にはみな名まえ

十二481圓

ばいだが︑これは人間にできないこと

十二424 なりました︒これは︑ケラーのサリバン
かずお
るよ︒↓雄くんは︑人形しばいをみた

じめました︒それは︑先生が與えてくだ

うして私は︑物にはみな名まえのあるこ

十一一487園

十二482圏
さされました︒私はその日︑たくさんの

十二534

十一﹇531

十二4910

ろをぬう︒③顔は︑着物のすそからさ

形にする︒ほかのはよくもんでのばして

十二553 の生まれたところは︑なんともいえない

十二552 々住みなれた土地はもとよりのこと︑自

2 舞台の上には︑紙やいたぎれで︑

十一︻5410

十二542 ように︑話すときは人形の顔を前後に動
これは︑ヘレン・ケラーと

しいでしょう︒私は︑生まれてはじめて
︵二︶

るように︑ケラーは︑めくらで︑そのう

︒

もを発見することは︑むずかしいでしょ

いつける︒ω手は︑手さきのほうをい
せんが︑その中には︑﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁

した︒全部覚えてはいませんが︑その中

自分で動かすのは樂しいものだよ︒こ

いまいった文士は手でつかうのだが︑

ともある︒人形はものをいわないが︑

でした︒私の目にはなみだがいっぱいだ

に帰るとすぐ︑私は︑自分がこわした人

なさいました︒私は︑とうとうかんしゃ

リバン先生なしには︑生きていけません

ん︒ケラーの両親は︑なんとかして︑す

十二401 ませんか︒ケラーは︑生まれて一年半ほ

34

十二3911

34

のです︒民ちゃんは︑まだ︑うんこもし

てくると︑わたしは民ちゃんの子もりを

ています︒わたしは時間をはかっては︑

おくと︑民ちゃんは平町でそこらをはい

は時間をはかっては︑そとさえ寒くなけ

しました︒はじめはいやがっていた民ち

く略﹀︒﹂民ちゃんは︑つくえとか︑テー

んじんの歩くことはまだできません︒た

ん︒立ちはじめには︑物を持たせると立
︒それで︑わたしはおべんとうの包みを

︿略﹀︒﹂民ちゃんはうれしそうにいって

やると︑民ちゃんは︑ばったりそこへす

がると︑民ちゃんは︑はじめて二足ほど

うちに︑民ちゃんは三足四足と歩けるよ

﹂﹁︿略﹀︒﹂わたしはそういいながら︑こ

35
35
35
36
36

36

3了

3了

3了

したが︑民ちゃんは︑そのことをいうの

ば数のふえるのには︑おどろいてしまい

35
3了

3了

いちばん大きな日は︑サリバン先生がき

この日の午後︑私はなんとなくものを待

であります︒それは一八八七年の三月三

した︒午後の日光は︑げんかんをおおっ

花の上を︑私の指はまったくわれをわす

でていました︒私は︑どのようなおどろ

︑次のしゅん間には︑私は︑先生一私

ませんでした︒私は︑近づいてくる足音

しゅん間には︑私は︑先生1一私の心の

た︒サリバン先生は︑お着きになったあ
でいますと︑先生は︑私の手に︑﹁人形﹂

づられました︒私は︑すぐこの指の遊び
れましたとき︑私は子どもらしい喜びと

35
3了

38

のです︒民ちゃんは︑ぽつぽつものをい
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た︒そのとき︑私は︑もちろん︑ことば
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

あるためばかりではない︒子どものとき

ておくということは︑ただおもしろみが
うんぜんだけ

される︒その中には︑．世界に共通なもの
とロつ

がいた︒みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけ

ほどにある唐の池は︑みそ五郎が畑をう

けっしてたやすくは登れないが︑ふしぎ

に︑神山のほうには︑昔から九十九だん

とても人間わざではない︒昔︑神山のお

年俸にあらわれては︑田や畑を荒らすの

ので︑村の人たちは困りはて︑おにに向

もちだした︒それは︑おにが一夜のうち

して村へでてきてはならない︑もしそれ

ら︑これからのちは︑けっして村へでて

のであった︒おには︑これを承知して︑

るくなった︒おにはおどろいてすがたを

てしまった︒おには約そくをまもって︑

もって︑そののちはもう田畑を荒らすよ
こやま
荒らすようなことはなくなった︒ 湖山

がいた︒一代二代はいい人で︑よくさか

が︑三代めの長者は︑先祖のことを鼻に

る年の夏︑きょうは長者の家の田植えだ
︑里のおとめたちは︑赤いたすきもかい

まってきた︒長者は︑なんと思ったか︑

けた︒里の人たちはおどろいたが︑いい
︑いいだしたことはあとへひかないので

は︑いり用のときはいつもここへきて︑

かった︒そののちは︑だれがなんと頼ん

よいでいる︒八郎はその魚をとってやい

いてたべた︒小魚はしおからかったので

てしまった︒家にはひとりの母がある︒

のもこまる︒八郎は思い切って︑水そこ

からだをみせるにはしのびない︒また人

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそ

えない力根葉は青く︑くきは長く︑

くきは長く︑みきは高くそびえているが

びえているが︑根はちっともみえない︒

ともみえない︒花は美しく︑実はうまい
︒花は美しく︑実はうまい︒しかし根は

うまい︒しかし根はちっともみえない︒

えない︒根のさきは毛より細い︒毛より
きをさえぎるものはなにもない︒おおつ
花をさかせる︒根はみえない︒みえない
のこぎりには︑はがある︒のこぎ
る︒のこぎりのはは︑いぬの歯のように

ぎり

る︒のこぎりのはは︑いつもやすりをか
たない︒のこぎりは︑あつみをもってい
切るのこぎりのはは︑大きくてあつい︒
切るのこぎりのはは︑小さくてうすい︒

てうすい︒糸のこは糸のように細く︑ひ
細く︑ひきまわしはひじょうにせまい︒

長く切るのこぎりは︑疎いはばをもって
︒こびきの大のこははばが廣いし︑製材
はたらきのある人は︑はをもったのこぎ
しんしゅう

でいました︒曾良は︑信州の人で︑歌が
きめました︒最良は思いました︒芭蕉は
いけれども︑芭蕉はひとりしずかにして

せまいので︑自分は︑その近所に別に家

略﹀︒﹂子どもたちは︑小さな手をしゃく

した︒﹁みんなは︑雪が降ったら︑な
＋二7212園

いのですが︑芭蕉は︑いつも遊び友だち

身なりはきれいではないのですが︑芭蕉

で︑どれも身なりはきれいではないので

のあたりにいるのは︑川べりにある船大

ていました︒芭蕉は︑子どもが大すきで

しみでした︒芭蕉は︑くもった空をあお

よわいので︑寒さは身にこたえましたが

続きました︒芭蕉はからだがよわいので

うれしいと︑曾良は喜びました︒そのう

て︑毎朝早くきては︑芭蕉のおきないう

998549886110

重いので︑二三日は困ることもありませ

良の声です︒芭蕉はすぐ戸をあけました

りました︑ふたりは子どものようにわら
︒テニスコートには日本とメキシコの國

ありました︒垂直は︑芭蕉の子どもらし

てきました︒それは︑赤いおぼんの上に

v﹁︿略﹀︒﹂芭蕉は︑えんがわにいって

︑今夜の雪の句はいかがですか︒﹂﹁︿

﹂やがていろりには︑パチパチとしばが

がほしくなるのはやはりこんな晩だ︒

うしてもこずにはいられませんでした

﹁︿略﹀︒﹂﹁先生は︑おひとりでどうし

︒﹁︿略﹀︒﹂その声は︑毎日ききなれてい

かさの中に︑芭蕉は心をすませ︑雪の句

つくば

でしたが︑その夜は︑すべての音も雪に

りません︒ふだんは筑波おろしがさわが

だりします︒芭蕉は︑にっこりわらって

あられはその手にはのらないで︑顔にあ

しますが︑あられはその手にはのらない

4109764311211884311110998
囹 囹園正
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はたらいた︒長者は︑高どのの上からこ

いうところで︑日ははや西の山に傾いて

に立っていた長者は︑日のまるのおおぎ
んで︑長者の望みはとげられた︒ところ
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思いました︒芭蕉はたったひとりで住ん
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ます︒スタンドには︑はじまるまえから
せまったので︑私はユニホームをつけて

て頼みました︒私は︑その少年の持って

た︒その少年たちは︑じょうずにえい語

ました︒少年たちは︑これをみて︑うれ

語で︑﹁きょうは︑きっと勝ってくだ

といいました︒私は︑いままで試合のま

はげまされたことはありませんでした︒

で︑﹁きみたちは日本人ですか︒﹂と

た︒ふたりの少年は︑にっこりとわらっ

かい︒きみたちは︑日本語を知ってい

テニスの試合には︑どちらをおうえん

︒キン認証選手はセントルイス生まれ

たとき︑少年たちは︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

そのひとみの中には︑﹁︿略﹀︒﹂という色

た︒キンゼー選手は世界的名手でありま

てはおき︑おきては戦いました︒私はス

ました︒たおれてはおき︑おきては葺い

は職いました︒私はスタンドから一心に

年のことを思っては︑ふるいたって戦い

ができました︒私はいまでも︑あのとき

たおした清水選手は︑最後の決勝戦にの

カップを︑日本では︑はじめてもらうこ
︒清水選手の相手はチルデン選手でした

の名手です︒身長は一・八七メートル︑

た︒チルデン選手は︑アメリカきっての

らにりっぱな体格は︑小さな清水選手の

のおよぶところではありません︒それで
ひかれたコートには︑日ざしがさんさん

︑早くも︑第一回は七−五で清水選手が
つめるものすごさは︑ことばではあらわ

ごさは︑ことばではあらわすことができ

まおされるものではありません︒もう然

ました︒第三嵩めはチルデン選手の勝︑

りました︒見物人は︑いよいよ手にあせ

でした︒清水選手は︑ボールをやわらか

か︑チルデン選手はかた足をふみすべら

みだしたしせいではありましたが︑やわ

す︒チルデン選手は︑とりみだしたしせ

ことができ︑試合はふたたびはげしいも

ぎつぎと︑両選手はしのぎをけずって職

戦いました︒夕日はすっかりおちてしま
はさんで︑両選手はかたいあく手をかわ
めに︑見物人たちは︑しばらく︑あらし
くだろう︒ことばは︑そのときのまわり
うようにしなくてはならない︒もし︑そ
とばがわかったとはいえないことになる
︒話をきくときには︑相手の人のいって
が話をするときには︑その場のようすに
していうときとでは︑いいかたもかわっ
われていく︒それは自分の生活を軽はく
となえていたのでは︑そのことばは︑す
では︑そのことばは︑すこしの力も発き
ある︒話すことばは︑その場その場にあ
こまれていることは︑太郎とはちがって

文を書いた︒太郎はこの﹁くりひろい﹂
ることは︑太郎とはちがっている︒とな
いったこと︑くりはあんがい少なかった
ても︑そのなかみは︑おそらく︑太郎や
郎や秋子と同じではなかろう︒それは︑

はなかろう︒それは︑めいめいの生活や

92

93

93

93

93

まれているなかみはそれぞれちがっても

足﹂ということばは︑だれにでも同じよ

いあらわしかたには︑いっそう氣をつけ

がある︒書くことは︑話すこととちがつ

う氣をつけなくてはならない︒前後の続
︒文を書くときには︑よく手をいれるこ

けがわかる︒それは文字のおかげである

︒文をなおすことはつまり心を練ること

読んだ人々の心には︑めいめいちがった

この人形は︑はにわといって古

持がよくわかるではありませんか︒はに

ほうおう堂

これは︑千二百年ほどまえ

これは︑九百年ほどまえに

お金ができてからはどれほど便利になつ

めてのお金

つぱなほとけさまは︑いまから千三百年

せんか︒はにわには︑このほか︑うまや

手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

の土人形で︑高さは一メートルほどあり

はにわ

す︒この式の土器は︑はじめ︑東京のや

があります︒それは︑もようもごくかん

でしょう︒土器には︑なわ目のもようが

もあります︒これは︑食物をいれるため

とぐちとなったのは︑アメリカのモール

す︒このほか魚では︑たい︑さば︑まぐ

ますが︑古代の人は︑はいがい︑はまぐ

貝つかからでる貝は︑三百種類にものぼ

よう︒次の写眞帳は︑なんの写眞帳でし

でしょう︒それにはあなたがたのおとう

ことを思う︒秋子は︑おと年︑この学校

たので︑赤とんぼはとらずに︑花を手に

たいと思う︒正男は︑きょ年のいまごろ

されてくる︒太郎は︑秋の青い空を赤と
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スタンドの人たちは︑われるようなはく
しました︒ボールはたましいのこもった

心にして︑両選手はとぶ鳥のようにかけ
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へいあん

う堂という名まえは︑屋根のかざりにほ

能面

と

ばそうじょう

これは能につかうお面です

え

ど

汽車

も近くなり︑世界はだんだん小さくなる

りませんか︒これは︑汽車第一号で︑明

とかわいい汽車ではありませんか︒これ

とげられるものではありません︒

り開いていくときは︑いつの時代でもな

本語になおすのには︑どれほど苦心した

って︑日本の医学は︑はじめてしっかり

です︒表紙の文字は︑﹁かいたいず﹂と

をあわせた美しさは︑このとおりりっぱ
︒ 解体図 これは︑オランダのターへ

ます︒この浮世絵は︑版画で︑絵をかく

の絵です︒この絵は北斎という江戸時代

ほくさい

しさです︒まき絵は︑日本のすぐれた工

をはなっているのは︑なんともいえない

いますが︑そうではありません︒江戸時
︒まき絵というのは︑うるしをぬったう

き絵書だな これは︑茶だんすににてい

わることで︑日本はこのような心をとり

はいってくることは︑外國人の心が傳わ

が日本に傳えたのは︑三百五十年ほどま

語︒イソップ物語はイソップという人が

よって︑このお面は︑生きもののように

す︒

王さまをほったのは運慶だといわれてい

うんけい

います︒仁王さまは寺の門に立って︑ほ

仁王さま こんどは仁王さま︒大きな了

におう

た秋の野原︒これは︑鳥羽僧正という人

ました︒土ひょうは︑はぎやすすきがさ

しました︒うさぎはけんめいにこらえま

大ずもう︒かえるは︑うさぎの耳をくわ

もあります︒これは︑平安時代の町の風

17643219419721−Z865216511951611164105

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

んどの新しい憲法は︑この議事堂でたん

十三1112

十三1111

い︒そうして︑人は︑道理によって動か

とや曲がったことは︑知識をもととして

ことを信ずる迷信は︑今日︑世の中にど

十三122

なれば︑日本の國は︑今日よりまだまだ

いくよりほかに道はありません︒ことば

十三125

でしょうか︒それは︑民主主義というこ

生かすということは︑身に行うというこ

て動きます︒地面は平らなもので︑日や

でも西洋でも︑天は動き︑地はじっとし

朝になると︑日は東の空からのぼり︑

も︑天は動き︑地はじっとしていて動か

十三128

し︑この天動説では︑どうしてもかたつ

くらと︑季節の命はわきあがって︑まる

十三132

十三1210

十三135

星などのような星は︑太陽のまわりを︑

十三132

して︑あさい水には︑あしのめがすくす

十三138

ているけはい︒春は︑はや︑しばふに落
んだものにも︑春は︑希望の帰ってくる

十三1312

しい知識を得るには︑考えたり︑調べた

らである︒知識には︑浅いものと深いも

知識と迷信 知識は︑人から教えられた
︑知識をますことは︑たいせつなことが

十三1412

十三147

十三146

十三144

十三141

の空にえがく道は︑だえん形であって

出ました︒この人は︑すぐれた数学者で

初にいいだしたのは︑十六世紀の中ごろ

らしをし︑ある人は︑たいへん不幸にな

は多いが︑ある人は︑幸福なくらしをし

えの人も世の中には多いが︑ある人は︑

行われる︒むかしは︑星を見て世の中が

進まないところには︑迷信が行われる︒

が︑つかないときはみのらないことを︑

十三1512

十三159

十三158

十三157

十三151

十三151

十三15！

の説を人に教えてはならない︑といいま

会のぼうさんたちは︑天動説を信じてい

も︑それは一種ではありません︒自轄と

といっても︑それは一種ではありません

かにしました︒地は動くといっても︑そ

十三1412

も︑十三年ばかりは︑だまって研究を続

︑天は動くものではない︑地球が動くの

ぬ國の人々などには︑この考えのまった

のに︑一つのことは他のことの原因であ

じ運命をたどるとは︑考えられない︒こ

でもない︒日本には︑毎年︑約二百万人

十三163

十三162

十三161

十三161

︒では︑ガリレオは︑はく害のため︑考

むを得ず自分の説はあやまりであったと

ました︒ガリレオは︑年をとってもいた

ぬ︑人にも説いてはならぬといわれま

︑自分でも信じてはならぬ︑人にも説い

の野

デンマルクは︑みどりの牧場と︑

︒﹁やはり地球はまわる︒﹂と信じて︑

関係の簡軍なものは︑普通の知識によっ
︑むずかしいものは︑科学的研究によっ

十三166園

うと︑そんなことはありませんでした︒
十三172

十三166
られていないことはたくさんあるが︑そ

十三165

さんあるが︑それは︑学者がいろいろに

もとより世の中には︑科学的研究によつ

のため︑ガリレオは︑ローマに呼びださ
あてはまらぬことは︑いうまでもない︒

いったとおり︑天は動くものではない︑

形であって︑太陽はいつもその焦点にい
めしべにつくときはよくみのるが︑つか

つまり︑天動説とは反対に︑地動説が出

かんな春のきざしは︑よもにあらわれて

空想をもって︑春は︑また︑凹しい船出

さな木のめのむれは︑おたがいにひじを
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十三186 しずみ︑その活動はおとろえました︒た

十三185 られ︑國民の意氣はしずみ︑その活動は

十三185 ︒善いは敗れ︑國はけずられ︑國民の三

十三185 ありました︒鈍いは敗れ︑國はけずられ

十三173 海の漁場のほかには︑鉱山があるのでも

十三226

十三226

十三224

十三224

十三223

十三222

したが︑その生長は︑これによってはた

たので︑かれるのはふせがれましたが︑

されません︒もみは︑ある大きさまでの

るダルガスの熱望は︑実現されません︒

ます︒みどりの野はできたが︑ユートラ

た︒しかし︑問題はまだのこっています

十三266 景

十三262 のおとろえた國民は︑希望をとり返し︑

十三2512

十三2511

ルク人のたましいは︑ダルガスの研究と

返りました︒それは︑全真面のたましい

十三258 とホルスタインとは︑すでにつぐなわれ

十三257 う︑ユートランドは生まれかわりました

十三195 ましたが︑こんどは︑のこった土地の大

十三193 のです︒ダルガスは︑職いの間︑橋をか

十三231囹

十三2212

十三2211

十三2210

︒わかいダルガスは︑父に︑﹁︿略﹀︒﹂と 十三278

きでしたが︑かれは︑もみの生長につい

リック︒ダルガスは︑父の質を受けて︑

十三274 それで︑ホートンは一本のトンネルのよ

十三268 ているので︑小路は︑おのずから高い三

十三267 ホートンというのは︑小路のことである

ペキンの町には︑ホートンが︑あみ

十三188 こるかほろびるかは︑このときにさだま

十三197 ました︒ダルガスは︑とおりいっぺんの

十三1812 ルガスです︒かれは︑その胸に國運回復 十三228 マルクの農夫たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十三197 っぺんの空想家ではありません︒かれは
十三234園

十三1912 のとるべき手だては︑ただ二つしかあり

十三199 た︒ユートランドは︑デンマルクの半分

十三231一

十三237

十三237

ランドのあれ地には︑おいしげったもみ

︑ある大きさまでは︑大もみの生長をう

りました︒小もみは︑ある大きさまでは

ったら︑大もみは土地をひとりじめし

に生長しないのは︑きっと︑小もみを

十三287 である︒もの音には︑いろいろなものが

十三283 持って遊ぶわけではない︒そのへんを二

十三2712

十三2711

まりを毒しみ︑夏は夏で︑ひんやりとし

の天地である︒冬は冬で︑風あたりの三

十三279 どもたちにとっては︑かけがえのない︑

︑このホートンではあるが︑ここに住ん

十三198 ありません︒かれは︑科学者であり︑三

十三201 ません︒その第一は水で︑その第二は三

十三204 つたために︑土地は︑年を追ってやせお

十三202 八百年あまり前には︑よくしげつた森林

十三202 トランドの平野には︑八百年あまり前に

十三244

十三244

十三243

十三242

は︑書は暑く︑夜はときに︑しもさえ三

ランドの夏は︑書は暑く︑夜はときに︑

ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜はと

ルガスの植林以前は︑ユートランドの夏

つた木のない土地は︑熱しやすくさめや

された︑よい結果は︑木材だけにとどま

十三316 りなのだが︑さるは︑とちゅうできよと

十三309 ててやって來るのは︑さるまわしである

十三306 それ子どもたちにはすぐわかる︒その中

十三305園 略﹀︒﹂﹁いまのは︑あめ屋さんだ︒﹂

十三305園

十三292 とまると︑そこでは︑どこかの子どもが

十三2811

十三2811

を持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎって

て來る︒かた手には︑大きな毛ぬきのよ

十三215囹

となく︑﹁自然は︑このむずかしい三

十三214 ︑ダルガスの誠実は︑これがためにくじ

十三212 トランドのあれ地は︑もはや︑この強い

十三211 みると︑もみの木ははえるが︑数年なら

十三253

十三2412

十三248

︒しもは消え︑砂は去り︑そのうえ︑大

とめました︒しもは消え︑砂は去り︑そ

十三2410

十三249

で︑すたれた都市はふたたびおこり︑新

なく︑しげった林は︑海岸からふき送る

︑しもがおりるのはまったくやみ︑こむ

十三331 ん耳に親しいものは︑水を運ぶ一輪車の

十三3211

十三329

十三324 がやって回る︒夏は︑きんぎょ回りがや

十三323 うに思われる︒春は︑なえ費りがやって

トランドのあれ地は︑大もみの林がしげ 十三322 るその声を聞くのは︑ゆめの中の声のよ

で︑できないものはないまでになりまし

十三332に不便なペキンでは︑一けん一けん︑水

十三318 ろい︒さるまわしは︑さるをつかったり

十三317 が︑見ている人には︑かえっておもしろ

十三241

十三206 ︒これを生かすのは︑みぞをほって水を

十三244

てから以後の農業は︑すっかりかわりま

のつくった農作物は︑じゃがいも・くろ

十三201 は水で︑その第二は木でありました︒ユ

十三208 ともむずかしいのは︑あれ地に木を植え

十三245

十三217 と思いうかべたのは︑アルプス産の小も

十三253

て︑あるところでは︑百五十ばいになり

がう︒﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ

十三2010 こで思いついたのは︑ノルウェー産のも 十三247

十三209 とです︒ダルガスは︑このあれ地に育つ

十三219 ると︑軽種のもみは︑たがいにならんで

十三254

した︒道路・鉄道は︑いたるところにし

ようなホートンには︑それが︑ふしぎな

＞︒﹂と歌う︒秋には︑なつめ慮りがやつ

十三211一 ランドのあれ野には︑年ごとに︑みどり

十三256

十三2112 望であるこの植林は︑みごとに実現され 十三256
十三221 の國運回復の意氣は︑年々高まってきま
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39
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れる︒子どもたちは︑そのあざやかな平

ではない︒正月には︑門のとびらに︑ま

われのないことではない︒正月には︑門

る︒小さな子どもは︑絵も字もわからな

かれてある︒れんは︑めでたい文句や︑

面した家々の門には︑﹁れん﹂が書かれ

いて︑子どもたちは︑あわてて家にもど

とゆれ動くかげ絵は︑子どもの心をひき

がかがやく美しさは︑なんといったらよ

る︒夜のホートンはまつ暗なので︑はな

こさせ︑冬の日には︑いかにもさむざむ

ひびく︒夏の日には︑この音がすずしい

十三573囹

十三571園

十三568園

十三567園

十三559

十三5411

十三548

十三548

十三544

十三543

十三532

十三525

十三524

ロとラファエルは︑前後して︑そこか

よ︒ラファエルは︑ウルビノというと

﹁︿略﹀︒﹂﹁本物はね︑いま︑イタリア

さいました︒ぼくは︑絵はがきをそのす

さんは︑絵かきではありませんが︑絵が

ました︒おじさんは︑絵かきではありま

リアだということは︑すぐにわかりまし

た︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑その絵を見ると︑

十三539團

も︑ラファエルは︑マドンナの像をか

ただきました︒絵は︑はがきの上の方に

︒それで︑わたしは望ましい︑わたしの

いたい︒おさな子はおとなの父だ︒それ

十三615囹

十三612園

十三611囹

十三6011園

十三609園

十三602

アエルのうまさは︑普通の人にもわか

みやしんけんさは︑どうだろう︒でも

しょう︒ぼくには︑そのうまさがよく

︑あれか︒あれは︑ミケランジェロの

さんのこしたのはえらいよ︒こんなご

十四43に知られている人は︑けっして少なくは
十四43︑けっして少なくはありません︒けれど
十四44 ・フィリップの名は︑すこしちがった特
十四45ぜでしょう︒それは︑フィリップの作品
十四47です︒フィリップは︑まずしいもの︑苦
十四51ップの作品の中には︑たしかに︑私たち
十四53 ふり返らせないではいない強い眞実のカ
十四58 ップのすなおな心は︑まずしさのために

十三574園よるマドンナ﹄は︑おけのそこにかい 十四59 もゆがめられたりはしませんでした︒こ
＋四510さ︑誠実さ︑それは︑かれが︑父を失っ
十三576
︿略﹀︒﹂おじさんは︑そういいながら︑

ようど︑おじさんは︑用事がなく︑しょ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑それを聞きながら

ぎわわせる︒これは︑はとにふえをむす
だす︒子どもたちは︑それをつかもうと
い︑はい︒﹂三郎は︑受話器をかけ︑電

びく︒子どもたちは︑またそちらの方へ

とりでつかうのは︑ぜいたくというも
︒それに︑うちはやけなかったから︑

十三593囹

した︒﹁その絵は︑たいへん感じがち

十三5911囹︑この絵の前には︑一台の長いすがお

十三5910囹

するね︒この絵は︑たいへん大きなり

十四82團 にします︒それは私にとって︑このう
十四84団あさん︑運命にはしたがわなければな
十四86團 ですから︒私には決心がつきました︒

＋四712團のお写眞を︑私は︑いつも自分のそば

十四711團うさんのこ一生は︑私たちにとっての

十三578園
した︒﹁ぼくには︑よくわかりません 十四62母を思う子の幹骨は︑遠く海をこえて︑
十三578園が︑そのマリアは︑たいへん美しくて 十四63 でせまってくるではありませんか︒ パ
十三5711園出ているね︒絵は︑写眞で見ただけで 十四65團 と思います︒私は短い旅をしたあとで
十三5711園 眞で見ただけでは︑明暗はかなりわか 十四67国 とを考えないではいられませんでした
十三5711園 だけでは︑明暗はかなりわかるが︑色 十四69團 つらかったことは︑おかあさんがかな
十四72国して︑ご自分にはまだ子どもたちがの
十三582園 い︒色のあるのは︑その点はよいが︑
十三582園 るのは︑その点はよいが︑すりがうま 十四72国 る︑子どもたちはじゅうぶん愛してい
十三588園 そうだね︒それはそうとして︑ラファ 十四73国 ︑だから︑自分はたしかにひとりぼっ
十三5812
︿略﹀︒﹂おじさんはそういって︑同じひ 十四74団 ひとりぼっちではないのだと︑お考え
十四76国 どうしても一どはおこらなければなら
十四78團 のです︒私たちは︑おとうさんのため
十三594

のおかあさんではなくて︑キリストの

十三592園 ました︒﹁これは︑ドレスデンの美術

うさん︑そのあとはマンシュウから帰っ

十三596園

れている︒これはどう思うかね︒﹂そ

舞台に出ている人は︑四人の人と話をし

十三597園
どる わたしの心は︑にじを見るとおど

すを︑見せなくてはなりません︒そこに

た︒﹁︿略﹀︒﹂それは︑せいの高いマリア

は︑見ている人には聞えません︒そこで

が︑この四人制声は︑見ている人には聞

電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

というと︑そうではなく︑これでも︑し

︑これはしばいではないかというと︑そ

うが︑このしばいは︑舞台に出て早る人
︒それでは︑これはしばいではないかと

めの注意 しばいは︑かならず︑ふたり

たいよ︒きょうはとまるだろう・⁝：う
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十四88團 としたら︑それは︑おかあさんがかな
＋四810團お思いになるにはおよびません︒なに
十四811團とのできないのは︑わかりきっている

十四92團 ︑この世の中には︑まだ幸福がのこつ
十四96国 ︑あなたのルイは︑たいへんかなしい
十四99団 いことです︒私は︑おかあさんが︑ち
十四101團 コーヒー入れとは︑あす︑送らせます
十四扮2国 ランプについては︑いろいろいいこと
十四106團とか
それには︑つかいかたを書い
十四108團むずかしいことはありません︒いたっ
十四116團た︒このランプは︑石油でもきはつ油
十四118団のです︒ランプはかべにおかけなさい
十四119團つ油のさしかたは︑ご自分でなさって
をととのえるには︑どうをあちらこち
＋四1110國

十四1211團です︒小包二つは︑おそらくいっしょ

十四122国それに︑ランプは︑かさなしでもりっ
十四123團たちます︒かさは︑光をへいぎんさせ
十四125團なのです︒これは︑私の友だちで︑母
十四128團の友だちの母親は︑このランプに満足
らくいっしょには着きますまい︒コー
＋四1212国

いま︑この手紙を

十四131団︒コーヒー入れは︑中に小さなめもり
十四133團あります︒それは︑コップの上からコ
十四1311團
おふた り の 写 眞 は ︑

十四141国うさんに対しては︑ このうえなくまめ
十四143團うさんのお写眞は︑ ほんとうに生き写

︑自分としては︑
力のかぎりおかあ

十四149団國 ほどはなれてはいないのだ︑もうす

十四148国富あさんと私とは︑ おたがいに︑それ
十四1411団園

十四151團 なられたときには︑自分には子どもが

十四152團 きには︑自分には子どもがあるという
十四157国 おはかについては︑どうしたものか︑

十四155團そ︑私にとっては︑いちばんとうとい

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
23
23 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18 17 17 1了 17 17 16 16 15 15
がご入用のときは︑こえんりょなくお

いるとお考えではないかと心配してい

たとい︑からだはこちらにいても︑こ

︑ちょっと私にはわかりかねます︒が

十四2310園

十四237園

十四237園

十四236

は︑英語だけではなく︑ほかの國から

ってきたことばは︑英語だけではなく

十四234 つたので︑みんなは口々に︑﹁︿略﹀︒﹂と

レヨン︑ズボンはフランス語︑ゴム︑

えた︒すると先生は︑﹁︿略V︒﹂先生のお

い︒夜が長すぎはしませんか︒おひと

るか︑この私にはわかるのです︒では

十四243

十四242囹

十四241園

ているうちに︑私は︑どうしてこんなに

のほかのことばは︑みんな英語だ︒﹂

十四2312園

セルとカボチャはカンボジア語だとい

ガーゼ︑スキーはドイツ語︒それから

うなら︒きょうはこれでお話をやめま

十四246 きた︒それで︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたず

ラ︑アルコールはオランダ語︑チフス

うに︑﹁バケツは︑もとは英語だって

とがわかった︒私は︑このお話から︑さ

十四2312園

バケツは︑もとは英語だってね︒ゆう

十四2410

ているということは︑あたりまえのこと

十四2311園

やカーテンなどは︑日本語で︑なんと

十四253

さびしすぎるとは︑お思いになりませ

が︑﹁カーテンは︑まどかけさ︒﹂﹁︿

十四254

たずねした︒それは︑外妊と交通をして

タバコ︑カルタはポルトガル語︑キセ

略﹀︒﹂﹁バケツはね︑手おけさ︒﹂﹁︿

十四264

十四262

十四261

タとかいうことばは︑西洋音樂がはいつ

フスやトラホームは︑ドイツ医学がはい

てみると︑コレラは︑オランダ医学がは

はいり︑そののちはドイツ医学がおもに

ってきた西洋医学は︑はじめオランダか

がはいってきたのは︑品物からだけでは

十四265

かかった大陸からは︑どんなことばがは

︑品物からだけではなく︑外國の学問な
ぎのようなことばはその一例だとおっし

席につくと︑先生は︑私たちのっかって

十四269

十四2510

︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿

いていたが︑先生は︑つぎつぎと書き続

十四273

十四2511

をそそいだ︒先生は︑そんなことにはお

︑﹁いや︑いまは日本語にちがいない

うにいうと︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

生︑私は︑これはみんな︑日本語だと

が︑﹁先生︑私は︑これはみんな︑日

十四294 れませんが︑これはけっしてそういうも

十四287 した︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑なにか大きな淋し

十四283園

十四282園

十四2710

十四275園

ねした︒﹁それは︑常語辞典をひいて

おっしゃった︒私は︑自由研究で︑外國

いうときの漢語は︑たいてい大陸から

︒﹁︿略﹀︒﹂私たちは︑あまり多いのにお

いないが︑もとは︑外郭のことばさ︒

ことばは︑もとはどこの國のことばだ

これらのことばは︑もとはどこの國の

十四296 のなのです︒それは︑空にかがやいてい

十四294 てそういうものではありません︒だれで

いてあることばは︑たいてい西洋から
つたので︑私たちは︑いよいよおどろい

十四274 ずねすると︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし

は︑そんなことにはおかまいなしに︑ど

手おけ︑手おけはちょっとおかしいわ
︒それで︑みんなは急いでそうじをすま

﹁では︑バケツは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ください︒私には︑おかあさんのおす

221177644277517439876144754111210128
囹囹 園囹
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＋四3412んでいる人間などは︑バクテリアよりも

＋四3410ちゅうにくらべては︑太陽もごく小さな

十四498 の心を生かした人は少ないでしょう︒こ

星とあなたがたとは︑あまりにかけはな

めましたが︑中には︑﹁︿略﹀︒﹂という人

のです︒さて︑私は︑あなたがたに星を

っていけば︑日本は︑見ちがえるほどり

せん︒あなたがたは︑これからの日本に

のです︒よそ目には︑星と人間とは︑た

めに︑自分たちとはえんがないと思って
には︑星と人間とは︑たいして関係がな

＋四5010
うに感じられるではありませんか︒

六

十四515囹﹃このかぼちゃはだれのものか︒﹄と

十四518 こういいだしたのは︑根のしるしをつけ

十四522略﹀︒﹂天略﹀︒﹂花は︑美しいわかい女で

＋四5210園
ちゃでも︑それは︑花の一部であるめ

十四524囹 ︑このかぼちゃは私のものです︒私の
十四525園なかったら︑実はつきません︒根や︑
十四526園のないかぼちゃはありませんが︑それ
十四527囹が︑それだけでは実はつきません︒花
十四527園それだけでは実はつきません︒花︑と

＋四5212園︒だから︑それは︑私たち花のものだ

十四533

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂葉は︑元氣のいい青年で

十四531園のだということはうたがいありません
十四532園略﹀︒﹂﹁こんどは︑葉さん︑いってこ

十四5311園
からですよ︒私は︑せっかく花が開い

十四534園 した︒﹁花さんは︑たいへんじょうず
十四537囹だかということは︑こぞんじないよう
十四538囹うですね︒それは︑私が︑いつも日あ

＋四5410園︑土の中のことはわからないでしよう

十四495このおじょうさんは︑この歌を知ってい

十四488歌を歌っているのは︑その中のひとりで

十四554囹す︒だから︑私は︑やっぱりそのかぼ
十四555園りそのかぼちゃは︑私のものだと思い

ぎんが系というのは︑地球をとりまいて
︑なかなかそうではありません︒あのぎ

かし︑この太陽系は︑ぎんが系といわれ

十四5411園でしょう︒そこは︑暗いところで︑世

ません︒みなさんは︑地球や金星などの

十四466です︒マッケンナは︑しばらくしんみり
十四467 ていました︒かれは︑いままでにどれだ
十四469さを味わったことはありませんでした︒
十四472た︒歌っている人は︑どういう人かわか
十四473せんが︑おそらくは︑自分と同じように

十四552園辞ってあげるのは︑たいへんなほねお
ゆうのさしわたしは︑およそ二十億光年

ん︒博士の計算では︑うちゅうのさしわ

しているかたには︑土の中のことはわ
＋四5410園

ちゅうというものは︑どこまで廣いのか

十四485思いました︒かれは︑歌の声をたよりに

十四476う︒たいていの人は︑しょうとつのとき

十四541園ています︒あれは︑私たちの養分をこ
十四543圏 ︑このかぼちゃは︑全部私のものだと
十四547園さつき︑葉さんは養分のことをおっし
十四548園ましたが︑それは︑大部分︑根の私が

てしのないものではありません︒博士の

よると︑うちゅうは︑けっしてはてしの

ってもいいすぎではありません︒みなさ

あるのです︒人間は︑星によってみちび

8

えひとつで︑日本はよくもわるくもなる

らの人の心がまえは︑大きくなくてはい

か︒むかしのことはしばらくおき︑これ

がたりなかったのは︑ざんねんなことだ

上の花を見ようとはしなかったのだろう

6
9
11

十四509も︑あの美しい歌は︑いまも︑われわれ

す︒どうも日本人は︑むかしから︑あま

十四3611
うことです︒夫人は︑星はつかまなかっ

十四352 ︑たしかに︑人間は︑バクテリアにもお
十四354しもかなしむことはありません︒そのバ
十四356計算したりするではありませんか︒これ
十四357間の力というものは︑うちゅうにも負け
十四361まことに︑星の光は︑声のないことばで
十四364らすぐれた人たちは︑星の光の中からふ
十四368 ︑キューリi夫人は︑まずしい学生であ

十四506ました︒このことは︑あくる日の新聞に
十四508 ︑たとい︑名まえはわからなくても︑あ

は︑大きくなくてはいけません︒なんで

＋四3612です︒夫人は︑星はつかまなかったので

とぎ話は︑日本にはあまりありません︒

をわすれていたのは︑よくないことでし

ら︑星のおとぎ話は︑日本にはあまりあ

とても世界の中にはたっていけません︒

ちっぽけな考えでは︑とても世界の中に

十四372さん︑あなたがたは︑いま︑日々の生活
十四373 ことにへこたれてはいけません︒ひくつ
十四374 ︒ひくつになってはいけません︒心を早
十四377ればならないことは︑なんであるかとい
十四379げてください︒星は︑きっと︑あなたが
十四402囹︑きれいな雲ではないか︒﹂二の人﹁大
十四425圃ふろうが︒天には雲︑地にはあらそい
十四426圏天には雲︑地にはあらそいがたえなか
十四456 いました︒助け船は︑いったい︑なにを
十四457るのだろう︒かれは︑氣が氣ではありま
十四457かれは︑氣が氣ではありませんでした︒

8
8
10

9

ありません︒日本は景色のよい國で︑花

1111

＋四4512てきました︒それは女の声で︑しかも︑

3

7
4
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十四5511園

いました︒﹁私は︑こんなに長いばか

十四559 ＞︒﹂おとなのつるは︑しずかにいいまし

十四561囹 特別なはたらきは︑なに一つございま
十四565園 かぼちゃの実にはなりません︒また︑
十四5612囹 ていますが︑私は︑いっしょうけんめ

十四567血行ってあげるのは︑この私です︒もし
十四572比す︒だから︑私は︑そのかぼちゃは︑
十四572園 ︑そのかぼちゃは︑全部私のものだと
十四574 があります︒それは︑頭のぼうしで︑日
十四577園 と︑あなたたちは︑ずいぶんかってな
十四578園 ね︒あなたがたは︑自分のことしか考
十四5711園 たい︑かぼちゃは熱帯地方のものです
十四5712園 でできるためには︑私が熱と光とをゆ

十四582園 養分につくるのは︑葉さんではなくて

十四581紅葉さんや根さんは︑養分のことをいっ
十四583囹 のは︑葉さんではなくて︑私ですよ︒

十四586囹たいせつなものは︑私たち水です︒水
十四589囹大きなかぼちゃは︑ずいぶんかたいよ
ました︒﹁ぼくは︑いちばんじみなも

十四5810囹 り︑この大部分は水です︒いまのお話
十四594園

︒ただそれだけでは︑ なんのおもしろみ
ことのすきな人には︑ なかなかおもしろ
っています︒これは︑

日光にすかして見

いうまでもなく︑

に︑湯の表面からは︑ 白い湯げがたって

大きくないときには︑

ありますが︑それは︑

たやすくできない

かならず︑なにか

また︑いっかべつ

いています︒これは︑ 白いうす雲が月に
︒この色については︑ お話することがど

なかったら︑きりは︑

ずくになるときには︑

のしんになるものは︑ ふつうけんび鏡で
のです︒空氣中には︑ それが︑しぜんに

けむりがゆらゆら

まっすぐにあがり

いろいろのうずが

わかるだろうと思

てしまったあとには︑ いまいった︑ちり
︒もちろん︑これは︑ まわりの空豆の温
およそのけんとうは︑
げがのぼるときには︑

ますが︑それ以上は︑

くらかの高さまでは︑

えんの下やかきね

かあたたかい日には︑ 前日雨でも降って
らんなさい︒湯げは︑

らい雨のときに︑

にはいっている湯は︑﹇ロかげで見ては︑

は︑日かげで見ては︑べつにかわったよ

にかわったようすはなにもありませんが

んなさい︒そこには︑みょうなゆらゆら

んだんにひえるのは︑湯の表面の茶わん

くでしょう︒これは︑夜︑電燈の光をあ

に接したところでは︑湯は︑ひえて重く

ば︑ひやされるのは︑おもに︑まわりの

んのまん中の方では︑ぎゃくに上の方へ

たところでは︑湯は︑ひえて重くなり︑

でおいたばあいには︑湯は表面からもひ

るわけです︒これは︑湯の中にうかんで

たばあいには︑湯は表面からもひえます

たがどこも同じではないので︑ところど

へとどくじぶんにはひえて︑そこからお

そういう部分からは︑ひえた水が下へお

して︑湯の表面には︑水のおりていると

げろう﹂がたつのは︑かべや屋根が熱せ

なのです︒つぎには︑熱い茶わんの湯の

あるかということは︑まだ︑あまりよく

できるときのむらは︑飛行家にとって︑

ひえていくときには︑どんな流れがおこ

ときだけの問題ではなく︑たとえば︑湖

なるかということは︑ただ︑茶わんのと

係があることだけはたしかでしょう︒稀

3

こし高いところでは︑反対の風がふいて

は海から陸へ︑夜は反対に陸から海へと

いるもので︑書間は海から陸へ︑夜は反

ております︒それは︑海陸風とよばれて

かかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へ

氣がのぼり︑森ではくだつています︒そ

られるので︑畑では空氣がのぼり︑森で

4

に︑横になびいては︑ また︑たちのぼり
があります︒それは︑

れると︑そこだけは︑ 地面から蒸発する

いまいったような

よほどよくにたも

たりします︒これは︑ 茶わんのばあいに
︑見かたによっては︑ 茶わんの湯と︑こ
らい雨のばあいとは︑
らい雨のできかたは︑

の湯にくらべるのはむりですが︑ ただ︑
よっと見ただけでは︑ まったく関係のな
︑原理のうえからは︑ おたがいによくに

です︒湯げのお話はこのくらいにして︑

いにして︑こんどは︑湯のほうを見るこ

7

十四597園 す︒ほかのことはわすれても︑この土
十四598園 ︑この土のことは︑かたときもおわす

十四5912囹なかったら︑実は一つもつかなかった

十四601園︑あのかぼちゃは︑みんなぼくのもの
十四604園︒しかし︑ぼくは︑そんなよくのふか
十四606囹 よ︒あなたがたは︑どうして地面には

十四605囹身がってなことはいいませんよ︒あな
十四613園 ったら︑私たちは︑はえもしなければ

十四615園︒このかぼちゃは︑だれのものとも︑
十四615園 のとも︑簡軍にはいえませんね︒公平

十四618園︑このかぼちゃは︑お礼に︑すっかり
十四622 つあります︒中には︑熱い湯がいっぱい
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ない︒子どもたちは︑この黒い土の上に

じめたときの喜びは︑たとえようがない

ちばん平しいものは︑なんといっても︑

んでいる︒歩く人は︑おそらく︑まつす

めると︑一直線ではなく︑くねくねとゆ

を映画化することは︑たやすいことでは
︑たやすいことではあるまいが︑ばんそ

してわるいものとは思わないが︑います

にはできるものではない︒野原の中で︑

つましい心なしにはできるものではない

十四953

十四951

十四946

十四943

十四941

十四9312

十四9311

十四938園

十四937

十四936

十四933

十四931

きだした︒女の子は︑その上へ︑小さな

かろうか︒女の子は一本のマッチをとり

りこんだ︒女の子は︑両足を

とだろう︒女の子は︑二つの家の間に︑

っていた︒女の子は︑どんなにか︑それ

ろの前だれの中には︑もっとたくさんは

であろう︒女の子は︑手にマッチの小さ

であった︒女の子は︑窓々をとおして︑

すめの考えたことはそれであった︒女の

ッチ蹴りのむすめは︑自分のまき毛のこ

まつわりつき︑雪は︑そのかなしげな︑

十四955

に思われた︒これは︑ま法のマッチだろ

のおが︑その子には︑もえさかる大きな

そのあ

かいだ︒﹁あれはやき鳥だろうか︒﹂

の心がひかれるのは︑ものごとをあたた

人によって︑文章は︑どのようにも書き

十四956

た︒そればかりではない︒それがもえ続

雪はひっきりなしに降っ

ッチ費りの女の子は︑町をあちらこちら

十四9511

十四958

た︒そのろの中には︑美しい火がもえあ
のへやを出たときは︑平ぐつを足にひつ

の男の子は︑これは人形のゆりかごには

つた︒その男の子は︑これは人形のゆり

まった︒かたほうはどこへいったか︑つ
︒もう一つのほうは︑どこかの男の子が

きに︑その上ぐつはぬげてしまった︒か

いた︒その上ぐつは︑母親のものだった
︑この子にとっては大きすぎた︒二台の

十四9610

十四969

十四966

十四965

十四964

十四963

十四963

十四962

の光のさすところは︑かべがきぬのよう

またそうしないではいられなくなって︑

っていた︒女の子は︑またそうしないで

しまった︒女の子は︑手にもえつくした

消えてしまい︑ろはなくなってしまった

そのとき︑ほのおは消えてしまい︑ろは

あがった︒女の子は︑小さな︑つめたい

えあがり︑ほのおは︑その小さなマッチ

人形のゆりかごにはもってこいだと思っ

きれいなかみの毛は︑両かたにまつわり

いそうに︑その子は︑おなかがすいて︑

だ一銭ももうけてはいないので︑父親が

をすこしも費ってはいなかった︒ 一はこ
︒ 一はこも費ってはいなかった︒思いき

いうのに︑その子は︑まだマッチをすこ

がしみこんで︑足は赤く︑青くなってい

十四9711

十四9711

十四9710

十四978

十四977

十四977

十四974

こんどは︑女の子は︑一本のクリスマス

そうして︑こんどは︑女の子は︑一本の

なかった︒女の子は︑もう一本の︑第三

︑女の子のそばには︑あつい︑かたいか

︑ちょうどマッチはもえつくしてしまつ

つとよってくるではないか︒ああ︑その

う︒そのやいた鳥は︑肉を切るナイフと

って︑その女の子は︑中のへやをすつか
こで︑その女の子は︑まったくはだしに

十四9512

ら思った︒女の子は︑つめたい屋根うら

量りのむすめ
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茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら
十四7611
＋四7612りますが︑ここでは︑これくらいにして

十四776 の還魂なことわざは︑木を割るときには
十四776 ︑木を割るときには︑もとのほうから割
十四777 ︑竹を割るときには︑うらのほうから割
十四779う教えでした︒私はすぐにこれをためし
十四782てしまって︑一方は太く︑一方は細くな
十四782 一方は太く︑一方は細くなって︑まつす
十四791 つに割って︑あとは︑十文字の小さな木
十四793ました︒木のほうは︑これと反対に︑も
十四795ん︒ただ︑困るのは︑木のばあいには︑
十四795は︑木のばあいには︑どっちがうらかも
十四7911るのといないのでは︑たいへんちがいま
ちがいます︒これは︑ちょうど︑﹁二二
十四7911

十四803にと傳えたことではないかと思います︒
十四804先が発見したのではなく︑よその民族か
十四806しれません︒それは︑なん回もなん回も
十四828 ︒ぼろを着ても心はにしき︒まかぬ種は
十四829にしき︒まかぬ種ははえぬ︒三つ子のた
まで︒世の中は︑三日見ぬまのさく
＋四8211図圏

十四832を二つ見た︒一つは﹁雪國﹂というので
十四833であり︑もう一つは﹁雪﹂というのであ
十四834 あった︒﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪
＋四8310 ︒﹁雪﹂というのは︑雪の景色を写した
色を写したものではなく︑雪の一ひらを
＋四8310

十四841ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると
十四854園 のである︒﹁雪は︑空からのお手紙で
十四855ばによって︑映画は私たちに説明してく
十四858からのお手紙﹂とは︑うまくいったもの
十四859うに︑二つの映画は︑どちらも雪にえん
ものであるが︑私はあとのほうの映画に
＋四8510

十四861ながめてみることは︑つつましい心なし

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十四987 いかけた︒女の子は︑人形の方へ両手を
十四988 そのとき︑マッチはもえつくしてしまつ
た︒たしかにそれは星であったコ﹁︿略﹀

十四989 くさんのろうそくはもえ続けていて︑そ
十四9811

十四991

︒﹁︿略﹀︒﹂女の子はねむそうにつぶやい

十四9812園 な星よ︑おまえはいったいなんだろう
十四994 略﹀︒﹂と︑女の子は思った︒この子にと

十四996 ︑星の落ちるときは︑なにかのたましい
十四㎜1 見た︒おばあさんは︑いつものように︑

十四999 があった︒女の子は︑またもう一本のマ
十四㎜3 けれども︑前よりはもっと粗しそうなよ

略﹀︒﹂と︑女の子はいっしょうけんめい

十四伽6 が見えなくなっては困ると思ったので︑

十四㎜5 略﹀︒﹂と︑女の子は︑声をあげた︒そう
十四柵10

十四㎜11 たのんだ︒マッチは︑はなやかにもえあ
十四㎜12 れ以上に明かるくはないと思われるくら

十四皿4 せつに見えたことは︑いままでなかった
十四期6 つた︒おばあさんは︑女の子をうでにか
十四川7 かかえて︑ふたりは︑いっしょにふわり

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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ウの山です︒これは︑富士山よりはすご

ている人々の目には︑小さな小さな黒い

谷の中を︑大わしは︑少年をせにのせ︑

まれている女の子は︑あきらめたのか︑

量﹀︒﹂といわずにはいられませんでした

うな雪持で︑少年は︑ときどき大きな声

ならないと︑少年は思いました︒ちょう

いへんです︒少年はいつ鳥のせからふり

その勇ましい少年は︑大わしのせにとび

ましいひつじかいは︑身のあぶないこと

︑もうその女の子は︑どこへ持って行か

れでしょう︒それは︑十五六になるひつ
︒このひつじかいは︑がけの中ほどのあ

しょうか︒その人は︑いっしょうけんめ

たらいいか︒人々はただ︑﹁︿略﹀︒﹂とさ

たばたしているではありませんか︒さあ

かまれて︑女の子はばたばたしているで

いました︒女の子は︑あぶない足どりで

いました︒男の子は︑小石を見つけては
︑小石を見つけては深い谷の中へなげこ

アメリカ人の家族は︑いつものように散
︒ふたりの子どもは家庭教師につれられ

高い山の中の生活は︑見るもの聞くもの

れた子どもたちには︑このヨーロッパの

たりの子どもたちは︑両親や家庭教師に

子で八つ︑ひとりは女の子で四つになる

もふたり︑ひとりは男の子で八つ︑ひと

があって︑そこには︑急心のいい︑小さ

電車のとちゅうにはいくつかの停車場が

れは︑富士山よりはすこし高く︑四千百
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した︒すると少年は︑あぶないことが近

た︒そのとき︑鳥はサアッという羽音を

ま︑少年の左手には女の子が︑右手には

した︒すると︑鳥は︑不意のしゅうげき

感じたので︑左手は女の子の上帯にかけ

6

女の子が︑右手には血にそまった短刀が

があります︒少年は︑必死のかくごで︑

しました︒大わしはすぐにとび起きて︑

いました︒大わしは︑太いけずめの最初

の職いです︒少年は︑右手に短刀をふり

ちりました︒わしは︑羽音はげしくすこ

身をかわした少年は︑身をかわすと同時

いりました︒少年は︑すばやく短刀を持

と思うと︑こんどは両羽をあおりたて︑

のはずれようはずはありません︒大わし

ました︒それからは︑必死にとびかかる

りません︒大わしは︑この思わぬいたで

のたびごとに︑鳥はさけび声をたてて︑

年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑胸

れます︒まわりには︑鳥の白い羽が雪の

かっていた大わしは︑空中をころぶよう

にしているものには︑なんにも耳にはい

っている人と鳥とはむちゅうです︒血ま

ばいながら︑少年は苦しい鋭いを続けて

行きました︒少年はほっとして︑思わず

私たちは︑自分の考えを表わ

に知らせるためには︑文字に書くか︑ま

た︒漢字も︑もとは事物の形を表わした

リカのエジプトには︑そうした絵文字と

る︒それで大昔には︑なわを結んで︑そ

ばならない︒これは︑記おくのためにも

のはじめ

ほめことば︑それはいまここでいうまで

にだかれた女の子は︑にこにこわらって

う自分のまわりには︑おおぜいのひつじ

7

十四皿4囹な子だ︒あの子は寒さでこごえ死んだ
十四槌5 けれども︑そうではなかった︒人々は︑

十四撹5 はなかった︒人々は︑女の子がおおみそ
十四皿6 らないのだ︒人々は︑その子がどんなに

十五43図圃 しわがそ矢は︑ あわれいずこに

の木に︑矢はまだおれでとどま

十五47図魍 えしわが歌は︑ あわれいずこに

十五55図圃

朝ざく

十五62圃 くら だいだいは実をたれ時計はカチ
十五62圃 は実をたれ時計はカチカチと

うしはしずかにおのおのの

十五91黒檀 の小流れ 水はしずかに溜るると見

十五72図魍むかず

十五146図圏 黒くればばらはたちまち火となれり

十五125図葉ガラス戸の外は月あかし森の上に白
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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めいじ
に語りだした︒話は明治初年のころにさ

十五452

十五4411園礼しました︒私はハギンスというもの 十五5310私の目に映じたのは︑廣いへやの窓ぎわ

者であろう︒博士は︑しずかに歩みよる

ることができた私は︑なんというしあわ

る︒ 漢字漢字は︑いまいったように

十五544

十五543

が︑形のないものは︑この方法では表わ

考えかたや商費では︑ふだんの生活さえ

十五4511

手にとって︑かれは︑びっくりした︒い

んばんも︑かれには︑みなめずらしいも

十五5411

十五547囹

ずねたおもな用事は︑世界の学者がだれ

わかった︒きみは︑かねがねジョルダ

十五454
十五462

十五546園色のふうとうには見おぼえがある︒わ

考えを表わすのには︑線を横に引いて︑

十五464

日︑プリンタリーは︑どうやら覚えた日

﹁末﹂とかいう字はそれである︒また︑

たいていの漢字には︑この音と訓のふた

のように︑日本では一つの漢字をふたと

であるが︑日本では︑﹁山﹂を﹁サン﹂︑

本に傳えられたのは︑千七百年ほどまえ

十五482

十五478

十五476

十五474

十五473

十五466園

もあったが︑これははん主からゆるされ

ある︒佐賀はん主は︑お庭焼といって︑

がはじめられたのは︑いまから三百三十

がした︒店の主人は︑きかれるままに語

＞︒﹂プリンタリーは︑まんぞくそうに赤

十五471園

の焼物を作ることは︑むずかしいことで

十五564園

十五562園

十五561園

十五5510園

十五558園

十五558園

際算出した高さは︑実測の結果とわず

だきに立った私は︑小手をかざして足

ろう︒そのときは︑まだ三角測量が行

きをきわめたのは︑アメリカ山がく会

おとずれたころは︑西洋の文化をとり

として︑きょうはきみがまだ生まれな

わけだが︑それはそれとして︑きょう

師ジョルダン博士は︑そのためのてはず

かも︑字によっては︑いくつかの音のあ
︒ かな 日本では︑中書から傳わった

十五487

十五566園

である︒﹁これは漁りものですか︒﹂﹁ 十五551

なった︒かたかなは漢字の一部分をとつ

あった︒今右衛門は︑すぐれた赤絵の技

いたホランド博士は︑職盛手で費用が思

なった︒ひらがなはかたかなのように漢

十五488

﹂は﹁以﹂︑﹁は﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は﹁仁

たとえば︑﹁い﹂は﹁以﹂︑﹁は﹂は﹁波

十五497

十五492

十五4810

きたこのしごとは︑ぜひ続けてくださ

求めるようなものは︑ほとんどいなかっ

かけたこのしごとはやめなかった︒やが

できあがるものではなく︑白く焼けるは

十五572園

十五568園

十五568園

きな私は︑それはおもしろいと︑教授

十五575園︒ものずきな私は︑それはおもしろい

十五573囹

きとったが︑室は二つあっても︑つく

そのせわをしてはくれまいかと︑やぶ

って來て︑きみは室を二つももってい

のだが︑きょうは︑はるばるたずねて

で︑私と日本とはふかい関係があるの

が

﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は﹁仁﹂というように

十五502園

十五575圏

物語や枕草子などは︑すべてこのかなに
︒しかし︑いまでは漢字の長所をいかし

まくらのそうし

なります︒それはおしいことです︒品

十五576園

ものがたり

ものである︒かなは︑日本の文化にとつ

十五504囹

ことです︒品物は私が買いうけましょ
ら︑プリンタリーは︑日本の美しい焼物

十五577園

をひき︑向こうは日本︑こちらはアメ

っても︑つくえは一つしがなかった︒

十五507

十五578園

十五5011

術についての説明は︑プリンタリーのふ

ーマ字 ローマ字は︑アメリカ・イギリ

十五516

十五578園

かた いま日本では︑漢字と︑かたかな

十五525

十五523

バーグに着いたのは︑暑い眞夏の日の朝

熱情のことば

十五518園

学に学んでいた私は︑一年半の努力の結

十五519園

・ジョルダン博士は︑別れに際して︑各

か︒じつは︑私は今右衛門のまごにあ

すると︑あなたは︑そのプリンタリー

十五585 したホランド博士は︑遠い昔を思い出し

十五583園

十五582園

十五5710園

た︒つまり︑私はかれのギリシア語の

十五582園を承知して︑私はすぐに授業にかかっ

十五5712園

の先生で︑かれは私の日本語の先生と

1新島先生年ぷには︑﹁︿略V︒﹂とあるー

いだした︒それはおやすいご用だ︒そ

その日本の青年はなかなかの人物だっ

あろうか︒私たちは︑この問題をもっと

十五528

である︒ローマ字は︑全部で二十六字で
︒また︑ローマ字は世界的の文字である

ものである︒主人は︑新しい茶をハギン

つぶやいた︒かれは︑かるくドアをおし

十五534

十五587

話は︑第一次世界大戦が

﹂と︑あいさつ

十五441囹ながら︑﹁あれは今右衛門焼じゃあり
十五447かけた︒店の主人はあわてて︑﹁たいへ

室の前に立った私は︑しばしためらった

えもんやき

十五449囹ですが︑あなたは

十五536

いま

︒﹁いや︑これは失礼しました︒私は
十五4411圏

は日本︑こちらはアメリカといって︑

十五517

である︒ローマ字は︑まえにいったよう

耳にした今右衛門は︑﹁︿略﹀︒﹂と決心し

十五504園

さ

ときどき焼いては︑この店に持って來

部分をとったのではなく︑たとえば︑﹁

十五553

の起りである︒木は︑もともと形をうつ

のは︑この方法では表わすことができな

101041718431199987628741211429664
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︑﹁おや︑これはまた意外だ︒じつに

十五596 見つめていた博士は︑つと立ちあがって

十五591囹 っています︒私は小さいとき︑その新

十五591感じさんなら︑私はよく知っています︒

十五5811 う名を耳にした私は︑とびあがらんばか

移った︒そのころは︑新島のおばさんは
十五6611

十五661りした︒その次には︑りっぱなむしゃ入
十五668によって︑私の父は︑同志社を守り育て
十五669の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹た

＋五6512ら車のついたものは送ってくださるなと

＋五6510さった︒喜んだ私は︑朝早くからそれを

見れば世界の人類はすべてその愛する子
＋五7410

十五747らないという理由はすこしもない︒親と

十五745上の能力のちがいは別として︑一方が先

十五744兄と弟とのちがいは︑いでん学上の能力

十五743も︑かわいいことはみな同じであって︑

十五739にさけて︑家の中はがらんとしていた︒

十五738 ︑博士の家族たちは暑さをどこかにさけ

めいじ

十五742れば︑自分の子女は︑その性質がどんな

に︑おじさんの声は聞えないのだ︒暗い
＋五6912

十五683んだつもりで︑ 私はかねをカーンとたた
十五688ばさん︑ おばさんは目になみだをためな
十五693の下にかがやく目は︑ 思いなしかやわら
十五698かざられてあるではないか︒ああ︑新島
十五699︑新島のおじさんは︑私を京都までもつ

十五766しのべると︑博士は満面ににこやかなわ

十五765ださったのだ︒私は︑停車場まで送って

で出版することは︑ひきうけたよ︒﹂
十五761園

十五748ば︑自分の子女にはすべて同じ教育をほ

でのばすな︒神は︑みずから薄くる者
よう︒おじさんは︑年とられてから目 十五775図

十五605 外に養っていたのは︑明治二十年の夏で

られていた老博士は︑きように乗じて︑
＋五7312

十五598園

十五6611︑新島のおばさんは廣島におられて︑学

ど︑あるべきはずはない︒四海の民すべ
十五7411

した︒すると博士は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一言

十五5911能うこれでしごとはやめだ︒さあ︑うち 十五671 ても︑新島家の窓は︑ かたくとざされて

十五5910園 んある︒きょうは︑もうこれでしごと

＋五6710 つたあくる日︑私は︑ ひさしぶりで窓の

十五674 の生徒であった私は︑ そのクリスマスに
十五678おいだ私の目からは︑ たまのようななみ

十五593

十五607 っていた私の父とは︑心をゆるした間が

＋五6712ついたげんかんには︑ おもむきのあるか

十五609 でとおっていた私は︑そのときちょうど

十五7011園

十五702見入りながら︑私は無言で頭をぴょこん

十五783はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ

キで書かなくては見えないようにおな 十五782発表をためらってはならない︒はじめ︑

ひろしま

十五608 ︑両者のつきあいはかなりひんぱんであ

十五751ちあがった老博士は︑フィッシュナイフ
りまわし︑﹁愛はにくしみよりも強い
十五753園

十五6011 ていた身にとっては︑天下におそるべき

十五7012囹

十五785れども︑きみたちは︑ほどなく︑みかた

わらわれ︑こんどははっきりと︑﹁︿略﹀
＋五7512

さやかれた︒博士は︑そのことばの意味
十五7511

︑﹁先ほどの話は︑こころよくひきう
＋五7510囹

おじさんのくつは光っているのに︑ぼ
十五6211園

ろ︑満ぼう先生はいかが︑毎日お碧い
十五614国
そうせい
十五617を知らなかった私は︑札幌の創成川の岸
十五622つをちらと見た私は︑たちまちふくれあ
十五627いって︑おじさんはおばさんに助け船を
十五629耳にしたおばさんは︑腹をかかえてわら

いって︑おばさんは声をくもらせた︒そ

じさんとおばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十五6211園
︑ぼうやのくつはほこりだらけだから

十五714

に立ったおばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって 十五788て忍言であるものは︑他人にとっても眞

に乗ったおばさんは︑昔のように私をひ

十五612

＋五6212園
だから︑行くのはいやだといっている

十五7110

十五718

＞︒﹂と︑おばさんはふたたび呼びかけた

十五793 ロダン

十五7811
うな身ぶりをしてはならない︒すなおな

私のつくえの上には︑日本のみなさんが
＋五7910

私には︑あなたがた日本の

十五724

十五795す︒といいますのは︑私は︑あの美しい
十五7211

十五802るようになったのは︑われわれが最初で

を走り出た自動車は︑やがてこう外のす

十五631園れば︑おみこしはあがりませんよ︒﹂﹁
十五634 ︿略﹀︒﹂おじさんは︑きちんと着ていた
十五641にことわらった私は︑それを足先につつ
十五644じさんとおばさんはそのあとを追って出

をみちびき︑自分は書さいにはいって︑

十五803ります︒それ以前は︑おたがいに他の國

び呼びかけた︒私は︑天略﹀︒﹂と呼びか

十五645出て十メートルとは行かないうちに︑私

十五731

わした博士の手には︑古ぼけたアマスト

十五804に他の國々のことはわからず︑世をすご

十五725

十五645かないうちに︑私は︑道のまん中で︑無

十五732

ちょうどそのころは冬夏であったので︑

の目の前で︑博士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十五729

十五648 ︿略﹀︒﹂おじさんは道ばたにしゃがんで

十五734

十五795 いいますのは︑私は︑あの美しいあなた

＋五6410けた︒見るなり私は︑おじさんの廣いせ

十五738

んだホランド博士は︑客間に私をみちび

十五655ばさんとの思い出は︑いまも私の胸にや
きょうと
十五657じさんとおばさんは京都へひきあげられ
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まだだよ︒あれは︑歌を歌ったり︑お

ろう︒﹂光﹁あれは﹃子どもの幸福﹄だ

会っているひまはないよ︒﹂小さな﹁

十五969園

十五975園

﹁あの男のことは︑きかないほうがよ

十五976園

よろしい︒あれはすこしひねくれ者で
ようかいするのはむずかしい︒︵チル

十五977園

十五891園

す︒わたしたちは︑ただもう︑おまえ

十五977園

十五891囹
十五893園

しょう︒わたしは︑とてもいちいちし

＋五8010がら︑年よりの私は︑日本の小学校のみ

十五895園

しょうかいしてはいられない︒なにし

十五806かりでなく︑実際は︑たがいににくみあ

十五898園

十五973園

時代がきたときには︑私たちの時代がは
十五8011

十五898園

あり︑たいていはまあ︑育ちのわるい
十五8311園

も︒あの人たちは下等でもあり︑たい
十五8311園

十五833園ふとった人たちは︑だれだろう︒﹂光﹁
十五835園あんまりあてにはならないけれど︑青
十五838園ドを︑まわしてはいけないよ︒ほんの

＋五8212しまいます︒ねこは︑ひとことも口をき

十五915園

十五914園

十五9011園

十五9010圏

十五909園

十五908園

十五902園

しろくないはずはないでしょう︒それ

す︒わたしたちは︑すこしの休みもな

報毅つた﹁それは︑いつもしごとをし

をあまり上等とは思わないからです︒

にのぼったことはないようです︒とい

にかく︑そいつは︑

んでも︑たべてはうまくない鳥だそう

です︒ぼくたちは︑たいへん急いでい

十五996園

十五9810囹

十五989圓

十五988圓

十五983園

に向かい︶きみはだれなの︒﹂幸福﹁き

っていないことは︑わかっているのだ

略﹀︒﹂光﹁それは︑どうしてもいけま

十五9710園

︒︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑

十五992．のむれ︑まえよりはすこしせの高いのが

十五9812園

の知っているのは︑ぼくたちだけです

十五901囹福﹄さん︒ぼくは︑ほんとうにすみま 十五978園子のわらうことはどうです︒なんてか

かが︑ごきげんはいかが︒まあ︑あの

ら︑﹁ごきげんはいかが︑ごきげんは

ど︑まだ︑お話はできないのだよ︒﹂

＋五8210パンと︑さとうとは︑はじめはいって干

天は︑人のうえに人をつ
十五812 ユタイン
十五823ーブルのまわりには︑この地球の上でい

りだけれど︑人はわるくないんだよ︒
＋五8312園

十五918園

の︒﹂光﹁あなたはそう思うの︒﹂ふと

十五998囹

十五921

と見ると︑かれらはみんなとなかよくテ

十五㎜12園

十五㎜11園

すよ︒ぼくたちは︑あなたといっしょ

すよ︒ぼくたちは︑いつだつて︑あな

︑子どもの時代は︑ごく短いのだから

れにあの子たちは︑大急ぎに急いでい

十五984園幸福というものは︑地の上でも︑天の

を見わけることはできないよ︒子ども

う︒このへんでは︑みんなお金持なの

おまえさんたちは︑あのさとうがしを
＋五8412囹

十五9110囹

十五柵11圓

十五923

らんよ︒みんなは︑テーブルにすわり

十五梱5囹

一どもわたしたち

光﹁こわいことはないよ︒あいそのい
＋五8512園

とった幸福﹂どもは︑せっせと︑いぬと

十五9112囹︺わるいわかい女はだれだね︒﹂こんな

十五925園

たべているときは︑だれにもかまって

十五梱9

ても︑あなたには︑なんにも見えない

のですね︒ぼくは︑あなたのおうちの

十五棚12圓

いします︒ぼくは︑あなたにっかえる

十五棚6囹︺

︒﹂幸福﹁あなたは︑やっぱり︑なんに
十五9310園

十五934園
十五9312

れそうなわらい﹂は︑光のこしのあたり

十五撹3囹

だ︒おことわりはできませんよ︒さあ

福﹄で︑ふたりはふたこで︑ふたりと
十五8711園

十五862囹︒それを受けてはいけない︒なにも受
十五862囹︒なにも受けてはいけないよ︒でない
十五867囹︒人というものは︑自分のしなければ
十五868圏つとめのためには︑なにかしらぎせい
十五873園た幸福﹁わたしは︑幸福なかまでいち
十五879圏︒︶このなかまは︑﹃のどのかわいて

十五941

だよ︒﹂チルチルは︑﹁光﹂のいうよう

十五撹5圓
十五9412囹

十五9411囹

たくさん︑幸福はあるのだから︒けれ

﹁この世の中には︑人が思うよりもつ

いです︒私たちはやっと︑物の眞実を

十五醜9弓n国 ています︒これは︑﹃両親を愛する幸

十五醜8囹

十五撹7囹 くは︑きれいではないが︑いちばんた

十五繊6圓

福﹄です︒ぼくは︑きれいではないが

十五齪11園

うにしているのは︑だれもふり向いて

でしょう︒これは︑﹃清い空氣の幸福

いの︒ぼくたちは︑わらったり︑歌を

十五964囹

ふつうの人間には︑それが見つけられ

の︒﹂﹁幸福﹂たちは︑みなどっとわらい

十五細7囹﹈それから︑これはみんな︑﹁おうちに

ふたりとも︑足はうどんこです︒︵ふ
十五8711園

十五944

たように思うのは目のせいです︒私た

まわします︒舞台は清らかな︑ごうごう

十五882囹いという幸福﹄は︑こうもりのように
十五883園︒このかたがたは︑﹃なんにもしない
十五885園︑ふたりとも手はパンのしんだし︑目
十五885囹のしんだし︑目はもものジャムですよ

十五965園

ふとった幸福どもは︑喜びの声をあげな

をする︒︶これは﹃なんにも知らない
＋五8712園

十五944

十五886園︑ここにいるのは︑﹃はちきれそうな

十五965園

に用のあるものは︑どうせこっちを通

十五888園立ち向かうものはないのですよ︒﹂﹁は

十五968圓

十五887囹わらい﹄で︑口は耳までさけているし
をむけているのはだれです︒﹂ふとつ
＋五8812囹

十五皿12園からです︒これは︑﹃青空の幸福﹄で︑
十五鵬1園 いますし︑これは︑﹃森の幸福﹄で︑
十五鵡2園 の﹃幸福﹄たちは見られます︒また︑
十五鵡3園 す︒また︑これは︑﹃ひなたの幸福﹄

十五悩1囹冬の日の幸福﹄は︑こ．こえた手のため

十五佃4園 いますし︑これは︑﹃春の幸福﹄で︑

十五脳5囹 からね︒その名はすなわち︑﹃むじゃ

十五悩2園 それから︑ぼくは︑まだなかまのうち
十五脳6囹 福﹄です︒それは︑ぼくたちのなかま

す︒幸福﹁あれは︑﹃大きな喜び﹄で

﹁なにさ︑あれは︑不幸のほらあなか

十五脳7囹 それから︑これは︑いや︑まったくお
十五価8園

十五価4園
十五鵬10囹 うん︒ぼくたちは︑よくいっしょに遊
十五価11囹 ればならないのは︑﹃正義であること
十五鵬1囹 ます︒でもぼくは︑まだわかいから︑
十五鵬3園 その後にいるのは︑﹃善人であること

十五鵬5園 のをとめることは︑なかなかむずかし
十五鵬8園 ると︑ぼくたちは︑﹃不幸﹄そのもの
十五鵬9園 です︒右の方には︑﹃しごとをしあげ
十五鵬12囹 いますが︑あれは︑いつでも︑兄弟の

十五柵4囹 でしょう︒あれはわるくなってしまつ
十五柳7囹 れを妹にいってはいけません︒すると
十五衙7囹 すると︑あの女はさがしに行きたがっ
の︒﹂幸福﹁あれは︑﹃愛することの大

十五衙11園 がいます︒それは︑毎日ぼくたちを照
十五柵4囹

十五佃5囹 すっかり見るには︑まだ小さすぎます
十五佃8囹 も出て來ないのは︒﹂幸福﹁あれは︑人
十五鵬9囹 は︒﹂幸福﹁あれは︑人がまだ知らずに
十五佃10囹 ﹁ほかの人たちはなにをしょうとして
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十五鵬1園 ︒その﹃喜び﹄は︑たぶんここでいち
十五㎜9 來た﹁喜び﹂たちは︑﹁母の愛の喜び﹂

十五佃3園 これほどの幸福は︑世の中にありませ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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﹁でも︑あなたは︑うちのおかあさん

ですね︒私たちは︑ちっとも知りませ

十五宙6園 る喜び﹁あなたは﹃光﹄なんですね︒

います︒私たちは︑それは幸福ですけ

かりですか︒私は﹃物のわかる喜び﹄

たち以上のものは︑見えないのです︒

＋五柵12園 います︒私たちは︑それは幸福なんで

＋五宙−o園 んじですか︒私は︑それは長いこと︑

十五田6園
十五術7園
十五柵8圓
十五柵9園

てあるの︒それは︑おとうさんがかぎ

んなお金持だとは知らなかった︒いっ

＋五佃−o園 そうしたら︑私は︑もうなにもおそれ

十五佃1圏
十五佃2園
十五佃3園
十五佃4園
十五佃6園
十五佃8園
十五佃9園
けれど︑人間には見えないのさ︒人間

だからね︒母親はだれだって︑子ども

人間というものは︑目を閉じていると

んじですか︒私は︑あなたをすいてい

います︒私たちは︑幸福なのですけれ

ゆめ以上のものは︑見られないのです

ださい︒私たちは︑強くて︑純潔です

﹁みなさん︑私は神さまのおいいつけ

十五佃2囹 がら︑﹁あなたは︑私の子どもたちに

るのです︒ときはまだ來ないのです︒

さんの目の中には︑星がいっぱいある

愛﹁でも︑それは同じことですよ︒干

をしているときは︑いつだつてこんな

十五梱8 ふれてきた︒それはなんともいえない︑

十五伽2 学級日記 きょうは修業式があった︒校

十五四7 と︑ふたりの目にはなみだが光っていま

十五㎜6 方へ行き︑ふたりは長いあいだだきあい

十五柵4園 しあう人たちには︑いつでもしんせつ

十五m4囹﹁︿略V︒﹂光﹁私は︑愛しあう人たちに

チルや︑おまえは︑いまだけ天國に來

＋五梱12 別れをした︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし
︒きょうの感謝会はわすれることはでき

十五槻8

十五慨8 会はわすれることはできませんーー先生

四716﹃は﹄の上にある︒

三99図 は

は 5 は
ね︒おまえたちは︑おかあさんをよく

十五399﹁は﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は﹁仁﹂というよ

四745は1花のようにきれいな心︒
つたよ︒あの人は︑おまえたちふたり

ものである︒

うに︑ 漢字の全体をくずしたものから作りだした

いいえ︑あの人は︑あんまりはっきり

顔を見せることはないの︒﹂チルチル﹁

も︑おまえたちは︑どうしてここまで

ことをわすれてはなりませんよ︒でも

ぎりです︒それは︑いつだつて︑同じ

って︑おかさんはひとりぎりです︒そ

さんに︑ふたりはありませんよ︒どん

いがりあうときは︑いつでも天國にい

あがって來たのは︑これから下へ帰っ

﹁いいえ︑それは同じことですよ︒ま

うだよ︒ここでは︑うちにいるときの

わいがるときにはお金持なのですよ︒

の影以上のものは見えないのです︒﹂

あさんたちの愛は︑喜びの中でも︑い

え︑いいえ︒私は︑いつだつてこの着

すぐそのなみだは︑目の中の星になつ

﹁いいえ︑これは︑おまえたちのほお

のきれいな着物は︑まあ︑なんでこし

ないが︑ここでは︑なにもかも見える

う年をとることはないのだからね︒そ

そうともさ︒私は︑もう年をとること
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十五399 ﹁は﹂は﹁波﹂︑﹁に﹂は﹁仁﹂というよ

7

場

5こうじば・すなば・てい

うに︑漢字の全体をくずしたものから作りだした
︵名︶

ものである︒

﹇場﹈

しゃば・とおりば・ひろば・ふろば・ほしば・まき
九977 たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん

ば・まちやくば
やり立っている︒

十一8110 少年は︑するどいさけびをあげて︑その
場に立ちすくみました︒

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

十二893 話をするときには︑その場のようすによ
十二905 話すことばは︑その場その場にあらわれ
るその人の面影ということもできよう︒

十二905 その場その場にあらわれる
十二933 書くことは︑話すこととちがって︑その
場のようすが相手にみえないから︑
十五345 けれども︑それをその場にいない人や︑
遠くにいる人に知らせるためには︑文字に書くか︑

ば ︵接助︶鰯 ば5たとえば
んなかわいい ことりになって︑

一213團 おててつないで︑のみちをいけば︑み

﹁のみちをいけば﹂のところは︑げん

一216圃 うたをうたえば︑くつがなる︒
一227圃

﹁うたをうたえば﹂では︑くちにてを

きよくあるきましたQ
一235圃

あてて︑らっぱのようにしました︒

いえば︑

一243魍 二ばんの﹁はねておどれば﹂のところ
は︑ぴょんぴょんとびました︒
一一426園 おまえがきれいなことばで
あちらだって︑きれいにいうさ︒

三576圏 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑
わすれたうたを思いだす︒

五892圃國

高い山からたにそこみれば︑うりやな

すびの花ざかり︒

のぼれば大きな木のあるところへで 六265園 風がでてこなければいいね︒

三585 おりればみずうみへでられますし︑のぼ 五896圏國 うらの山から海べをみれば︑波にうか
んださどが島︒
れば大きな木のあるところへでられます︒

三586

六286園

ふたりでたのめば︑なんとかなるだろう︒

みずうみを右へいけばもりへでます︒ 六506圃 くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

上にすれば下になり︑下にすれば上になる

いま︑この雪だるまが︑お話をすればい

下にすれば上になるものはなあに︒

﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことばがあったら︑

きあげられてしまわなければなりません︒

六甲8 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六佃4

いって︑いっていたところよ︒

六712囹

六654

ものはなあに︒

六654

夜の空︒

られます︒

いけばたきへでます︒

はじめに右か左かどちらかへやらな

左へ

三6310
三6310

三649囹
ければ︒

三928 みにきた人が 一本ずつおってしまえ
ばいまにみんななくなってしまうでしょう︒
この十五夜には︑月の國からむかえ

がきて︑かえらなければなりません︒

三柵5園

さあ︑ひとねいりしなければ︒

きいてみれば︑いちいち︑もっともなこ

どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう

﹁︿略﹀︒﹂としかったり︑それでもきかな

といえぱ︑いかにもおくびょうもののよう

これは︑木からいうとめいわくしごくなこ

﹁光年﹂を軍位として計算しなければなら

ないほど︑遠いきょりであります︒

八3411

すがったようなもので︑

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

八1610

にも思えましょうが︑

八99

ければ︑指で追ったりしました︒

八74

になったかといえば⁝⁝︒

八51

とばかり︒

七844園

写しだすことができるとはかぎりません︒

いまは︑かっちゃんをたすけなければな 七552 文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり

四512 下からねらわれているときには︑ばら
ばらになって︑はなれてとべば安全なのです
が︑

四513
りません︒

こころは︑ふればなる︒

四6110囹

四709

四目6圃國黒いころものそろいでまえば︑月
はまつ黒︑やみの夜︒

四目8圏圓幽いころものそろいでまえば︑月
そうすれば︑こちらのようすが︑いろい

は十五夜︑まんまるい︒

五388團

日に日に大きくなったのは︑おまえひと

ろとわかるだろう︒

五646園

りの力でもなければ︑おとうさんやおかあさんの
力でもない︒

せめて︑おけの一つも︑もらってくれば
よかったのに︒

五675園

489
ば一ば

わしもつむのだが ︒

みたとおりのこがねならば︑
八378圏 この花が︑

八392園どうずれば満足なさるのですか︒
八459囹そうすればすぐおなおりになります︒
まい︒

八656囹なにしろ︑水にいれてやらなければなる

八671囹よくみればきれいな子なのだ︒
大きくなれば美しくもなるでしょう︒
八697園
八714園おまえなんかは︑ねこにくわれてしまえ
ま
一︑
し︑
し︒

八716七
遠いところにいてくれさえずればいい︒
八772風がひどいので︑あひるの子は︿略﹀︑す
わりこんでしまわなければならなかった︒

八791園 おすでなければいいが︑まあ︑かってお
いてみよう︒

八813園 そうすれば︑そんなことは考えなくなつ
てしまうよ︒

八858 あひるの子は︑水のおもてがすっかりこ
おってしまわないように︑水の中をおよぎまわら
なければならなかった︒

足をつかっていなければならなかった︒

八8510 あながこおってしまわないように︑いつも

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

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ
はまたふかくなるでしょう︒

九119 風といえば︑﹁そよそよ﹂とか︑﹁ザワザ
ワ﹂とか︑﹁ビュウビュウ﹂とかいうことばであ
らわしているが︑

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九149 もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音
九166 まもなくさっていかなければならない日本

十一月のはじめになれば︑もうほとんどす

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒
九1610
がたをみせなくなってしまいます︒

九382團かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑
﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

おってよいことになっています︒
九754

たと︑いちろうはときどき思うのです︒

九備5図圃赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ
青ざさをいれやりたればいけのふなは

こよりぞいぬのあらわる
二見ーロ自凶團

たべのこしのめしつぶまけばうちつど

や青き葉のかげにきておる

九宙4図國

くもは︑力いっぱいもがけば︑あるいは︑

うすずめの子らと日なたぼこする
九帽2

つばめのくちばしからころげ落ちることができた
かもしれません︒

きるし︑

十348 機械で動かせば︑もっと早く織ることがで

このわけをあてはめれば︑自分のゆめも︑

実現できないことはあるまい︒

十3810園

つけば︑成功するわけであったが︑

十398 うまく貝の中に核がのこり︑眞珠心がまき

十447圓

﹁これで成功しなければ︒﹂幸吉は︑自

十422圓半円が学芸になれば成功するのだ︒

養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

信をもって母貝を海中にはなった︒

十471囹

の光明を太陽とするならば︑作製に失敗したわた

着物をきせたり︑おこづかいをやったりし

おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が

しは︑星にもあたらないでしょう︒

十6510
を
カヘカり ヘ

なければならないので︑

十6511

る︒

十一71園

ぼくらは︑きみについていきさえすれ

それでもきこえなければ︑また︑どな

村までいかなければなりませんでした︒

庭の木に小鳥がくれば︑その鳴き声や︑ 十663 あるとき︑このだんなは︑用事で︑となり
トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

︿略﹀などを︑こまかにしらべたいのです︒

十277
十279

や︑︿略﹀などを︑たんねんにみようと思います︒

色ただよ

紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす

だいこんの花にあかつきの

くわをかついで田をみまわれば︑日は

夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

こちと︑こよい慰しいぼんおどり︒

十一366圃

また照って水たっぷりと︑

十一361圃

雲が空うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒

十一341二七のとりいれことなくすめば︑はい色

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一336圃

ぎれば風あたたかく︑

十一308圏

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

くもがのきに巣をかけることがあれば︑巣 十一93園
観察すればするほど︑自然のおもしろさも

のはりかたなどを︑しらべておきたいと思います︒

十2711
十287

たとえば︑毛糸のあみ物があれば︑そのあ

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十293

なぜ︑このようなあみかたをしなければな

みかたはどんなあみかたか︑

十294

佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ

らなかったのか︑よく考えてみたいと思います︒
十332

そのために︑いまのうちに︑早く織機を進

とをしらべつづけていたのである︒

十343

歩させておかなければならない︑というのである︒

ば一ば
490

とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑かお

十﹇389圃 かきねににおうきんもくせい︑しとし
りも高くはえてくる︒
一夜明ければうれしいはつ日︒

十一415圃 もちつきすませて︑しめなわをはり︑

十一427囲 うめもほころび︑こちふけば︑春も目
さきに近づいた︒

されたりしなければならなかった︒

十一525 おたがいがぬれたからだで︑おしたりお

これが

死人のようにみえる者もあれば︑︿略﹀︑

十一553囲 ことばははねる︑つまめばにげる︒
十一681

じっと空間をみつめている者もありました︒
十一6911 こうもかわればかわるものか
父親であろうとは︑とても思われませんでした︒

十一719園 そうすれば︑おとうさんのようすもな
んとかわかるだろう︒

十一7810 すこしよくなるかと思えば︑思いがけな

十一758囹 きみがいれば︑きっとよくなるから︒
くまたわるくなったりで︑

れば飲まないようになりました︒

十一805 飲み物やくすりを︑少年の手からでなけ
十二2010圓 わたしはまた︑あのような絵のぐがあ
ればいいなと思いましたよ︒
も︑美しい色にできますがねえ︒

十二2011囹 あれがあれば︑どんなかげのところで

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

十二245 めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一
十二256 そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ
ていって︑用をたさせるようにしました︒

十二4112囹私が命がけでせわをすれば︑ケラーさ
んがすくわれるのです︒

十二448園 その人形などは︑長さにすれば一メー

トル以上のものもあるが︑

十二475囹︺だから︑人間がいるところには︑かな
らず詩もあれば︑絵もある︒

先生の近くにいればこそ︑毎日教えても
私もどうしても勝たなければならないと

らえるので︑

十二715
十二815
思いました︒

もし︑そのわけにかなわないことをすれ

話をきくときには︑︿略﹀

ことばをよく

ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

十二8810
十二891

ききわけ︑のみこまなければならない︒

話をするときには︑その場のようすによ
ただ習慣としてことばをつかえば︑こと

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

十二894
十二8911

このような歩みをたどってきた日本を︑

ばの力がうしなわれていく︒

十二柵3

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

ないので︑なかなかいそがしい︒

十三332

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星

水を運んで行かなければならない︒

十三339

の夜であれば︑またさらに美しい︒

いっしょにっかえばいいよ⁝⁝

星の夜であれば︑またさらに美しい︒

﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした

十三3310

十三456

十三413園

どうしても一どはおこらなければなら

そうでなければ︑死んでいたい︒

りして︑電話の話らしくしなければなりません︒
十三523

が︑おかあさん︑運命にはしたがわな

ないことが︑おこったというにすぎないのです︒

十四76團
十四84團

じゅみょうにも負けなければなりませ

ければなりません︒

ん︒

十四85国

ても︑心からおかあさんを愛しているからだと︑

十四93團なぜかといえば︑妹にしても︑私にし

おかあさんが力をおとしておしまいに

こうお考えにならなければいけません︒

いいかえれば︑ものごとの原因と結果と

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十四94團

十三93

の関係や︑その間に行われる法則を知って︑とと

十四356

もうすこしすれば︑ごいっしょに一

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

どうずれば︑外港からきたことばが調

あなたがたのものを見る目︑ものを考え

これを思えば︑人間の力というものは︑

ほどりっぱな國になっていくのです︒

る力が大きくなっていけば︑日本は︑見ちがえる

十四3111

べられますか︒

十四2712囹

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1511国

月をくらせるのだ︑

十四1410団圖

いをしなければなりません︒

なったら︑あなたのルイは︑たいへんかなしい思

十四96団
しかし︑よいといった方角へ移って困っ

のった知識とし︑

十三107

た人もあれば︑わるいといった方角へこして︑つ
よいことやわるいこと︑︿略﹀は︑知識

こうのよくなった人もある︒

十三1112

をもととして考えなければならない︒

そうして︑人は︑道理によって動かなけ

知識を警め︑学問を研究して︑迷信を

ればならない︒

十三121

十三125

まったくとり去ってしまうようになれば︑日本の
國は︑今日よりまだまだ進むことであろう︒

さるまわしは︑さるをつかったり︑せり
ふをいったり︑はやしをいれたりしなければなら

十三319

491

ば一ば

うちゅうにも負けないくらい廣大で︑すばらしい
ものだということができるでしょう︒
ばならないことは︑なんであるかということも︑

十四376 そうすれば︑人間がだいいちにしなけれ
しぜんにわかってくるはずです︒
とは︑なんであるかということも︑

十四377 人間がだいいちにしなければならないこ
十四461 それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ
ていなければ︑ふるえてもいません︒

たちは︑はえもしなければ︑大きくもならなかっ

紙をもてランプおおえばガラス戸の

とのもを見ればよきつくよなり

十五128図圃

外のつくよの明らけく見ゆ
うえの
月照らす上野の森を見つつあれば家

ゆるがして汽車ゆきかえる

十五137図圃

目をあけてつくづく見ればばらの木
黒くればばらはたちまち火となれり

にばらがまっかにさいてけるかも

十五144図魍
十五146叢雲

ゆれにゆるるか照りそう風に

ただみればこれかりそめのばらの花
いまそれをとめなければ︑もうその女の
一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と
一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ
わしが大きなくちばしで女の子の頭でも
どこでもいいから︑安全な場所へおりな
羽風で空論がゆれ動き︑ちょっとでもゆ
その場にいない人や︑遠くにいる人に知

ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた
めに︑家の道具を費らなければならなかった︒

十五491

れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五41一

の表わしかたをしなければならない︒

らせるためには︑文字に書くか︑またほかに特別

十五347

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

十五319

ければならないと︑少年は思いました︒

十五268

つつけば︑託けがをするか︑殺される心配がある︒

十五267

なければならない︒

十五265

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

十五249

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五246

おどろきて見ればその花動く

十五153蒼黒

おどろきて見ればその花動く

十四613園人間がせわをしてくれなかったら︑私 十五153図魍 ただみればこれかりそめのばらの花
たかもしれない︒

十四618園 いい種を︑來年もわすれずにまいても

らうことができさえずれば︑このかぼちゃは︑
︿略﹀人間にあげてしまっても︑さしつかえない
十四7011 もし︑表面にちゃんとふたでもしておけ
ば︑ひやされるのは︑おもに︑まわりの茶わんに
ふれた部分だけになります︒

しゅにまじわれば赤くなる︒

でもありますが︑

十四7611 茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら
十四8110

十四822 ちりもつもれば山となる︒

十四821図 たまみがかざれば詮なし︒

十四857 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑たしか
に空からの手紙にちがいない︒

しろい場面が発見されるように思われる︒

十四867 いますこしふかく考えれば︑さらにおも
十四9412 一本のマッチで︑火をともすことができ
たならば︑どんなによかろうか︒

十五121図圃 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の

十五91図圏水はしずかに流るると見ればもの花

十五502園

この焼物をやめれば︑日本から美しい

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ

ものが一つ消えてしまうことになります︒

十五5910囹

なんとかしなければ︑おみこしはあが

に見せなければならないものがたくさんある︒

十五631園

親の目から見れば︑自分の子女は︑︿略﹀︑

りませんよ︒

十五742

かわいいことはみな同じであって︑

らないという理由はすこしもない︒

十五747 それによって兄が特権を與えられねばな

十五747 親としてみれば︑自分の子女にはすべて

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑社会に

巣だたせたいのが念願である︒

の愛する子どもなのだから︑

十五749 神の目から見れば世界の人類はすべてそ

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

この廣間のなにものをもおさえている︒

十五852囹

らないつとめのためには︑なにかしらぎせいにす

十五867園人というものは︑自分のしなければな

なにかしらぎせいにする心がなければ

る心がなければならないものだよ︒

十五868園

あれだけ残っていればいいや︒

ならないものだよ︒

十五963囹

十五柵2園外へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た

まず第一にいわなければならないのは︑

ちは見られます︒

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

十五塒11囹

十五麗9囹 もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ

ば︑きりょうのわるいおかあさんもないし︑

みだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

十五備1園 ほおずりをしてもらえば︑すぐそのな

十五価2園 これから下へ帰ってから︑どういうよ

はあ一はい

492

うに私を見なければならないか︑

十五枷7 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を
かわいがっておけばよかったなと思った︒
三62圏さちこ﹁はあ︒﹂みんな﹁はあ︒﹂

はあ︵感︶2はあ

ばあい

三63園みんな﹁はあ︒﹂ゆりこ﹁春︒﹂
﹇場合﹈︵名 ︶ 1 1

七153 ﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ

ばあい

たばあいを︑しめしたものです︒

九96 これは色のばあいでも︑音のばあいでも同
じことです︒

九96 音のばあいでも同じことです︒
十四636 ばあいにより︑︿略﹀︑湯げの中に︑にじ
のような︑赤や青の色がついています︒
十四665 茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑
茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑
十四687 これは︑茶わんのばあいにくらべると︑
しくみがずっと大きくて︑

の湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ

﹇Vおばあちゃん

ぱあと

ぽあと

よあけにぱあとまつき色︑

︵副︶1

三495團
くんでさきました︒
ハアハア

つゆをふ

男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

︵副︶一

九5710

はあはあ
あたりまでまっかになり︑

﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒

バーバラ

三658

﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒

︹人名︺6

三6810

そこで︑バーバラは︑だいどころからほ

﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒

バーバラ

三721

三718

﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒

うきをもってきてはきました︒
三799

はい

﹇拝﹈︵名︶2 舞

さして指につくくらいでした︒

九477団やまねこ舜﹂字はへたで︑すみもがさが

﹁やまねこ拝﹂というはがきは︑もう

きませんでした︒

九753図田

はい︑これはせんどうさん︒

︵感︶58 ハイ はあい はい

二454園

はい

二706園 ﹃春の國﹄さあん︒﹂すこしたって︑

﹁それでいいかい︒﹂﹁はい︒﹂ジュデー

かげのほうで︑﹁はあい︑ここですよう︒﹂

はいいました︒

三623囹

﹁みんなそれでいいね︒﹂﹁はい︒﹂み

三626園 ﹁はい︒﹂デビッドはいいました︒
三629囹

﹁はい︒﹂女の子たちはいいました︒

んなも声をそろえてへんじをしました︒
三671園
ハーモニー

﹁︿略﹀︒﹂バーバラがいいました︒
︵名︶一

三828
ハーモ一一1

﹁はい︒﹂男の子たちもいいました︒

五136囹

そのとき︑おかあさんが︑かごにみか

﹁はい︒﹂

はい

い

らっしゃいますか︒﹂うらしま﹁はい︑そうです︒﹂

四梱4園 おとひめ﹁あなたがうらしまさんで

い︑三つずつおとりなさい︒﹂

んをいれて︑もっていらっしゃいました︒﹁は

四855園

四386園 ﹁はい︒﹂

みんなは︑﹃はい︑いいです︒

三675園
ハーモニカ

四211国薗

また︑音樂の時間によくつかう︑リズム
︵名︶4

とか︑ハーモ＝一とか︑︿略﹀とかいうことばは︑

十四268
ハーモ＝力

ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ
ハーモニカをふいているもの︑オルガンを

聖明許加勃の

くる︒

六962園

すみませんが︑そのいどの水を一ばいく

海の神﹁魚どもを︑みんなここへよび集

女﹁はい︒﹂女の人は︑たいをつれてでて

六941園海の神﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい︒

めるように︒﹂女﹁はい︒﹂

六938囹

ださい︒﹂女﹁はい︒﹂

六903園

ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑ハーモ 六856園 とられたって︒﹂禰論駒の﹁はい︒﹂
︹話手︺1

きみたち︑どこへいくの︒﹂勧川許仁効の﹁そ

﹇蝿﹈︵名︶1

病人のふとんをなおしたり︑ときどきそ
の手にさわってみたり︑はいを追ったり︑

十一764

はい

んな大きな物を持ってさ︒﹂

六228

ハーモニカのきりぎりす

＝力︑

十四2010

ひいているもの︑たいこをたたいているもの︑

六183

むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

五柳6

と︑ひわもよろこんで︑

十四6811 しかしまた︑見かたによっては︑茶わん 五梱2 さんちゃんが︑ハーモ一一力をふきはじめる
くにたものと思ってさしつかえありません︒

いったようなばあいばかりでなく︑だいぶようす

十四691 もっとも︑らい雨のできかたは︑いま
のちがったのもあります︒

おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒

十四719 しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで
十四795 ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ
ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

十四847 どうして雪のけっしょうができるか︑ど
んなばあいに︑どのようなけっしょうになるか︑
ばあちゃん

ばあさん 5おばあさん

か︒

十三383園

﹁はい︒﹂﹁はい︒﹂﹁はい︒﹂みんな元

﹁はい︒﹂﹁はい︒﹂﹁はい︒﹂みんな元

五二を呼んでいただきたいのです⁝⁝

んでいただきたいのです⁝⁝はい︒
しんじ
はい︒

十三406囹

はい︑はい︒

はい︑はい︒
十三408園

はい︑さようでございます︒

十三408
十五467園

﹇這上﹈︵五︶1 はいあがる ︽ーッ︾

5じゅうばい・ひゃくごじゅうばい

して︑それにはいあがっていきました︒

八Z7 せみは︑さっそく︑ぶさいくなかっこうを

はいあが・る

﹃はい﹄ということばと︑﹃いいえ﹄ ばい
﹃はい﹄﹃いいえ﹄︑やさしいことばで

はい色雲

ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き

﹇灰色雲﹈︵名︶2

はい色雲がたちこめて︑さとはしぐれ

がしとしと降るに︑ふもとの小屋はみぞれして︑

十一409圃

雲が耳うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒

十﹇342圃麦のとりいれことなくすめば︑はい色

はいいろぐも

かにいてすぎの話しずか

九備6図圏

このことをたずねたとき︑なぜすなお はいあそ・ぷ ﹇這遊﹈︵四︶1 はい遊ぶ ︽ーブ︾

え︑おとうさん︒ぼく︑三郎⁝⁝はい

え︑え︑はい⁝⁝そうですが︒

え︑うちに來たんですか⁝⁝へえ⁝⁝

六沿1

が財齢卯砂のバイオリンをちょっとひいて︑

オルガンのほかに︑バイオリンとか︑フ

いしい

にしの

ランドセル︑ピアノ︑オルガン︑バイオ

もりた

石井先生の手品や︑森田先生と西野先生

塑財齢回向の

解財樹凹 の﹁なかなかよくあつたね︒﹂

バイオリンのきりぎりす ︹話手︺5

のバイオリンとピアノ合そうなど︑

十五槻10

リン︑ハーモニカ︑

十四2010

ひいてみたらどうでしょう︒

ルートとか︑ほかの丸瓦を︑いっしょにあわせて

九64

﹁︿略﹀︒﹂

六237

す︒

六181 あるきりぎりすはバイオリンをひいていま

マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た バイオリン ︵名︶5 バイオリン

十三384園

十三393囹

⁝⁝へえ⁝⁝はい⁝⁝はい︒

んですか⁝⁝いつ⁝⁝え︑うちに來たんですか

十三393園

十三391囹

しょうか︒げんかんがしまっていたから⁝⁝はい︑

配給物を取りに行ったんじゃないで

十一6212園 ﹃はい﹄もいいにくいことばではない

に﹃はい﹄といわなかったのだね︒

十一629園

はありませんか︒

十一597囹

ということばだ︒

十一596囹

氣のいい返事をして立ちます︒

十一441園

氣のいい返事をして立ちます︒

十一441園

読みあげになりました︒﹁はい︒﹂

六9611園 海の神﹁たいののどから︑つりばりを 十一441園女の先生が︑卒業する子どもの名をお
とっておやり︒﹂女﹁はい︒﹂つりばりをとる︒

七64園 おけいこがはじまった︒﹁はい︒﹂﹁は
い︒﹂﹁はい︒﹂﹁先生︒﹂﹁先生︒﹂

七64園 おけいこがはじまった︒﹁はい︒﹂﹁は
い︒﹂﹁はい︒﹂﹁先生︒﹂﹁先生︒﹂

い︒﹂﹁はい︒﹂﹁先生︒﹂﹁先生︒﹂

七64囹 おけいこがはじまった︒﹁はい︒﹂﹁は

ぞえたかね︒﹂燃励長 ﹁ は い ︒ ﹂

七169園 はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

﹂好捷も﹁はい︒﹂

にんずをかぞえたかね︒﹂燃筋長﹁はい︒﹂

知ってい る 人

﹁ は い ︑ し ら べ ま した︒﹂

七169園

七201囹

七201囹先生﹁知っている人1﹂好詑も﹁はい︒﹂
﹁はい︒﹂

どうし

七216囹 よくごらん︒ひとりびとり︑ばらばらに
わかれて︑そっとね︒﹂好耀も﹁はい︒﹂

七244囹 はるお﹁はい︑だいこんの葉

裁判官﹁ほかにまだ︑知っていたかね︒﹂

て︑葉を砂の中に立 て る の ︒ ﹂
七8111園
乙﹁はい︑知ってい ま し た ︒

七8210園 もしあるなら︑ここで︑はっきりいうが

ま
まし
︑o
いい︒﹂旅人﹁はい ︑ 申 し あ げ ま す ︒
︸︑
し．：⁝一
﹁けんぎゅうというのですか︒﹂﹁はい︒﹂ 十一一一394園手紙が︑はい⁝⁝二番めのひきだしの

二番めのひきだしの⁝⁝上⁝⁝はい︒

⁝⁝上⁝⁝はい︒

あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒
はい︑四時ね︒おかあさんに⁝⁝はい︒
行ってもいいでしょう⁝⁝はい︑はい︒
行ってもいいでしょう⁝⁝はい︑はい︒
たけだ
きょう︑マンシュウから來た竹田さん︑
しんじ
おいででしょうか ︒はい︑眞ちゃん⁝⁝聖典を呼

十十十十十十

八2911圓

オハナシシテ
いぬにやりながら︑﹁ハ

ハイーイラナイノ

パンを︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十491囹
十513囹

﹁ハイ﹂﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返し

イ﹂﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返しました︒

ました︒

はい︑はい︒
はい︑はい︒

39

39．39

39

十513園
十6610園
十6610園

39

5109765
最愛園舟唄手

40

493
ばい一バイオリンのきりぎりす

はいがい一はいる

494

の﹁ここでいっしょに音樂会をやろ

白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

八1410

ニミリほどある︑白いうじのようなよう

巣からはいだしてきました︒

おやおや︑ありさんがきたよ︒﹂が上蓋四のの 七972

韻財耕 四

﹁大きな荷物だな︒﹂

六2111

六2210
ちゅうが︑はいだして︑

配たつ←しんぶんはい

どちらもたまごからはいだしてまもないも

きわけて地上にはいだします︒

︑2
01
0
夕ぐれをみはからって︑思いきって土をか
ノ
八732
﹇配達﹈︵名︶2

のであった︒

はいたつ

齢財翫四のの﹁こんな樂しさも知らないで︑氣

都財甜則力のバノーオリンをちょっとひいて︑

うじゃないか︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

六237

六2410
のどくなありさん た ち だ よ ︒ ﹂

はいがい

ハイキング

はい句

賠償

はいのぼる

︽ーリ︾

湿たつをする人は︑激てん車に乗って走り
﹇這上﹈︵五︶1

はいはい

ありは︑いそいでかりうどのすねにはいの
﹇這這﹈︵名︶1

はいはい
︽ーッ︾

さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に
︵感︶1

はいはい︒なんですか︒
はいまわる

おしめカバーをさせたままほっておくと︑

﹇這回﹈︵五︶1

民ちゃんは平氣でそこらをはいまわっています︒

十二255

はいまわ・る

七7510園

はいはい

でましょう︑町にでましょう︒

五53

はいはい

ぼりました︒

六168

はいのぼ・る

ました︒

五1911

たちをみんなかばんにいれました︒

五163そこへ︑著たつをする人がきて︑︿略﹀︑私

古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑かき︑ たっする

﹇這貝﹈︵名︶1

十一﹇9710

はいがい
︿略﹀などをたくさんだべていたようです︒

はいきゅうもの ﹇配給物﹈︵名︶1 配給物

十三381園 おかあさん︑配給物を取りに行ったん
︵名︶一

じゃないでしょうか︒
ハイキング

十三4110園 おばさんがね︑こんどの日曜︑きみを
﹇俳句﹈︵名︶2

お客さんにして︑ハイキングにつれて行くって⁝
はいく

十二714 このようにして芭蕉につかえながら︑は

十二704 はい句を勉強することに心をきめました︒
い句の話をきくのでした︒

はいけんさ・せる ﹇拝見﹈︵下一︶1 はいけんさせ
︽ーセ︾

﹇賠償﹈︵名︶1

五128園 きっぷをはいけんさせてもらいます︒

る

ばいしょう

敗戦

︽ーシ︾

はい・る

︽ーッ・1

はいりたまう

はいる

︽一

おりよく戸があいていたので︑あひるの子
﹇入給﹈︵五︶1

ハノール

さあ︑はいりたまえ︒
﹇入﹈︵五︶朔

六232園

エ︾

はいりたま・う

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八874

十三179 ドイツオーストリアニ國との迎いに敗れ︑ はいりこ・む ﹇入込﹈︵五︶1 はいりこむ ︽ーン︾

賠償として︑シュレスウィヒとホルスタインとい
﹇敗戦﹈︵名︶1

う︑作物のよくできる二州をとられました︒
はいせん

はいだす

十三261 敗職のために意氣のおとろえた國民は︑

﹇這出﹈ ︵ 五 ︶ 4

希望をとり返し︑
はいだ・す

︻98圏國

﹁はいった︒﹂﹁はいった︒﹂しろいた

﹁はいった︒﹂﹁はいった︒﹂しろいた

ラ・ーリ・ール︾←おはいる

一101圃國

ま︒

ま︒

はなれぼしにある

きしゃは︑まもなくくものとんねるに

かごにはいったたまをかぞえましょ

﹁はいった︒﹂﹁はいった︒﹂あかいた

一103圃国 ﹁はいった︒﹂﹁はいった︒﹂あかいた

一104圏国

ま︒

ま︒

﹇106囹
一512園

う︒

はいります︒

そんなときには︑

おとうさんも︑わたくしも︑わのなかに

がっこうにはいって︑べんきょうしてくるので

一5410園

す︒

はいって︑おはなばたけをおどりまわりました︒

一641

二553 ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こんな

二264園きゅうりが︑くつの中にはいりました︒

はいって

いうものは︑おじいさんの

ほそ長いびんに︑さかなが

一年生がはいってきます︒

こんど︑みなさんが二年生になったら︑

ことをかんがえました︒

二605園
あたらしい

三335園

それからと

いました︒

三撹5

とる竹の中には︑たびたびこがねがはいって
いました︒

三梛4 家にはいってごらんになると︑光の中
にきれいなおひめさまがすわっています︒

学校にはいる子どもも︑いちいち知ら

せてくれます︒

四47
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はいる
はいる

ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒

四205團 ねずみが三びき︑わの中にはいり︑

いと中にはいりました︒

四221団あちこちまわっているうちに︑ぴょ

はいってきます︒

四㎜6 そこへ︑かめがうらしまをあんないして

五十音の中で︑ナニヌネノという一ぎょう

するするとはいるくらいの大きさに作って︑

山川2

この二つは︑両方とも︑マミムメモという

の中にはいっている音ばかりではないか︒

六擢3

みんなが勉強する教室にはいって︑こし

一ぎょうの中にはいっている︒

七711囹
七423

汽車はトンネルにはいった︒

かけてみたり

五164囹 さあ︑このかばんにはいるんだよ︒

裁判官がはいってくる︒

五86園 にいさん︑汽車がはいってきたよ︒
五171 まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大
七801

1びきの白いうさぎと︑茶色のうさぎは︑

八382

茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
その中に︑わたのようなふわふわした毛が︑
あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

宝ぐらの中で︑宝物をかぞえておいでにな

われめができました︒

八223

いっぱいはいっていました︒

七958

がなかったので︑

七936

おくへはいってでてこないので︑

七924

きなはこの中にはいりました︒

りました︒

五205 なしの花のきれいにさいている家に︑はい
五335 この荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しん
じゅなどがはいっています︒
が︑たけのこごはんですよ︒

五928園ごはんの中にたけのこのはいっているの
六45 いろいろな音や︑みたこともないような物
が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑

﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つかつかと小屋の中

そのとき︑王女がはいってきました︒

ると︑み知らぬ人がはいってきました︒

八416

なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

六45 目にはいるばかりで︑

八488

なにしろ︑水をこわがるのだから︑どん

かりいぬが︑ピシャ︑ピシャとぬま地へは
いってきた︒

八747

ができなかった︒

なにしても思いきってはいるようにしてやること

八641園

へはいっていきました︒

六87 このとき︑父の時計屋さんがはいってきた︒
六118 ねじは︑自分がここにはいったために︑こ
の時計ぜんたいが︑ふたたび活動することができ
たのだと思うと︑うれしくてたまらなかった︒
六293 おはいり︒﹂戸をあけて︑きりぎりす一︑
二がはいってきます ︒

六4211 かかしが列のまん中にはいっている︒

小屋の入口の戸がすこしあいているのをみ

そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ

あたたかなへやにはいってさ︑

つけたので︑そこから中へはいっていった︒

八777
八825園

たかと思うとまたすぐはいります︒

六517 月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で
六518 でたかと思うとまたすぐはいります︒

八869

るたるの中へとびおり︑こんどはまたこなおけに

六625 きゅうりがくつの中にはいりました︒
六棚10 そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

へやにはいってくる人があると︑

はいってしまった︒

九212

いって︑頭から水をあびるのが奇しみでした︒

九368団山からおりるとき︑この谷まの流れには

土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

たけいっぱいにはいります︒

九792

トロッコをおして︑炭坑にはいっていく工

さかいもすぎ︑ながの縣にはいった︒

九伽7 求め求めて︑いっか︑いまのしずおか縣の

員︒

十243

妹は︑︿略﹀︑よその家の門の中へ︑はいつ

十494囹 ゴメンクダサイッテーハイッテクノヨ
十529

﹁ゴメンクダサイッテハイッテクノヨ﹂

ていこうとします︒

﹃ぶす﹄といって︑おそろしいどくがは

と︑おとなびたことをいいました︒

十5210園

十667園

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる

いっている︒

十695園

うまそうなあまいにおいがして︑黒っぽい

なにかはいっているとみえて︑重たい︒

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十674

十703

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

ものがはいっていました︒

十一647

﹁︿略﹀︒﹂と︑看護人は︑くり返しなが

帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし
た︒

十一678

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

ら︑中へはいりました︒

十一734

ひとりの男が︑看護婦に送られながら︑

へやの向こうのはしにはいってきました︒

そのへやにはいってきました︒

十一819

はいれる一はえる
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てきました︒

十一895 医者が︑看護婦と看護人をつれてはいつ
十二275 いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ
やにはいっているというように︑

十一一352 ﹁水﹂がその中にはいっているものであ

ることを︑はっきり教えるために
十二448園 その人形などは︑︿略﹀︑まるでたまし
いがはいっているように動くよ︒

十二㎜1 外画から書物が新しくはいってくること
は︑外國人の心が傳わることで︑

十四205 外國からはいってきたことばが︑いろい

チフスやトラホームは︑ドイツ医学がは

ときに︑︿略﹀傳わったことばであろう︒

十四266
十四2610
西洋の油絵がはいってきたときに

西洋音樂がはいってきたときに︑

いってきたときにく略﹀傳わったことばであろう︒
十四2612

日本といちばん関係のふかかった大陸か

ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく

﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

不幸のなかまにはいってしまった︒

十五田3園

はいれる ︽ーレ︾

の戸だなの中にはいっているの︒

十五皿3園 それは︑おとうさんがかぎをかけたあ

﹇入﹈︵下一︶2

七344園もうすこし︑中へはいれませんか︒

はい・れる

七362園 とてもはいれないね︒

17

一本のくすのき

はえる ︽ーエ・iエル︾

﹁ピイヨ︑ピイヨ︒﹂と︑ひなは鳴いて︑

﹇Vできばえ

︵下一︶

木もはえていますよ︒

中にわに︑とうもろこしがたくさんは

そこは木の下ですから︑大小の木の根が︑

八161

ろに︑

一わのあひるがすわっていた︒

八608 みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ

た︒

からみあい︑かさなりあってはえています︒

しずかに室内にはいった私の目に映じた

八216 地上には︑一本のささだけがはえていまし

だには︑すっかり毛がはえました︒

七969 12望めのきょう︑みんな︑目があき︑から

えています︒

三351囹

がはえました︒

三222 むかし︑あるところに︑

一424

5めばえる

は・える ﹇生﹈

はえ

はってでた︒

八651

はうようになり︑立つようになり︑

五638園生まれたときは︑ねてばかりいたのが︑

それが︑あまり古い時代にはいってき は・う ﹇這﹈︵五︶2 はう ︽ーウ・ーッ︾

らは︑どんなことばがはいってきたのだろうか

十四273
十四276園

て︑長いあいだつかっているうちに︑

つるがこういったとき︑高い声でわらい
中には︑熱い湯がいっぱいはいっており

ながら︑どやどやとはいってきたものがあります︒

十四574

ます︒

十四623
十四699

ろまじっていることを
十四237囹 外國からはいってきたことばは︑英語
十四9312

白い茶わんにはいっている湯は︑

だけではなく︑ほかの國からも︑いろいろはいつ

ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の

血まなこになって目の前のてきを相手に
しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

十五327

かけらが目にはいりました︒

十五3011

さんはいっていた︒

てきている︒

十四238囹 ほかの國からも︑いろいろはいってき
ている︒

十四245 私は︑どうしてこんなにたくさんのこと
ばが︑いろいろな國からはいってきて︑日本語に
なったのだろうかと︑ふしぎになってきた︒

十五539
のは︑

十五731

チルチルとミチルと︑︿略﹀とは︑はじ

わたしたちの生活のなかまにはいって︑
わたしたちのすることを︑みんな見るといい

十五911囹

で︑せなかをむけているのはだれです︒

て︑なにかでてきそうです︒

九379團 名も知らない雑草がいちめんにはえてい

なものがたくさんはえていました︒

十五8811圏それから︑あの︑なかまにはいらない 血肝8 ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう

めはいって來たとき︑すこしはにかんで︑

十五8210

しものをしておられたが︑

自分は書さいにはいって︑しきりにさが

たものが︑いちばんすぐれていたという︒

十四2411 日本になかった品物が︑外巻から傳えら 十五4710 ﹁色なべしま﹂といわれる︑色のはいつ
れたときに︑そのことばもいっしょにはいってき
たので︑

十四2412 ラジオといっしょに︑﹁ラジオ﹂という
ことばがはいり︑

十四2510 外國のことばがはいってきたのは︑品物
からだけではなく︑

十四261 日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ
オランダからはいり︑そののちはドイツ医学がお
もに傳わったとうかがつたが︑
十四262 西洋医学は︑はじめオランダからはいり︑

十四264 コレラは︑オランダ医学がはいってきた
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はおと一はがゆい

九3711団 なん十メートルもある高いすぎやまつの
はえているところは︑書でもうすぐらく︑

←じんばおり

はか塁おはか・にいじまゆず

たく大きなあくまです︒

はおり

﹇墓﹈︵名︶2

るのはか

十611 うちのお庭に︑たけのこが一本はえてきま はか
した︒

この人形は︑はにわといって古代人のは

かからほりだされたものです︒

十二棚5

立ててやりました︒

十一3810圃山にはまったけが︑かおりも高くはえ 八129 ﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを
てくる︒

十三211 実際に試験してみると︑もみの木ははえ
るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

二418囹

たろう﹁ばか︒﹂

ばか

山びこ﹁ばか︒﹂

そうして︑これからは︑はがきに︑かね

きてくださいませんか︒

たいちろうどのと書いて︑こちらを裁判所としま

九708園

﹁やまねこ拝﹂というはがきは︑もうきま

それから︑はがきのもんくですが︑

すが︑ようございますか︒

九714園

せんでした︒

九753

十三533 絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

かぼちゃの花がさきました︑はかげに

﹇葉陰﹈︵名︶1 はかげ

すってあります︒

はかげ

ふたつさきました︒

三502圃

そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの

り︑いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

まん中にあなをあけてやったら︑それ︑このとお

五921園

だって︑だれかがばかにするんだもの︒ はが・す ﹇剥﹈︵五︶1 はがす ︽ーシ︾

﹇馬鹿﹈︵形状︶4

一一422園

ばか

二419囹

十四594園 しかし︑土にはえていないかぼちゃな ばか ﹇馬鹿﹈︵名︶2 ばか
んて見たことがない︒
のか︑考えたことがありますか︒

十四607園 あなたがたは︑どうして地面にはえた

十四613園人間がせわをしてくれなかったら︑私
六餅5囹

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

なんだと︑ひとをばかにしている︒

たちは︑はえもしなければ︑大きくもならなかっ

九684園

そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を

羽風

︽ーッ︾

みるみるうちに工事がはかどって︑九十

﹇捗﹈︵五︶1 はかどる

︽ーイ︾

ちょうど︑少年がそういうはかない希望

﹇儂﹈︵形︶1 はかない

十一812

はかな・い

九の石だんができあがった︒

十二588

はかど・る

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

﹇羽風﹈︵名︶1

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒

十二424

この中で︑いちばんばかで︑︿略﹀︑頭の はかせ ﹇博士﹈︵名︶1 はかせ
はか石

はがきεえはがき・ふる

十五319

はか石に水をそそぎながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ はかぜ

﹇墓石﹈︵名︶1

﹇葉書﹈︵名︶10

うちの人のかいたてがみやはがきを︑
おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑

あのはがきは︑わしが書いたのだよ︒

それなら︑はがきをみたろう︒

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

七157

はがゆ・い

﹁はがゆい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私たちのからだの

﹇歯痒﹈︵形︶1 はがゆい ︽ーイ︾

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒

九574囹

これからも︑はがきがいったら︑どうか

はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

九592囹

あるのは︑おもしろいではありませんか︒

名まえに︑このような︑いろいろなつかいかたが

九703園

九479

いちろうのうちにきました︒

九472

ここにいれます︒

三918

はがき

はがき

おばさんはふたたび呼びかけた︒

十五722

はかいし

つぶれたようなやつが︑いちばんえらいのだ︒

九693園

ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

たかもしれない︒

羽音

十四829 まかぬ種ははえぬ︒
﹇羽音﹈︵名︶8

九柵10．ブンブンブン︑ブンブンブーンと︑遠いと

はおと
ころで羽音がしました︒

九個3 ブンブンブーン︑羽音がだんだん近づいて
きます︒

九悌5 目をつぶってしずかにしていると︑また︑
パタパタという羽音がきこえてきました︒

十三472 はちの羽音が︑チューリップの花に消え
る︒

羽音をたてて︑︿略﹀舞いおりて來ます︒

十五231 大きな一わのやまわしが︑サアッという

と︑

十五281 鳥はサアッという羽音をさせたかと思う
十五305 わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった
かと思うと︑

十五308 その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ

はからう一ばかり
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はからう

ばかり

ばかり

﹇▽みはか ら う

︵副助︶91

二385でる人たろうおとうさん山びこ︵声
ばかり︶

三404 きょうならったばかりのしょうかを︑大
声でうたいながらあるきました︒
ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

三648囹右手と左手をはんたいにこいだら︑
五爵4 ふしのくすりと手紙は︑かえってかな
しみをますたねになるばかりでしたので︑
四706 こころは︑きくばかり︒
らない人ばかり︒

四佃1圃生まれた村にかえったら︑だれも知
五469 春になったばかりだから︑うまく鳴けない
のだろう︒

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五487 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

五638園生まれたときは︑ねてばかりいたのが︑
六46 いろいろな音や︑みたこともないような物
が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑

六683 ﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写

らです︒

七844園

きいてみれば︑いちいち︑もっともなこ

うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ

とばかり︒

7ひきの生まれたばかりの子うさぎは︑わ

ばかりたべて︑

七888

七962

だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

八67

るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

ききかたのちがいだろうと思う人もありま

しょうが︑そればかりでなく︑

八88

女の子ばかりでなく︑茶のまにいたうち

じゅうのものがびっくりして︑

八115

八1211かわいいものをなくしたばかりでなく︑私

そればかりでなく︑ねこやにわとりとは

まったくちがった考えをもっていた︒

八794

てばかりいた︒

八806 それで︑あひるの子は︑すみっこにすわっ

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八947 ういたもみがあったので︑手ですくってみ

た︒

八995 やく12平方mに150かぶばかり植えまし

音というものは︑情景をあらわすばかりで

なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

九145

九408團はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

が半分ばかり顔をみせていました︒

九492

ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

九8110囹 先生︑ここは貝ばかりですよ︒

三島1囹

くもは︑いまみたばかりのゆめを︑なんど

わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒

はたばかりいじっていて︑おかしなやつ

いずれも︑八つばかりの子どもたちでした︒

これは︑足がおそいというためばかりでな

太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

いつもは︑いちばんびりにいるばかり

で︑べつに用もないようだが︑

十一66囹

く︑わるちえがあったから︑

十7111

く︑

十482

い草原があるので︑

十477家から士＝二分ばかり歩いたところに︑廣

だ︒

十329囹

十114

十85 二月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑

もなんども思い返しました︒

九重10

光っていました︒

いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに

は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かなしくてな

九搦10

あおぎりの根ばかりではなく︑あたりの木

りませんでした︒

八161

太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

の根ものびています︒

八347

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか

あとはぐっすりねるばかりだ︒

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八703

八481園

らわる口をいわれるばかりでなく︑にわとりから

生しました︒

六792囹息ばかりではありませんよ︒

すがたがみっともないばかりに︑みんなか

もぶたれたり︑つつつかれたりした︒

﹂

それからのちは︑わるくなるばかりであっ
﹁これも自分がみにくいばかりに

そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため
しにおいてもらった︒

八793

と︑あひるの子は思った︒

八7111囹

た︒

八712

らしかりとばされるので︑

八709

六相2 ナニヌネノという一ぎょうの中にはいって
いる音ばかりではないか︒

七73囹 ならったばかりの唱歌を︑大きな声で
歌っていく子ども︑

七335 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ
ぬ

うちょを︑しいくびんからとりだす︒
七651 いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑
毎日はれ︒

七835圓道のかたがわの草ばかりたべてあったか

499
はかる一はかる

りです︒

ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす

十五2310 人々はただ︑﹁あれあれ︒﹂とさけぶばか

十五411一

新島裏という名を耳にした私は︑とびあ

あの人たちは下等でもあり︑たいてい

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

十五805 それ以前は︑おたがいに他の極々のこと

がらんばかりにおどろいた︒

十五5811

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

十五476 有田に焼物がはじめられたのは︑いまか

あった︒

十五463 かれには︑みなめずらしいものばかりで

表わすことができて︑標準語の教育に役だつ︒

むばかりでなく︑発音のこまかなところまで書き

︿略﹀書きのこしておくということは︑ただおも
すこしばかり手ならしをしてから︑駆け
もし︑そのわけにかなわないことをすれ

夢殿の観音︿略﹀︑いまから千三百年ば

ガリレオも︑十三年ばかりは︑だまって
しかし︑切りとるばかりで手入れをおこ

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

十五8312園

﹇計﹈︵五︶11 はかる 計る ︽ーッ・ーリ・

ール︾与おしはかる

はか・る

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸
いま学校から帰ったばかり⁝⁝

じ

子うさぎの毛の長さを計りました︒

子うさぎと母うさぎのめかたを計ってみま
七992

ふだん︑私たちは︑メートルという輩位を

耳の長さも計りました︒

そこで︑もっと大きな軍位をもとにして計

光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい

れて︑はかってさけびました︒

九729

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

八348

ります︒

八341

用いてきょりを計りますが︑

八3310

七992

した︒

七988

㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝でした︒

私たちで︑めかたを計りました︒

七928 うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は2

七865

帰ったばかりだから︑お客さんさ⁝⁝

十三4111園

そればかりとも思われません︒

雲が消えてしまったあとには︑いまいっ

もっとも︑らい雨のできかたは︑いま
そればかりではない︒

おどろきてわが身も光るばかりなり
ふ

これは︑富士山よりはすこし高く︑四千
百七十メートルばかりの高さがありますが︑

十五197

大きなるばらの花照りかえる

十五151図圏

十四958

いったようなばあいばかりでなく︑

十四691

た︑ちりのようなものばかりがのこっていて︑

十四648

特別なはたらきは︑なに一つございません︒

十四5511囹私は︑こんなに長いばかりで︑︿略﹀︑

十四301

とばかり思っていました︒

十四224園先生︑私は︑これはみんな︑日本語だ

十三381囹

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑

十三2412

たったために︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三203

研究を続けていましたが︑

十三159

かりまえに作られたものであります︒

十二皿8

ゆめどの

そのことばがわかったとはいえないことになる︒

ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

十二8810

い場にもどってくると︑

十一一778

しろみがあるばかりでなく︑とうといことである︒

十一1011園船ばかりではなく︑あの町でも︑あの 十二562 おじいさんやおばあさんからきいた話を
工場でも︑︿略﹀︑ 同 じ こ と だ と 思 う ︒

十一2311 母親も︑子どもをよそへやってから︑夜
になると︑ため息ばかりついてねむれません︒
十一302 そればかりではありません︒
すりするばかり︒

十﹁399圃 冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ
十一733 半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき
こえました〇

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒

十一7812 看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか
十一7911 医者は︑まったくだめだといわんばかり
に頭をふりました︒

うど︿略﹀同じ日に︑入院したんです︒

十﹁866園 やはり外註から帰ったばかりで︑ちょ
十一886 病人はますますわるくなるばかりでした︒

十二了6 その意味がわかりません︒少女とやまぶ
きの花とをみくらべるばかりでした︒
てみせたものは︑ガラスのかけらばかりでした︒

十ニー010 ポケットに手をいれましたが︑とりだし
十一﹇239 近所の荒れ地を三十アールばかりかいこ
んして︑

で︑それが母だとばかり思いこんで︑

十二326 私は︑近づいてくる足音を感じましたの
十二345 ﹁すわる﹂﹁立つ﹂﹁歩く﹂など︑すこし
ばかりの動詞も知りました︒
いう満足を覚えたばかりでした︒

十二3512 ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと
十二4611囹 これに光をあてて影絵にしてみせるの
だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十二554 なつかしい山や︑おもむきのある川など
があるためばかりではない︒

はがれる一はぐくみそだてる

500

﹇掃﹈δひとはき

はがれる

はきだす

︽ーレ︾

︽ーシ︾

︽ーシ・ース︾

︽

ッ︾

はきものがきちんとそろって︑わたく

︵下一︶

2

はきよせる

︽一

一年生の子が︑学校にくる道で︑はき物に
﹇豊丘﹈

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

ハギンス

学校へかよう子どもたちのことを思っ

ではいていく︒

て︑おもてのとおりをさっさとはく︒

四909

まわりをさっさと

しんぶんはいたつする人のことを思っ

ひとはきはいて︑うちにあがっておい

て︑ゆうびんなげいれ口の

四913
はく︒

四914

はく ︽ーイ︾

はなおができあがると︑男の子は︑そ

﹇履﹈︵五︶8

でになると︑ひたいからゆげがたつ︒
は・く

した︒

れをはいて︑元氣よくかけていってしまいま

先生がかけらをいろりのかたすみにはき 四333團

︹人名︺3

十五517

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

ハギンスの祖父にあたるプリンタリーが︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分のことをうちあけた︒

十五458

は︑私のプリンタリーじいさんがね一

まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん
すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

どん走っています︒

八585

大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ

﹁フッ﹂と息をはきました︒

けむりをはいて走ってくる︒

十一44

十5011

﹇掃﹈︵五︶6

はく

︽

イ・ーキ・ーク︾

をひいて通っていくのがみえるし︑
は・く

﹁では︑はいてごらん︒﹂おかあさんが

九619

よくみると︑これはみんな赤いズボンをは

おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

どうかそのかわりにはいてください︒

おじさん︑これをはいてください︒

いたどんぐりで︑

十一226囹

十一231

十一2210囹

受けてくれませんでしたが︑おしまいには︑喜ん

ではいてくれました︒

ません︒

大きなげたをはいた女の人が︑おともを

十ニー13園くつをはいている子どもはひとりもい
十二価3

﹇爆音﹈︵名︶1 ばくおん

ふたりつれています︒

六鵬8 空からブルン︑ブルンというばくおんがき

ばくおん

こえてきた︒

﹇育育﹈︵下一︶1

はぐくみ育

では︑ガリレオは︑はく害のため︑考え

はぐくみそだ・てる

をかえてしまったのかというと︑

十三165

そこで︑バーバラは︑だいどころからほ はくがい ﹇迫害﹈︵名︶1 はく害

おっしゃいました︒

三719囹

三722

どんなにつもっていても︑おかってから

うきをもってきてはきました︒
はきはじめて︑かいどうへぬけて︑おとなりま

四904

赤いくつをはいていました︒

十五4411園私はハギンスというものですが︑じつ 五715 おばあさんは︑︿略﹀︑金のうでわをはめ︑

ハギンス

よせておいでになっているようすを感じましたが︑

十二3510

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五855

セ︾

はきよ・せる

雪がついてころびました︒

六585

したちのかえるのをまっています︒

三332園

十二256 わたしは時間をはかってはく略﹀ものか はきもの ﹇履物﹈︵名︶2 はきもの はき物
げへっれていって︑用をたさせるようにしました︒

﹇剥﹈︵下 一 ︶ 1

十四654 湯の温度を計る寒暖計があるなら︑
はが・れる

六伽6園 でも︑のりがかわかないうちにあまりい
はき
﹇履﹈与うわばき

じると︑すぐはがれますよ︒

はき

はぎ ﹇萩﹈︵名︶2 はぎ5のはぎ
十一371圃 はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく
なってきた︒

た秋の野原︒

十二描11 土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ
はぎしり ﹇歯軋﹈︵名︶1 歯ぎしり

﹇吐出﹈︵ 五 ︶ 2

をたてて︑あらしの中をつき進んでいく︒

十一528 電車は︑歯ぎしりでもするように車の音
はきだ・す

はきだす

はぎとる

はきはじめる

五324

十3911 だいいち︑母貝は︑その核をそとにはきだは・く ﹇吐﹈︵五︶4 はく ︽ーイ・ーキ︾
して︑受けつけなかった︒

﹇ 掃 出 ﹈ ︵五︶2

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

十401 はきだしもせず︑死にもしないものでも︑
はきだ・す

﹁わたしが はきだして あげよう︒﹂

バーバラがいいました︒

三717園

﹇剥取﹈ ︵ 五 ︶ 1

三722 けれども︑はきだすこともできません︒
はぎと・る

︵下一︶

しまったということです︒
﹇掃 始 ﹈

1

十ニー24 そうして︑ページをはぎとって︑たべて
はきはじ・める
︽ーメ︾

ぬけて︑おとなりまではいていく︒

四902 おかってからはきはじめて︑かいどうへ

501
はくし一バクテリア

七弔4 ふいに︑はくしゅがおこった︒

︽ーテ︾
どうししや

てる

七4310はくしゅが四方からおこった︒

した︒

われるようなはく

七462これをきいて︑みんなは︑またはくしゅを

十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に
だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑

七546はくしゅがおこった︒

はくし ﹇博士﹈︵名︶12 博士εアインシュタイン
はくし・クラークはくし・ジョルダンはくし・ダブ

十二835スタンドの人たちは︑

両選手のために︑見物人たちは︑しばら

りすが︑

二ひき

く︑あらしのようなはく手をおしみませんでした︒

十二8610

手をふたりに送りました︒

リュージェーホランドはくし・デビッドスタージョ

十四346 博士の計算では︑うちゅうのさしわたし

ルダンはくし・ホランドはくし・ろうはくし
は︑およそ二十億光年ということです︒

白線

はくせいの

﹇白線﹈︵名︶1

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ

ょう

ばくちく花火

く ちき

くち

し

ばくちく花火が︑
パンパン︑もうくらく

︵名︶1

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五736

はくせん

のっていました︒

三341園そこに︑

十五544 博士は︑しずかに歩みよる私が手にして はくせい ﹇剥製﹈︵名︶1 はくせい
いるしょうかい状に目をそそいで︑

十五5812 なお語り続けようとする博士をさえぎっ
すると博士は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一言のもと

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

十五593

にしりぞけようとした︒

七633

なっている︒
﹇白鳥﹈︵名︶17

八283川の水は銀色に光り︑

はくちょう

にういていました︒

八842それははくち．ようであった︒

いった︒

八847

あひるの子は︑
あの美しい︑しあわせなは

るまわり︑ その首をはくちょうの方へさしのべ︑

くちょうをわすれることはできなかった︒

八849

ところが︑木のしげみから︑二三ばの美し

︑
ノ8
80
1はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑

いはくちょうがあらわれてきた︒

八889

か

十五596 その関係を物語る私の顔を︑あなのあく ばくちくはなび ﹇爆竹花火﹈

たり︑しずかに食事をしたが︑

十五7511 博士は︑そのことばの意味をときかねて
いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑
意をふかく謝して︑別れの手をさしのべると︑

十五765 停車場まで送ってくださった博士のこう
十五766 博士は満面ににこやかなわらいをたたえ
ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑意外なあいさつをされた︒

はくしゅ ﹇拍手﹈︵名︶6 はくしゅ はく手

あひるの子は︑
水の上を車のようにくるく

國からあたたかい國︑ 廣いみずうみへと︑とんで

ず

八843はくちょうはみごとな羽を廣げ︑この寒い

つ

さをどこかにさけて︑家の中はがらんとしていた︒

が

ほど見つめていた博士は︑つと立ちあがって︑
十五732 やがてすがたをあらわした博士の手には︑
︿略﹀︑なつかしい 数 々 の 写 眞 が あ っ た ︒

十五734 思い出にうたれている私の目の前で︑博
士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくりひろげ︑

は

、

十五7310 乏い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ

十五738 眞夏であったので︑博士の家族たちは暑

は

﹁︿略﹀︒﹂そういって︑水の中にとびこみ︑

かるく水の上をおよいでいた︒

はくちょうのほうへおよいでいった︒

八899

みっともないあひるの子ではなかった︒は

︑0り一 はくちょうはあひるの子をみた︒
ノ81

八9011

生まれがはくちょうのたまごであってみれ

くちょうであった︒

はくちょうは︑その受けてきたまずしさと

ば︑あひるの小屋に生まれてもさしっかえはない︒

八911
八912

年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

ふしあわせとをかえって喜んだ︒

年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

うのまえにきて頭をさげた︒

八929
八9210

新しいはくちょうは︑すっかりはにかんで

うのまえにきて頭をさげた︒

にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの

しまった︒

八9211

八936

わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

まえに枝をたれた︒

﹇白鳥達﹈︵名︶2

はくちょうたち

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八938

はくちょうたち

と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

︑8
41
0そうして︑はくちょうたちがみえなくなる
ノ

八916 大きなはくちょうたちは︑そばへおよいで

バクテリア

したがって︑その地球の上に住んでいる

︵名︶3

きて︑くちばしでかるくなでてくれた︒

バクテリア

人間などは︑バクテリアよりも︑もっともっと小

十四3412

大うちゅうから見たら︑︿略﹀人間は︑

さなものに感じられるかもしれません︒

十四352

そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑

バクテリアにもおとるほどの小さなものでしょう︒
十四354

はく1まい一はこ
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﹇白梅﹈︵名︶1

引力の法則を発見したり︑
はくばい

白梅

十一307圏 紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす
ぎれば風あたたかく︑

はくぶつかん ﹇博物館﹈︵名︶2 博物館5カーネ
ギーはくぶっかん・メトロポリタンはくぶっかん

十五535 目ざすりっぱな博物館に自動車を乗りつ
け︑︿略﹀おくまった館長室の前に立った私は︑
︿略﹀自分の論文を出版してもらうことで︑

︽ーレ︾

かれを氣ちがいとよび︑やましとさえののしるよ

しかし︑風がはげしいので︑すぐかさを

うになった︒

十一517

大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ

つぼめてしまった︒

十一684

では︑バケツは︒

︽ーッ︾

十424

どんなに病氣がちでも︑父親の生きてい

幸吉とうめは︑たがいにはげましあった︒

るあいだは︑みんなはげましあって︑どうにかこ

十一235

うにか切りぬけてきましたが︑

ほかのものは︑あとになり︑さきにな

﹇励﹈︵五︶10 はげます ︽ーサ・ーシ︾

四508

はげま・す

火のでるようなはげしい試合が続きまし

四508 はげましはげまし︑さけびました︒

バケツは︑もとは英語だってね︒

十四197園

﹇息合﹈︵五︶2

バケツはね︑手おけさ︒

その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ

しかし茶人は︑いろいろな困難をしのいで︑

このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑

天略﹀︒﹂こういつて︑失望にしずむ幸吉

あたたかい愛情のこもったことばで︑

やさしく話しかけたり︑しっかりするよ

私は︑いままで試合のまえにこんなふう

﹇剥﹈︵下一︶1

はげる

︽ーゲ︾

どんどんすっていたら︑こんどはすぐには

﹇箱﹈︵名︶6

三356囹

んばこ

はこδげたばこ・こぼこ・す

こうさくしつでは︑六年生が︑はこのよ

ずりばこ・たまてばこ・ひとはこ・ボールばこ・ほ

はこ

げましたが︑くだけた米もでてきました︒

八㎜4

は・げる

にはげまされたことはありませんでした︒

十二787

うにとはげましたりしました︒

十一884

しっかりするようにと病人をはげましました︒

十一785

を︑なんどもはげました︒

十411

なぐさめたりしたのは︑母であった︒

十339

みんなをはげましては上流へたどっていった︒

九麗11

しょうけんめいに登っていった︒

九鵬5

くださった︒

七535 みんな元氣でやるんだ︒﹂と︑はげまして

りして︑はげましはげまし︑さけびました︒
試合はふたたびはげしいものになってい

しいくすりのにおいがただよっていましたQ

十二817
た︒

﹁ジャン︑ジャン︑ジャン﹂と︑はげし

これがあまりはげしくなると︑きけんに
上からぎゅうぎゅうとおしつけ︑両足で

バケツ

わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった
︵名︶8

バケツの中に月がうつっている︒

おかあさんのバケツがおもそうだ︒

庭で植え木の手入れをしている父にこう

バケツの音もする︒

十四184園

では︑バケツやカーテンなどは︑日本

十四198園

はげましあう

はげましあ・う

語で︑なんといっていたんでしょう︒

十四191園

いれて持っていくだろう︒

いわれたら︑バケツか︑じょうろに水をいっぱい

十二876

七84

四17一

バケツ

かと思うと︑

十五305

いっそうはげしく鳥の腹をしめつけました︒

十五257

なるのです︒

十四761

おさえるので︑

くたたいておいて︑てのひらで︑きゅうにどらを

十三3012

きました︒

十五5411 私がこの博物館をたずねたおもな用事は︑ 十二864

とうきよう

はくらんかい ﹇博覧会﹈︵名︶1 はくらん会

は車

十351 たまたま︑そのころ︑東京にはくらん会
﹇歯車﹈︵名︶1

が開かれた︒

はぐるま
まいなどがならんでいる︒
はぐれる

六51 そばには小さなしんぼうや︑は車や︑ぜん
﹇逸﹈︵ 下 一 ︶ 1

︽ーイ・ーク︾

庭に 四168

六榔11 そのうちに︑しかさんは︑いつのまにかは

はぐ・れる

ぐれてしまいました︒

はげいとう ﹇葉鶏頭﹈︵名︶1 はげいとう

はげしい

十︻3710圃 あぜに火とさくまんじゅしゃげ
﹇ 激 ﹈ ︵ 形︶16

もえたつはげいとう︒
はげし・い

三881はげしくまわる︒
六314はげしい風︒
六327はげしい風の音︒
六366はげしい風の音︒
八773あらしはますますはげしくなってきた︒
九佃6 はげしい制動をかけられると︑もうもうと
雪けむりが立つ︒

十182 はげしいにわか雨︒
十417 町の人のかげ口は︑いっそうはげしくなり︑

503
はこね一はさみあげる

うなものをこしらえていました︒
ています︒

はこびだす

運ぶ

はこね

︽一

︽ーシ︾

︽tバ・ービ・

へはこばれました︒

六218

渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

大きな荷物を︑力をあわせて運んできます︒

そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま
自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ

十四5811園

いまのお話の養分だって︑水にとけて

深い深い谷の上を︑登山電車がわれわれ

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒
十五1910

はこべ

すると︑

はこべとおおばこをやったら︑にんじんを

﹇繁縷﹈︵名︶1

を運んでいってくれます︒
はこべ

七885

はごろも

やったときのように︑喜んでたべました︒

はごろも⁝⁝⁝百二十六

︹課名︺2

四37十三

はごろも

四搦1 十三 はごろも

﹇羽衣﹈︵名︶8 はごろも

しいたしましよう︒

ことができません︒

四麗6園 でも︑その

ああ︑これははずかしいことを申しま

﹇葉先﹈︵名︶1

葉さき

十185竹の葉さきからしたたるしずく︒

はさき

した︒﹂りょうしははごろもを返します︒

四聖2

まわずにかえっておしまいになるでしょう︒

四三7園 はごろもをお返ししたら︑あなたは︑

はごろもがないと︑まう

四梱9園 お氣のどくですから︑はごろもをお返

はできません︒

四梱1園 天人のはごろもなら︑なおさらお返し

す︒

あなたがたには︑ご用のないものでございま

四柵3囹 それは︑天人のはごろもと申しまして︑

をきせました︒

三塁5 天人は︑いそいでかぐやひめに はごろも

かぐやひめは︑ ﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三掴6 天人がはごろもをきせようと

たくさんのつばめがはじめて運ばれてきた はごろも
なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運
風がどっきを運んできてはたいへんだか

長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か
すこしも休まず働くので︑かえって︑お
さなえ運ぶ子︑うし追うおきな︑家内
もちろん︑水をくんだり運んだりすると
きにもつかったことでしょう︒

十二9911

そろって田植えする︒

十一344圃

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一218

ら運んでくるのもみえる︒

十一49

ら︑

十676園

ぶことを申しでました︒

九221

ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九2110

のは︑九月十七日でした︒

九215

りきっているつばめたちを運んできました︒

九207

にあわず︑さらに二台目自動車を加えました︒

九204

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

七組5園

てくると︑のどがかわきました︒

三375園白いうさぎが︑はこの中でねそべつ 六133 あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い

きなはこの中にはいりました︒

五1611 まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大

六42くら．いはこの中にしまいこまれていた︑小
さな鉄のねじが︑

せておいでになりました︒

九768 先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの
十三2810 せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑
てんびんぼうでかついでやって射る︒
はこね
﹇箱根﹈︹地名︺1 箱根

はこね

﹇男切 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

運びきれる

るということを聞いて︑作品を東京や箱根へ責

とうきよう

十五4911 外國人がこれに目をとめて買うことがあ
りだすことにしたのである︒

はこびき・れる

はこび ←なえはこび

レ︾

には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

九223 それでも運びきれなくて︑九月十九日の晩

﹇運出﹈ ︵ 五 ︶ 1

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒
はこびだ・す

はこぶ

五359 とれた石炭は︑トロッコにつんで︑そとへ
はこびだします︒
﹇ 運 ﹈ ︵ 五 ︶22

ーブ・ーン︾

はこ・ぷ

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

︽ーゲ︾

葉さんが︑︿略﹀︑養分におこしらえに はさみあ・げる ﹇挟上﹈ ︵下一︶ 1 はさみあげる
なったものでも︑私が運んであげなかったら︑

十四564園

水を運んで行かなければならない︒

十三332

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

三991 どんなとおい ところでも︑紙は︑字や 十三331 なんといっても︑いちばん耳に親しいも
えをはこんでくれます︒
いしくたべるようになりました︒

四564 みんながはこんでくるたべものも︑お
四望5 魚たちはごちそうをはこんできます︒
五193 私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南

はさむ一はじ
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六111 時計屋さんは︑さっそくピンセットでねじ
はさむ

︽

マ・ーン︾

をはさみあげて︑︿略﹀ふたガラスの中へいれた︒
﹇ 挟 ﹈ ︵ 五 ︶8

六43 小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには

はさ・む

さまれて︑明かるいところへだされた︒

六114 やがて︑ピンセットでねじをはさんで︑き
かいのあなにさしこみ︑

八佃1 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ
くとれました︒

九帽1 くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑
空をとんでいきました︒

十121園旅の記念として︑本のあいだへでもはさ
んでおきたいのです︒

十一842 少年は二こ組面ことことばをはさんで︑
家族のようすを話そうとしましたが︑

十一一868 ネットをはさんで︑両選手はかたいあく
手をかわしました︒

十四791 うらのほうをかるく四つに割って︑あと

は︑十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョン
チョンとたたいて︑みごとに割っていました︒
ばさりと ︵副︶1 ばさりと

︵副︶一

バサリバサリ

思ったとたんに︑ばさりとこうもりの羽にたたか

九糊9 あみにつきあたってはたいへんと︑くもが
れました︒

ばさりばさり

十二752 ふだんはく略﹀︑大川の波の音がバサリ
葉さん

バサリと︑まくらにひびくのでしたが︑
﹇葉﹈︵名︶7

十四532囹 こんどは︑葉さん︑いってごらんなさ

はさん

い︒

しゃいましたが︑

十四547囹 さっき︑葉さんは養分のことをおっ

﹇橋﹈︵名︶14

はし

橋呂いっぽんばし・そ

二ひきのやぎが︑そのはしのまん中

せまいはしがありました︒

りばし

はし

十四5512園私は︑こんなに長いばかりで︑花さんはし ﹇箸﹈︵名︶1 はし与ひばし
四615 みんなははしをとりました︒
や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき

は︑なに一つございません︒

二272園

二269園

十四563園葉さんが︑それを日の光にあてたり︑
空喜をお吸いになって︑養分におこしらえになつ

三904

このはしはみんなのものです︒

子どもたちは︑小さな橋を渡る︒

このはしがなかったらどうしましょう︒

の下で︑

すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑

まえからあぶないといっておいた︑あ

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

かえでにうるし︑はじの葉も︑赤く黄

﹇櫨﹈︵名︶1 はじ

色く色づいて︑

十一391圃

はじ

よく︑國土の地質や地味を研究しましたが︑

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑

十三193

の橋を渡ったのではないかね︒

十一616園

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十一6011

てはいけない︒

十一604園あの橋はあぶないから︑けっして渡っ

のところへきては︑遊んでいました︒

十1012

三人の少女は︑︿略﹀︑橋のたもとの石がき

十108 その橋のたもとにあるプラタナスのなみ木

よくいってこしかけました︒

十107 橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも

という川が︑その下を流れていました︒

十102 ポンナフという石の橋があって︑イエンヌ

七198

三914

つのをおしあっていました︒

二282園やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑

でであいました︒

たものでも︑

ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四566園花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる
さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ

とをいっていらっしゃいましたが︑

十四581園

はしδかたはし・くちばし・

それを養分につくるのは︑葉さんでは

﹇端﹈︵名︶9

なくて︑私ですよ︒

十四582園
はし

そうして︑さっきのつつの中へ︑ちょうど︑

その一方のはしに︑めがねのたまをはめた︒

ぶたいはし

広川6
六剛11

するするとはいるくらいの大きさに作って︑その

あとずさりして︑うしろに立つかず︑テー

はしに︑虫めがねをとりつけた︒

八76

はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

ブルのはしからころげ落ちたりしました︒

九408團

その大きなへやのはしまでいくと︑看護

が半分ばかり顔をみせていました︒

十一687

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑
十一734

このときコロンブスは︑コツンとたまご

へやの向こうのはしにはいってきました︒

十二510

光が一方のはしから︑向こうのはしまで

のはしをテーブルにうちつけて︑

十四348

向こうのはしまでとどくのに︑

とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなの
です︒

十四348

505
はじきだす一はじめ

はじきだ・す

﹇弾出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

だしました︒

はじきだす

︽ーシ︾

六伽5 まえ足でほっては︑うしろ足で土をはじき
はじ・︿﹇弾﹈︵五︶3はじく︽ーイ・ーキ︾
五284 しんきちくんのおとうさんは︑店でそろば
んをはじいていました︒

八㎜9 いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ
りこすってもみがらをはじきました︒

十五悩12 鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたいた
はじける

︽ーケル︾

り︑︿略﹀氣ちがいのようにはねまわります︒
﹇弾﹈︵ 下 一 ︶ 2

七62 わらい声がはじける︒

はじ・ける

﹇梯子﹈︵名︶1

はしご

十184 いけのおもてにはじける雨あし︒
はしご

はしごだん

十582 算数の時間に︑先生が︑はしごでいちょう
﹇梯子段﹈︵名︶1

の木にのぼって︑

はしごだん

十一671 ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
﹇始﹈︵名︶1

はじまり

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十118 子どものすきそうなおかしを︑︸ふくろ

はじまり

やったのがはじまりで︑その少女たちは︑おとう
﹇ 始 ﹈ ︵ 五︶14

はじまる

︽ーッ・ーリ・一

さんのそばへくるようになりました︒
はじま・る
ル︾

すぐまた︑しあいがはじまった︒

六帽8

六572かべ新聞第︸号はじめのことば

きつけました︒

﹁ピi︒﹂はじまった︒

はじまった︒

七525

めくらは︑ぞうの

いって︑それからた
はじめは︑電車の中は︑まるでにらめっ

いちばんはじめに︑それをおかあさんがき

七49囹さあ︑きょう︑いちばんはじめにくるの

はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

は︑だれかな︒

そうに私の方をみていましたが︑

七399

はじめに書いたのと︑二回めに書いたのと

を︑くらべてごらんなさい︒

七482

はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学校と

七4810 はじめに︑ひがし村の学校とやった︒

が︑しあいをすることになった︒

七505

はじめ骨組みをこしらえておいて︑それに

ねんどでだんだん肉づけをし︑

七676

虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ

八52 秋のはじめのある晩︑
八178

せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

のようなかたちをしていますが︑

八1910

十一月のはじめになれば︑もうほとんどす

はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

十345

佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑︿略﹀︑

べりに道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

九伽4 はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒

九価6 はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九3811養母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに

のが︑すきではありませんでした︒

九373團 ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく

がたをみせなくなってしまいます︒

九1610

くれた︒

おなかを 九113

一ばんはじめに︑ぶうちゃんがかぞえ
はじめの

かいだんははじめに十五だんあがっ

はじめにもりへ

はじめに半紙をま四角に切りました︒

七537

ものすごい鳥うちがはじまったのである︒
スタンドには︑はじまるまえからたいへ

八742
十一一776

それからまもなく試合がはじまりました︒

んな見物人でした︒

十二814

﹁プレー︒﹂試合がはじまりました︒

ホートンの悪場などに︑かげ絵の舞台を

十二838

十三343

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒
はじめ与たちはじめ・もじ

はじめはむずかしいとおもいましたが︑

﹇初﹈︵名︶43
9

あんまりいうがにているので︑ぼく︑

はじめにしりとりをしました︒

ています︒

三649園
ければ︒

五985

なにこにこして︑

こをしているようだったのに︑それからは︑みん

五254園

きへでようね︒

三695園

はじめに右か左かどちらかへやらな

て︑それからまた十五だんあがるようになつ

三315囹

なでて︑こういいました︒

一一351囹

ました︒

一一295園

はじめはきがっきませんでした︒

一一245囹

ニー64

だんだんおもしろくなりました︒

一一

のはじめ

はじめ

一626 よるになると︑おどりがはじまりました︒
七63 おけいこがはじまった︒

五426国 こちらでは︑田うえがはじまりました︒

七83 そうじがはじまった︒

七51与 ふえがまた﹁ピー︒﹂と鳴って︑しあいが

七318しずかな音樂がはじまる︒
七502 いよいよ︑ドッジボール大会がはじまった︒

はじめて一はじめて
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たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

めはいって來たとき︑すこしはにかんで︑

いいえ︑はじめてです︒

きのう︑はじめてほたるをみかけました︒

﹁作れるさ︒﹂と答えましたが︑ほんとう

おかあさんも︑こんなところをみるのは︑
白の子うさぎは︑親について︑はじめて︑

暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ
ウィーンの動物ほこ協会に︑近くのうンネ

たくさんのつばめがはじめて運ばれてきた

せんだって︑はじめて畑のかいこんのお

きょう︑はじめてつばめをみたよ︒

立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二

このときはじめて︑﹁水﹂はいま自分の

足ほど歩きました︒

十二292

十五㎜3

生まれてはじめて︑くやむ心と悲しみと

．私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

もし︑この決勝職に勝つことができたら︑

花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ

ふ

じ

ばんだい

外人の中で︑富士山や磐梯山のいただ

日本留学生第一号とでもいおうか︑私

はじめてこの学校の門をくぐったときの

はじめて見る東洋の青年をひきとったが︑

十五576囹教授の申し出でをさっそく承知して︑

う︒

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ

十五5610囹

きをきわめたのは︑︿略﹀私がはじめてだろう︒

十五562園

て︑かぼちゃの実がつくのです︒

十四528園

とができましょう︒

に︑はじめて︑日本が正しい︑美しい國となるこ

十二価8 こうして︑みんなの歩調がそろったと者

あります︒

二日︑はじめて日本で東京横浜間を走ったもので

よこはま

十二備8 これは︑汽車第一号で︑明治五年九月十

てしっかりしたものとなりました︒

十二備1 この本によって︑日本の医学は︑はじめ

作られた日本のお金です︒

十二鵬3 これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて

めてもらうことになります︒

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本では︑はじ

十二825

しい日を待つことを知りました︒

十二394

に胸をさされました︒

十二388

であることを知りました︒

かた手の上を流れているふしぎな冷たいものの名

﹁あ︑そうだ︑光だ︒﹂はじめてみんなが 十一一376

十376 これが︑日本における自動織機のはじめで はじめて．﹇初﹈︵副︶32 はじめて

五3010園

こうさけびました︒

三7310

十453 今日︑眞珠の産地は︑ペルシア湾︑セイロ
ン島をはじめとして︑オーストラリアや南洋の
五432團

ある︒

島々であるが︑日本学のものは︑ことに名高い︒

あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ

はじめて氣がついて︑あり；あ︑だれか
生まれてはじめての大風だ︒

はじめてあげにいったときに︑みんなが︑

九215

このことを知らせてきました︒

ルスドルフというところがら︑はじめて︑電話で

九197

てかえりました︒

八149

巣からはいだしてきました︒

七972

はじめてですよ︒

七321園

は︑たこを作るのははじめてです︒

六備10

﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒

六畜4

六3310園

と思ったら︑きりぎりすさんでしたか︒﹂

六224

たきゅうりをたべました︒

五626

きました︒

かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ

五597

は︑顔も向けないようにしていました︒

十671 次郎かじゃは︑はじめは︑そのへやの方へ
十一622園 はじめ︑ぼくがことわると︑よわ虫だ
といってわらうのです︒
はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴

いていたときには︑ほんとうにおかしいようでし

十一一1711囹

たけれど
十二258 はじめはいやがっていた民ちゃんも︑
は早く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二371 別の手に︑はじめのはゆっくりと︑次に
十二㎜12 この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい

町から発見されたので︑やよい式土器という名ま
えがつけられています︒
ん︑それからおとうさん︑

十三448 電話のはじめの人は︑三郎くんのおばさ

オランダからはいり︑

十四261 日本にはいってきた西洋医学は︑はじめ

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四781 はじめにまん中になたをいれても︑きっ
十四7811 はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ
て︑あとは︑十文字の小さな木ぎれをはさんで︑

九344国

九256園

のは︑九月十七日でした︒

物の形をうつしたものから発達したものであるが︑

十五364 漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事
十五783 はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ

てつだいをしました︒
チルチルと︸こチルと︑︿略﹀とは︑はじ 十ニー912囹︸はじめて実をつけた二三年は︑

てもらえないかもしれない︒
十五8210
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はじめてのおかね一ばしょ

もりた

ことが︑はっきりうかんできた︒
いしい

にしの

のバイオリンとピアノ合そうなど︑はじめてのこ

十五槻11 石井先生の手品や︑森田先生と西野先生
となので︑ほんとうにうれしく思いました︒

十二柵2 はじめてのお金

はじめてのおかね ︹題名︺1 はじめてのお金

はじめる

︽ーメ・ーメ

はじめのことば ︹題名︺1 はじめのことば
﹇始﹈︵下 一 ︶ 2 3

十二962 はじめのことば
はじ．める

ル︾﹇▽あるきはじめる・いじりはじめる・おどりは

八455

十一771

で︑チチロはまた看護をはじめました︒

朝になると︑また看病をはじめました︒
文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑

馬車は︑︿略﹀そり橋を音もなく渡って︑

天帝は︑︿略﹀︑また馬車を走らせて︑天の

九734囹

やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の方

やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

よし︑早く馬車のしたくをしろ︒

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒

九536園

へとんでいきました︒

九523園やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の方

とんでいきましたよ︒

九514圓やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方へ

へとんでいきましたよ︒

九499囹

川の西の岸を通っていらっしゃいました︒

八292

ぎっていってしまいました︒

八2711 馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ

草花のさきみちている野原へおりてきました︒

より集まって︑どうしたら王さまのこ病氣 八267

をなおすことができるかと︑相談をはじめました︒

いっしょに歩いているうちに︑きゅうに

じまん話をはじめると︑自分がいちばん

いったい︑なんでけんかをはじめたんだ

つかみあいをはじめるんだもの︒

九918園

ろう︒

九川6園
九棚10園

その人たちは︑しんさつをはじめて︑一

もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑

りっぱだと思うもんだね︒

十302
十一737

十一8711

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

める・かんじはじめる・きりはじめる・こしらえは

十一一134

じめる・おはじめなさる・かきはじめる・かけはじ
じめる・さえずりはじめる・さがしはじめる・さき

ふみお

はじめる・さしはじめる・しはじめる・すいはじめ

たまりかねた二ひきのうさぎが︑︿略V

馬車■にばしゃ

ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

ふたりは馬車に乗り︑

馬車は草地をはなれました︒

やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ

はしゃ・ぐ

﹇燥﹈︵五︶1

δおおはしゃぎ

ばしょ

﹇場所﹈︵名︶9

はしゃぐ

︽ーイ︾

場所εあそびばしょ

ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五59 いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ

はしゃぎ

も︑きのこの馬車も︑一どにみえなくなって︑

九7410

んぐりにかわっていました︒

九747 まもなく馬車がとまったときは︑茶色のど

んだん光がうすくなって︑

九745 馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ

九7311

のますを馬車の中にいれました︒

九7310

九739

母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです︒ 九735 白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑
サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ
ひっぱりだされました︒

がかを立てて写生をはじめた︒

十二234

る・すべりはじめる・たてはじめる・たべはじめ
る．つきはじめる・ではじめる・てりはじめる・な

十一一413

十二鵬10

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒

きはじめる・なりはじめる・ぬりはじめる・のびは
じめる・はきはじめる・ひきはじめる・ひらきはじ
める・ふきはじめる・ほりはじめる・まわりはじめ
る︒みえはじめる・れはじめる

十四178團が︑近いうちにまたはじめましょう︒

手をふり足をふって︑おうえんをはじめました︒

十五476

今右衛門は︑すぐれた赤絵の技術をどう

﹇櫨紅葉﹈︵名︶1

からはじめた︒

はじもみじ

はじもみじ

かして残したいと考え︑自分でまず︑若くしごと

十五489

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

有田に焼物がはじめられたのは︑いまか

わは︑︿略﹀さんちゃんの本をよむ声をまねます︒

五欄8 さんちゃんがべんきょうをはじめると︑ひ
かごのひわは︑大よろこびで︑﹁チュイン︑

チュイン︒﹂をはじ め ま し た ︒

五柳11

まず︑たて骨からはじめました︒

六259 みんなにぎやかに音樂をはじめます︒
六佃11

したとき︑

六伽2 新しいおにがきまって︑またはじめようと

ばしゃ

草原に一本あかしはじもみじ
﹇馬車﹈︵名︶17

九275図圃

ばしゃもとおります︒

ばしゃ

三906

六価2囹 さ︑はじめよう︒
ました︒

六襯2 二ひきのとらさんが︑つかみあいをはじめ

たまでかざった︑きれいな四頭びきの馬車
が走ってきます︒

八264
七129 手ならいをはじめましょう︒

ばしょう一はしる
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十一一719

いざ子ども走りあるかんたまあられ

芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪 はしりある・く ﹇走歩﹈ ︵四︶ 1 走りあるく ︽一

六693 この学校の子どものかずや︑一ばん遠くか

十二741図圏

カ︾

どれも身なりはきれいではないのですが︑ はしりだ・す ﹇走出﹈︵五︶3 走りだす ︽ーシ・一

芭蕉は︑子どもが大すきでした︒

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒
十二729

芭蕉は︑︿略﹀︑子どもたちのかけていく

子どもたちや︑芭蕉の足もとに落ちて︑
十二7310

方に︑自分もいっしょにかけだしたいと思いまし
た︒

六価7 五ひきのうさぎさんと︑しかさんとは︑風

のように走りだしました︒

八2711 馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ

工員も走りだす︒

ぎっていってしまいました︒

十263

芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ はしり・でる ﹇走出﹈︵下一︶1 走り出る ︽ーデ︾
十五729 ピッツバーグの町を走り出た自動車は︑

がたから降ってきました︒

十二743

そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉 はしりほ ﹇走穂﹈︵名︶1 はしりほ
芭蕉はすぐ戸をあけました︒

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十一326圃麦のはしりほかがやく上を︑海こえて

十二758

はしら

柱﹇▽しもばしら

曾良は︑芭蕉の子どもらしい手すさびが
﹇柱﹈︵名︶4

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三3911

りのかたすみに走りよってかけらをひろいあげ︑

十一一385

芭蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだ はしりよ・る ﹇走寄﹈︵五︶2 走りよる ︽ーッ︾
こわした人形のことを思いだして︑いろ

はしら

すっかりうれしくなりました︑

十二769

してきました︒

十二766

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

十一一754

ス︾

十二724

ら通っている子どもの名や家の場所も書きました︒
﹁場所こうたい︒﹂しんばんの先生のあ

芭蕉は︑いつも遊び友だちにしていました︒

いずで︑ぼくらは場所をこうたいした︒

七523園
七524 ぼくらは場所をこうたいした︒
十二735

そ ら

白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑

八柵3 風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ
からごみをふきとばさせます︒

十6910園 さあ︑もとの場所において︑あっちへい
こう︒

十一8710 少年がベッドのそばのもとの場所に帰る
と︑病人はほっとしたようにみえました︒
た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四944 女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし

地に︑草のしげっている場所を見つけて︑

十五244 このひつじかいは︑がけの中ほどのあき
十五268 どこでもいいから︑安全な場所へおりな

ぱしよう

ければならないと︑少年は思いました︒
ぱしよう
﹇芭蕉﹈︹人名︺17 芭蕉 芭蕉

ふかがわ

ばしょう

十二702 深川の芭蕉の家の近くに︑曾良という
人が住んでいました︒

とをきいてから︑その弟子になりました︒

四231国

たつまきのようなものになって︑地面か

やねも︑かべも︑はしらもかきました︒

計
六51一
七585

はしら時計

柱時

園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で
﹇柱時計﹈︵名︶2

おかあさん︑いま︑柱時計がとまりました︒

時計である︒

カッタリカッタリとおうようなのははしら

はしらどけい

できた大手間のようなものがあらわれます︒

十五822

らなんメートルもある︑高い柱の形になり︑

十四678

かった︒

一305

いぬがはしってきます︒

たつ︑あるく︑はしる︒

しろいいぬがはしってきます︒

二542じろうが︑走ってでてきます︒

二516きゅうに走ってたちさります︒

一一504さちこが︑走ってでてきます︒

一386 しろいこいぬが︑むこうからころげるよ
うにはしってきます︒

一383

一382

一255 たねまきする人︑いえをたてる人︑さ
かなをとる人︑きしゃをはしらせる人︒

ーリ・ ル︾

しんしゅう
十二703曾良は︑信州の人で︑︿略﹀︑芭蕉のこ 一415 はしらの かげで︑ びかり︑ びかり︑ ひ はし・る ﹇走﹈︵五︶57 はしる 走る ︽ーッ．ーラ．

かにつけて不自由であろうから︑

十二706 芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに
十二708 住みこんであげてもいいけれども︑芭蕉
はひとりしずかにしているのがすきだというし︑

十二711 芭蕉のおきないうちに︑いどから水をく
みあげたり︑ごはんをたいたりしました︒

十二714 このようにして芭蕉につかえながら︑は
い句の話をきくのでした︒
こたえましたが︑雪をみるのが樂しみでした︒

十二718 芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に

509
はず一はず

二546 いちろうが︑走ってでてきます︒
六542囹

六542園

鳥のとぶように走るではありませんか︒
三428 ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

六548

よしおとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁雲が走
﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂

すると︑月は枝のあいだにじっとしていま

ふたりは木のそばへ走っていきました︒

六5411
六552囹

やっぱり雲が走っているんだね︒

すが︑雲はさっさと走っていきます︒

三911 いぬも走っていきます︒

四ひきのうさぎさんたちは︑とんとこ︑と

六事8

のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

んとことトンネルの中を走っていきました︒
六価10

角をふりたてふりたて走りました︒

ともとくいとするところです︒

六鵬2

しかさんがおこって走ると︑こんどはたお

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

六搦6

七52囹かばんをカチャカチャ鳴らして︑走って
くる男の子かな︒

なんども手をふりながら︑先生にさよう

十一61園

その体格で︑思うぞんぶん︑長いオー

ルをこいだら︑オールがぎゅうぎゅうとしなって︑

船は︑ものすごいスピードで走るだろう︒

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一521 電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

よこはま

汽車第一号で︑明治五年九月十二日︑は

じめて日本で東京横浜間を走ったものであります︒

十二佃9

十三283 そのへんを走ったり︑地面にこしをおろ

子どもたちは︑またそちらの方へ走って

して︑あなをほったり︑

十三3612
行く︒

つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三493 みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ

十五602 りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこ

みんなわたったはずなのに︑どうし

﹇筈﹈︵名︶18 はず

み︑一路自たくへと車を走らせた︒
はず

たのだろう︒

二307囹
汽車は︑かなり早く走っているので︑

ならをして走って帰る子ども︒

七77園
七417

そこを自轄車に乗って走る中学生︑

六鵬8 そうして︑はながつまっても発音できるよ

六954囹

心持があらわれるはずである︒

﹁ごちそうさま﹂ にしても︑そのときそのときの

十一一899 食事のたびごとにいう﹁いただきます﹂

したが︑もとより立とうはずがありません︒

十二59 人々は︑︿略﹀と思いながらやってみま

あたって死んでいるはずじゃないか︒

十698園 それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに

で︑かわりのあるはずはない︒

十404 同じことをなんどもくり返してみたところ

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

いや︑たしかにあるはずだ︒

顔つきもしていないはずだ一

死んでいたら︑︿略﹀︑あんなに元氣のいい

五336 船は︑なんの力で走るのでしょう︒

七467

たまでかざった︑きれいな四頭びきの馬車

つむじ風が︑わたしのまえを走っていく︒

六7210

五362 この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場の

八264

きかいを動かすのです︒

た︒

川岸にそって車を走らせていくと︑

五416團 子うしは︑小川の岸をとことこ走りまし

八284

すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

天帝は︑︿略﹀︑また馬車を走らせて︑

﹁︿略﹀︒﹂とよびながら︑走ってきました︒

五857

八293

田や野原をこえて︑どんどん走っていった︒

おかあさんのところへ走っていって︑も
泉をあふれでた水は︑さらさらと走って︑
︿略﹀すこし大きな川に流れこんでいた︒

九梱1

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒

八924

八766

けむりをはいて走ってくる︒

八585

六534園 みちこさんは雲が走っているっていうの︒

いったね︒

六533園 よしおくんはお月さまが走っていると

六5211園雲が走っているのよ︒

いきます︒

六525 そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

六519園 お月さまが早く走っているね︒

が走ってきます︒

七571

しょう︒

五329 この汽車は︑なにをたいて走っているので

どん走っています︒

五325 まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん

五323 汽車が走っています︒

しい川のきしを走ったりしました︒

五204 しげった竹やぶの小道をとおったり︑すず

ました︒

五1911 配たつをする人は︑自てん車に乗って走り

五109囹 どこで走らせているの︒

走らせているからさ︒

五107園 きかんしの人が︑いっしょうけんめいに

どんどん走ってかえりました︒

る︒﹂といいあつているのをききながら︑

V13 いきおいよく走るきもち︒
三278 ふねはななつの大なみをのりきって︑
一一

バスーはたおりひめ

510

書きつけがついているはずです︒

十四107團 それには︑つかいかたを書いた小さな
十四378 そうすれば︑︿略﹀ということも︑しぜ
んにわかってくるはずです︒
十四627 氣をつけて見ていると︑︿略﹀︑さまざま
のうたがいがおこってくるはずです︒

十四718 湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど
の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒
十五312 ねらいのはずれようはずはありません︒
十五4810 白く焼けるはずのものが黒くなったり︑

黄色くなったりして︑失敗に失敗を重ねていった︒

ずねられたのもそのはずだ︒

看護婦が十字かぞうをかべからはずしま

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十一904
はずみ

私が負けて︑ドサリととこのまにたおれ

﹇弾﹈︵名︶3

した︒

はずみ

十737囹

たはずみに︑あのたいせつなかけものを︑あのと

どうしたはずみか︑チルデン選手はかた

おりひきさいてしまいました︒

十二854
足をふみすべらせてしまいました︒

大きなるなにごともなきばらの花ふ

とのはずみにくずれたりけり

十五157図魍

十二文はずむ者もありましたが︑

はず・む ﹇弾﹈︵五︶2 はずむ ︽ ム︾
十五594園 きみたちが知っているはずがない︒
十五6911 手紙のたびごとに︑どうしているかとた 十一278 中には︑正月だというので︑そのうえに

﹁チャカチャン︑チャカチャン﹂と︑か

﹇外﹈︵名︶1

δクロスワーズパズル

はずれむまちはずれ・むら

パズル

はずれ

はずれ

るやかな︑はずむような音をたてる︒

十五7411 神の目から見れば世界の人類はすべてそ 十三296
の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑
あるべきはずはない︒

バス

十五918園 おもしろくないはずはないでしょう︒
︵名︶一

はずかしい

︽ーイ．一

はずれる

︽ーレ︾

おる音がひびいてきます︒

八287 すると︑さがしていたはたおりひめが︑

はたおりひめは︑あまりうれしいので︑は

いっしんにはたをおっていました︒

たをおることをわすれてしまいました︒

八316

はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな
きました︒

八324

だ︒

十329囹 はたばかりいじっていて︑おかしなやつ

はだ

そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

﹇肌﹈︵名︶2

十二87
はだ

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九429團大きなうねのはだが地われしているのを

十三562 その着物やはだの色の美しいのにおどろ

バター

そこで︑あひるの子は︑バターのいれてあ

︵名︶3

かされました︒

バター

るたるの中へとびおり︑

八868

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十一478 うちではバターもつくったし︑こむぎこ

はた織り

うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一494 ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ

︹題名︺1

すると︑さがしていたはたおりひめが︑

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

ねらいのはずれようはずはありません︒ はたおりひめ ﹇機織姫﹈︹人名︺5 はたおりひめ
八278 それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ
はた

﹇端﹈n▽いどばた・みちばた・ろばた

林の中にごてんがあって︑中から︑はたを 八321

ところが︑はたおりひめは︑あまりうれし

それをみた天帝は︑たいへんおおこりに

いので︑はたをおることをわすれてしまいました︒

八315

いっしんにはたをおっていました︒

町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物 八286

﹇旗﹈︵名︶1

はた

﹇機﹈︵名︶6

はた

はた

八285

十二81 はた織り

はたおり
月は︑もうさっきの枝のあいだにはなくて︑

﹇外﹈︵下一︶2

十五312

木をずっとはずれてしまっていました︒

六5510

はず・れる

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十四213 ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑ 十一671 ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い

バス

﹇恥﹈︵形︶3

キャベツ︑バス︑トラック︑オートバイ︑
はずかし・い

四榴1囹 ああ︑これははずかしいことを申し

ク︾

ました︒

はた

九棚11園 なんだか︑いま考えるとはずかしい氣持 はた ﹇畑﹈5たはた
さ︒

︽ーシ︾

をふいている風である︒

十五8012 あなたがたの時代がきたときには︑私た 九123

はずす

ちの時代がはずかしく思われるようになることを
いのります︒
﹇ 外 ﹈ ︵ 五 ︶2

十536 そのとき︑いままでかたにかけていたすい

はず・す

511
はたおりぼし一はだす

なって︑はたおりひめを天の川の東の岸のこてん
にもどしてしまい︑

八324 はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな
きました︒

はたおりぼし ﹇機織星﹈︵名︶2 はたおり星
八354 あのたなばたものがたりのはたおり星は︑
二九・五光年ですから︑

八355 今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど
﹇裸﹈︵名︶1

はだか

まえに発した光だというわけになります︒
はだか

旗がしら

九445国 いつのまにか葉がすっかり落ちつくして
﹇旗頭﹈︵名︶1

はだかになった木の上に︑
はたがしら

31

はたけ

畑

εおはなばた

十五7311 平和主義の旗がしらとしてその名を知ら
︵名︶

れていた老博士は︑
﹇畑﹈

け・くわばたけ・じゃがいもばたけ・だいこんばた

はたけ

三56園 ひろいはたけの中で︒

け・なのはなばたけ・はなばたけ・むぎばたけ

七222

すずめは︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはた
けんぎゅうも︑はたけにでてはたらかなく

けの中を歩く︒

八318

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

なりました︒

九321團
いっしょに畑にでたり︑

せんだって︑はじめて畑のかいこんのお
ぼくたちの畑がようやくかいこんされて︑

てつだいをしました︒

九344團
九351團

苦労してかいこんした畑のいもをほりお

かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ

三日めにやっと︑うねを十三本つくりました︒

九424團
しました︒

九426團

平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く

こすのは︑樂しく︑うれしいことでした︒

九778

畑にさいて︑れんぎょうは︑

十二5611

とう
雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

郎が畑をうったときのくわのあとで︑

年村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑

十二579 昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

ころですと︑

十四755 たとえば︑森と畑とのさかいのようなと

けいあたためられるので︑

十四756 畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

それで︑畑の上からとんできて︑森の上

十四758 畑では空氣がのぼり︑森ではくだつてい
ます︒

へかかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしお

十四7510

ろされるかたむきがあります︒

﹇跣﹈︵名︶1 はだし

はたして

十四919 そこで︑その女の子は︑まったくはだし

はだし

﹇果﹈︵副︶
2

になってしまった︒

﹇果﹈︵五︶5 はたす

︽ーサ・ーシ・ース︾

自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

日本の新しい出発にあたっても︑この自動

よってはたされなかったのであります︒

るのはふせがれましたが︑その生長は︑これに

十三227 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ

識をますことは︑たいせつなことがらである︒

十三85 自分のつとめをはたしていくために︑知

ろう︒

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

十378

たいと考えます︒

十326

ぽにそのつとめをはたし︑

ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ
＋3112

はた・す

十4411はたして︑眞円三珠がやどっていた︒

十366ためしてみると︑はたしてよく動いた︒

きょうは︑このかたの畑をすこしほらせ はたして

なったところがみえます︒

九787園

きれいにたがやされた畑︒

てもらうことにします︒

十229

人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑
そのうえ︑さかわ川の大水で︑田や畑を

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた
もも赤く

きのうの畑は水田となって︑晩にはか
アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち
ごがでさかりだった︒

十一486

えるが歌いだす︒

十一346圃

かきねを黄色にそめていく︒

十一315圃

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一283

みんな流されたりしましたので︑

十一1910

︿略﹀︑それはおかあさまの愛です︒

十一162

四4710 はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い 十279 トマトが畑に植えてあれば︑
山のそばにきました︒

五71 野原をゆっくりあるいていく︑水車をくる
くるまわし︑︿略﹀︑はたけにも水をまいていく︒

たきゅうりをたべました︒

五626 あさごはんのとき︑はたけではじめてとれ
五7810 先生といっしょに︑学校のはたけのむこう
を流れている小川のところにいきました︒

六433 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた
まりになってとぶつばめのむれ︒

七199園 先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん
のはたけですか︒

七199囹白い花のはたけは︑なんのはたけですか︒

ばたつく一はだらく

512

︵五︶−

ばたつく

︽ーカ︾

八883 すると︑とつぜん︑あひるの子は︑つばさ

ばたつ・く

をばたつかせることができた︒

五9810 バタバタと音がしましたので︑みんながと

ばたばた ︵副︶4 バタバタ
びおきてみると︑

六73 ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど
もがふたり︑おくからかけだしてきた︒
バタバタやって︑にげていった︒

七615 まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

パタパタ

ばたばたさせる

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

き︑大病にかかって︑みるはたらき︑きくはたら

十二402

はたらきのある人は︑はをもったのこぎ

きくはたらきを失いました︒

きを失いました︒

十二402
十一一691
りににている︒

どんなにはたらきがあっても︑

十四561園私は︑こんなに長いばかりで︑花さん

十二695

や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき
は︑なに一つございません︒

︽ーケ︾

十一215

﹇働続﹈︵下一︶1

ありませんでした︒

︽ーケ︾

はたらきつづ・ける
づける

はたらきつ

たし︑働きつけているので︑役にたたないことは

金次郎は︑年のわりにからだが大きかつ

九731 やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴 はたらきつ・ける ﹇働付﹈ ︵下一︶ 1 働きつける
︵副︶一

りました︒

ぱたばた

1

パタパタという羽音がきこえてきました︒
︵下一︶

︽一

九偽4 目をつぶってしずかにしていると︑また︑

セ︾

ばたばたさ・せる

ばたばたする

︽ーシ︾

﹇働﹈

︵四五︶

みなさんの

26

はたらく

つかって

いる

働く

︽一

つくえも︑

あさからばんまで︑トッテンカントッテ

この町の手となり足となって︑はた
らいています︒

四134

ンカンとはたらいています︒

四97

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒

二591囹

イ・ーカ・ーキ・ーク︾←かわははたらく

はたら・く

けているのは感心なことだ︒

十五6411 そうして︑足をばたばたさせながら︑ 八2811囹 うちのむすめは︑こうしてはたらきつづ
︵サ変 ︶ 1

﹁︿略﹀︒﹂と命令し た ︒

ばたばた・する

十五238大きなやまわしのつめにっかまれて︑女
の子はばたばたしているではありませんか︒

はたらき ﹇働﹈︵名︶9 はたらき 働き呂ことば
のはたらき・したばたらき
七1310 私どもの手が︑さまざまなはたらきをする
ように︑﹁手﹂ということばも︑さまざまなはた
らきをしてくれます︒

五79

この光をだすために︑どれほどたくさ
川はだまってはたらく︒

んの人が︑はたらいていることでしょう︒

四捌1

に︑ふねではたらきたいと思います︒

七1311 ﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら 四2310国大きくなったら︑にいさんといっしょ
きをしてくれます︒
十一2112 書まの働きでつかれきっていながら︑
いったようなあるふしぎなものを感じました︒

十二375 めばえてこようとする心のはたらきと

たいようのねつが︑かたちをかえ︑石炭の

中にたくわえられていて︑いまそれが︑私たちの

五379

せっかくですが︑わたしたちはみんな︑

ために︑生き返ってはたらいているのです︒

でも︑わたしたちは︑はたらけるときに

はたらくやくそくだって︒

はたらくやくそくをしているのです︒

六2311囹
六242園

はたらくのですよ︒

六245園

はたらかないものには︑この樂しさ︑こ

の喜びはあじわえないだろう︒

六278園

つものはなあに︒

六656 はたらくときはよこになり︑休むときは立

ああ︑せいいっぱいはたらいて︑晩ごは

八319 けんぎゅうも︑はたけにでてはたらかなく
なりました︒

八4711園

ぼくは︑みんなといっしょにはたらきたい

んもいただいた︒

十307

佐吉は︑父の大工のしごとを助けてはたら

と思います︒

いていたが︑

十331

働くことがすきで︑一代でりっぱな身代

らくいい船員には︑だれがなるのさ︒

十一103園では︑実力があって︑力いっぱいはた
十一193

だから︑金次郎は︑子どものときから︑

をこしらえました︒

家の手つだいをしてよく働きました︒

十一206

さかわ川のていぼう工事があって︑どの

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

十一211

金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

て働くことになりました︒

十一217

そこへいってからは︑いよいよいっしょ

うけんめいに働きました︒

十一288

十一4910 おとうさんに︑負けないように働きます︒

十﹁611 さいわい近くの田で働いていた村の人た
ちに助けられて︑

十二605 田植え歌勇ましく︑一心にはたらいた︒
こり顔よごすとも︑

働ける

十五総3図圏 少年たちよ︑野にはたらきて︑土ぼ
はたら・ける ﹇働﹈︵下一︶3 はたらける
︽ーケ・ーケル︾

六245園 でも︑わたしたちは︑はたらけるときに
はたらくのですよ︒

十一199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働
けませんでした︒

うぶん働けますよ︒

十一239園 ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑じゅ

﹁ハダヲカブ︒﹂というのが︑いかにも

はだをかぶ 一 ハダヲカブ
六鵬3園
弟のいいそうなことばつきである︒
﹁ハダヲカブノカイ︒﹂といって︑みん

はだをかぶのかい 一 ハダヲカブノカイ

六価5園
なで大わらいをした︒

九衡3図閣着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

ぱたんと ︵副︶1 ぱたんと
とたおれそのままなくも
八

は

は

四四三ニニー一873863803593281

クリスマス

私の旅⁝⁝⁝八
あさがおの花⁝⁝⁝五十九

1
1⊥

−⊥

り4

十一56図
0
1

3 4

5 6

7 8

はち尋ひみずつちはちたち・

1 2

＋二51︵
4⑳
はち ﹇蜂﹈︵名︶5

九657 ガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑なにがなんだ

みつばち・みつばちさん

あさがおの二
つりばりのゆくえ

はちの羽音が︑チューリップの花に消え

たけのこや︑ちょうや︑はち︑へびや︑とかげや︑

十三67 すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑

か︑まるではちの巣をつついたようで︑

つりばりのゆくえ⁝⁝⁝八十
うさぎ日記⁝⁝⁝八十六
うさぎ日記
なかよし⁝⁝⁝八十七

十四599

三151

ち

整調

﹁0

ρ0

7

ΩU

大きな半円形のにじが

7コックス 2

はち←あかえのはち・ふるば

はんたかもおしゃかさまのはちをもつ

﹇鉢﹈︵名︶9

る︒

いいにくいことば⁝⁝⁝五十八

十三472

いいにくいことば

なかよし

八

十四8011図 あぶはちとらず︒

眞理⁝⁝⁝八

はち

すると︑いたずらなはちがいいました︒

八

雪まろげ⁝⁝⁝七十

木もと竹うら⁝⁝⁝七十七

8

はちをもった手が︑するするとおしや

かさまの目のまえにのびてきました︒

三1510

て︑でしの中にまじっていました︒

二

︹題名︺

︵八︶
︵名︶

こまでのばしたのです︒

はちをわたくしにとどけようとして︑手をこ

三169園あれは門のぞとにいますので︑この

23456789
﹂4

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

窓に花のはちをおきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五473

ウインドにかざられてあるさらやはちを︑

ある小さな店先に出ていた︼まいの赤絵

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五464

︿略﹀のぞきこみながら︑﹁美しい赤色だな︒

十五435

があります︒

十二㎜4 形も︑かめや︑はちや︑いろいろのもの

十219

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九宙6図魍

23456789
GO

村
8の林の上に︑

ρO

十﹁11図
一 トップ 3 5

かかっている︒

十201

またでぴょんぴょんかけてきて︑﹁十﹂ でとまる︒

九922園 ﹁七︑八︑九︑十︒﹂と数えながら︑

9自

9八8⑧

八木もと竹うら
1 八

八

八雪まろげ

八

甲臨1鋒委堰ワ彦多粥際式1（郡溜
56

了0

6432
4

10

10

大

四ち一ち十十十十十十十九九七七六六五五五四

19

︹課名︺25

クリスマス⁝⁝⁝八十一

盲同い高い

高い高い⁝⁝⁝四十九

ゆめとつくえ

ゆめとつくえ⁝⁝⁝五十五

あさのこくばん

あさのこくばん⁝⁝⁝十七

一24 三 むすんでひらいて⁝⁝⁝八

四32

ノ『㌧

六六

八

はち

一17一

一29

二34
P

三491

三32

一一

ノ、
ノ天
ノ、
ノ、
ノ、
ノ、

T5

513
はたらける一はち

9

はちかげつ一ばちんばちん

514

﹇八箇月﹈︵名︶1

八ヶ月

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒
はちかげつ
八月

︑3
41
0五ヶ月や八ヶ月でもありません︒
ノ
﹇八月﹈︵名︶2

四櫛1 八月は水およぎ︒

はちがつ

くもり

25度

はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

八九メートル

した︒

童心6

八十
八十一

八十五

︵名︶1

85㎝

りょうかんさん⁝⁝⁝八十五

﹇八十五万﹈︵名︶2

八十五万

四33九雪⁝⁝⁝八十六

七311八うさぎ日記⁝⁝⁝八十六

パチパチ

そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ

︵副︶2

九614

やがていろりには︑パチパチとしばがも

しおのはねるような音をききました︒

十二763

えあがります︒

セ︾

やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑し

八ひき

一びき︑二ひき︑滅びき︑四ひき︑五ひ

﹇八匹﹈︵名︶2

ばらく＜略﹀目をぱちぱちさせていましたが︑

九712
はちひき

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

二299園
二305園

﹇鉢巻﹈︵名︶1

はちまき

き︑六びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑
はちまき

﹇蜂蜜﹈︵名︶1

八十三

雪の映画⁝⁝⁝八十三
八十七

八十六

幸福の園⁝⁝⁝八十二
︹累年︺2

六

はちみつ

はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

にがい︑にがいくすり︑ 一つ一つしみる︒

十一574囲

はちみつ

5かぶをのこして︑ほとんど85㎝になりま 九麗2 先生は︑はちまきをして︑すべりだされた︒

九

︹課名︺1

ばちんばちん

はちろう

のどがかわいてきた︒

︵感︶一 パチン︑パチン

小川がひろがって︑ みるみるうちに湖となった︒

十二639八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑

十一一6211八郎はその魚をとってやいてたべた︒

いると︑

十二628ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

十一一627名を八郎といった︒

はちろう

五8310 そこをパチリと写されました︒
はちろう
﹇八郎﹈︹人名︺4 八郎 八郎

八十五万から五つぶの眞珠が取れたわけで ばちりと ︵副︶一 パチリと

その数は︑じつに八十五万にもおよんだ︒

はちじゅうごまん
十432
ある︒

十4310

十四37

はちじゅうさん

︹課名︺2

ことばのはたらき⁝⁝⁝八十七

なかよし⁝⁝⁝八十七
十

八

はちじゅうしち

十二36

九34

ぱちぱち

うずの高さも︑四キロとか八キロとかい ぱちつ εひゆうばちつ

べりに道もあったが︑

九伽4
十四689
︵名︶！

うのですから︑

はちくメートル

八時

をおろすのは氣がつかれます︒

︹課名︺1

どうして︑八時になると︑ねむくなるのだ ぱちぱちさ・せる ︵下一︶ 1 ぼちばちさせる ︽一

﹇八時﹈︵名︶1

六642

はちじ

ろう︒

はちじゅう
︹山名︺1

六33八つりばりのゆくえ⁝⁝⁝八十
はちじゅういち

︹課名︺2

四32八クリスマス⁝⁝⁝八十一
はちじゅうご

十

8

十二822 五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ 九393團 八九メートルもある木の上で︑なたで枝
たって︑十一ヶ國のテニス選手をなぎたおした清
水選手は︑最後の決勝戦にのぞむことになりまし
た︒

はちがつじゅうはちにち ﹇八月十八日﹈︵名︶1
月18日

八川10 8月18日 出 くもりのち雨25度

㈹

はちがつなのか ﹇八月七日﹈︵名︶1 8月7日

八川3 8月7日
三34

25度

ひびき⁝⁝⁝八十五

8月22日

十一

はちがつにじゅうににち ﹇八月二十二日﹈︵名︶1

五36

くもりのち晴29度
くもり

はち切

はちじゅうごセンチメートル

八鯉28月22日㈱晴28度
㈱

はちがつふつか ﹇八月二日﹈︵名︶1 8月2日

七932 8月2日
出

はちがつよっか ﹇八月四日﹈︵名︶1 8月4日

七935 8月4日
︽ーレ︾

はちき・れる ﹇切﹈︵下一︶4 はちきれる
れる

十一701 顔ははれあがってどんより赤く︑ひふは
はち切れそうになっていました︒

十五887園 ﹃はちきれそうなわらい﹄で︑口は耳
までさけているし︑

十五889 ﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか
えながらおじぎをする︒

はちじゅうろく

十五310

十五941 ﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし はちじゆうに ︹課名︺1 八十二
のあたりを︑力まかせにおさえました︒
はちキロ ︵名︶2 八キロ

515
はつ一はっきりする

発育

五85 改札ロへいこう︒﹂パチン︑パチン︒
はつ ←にはつめ
﹇発育﹈︵名︶1

発音

二十日

はっか

味がはっきりと感じられるようになった︒

十一808 それが︑ときにはいかにもはっきりとし

とをはっきりきめる︒

わか草のはっかにもゆる庭に來てす 十一92園 いつもそのうえを考えていて︑いいこ

﹇僅﹈︵形状︶1

十五114圏

はっか

ずめあさりてとなりへとびぬ

発きする

︽ーシ︾

はっきり

そんなところをはっきりつかまえたいも

﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がその中に

このように︑古い時代のことがはっきり

﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

博士は︑︿略﹀︑こんどははっきりと︑

あんまりはっきり顔を見せると︑﹃幸

はじめてこの学校の門をくぐったときの

心にはっきりとえ．がかれた一つのかたちは︑ はっきり・する ︵サ変︶6 はっきりする ︽ーシ︾

ことが︑はっきりうかんできた︒

十五伽4

福﹄たちがこわがるだろうって︑

十五佃11園

いか︑それを︑はっきりとさとるためだからね︒

十五価2園 どういうように私を見なければならな

﹁︿略﹀︒﹂といいたされた︒

十五7512

十四417箕山もはっきり見えてきた︒

わかるいとぐちとなったのは︑

十一一989

十二791

ために苦しまれたのですが︑

はいっているものであることを︑はっきり教える

十二353

のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒

十一一163

子うさぎが生まれてから︑きようで20込め ましたので︑少年は希望に力づけられながら︑
﹇発揮﹈︵サ変︶1

どんなたっといことばでも︑ただ口まね

︵副︶23

のことばは︑すこしの力も発きしないから
はっきり

一606園はねちゃんも︑ものをはっきり
ヘー返事はいつもはっきりと︒

いいこになりました︒

四748

思っていることを︑はっきり書きあらわそ

うとすると︑

七473

心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ
二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人

んだんはっきりします︒

七478
七483

に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒
しかし︑文章は︑くわしくしさえすれば︑
七557

もしあるなら︑ここで︑はっきりいうが

この星は︑一つ一つがはっきりとみえない
ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

十427

心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ

けれども︑いまの答で︑知っていたわけ

しおの流れの早さや︑えさのよいわるいな

がはっきりしたでしょう︒

七858園

んだんはっきりします︒

七479

んしているうちに︑はっきりした︒

六野6 二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ

四299 じぶんでじぶんにきいてみても︑なか
なかはっきりした返事をしてくれない︒
心に思ったことを︑はっきりと写しだすと

いい︒

八243

九旧11

のですから︑

八335

もようも︑はっきりとしてきます︒

せみの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑

七829園

いうことにほかなりません︒

七687

はっきり写しだすことができるとはかぎりません︒

七553

いう

をして︑おうむのようにとなえていたのでは︑そ

十二903

はっき・する

です︒

七987

十二246 発育がたいへんおくれていて︑かわいそ はっかめ ﹇二十日目﹈︵名︶1 20日目

はついく

﹇発音﹈︵名︶6

うです︒

はつおん

六悩9 ただ︑はながつまっているだけだが︑その
ために発音がすこしおかしい︒

ような音は︑もともとはなから声のでるような音

六㎜3 はながつまったために発音ができなくなる
にちがいない︒

十五381 ﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中
國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

十五385 中砂の発音にもとづいた漢字の読みかた
を﹁音﹂といい︑

十五418 ローマ字を利用して︑発音のちがってい
ローマ字をつかうと︑︿略﹀︑発音のこま

る多くの黒々のことばが書き表わされている︒
十五411一

かなところまで書き表わすことができて︑

はつおんで・きる ﹇発音出来﹈︵上一︶4 発音でき
︽ーキ・ーキル︾

六柳6 弟ははながつまっているために︑あること

る

ばが︑うまく発音できなくなっている︒
けではない︒

六研7 しかし︑どんなことばでも発音できないわ

ある︑

八柳7 発音できることばと︑できないことばとが

1

Oごがつはつ

六㎜6 はながつまっても発音できるような音は︑
︵名︶

はなから声がでない音のはずである︒
﹇二十日﹈

か・しちがつはっか・じゅうがつはっか

はっか

八349 五日や二十日でもありません︒

バッターばったり
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ども︑はっきりしてきた︒

十四708 それも︑お湯が熱いほど︑もようがはっ
きりします︒

六酩2 クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

バック ︵名︶5 バック
にぬりつぶしたら ︑

十一612園トップ︑バッター本︒

十一73囹トップ︑バッター本︒
十一74園ぼくが力をいれて︑一本バックをやる
と︑ボートは向きをかえて︑

十四2612 また︑図画工作の時間によくいう︑デッ
サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑
はっけん ﹇発見﹈︵名︶3 発見﹇Vぼくのはっけん
しました︒

十三149 わかいころからいろいろな発見や発明を
十三2212 かれは︑もみの生長について︑大きな発
見をしました︒

︵サ変︶

らされた︑よい結果は︑
﹇ 発 見﹈

16

発見する ︽

とうきよう

おおもり

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

モールスという学者が︑東京の大森の

貝つかを発見してからのことであります︒

十二981一
この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい

熱心な学者が︑だんだんそれを発見しま

町から発見されたので︑

十二伽12

した︒

十三137

これをわく星といいますが一の空にえ

がく道は︑だえん形であって︑太陽はいつもその

十三147

植物学上の事実が︑ダルガス親子によっ

焦点にいるものだ︑ということを発見しました︒
十三2310

︽ーシ︾

はっしゃ・する ﹇発車﹈ ︵サ変︶ 1 はっしゃする

太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

﹇発﹈︵サ変︶4 発する ︽ーシ︾

一495 きしゃはすぐはっしゃしました︒
八346

はっ・する

今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八356

男はみまわして︑ひと目少年をみると︑

まえに発した光だというわけになります︒
十一821

﹇発生﹈

︵サ変︶

パッシッセ︑パッシッセ︑パッシッセ︒

3 発生する ︽一

私が＝＝口も発しないうちに先手をうって︑

こんどはかれがさけびを発しました︒
十五549
はっせい・する

生した︒

これは︑まえにさしいれておいた核によっ

十412 ある年のこと︑赤しおが︑おびただしく発

ができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒

十394園もし︑母貝の中に︑核をさしいれること

そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑ シ・ースル︾

て︑発見されたのであります︒

十四355

夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

引力の法則を発見したり︑

十四371

いったい︑だれが︑そのことを発見した

て︑ついにラジウムを発見したのです︒

十四801

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

十4112
自分たちの祖先が発見したのではなく︑

のでしょうか︒

十四804

パッシッセ︑パッシッセ︑パッシッセ︒

さまざまな術を発達させました︒

十五365

漢字は︑いまいったように︑はじめ︑事

数学が発達したのです︒

物の形をうつしたものから発達したものであるが︑

十四327

シ︾

はったつ・する﹇発達﹈︵サ変︶2発達する︽一

十四366

︽ーセ︾

はったつさ・せる ﹇発達﹈ ︵下一︶ 1 発達させる

かい道をきちきちととぶばったかな

いますこしふかく考えれば︑さらにおも ばった ﹇飛蟷﹈︵名︶1 ばった

私の学級では︑來週から︑かべ新聞を発行
こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

三877

パッシッセ︑パッシッセ︑パッシッセ︒

たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑

ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二289

ばったり︵副︶1ばったり

ジャパンタイムズという新聞も発行した︒

三877

九291図圃

十四867

しろい場面が発見されるように思われる︒

十五513

ることになりました︒

六574

することにしました︒

六562

シ・ースル︾

はっこう・する﹇発行﹈︵サ変︶3発行する︽一

十三2312 ダルガス親子の発見と努力によってもた
はっけん・する

六999 ふと︑おもしろいことを発見した︒

サ・ーシ・ースル︾

十4111 あるとき︑うめが︑母員の中をしらべてい
るうちに︑一つの半円形の迂生を発見した︒
て︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

十446 ほかの烏貝のがいとうまくを切り取ってき

十二43 コロンブスがアメリカを発見して帰った
とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒
していたときの私ほど幸福な子どもを発見するこ

三877

十二393 この日が自分にもたらした喜びを思い返 ばっしつせ︵感︶3パッシッセ
とは︑むずかしいでしょう︒

十二565 傳説を廣く全國で調べてみると︑よくに
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はっと ︵副︶2 はっと

五242園 ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ
の人をすわらせてあげました︒

十一816 少年は︑思わずはっととびあがりました︒

る︒

﹇発動機﹈︵名︶1

﹇葉﹈︵名︶9

はっぱ

発動機

七259囹 はっぱと同じ色になったのね︒
わかりますか︒

七259園 どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑

七263園 ねえ︑はっぱと同じになるのは︑鳥など

はっぱを︑とりかえてやるのが円しみだ︒

七576
る︒

発表

がんのなかまをみなかったかい︒﹂﹁は

休みもなく︑はてしもなく︑ゆるやかに

﹇果﹈︵名︶3 はてし

しかし︑アインシュタイン博士の話によ

大空の星をながめていると︑はてしのな

い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

十四3512

はありません︒

ると︑うちゅうは︑けっしてはてしのないもので

十四345

うつ波の声は︑

十一131

はてし

十五906囹青い鳥とね︒はてな︒

てな︒﹂

四603園

おかあさんの鏡︑庭のはっぱがうつってい はて︵感︶2はて
はつ花

はつ花のさいたこと︑けさ書く︒

﹇初花﹈︵名︶1

七645

はつはな
はつ日

八百年

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

﹇初日﹈︵名︶1

十一415魍

はつひ

﹇八百年余﹈︵名︶1

一夜明ければうれしいはつ日︒

ユートランドの平野には︑八百年あまり

はっぴやくねんあまり
あまり

十三202

五

発明二つ

はとεありとはと

ただおさんみちこさんまことさんよし

﹇鳩﹈︵名︶11

すのおそうじをするので︑はとをだ
五444圏

平和のはとだ︒

ぼくら︑日本の子どもらは︑はとだ︒

それを一わのはとがみつけました︒

はとにふえをむすびつけてとばすのであ

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

十三3511

かりうどが矢をつがえているではありませんか︒

六172 その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑

ました︒

六166 はとは︑ねらわれていることを知らずにい

た︒

六166木の上には︑一わのはとがとまっていまし

そばにおとしてやりました︒

六148 はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

六147

五444圃

いていたら︑たいへんあついとおもいました︒

二231園

こさんはととまととんぼぼうし

ニー66

はと

かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう

発明二つ

つかれはてる

きみたちの考えが︑たとい世間の考えと はてる ←あれはてる・こまりはてる・ちりはてる・

﹇発表﹈︵名︶1

前には︑よくしげつた森林がありました︒
はっぴょう

十五782

はっぴょうす

ちがっていても︑その発表をためらってはならな
い︒

﹇発表﹈︵サ変︶1

みんなのしらべたことをはっぴょうします︒

︽ーシ︾

六578

る

八本

ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように

﹇八本﹈︵名︶1

九348国

はっぼん

一かぶから七本も八本もでていて︑

じゅはつめい

十三1410
しました︒

十五3911

︹課名︺2

に大きな発明で︑

はつめいふたつ

十327

五519気海のはてから白い雲︑白い雲︒

七299園 ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの はて ﹇果﹈︵名︶1 はて

んのはっぱと同じ色にかわっていた︒

七295園黒っぽい︑かわいいあおむしは︑だいこ 十31 五 発明一一つ⁝⁝⁝三十二

に︑すぐみつからないためですよ︒

わかいころからいろいろな発見や発明を

四142 にわとりが︑かぶのはっぱをたべてい はつめい ﹇発明﹈︵名︶2 発明5ようしょくしん

はっぱに︑じっとぶらさがっていました︒

一一243園 大きなあおがえるが︑とうもろこしの

いろはあそびをしました︒

一一222園 先生︑わたしたち︑もみじのはっぱで︑

はっぱ

はっぴょう・する
十五2610 発動機にこしょうのできた飛行機乗りが︑

はつどうき

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑

十五313 大わしは︑この思わぬいたでにおどろい

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五291 鳥を後へひつくり返すようにするいきお

むりが立ち︑

九佃3 ふもとへきて︑急停止すると︑ぱっと雪げ

るくなって︑目がちくっとしました︒

九5410 その坂を登りますと︑にわかにぱっと明か

七226 すずめが︑ぱっと︑とんでにげる︒

ぱっと ︵副︶5 ぱっと

はっと一はと

はとぶえ一はな
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十三361 はとがむれになってとんで來ると︑ふえ
﹇鳩笛﹈︵名︶1

はとぶえ

の音がおのずから和音をふくみ︑
はとぶえ
きて︑ホートンをにぎわわせる︒

十三3510 早春になると︑はとぶえが天から鳴って

はな・おはな・おはなばたけ・かぼちゃのはな・く

はな ﹇花﹈︵名︶幽 ハナ はな 花むあさがおの
さばな・なのはな・なのはなざかり・なのはなばた
け・はつはな・ばらのはな・ひとはな・ひばな・め

一194間なんのはなひらいた︒

ばな

一195圃 れんげのはなひらいた︒
一202圃 なんのはなつぼんだ︒

一336
とまる

かくれるi

お日さま一はな一ことり一とぶ⁝一

一203圃 れんげのはなつぼんだ︒

なく
一354囚囚 きれいなはなになって︑おへやをか

一352囹 わたくしははなになります︒
ざりたいからです︒

おやねがうつくしい︒

五年生のきょうしつでは︑花のしゃせ

どんな花がすきですか︒

の名も︑だんだんふえてきました︒

三182 一くみは花の名をあつめました︒
三191 花の名は十二あつまりました︒
三201 えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥
三206

三343囹
いをしていました︒

三345囹まつ白なかびんに︑赤い花がさして
ありました︒

かぼちゃの花がさきました︑はかげに

花をおらないでください︒

四773む

ももの花のさくころ︒

麦の花に︑ぼらの花︒

四伽5

二月はうめの花︒

十一月はきくの花︒

こちらでは︑さくらの花も︑なしの花も︑

なしの花のきれいにさいている家に︑はい

四伽9
五205

りました︒

五399團

すももの花も︑うめの花も︑りんごの花も︑いっ

ぺんにさきだします︒

五3910団
すももの花も︑

五399團なしの花も︑

五3910團
うめの花も︑

きれいな花がさいていたり︒

五482

かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ

またみつけた︑きれいな花を︒

あの三つの花が︑そろってしんこきゅう

けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさか

せたのは︑だあれ︒

五621園

しているようにみえますね︒

五603囹

きました︒

五597

いな花を︒．

五481おや︑こんな花が一またみつけた︑きれ

が︑

五479すみれがさいていたり︑名まえは知らない

その一 つ︒

五454圃
世界のそのにさきにおう︑きれいな花の

ぼくのすきな花は︑あさがおです︒
五438囲
五452圃
きれいな花だ︒

ます︒

五405團この花がよくさく年は︑ほう年だといい

す︒

三348園 わたくしも︑早く大きくなって︑あん 五401團りんごの花も︑いっぺんにさきだします︒
なきれいな花をかきたいとおもいました︒
私のすきな花は︑こぶしの花です︒
五404団
三493團 かぼちゃの花がさきました︑あんな 五404團
私のすきな花は︑こぶしの花です︒
ところにさきました︒
白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で
五405團
三501圏

ふたつさきました︒

こうえんにさいたきれいな花は︑みん

高い︒﹂といいました︒

三522圏ありはすみれの花にのぼり︑﹁高い︑

三924
三926

なの心をたのしませてくれます︒

一388 あさがおのはながいつつさきました︒

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

一387 あさがおのはながさきました︒

三962

わたくしは︑うちのにわにさいてい
るコスモスの花をあげようと思います︒

四312国

ちかい家も︑かくことができます︒

一391 うすももいろのあさがおのはなが︑いつ
つかきねにさきました︒

一49一 へやには︑きれいなはながかざつてあ
りました︒

しました︒

二206ねえさんはなほしよるゆめ山川さ 四578 くだものをあつめたり︑花をかざったり
かなふねなみ

は一花のようにきれいなら︒

四801も

四773む一麦の花に︑ばらの花︒

四765れ一れんげの花がひらいた︒

二234園 はねのいたんだ大きなちょうちょが︑ 四745
けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

一一236園だりやの花が︑さきがけてしぼみまし
た︒

三94魍すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の
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五623園 花の色を空色にそめてくれたのは︑だれ
でしょう︒

五633園 けれども︑花がついたり︑みがなったり
したのは︑おかあさんのせいではありませんよ︒

五636囹 あやこも︑このきゅうりも︑あさがおの
花もおなじだよ︒

五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり

七467たがやしている父と子︑きりの花

九摺6

九襯3 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

花のさいているほもみつけました︒

九悩6

ちょうど白ばらの花がとんでいくように︒

目のまえのばらの花が動いています︒

こう話しかけたのは︑ばらの花でした︒

窓に花のはちをおきながら︑﹁︿略V︒﹂

ワンワン

タッターハナガ

サイテル

サイテル﹂ ﹁キントットガ﹂

そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい

﹁ハナガ

十573

きょうも︑みんなは話に花をさかせてい

コスモスの花
る︒

十一163

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

十一371圏

えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

色ただよ

空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく

はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一353圃

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一335圏だいこんの花にあかつきの

音高くみつばちがとぶ︒

十一319圃

さんの実がつきました︒

十一291

︿略﹀︑それはおかあさまの愛です︒

人の心の畑にさいた︑いちばん美しい花︑

十一55

︿略﹀は︑そのことをいいあらわしています︒

十543園

にさいていました︒

十5312

十498園

ねんにみようと思います︒

や︑花のさきかたや︑実のなりかたなどを︑たん

十279 トマトが畑に植えてあれば︑そののびかた

ざくらの花︒

十226 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

十219

た︒

九柵6 白ばらの花は︑もう話しかけなくなりまし

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

くこともできた︒

七562 つばきの花がまっかにさいています︒
七583あさがおの花が︑ラジオの音樂をきいてい
ます︒

どの花も︑

七586黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと
さくらの花をしらべてみたり

まっています︒

七623

どの花も︑みんな空を向いている︒

みんな空を向いている︒

七624

庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば

なんの木の花だろう︒

の花が︑三本かざつてありました︒

五779 かおよりも大きな花です︒

八127

七709

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

この花が︑みたとおりのこがねならば︑

こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら

八撹8

朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ
さいていませんでした︒

八幡2

の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

八408

わしもつむのだが︒

八378囹

きの木の根もとにうめてやりました︒

五785 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち

七サキマシター1

サキマシタ

六303園花のみつをわけてあげよう︒

五アンナトコロニ

六609圏 カボチャノハナガー七
五

﹁あさがおの花﹂を 思 い だ し ま し た ︒

六7910 ごろうは︑いっか﹁こくご﹂でならった
六7911 そうして︑自分とあさがおの花とが︑たい
へん近いもののように思われました︒

花のさくのは︑1日にすこしのあいだだけ
花は︑1日開きませんでした︒

だと思いました︒

八鵬4
八佃7

いねの花のすんだあとをさわってみると︑

た︒

六襯10 クローバーの花が︑まつ白にさいていまし
七511 学校じゅうは︑いちどに花がさいたようだ︒

八脳1

︿略﹀さきが︑ふくれてかたくなっていました︒

七66 えんどうの花が︑風もないのにゆれている︒
七911 さくらの花が︑白くうかんでみえる︒

水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

九圃4

あたりには︑やはりばらの花のにおいがし
九鴇6

ていました︒

九欄2

しゅれいるこでまりの二

片M5図圏

七1710園 花がちって︑実がつきはじめたからで 九283図無親のまたくぐる子うしや草の花
しょう︒

のはたけですか︒

七199園先生︑こっちの白い花のはたけは︑なん
七207園 それが︑いまちょうど︑こんな白い花を
つけています︒

七329園 おかあさん︑花よりきれいね︒

七2011園白いちょうちょが︑白い花にとまった︒

はな一はな
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なってきた︒

けた︑大きなかびんがかざつてありました︒

十一435 正面のテーブルには︑赤いうめの花をい

ごがでさかりだった︒

十︻485 アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち
十一513 庭のあさがおの花は︑みんなふきちぎら
れ︑

なんのことだかその意味がわかりません︒

十二75 道灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑

りでした︒

十二76 少女とやまぶきの花とをみくらべるばか
十二710図魍 七重八重花はさけどもやまぶきのみ
のひとつだになきぞ悲しき
じゅう美しい花をつけていたが︑

十ニー36 そこには一本のざくろの木があって︑夏
十二3110 そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指
花は美しく︑実はうまい︒

はまったくわれをわすれてなでていました︒
十一一647

十二666 それからでた細い根が︑つなのようにか
らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

んぼはとらずに︑花を手にいっぱいつんで帰った

十二951 道ばたに野はぎがさいていだので︑赤と

についていうと︑

十三95 たとえば︑花のおしべとめしべとの関係

る︒

十三473 はちの羽音が︑チューリップの花に消え
十四299 日本は景色のよい國で︑花がたえずさい
ていたために︑天上の花を見ようとはしなかった
のだろうという人もありますが︑
十四2910 天上の花を見ようとはしなかったのだろ
うという人もありますが︑

十四522 花は︑美しいわかい女でした︒

花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ

十四525園私の花がさかなかったら︑実はつきま
せん︒

十四528園

それは︑花の一部であるめしべの根も

て︑かぼちゃの実がつくのです︒

十四5210園

だから︑それは︑私たち花のものだと

とが︑大きくふくれただけのものです︒

十四531園

せっかく花が開いても︑

いうことはうたがいありません︒
十四5311園

とちゅうから︑黄色くなって落ちてし
養分をこしらえる力をかまわずに︑あ

まったたくさんのかぼちゃの花を見ています︒

十四541園
十四542園

つるの私がとちゅうで切れたりしたら︑

なたがたが︑かってに花をさかせたからですよ︒
十四569囹

それについている葉でも︑花でも︑なりかけてい
る実でも︑みんなかれて︑くさってしまいます︒

花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え

十五171図圃

少女たちよ︑花そだてつつあきない

て︑つづれ着るとも︑

十五榴10 ﹁心に花をかざれ︒﹂

三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ

口はひとつ︑はなもひとつ︒

﹇鼻﹈︵名︶42 はな 鼻

一275

はな

二357園

﹃はなをふく︒﹄というわけです︒

わって︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

はなが動く︒

四725
六377

ただ︑はながつまっているだけだが︑その

目もはなも口もつけました︒

六餌8

六703

﹁はなをかむ︒﹂ということばを︑そのよ

﹁はなをかむのかい︒﹂といったのであ

ために発音がすこしおかしい︒

る︒

六価7園
六描1

弟ははながつまっているために︑あること

うにいったことがあるのではない︒

なぜはながつまるといえなくなることばと︑

ばが︑うまく発音できなくなっている︒

六柳5
花も︑葉も︑根も︑みんな賛成しました︒ 六斎10

ていました︒

十四609
十四6111

水はしずかに流るると見ればもの花

はながつまってもいえることばと

はながつまったために発音ができなくなる

六佃6

そうして︑はながつまっても発音できるよ

はなから声のでるような音にちがいない︒

ものをいうときに︑声がはなからでるかで

はなから声がでない音のはずである︒

では︑なんという音が︑はなから声のでる

音なのだろうか︒

六鵬2

ないかということを︑考えたことがなかった︒

六鵬10

六㎜7

うな音は︑はなから声がでない音のはずである︒

六鵬4

にちがいない︒

ような音は︑もともとはなから声のでるような音

六㎜2

六研11

はながつまってもいえることばとがあるのだろう︑

十五91図圏

荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ
るばちならび赤き花さく

十五104正孔

おどろきてわが身も光るばかりなり
大きなるばらの花照りかえる

十五151図魍

ただみればこれかりそめのばらの花
ただみればこれかりそめのばらの花

おどろきて見ればその花動く

十五153図魍
十五154鳳凶魍

おどろきて見ればその花動く
ひるすぎていよよにあかきばらの花
いよよに重くかたむきふかむ

十五155図醐

大きなるなにごともなきばらの花ふ
とのはずみにくずれたりけり

十五157図圏
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六佃3

﹁はな﹂の﹁ナ﹂︑﹁あのね﹂の﹁ノ﹂と

八7411
むいた︒

こがらしや子ぶたのはなもかわきけり

はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を

九271図圃

﹁ネ﹂︑﹁にいさん﹂の﹁一こ︑﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑

六㎜4 これらははなからでる音なのだろう︒

ときには︑したをだしたり鼻がてんぐ

はないずみ

﹇鼻先﹈︵名︶1 鼻先

すびの花ざかり︒

花さんは︑たいへんじょうずに自分の

では︑花さんからおはじめなさい︒

﹇花﹈︵名︶5 花さん

十四534園

はなし

﹇放﹈δかりっぱなし

いたって︑

十四5910脂汁さん︑あなたが︑どんなに美しくさ

ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四566囹花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる

は︑なに一つございません︒

や︑葉さんや︑根さんのような︑特別なはたらき

十四5512園私は︑こんなに長いばかりで︑花さん

ことを主張なさいましたね︒

十四521園

はなさん

そのにぎりこぶしを私の鼻先につきだされた︒

十五754 ﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら︑

はなさき

鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で

三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ

夜のホートンはまつ平なので︑はなをつ
鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたいた

﹇花泉﹈︹地名︺！
はなお

のったはなし・おとぎばなし・おはなし︒じまんぱ

はなし ﹇話﹈ ︵名︶ 55 はなし 話 ■おおわしに
駅は︑東北本線の﹁はないずみ﹂であった︒

﹇鼻緒﹈︵名︶4

四326團

その生徒さんは︑すぐひもでげたの

るけなかったのです︒

花ざかり

では︑わたしがはなしをしてみよう︒

﹁もしもし︒﹂と声をかけて︑話ができ

ここまで話がすすむと︑みんなは︑めい

つぎのような話をしました︒

﹁雲﹂に話をするつもりで書きました︒

四391
四柵8圃

こんな話で︑かばんの中はにぎやかです︒

むかしむかしの話です︒

おとうさんは︑この話をそばでおききに

五1610

めいじぶんのことが思いだされてきました︒

四368

四278

ます︒

四66

三125園

一一337園 こんなはなしをしていると︑どしん
どしんというおとがしてきました︒

し・もじのはなし

四322国男の子は︑げたのはなおが切れてあ なし・つづきばなし・ひとくちばなし・むだぼな

はなお

七4610

はないずみ

り︑いそがしく足でけったりして

十五掴11

ままれてもわからないほどである︒

十三338

て︑わがままをしはじめた︒

十一一597

作って︑のりでとめる︒

十一一5011

のようにとびだすこともある︒

十二453園

べをしたら︑はなのところまでありました︒

私は︑たけのこのそばにいって︑せいくら

十612

はなから声がでているような氣がする︒

六柵6 自分で声をだしていってみると︑いかにも
六柵7 そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑は
なのあなから息がもれないようにして︑

六柵8 はなのあなから息がもれないようにして︑
﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑﹁ネ ﹂ ︑ ﹁ 二 ﹂ ︑ ﹁ ミ ﹂ ︑ ﹁ ム ﹂ と い っ て
みた︒

六柵9 はなから声がでる音であることはたしかと
なった︒

六㎜10 自分ではなをつまんで︑﹁ナ﹂といいなが
ら︑耳できいてみると︑まるで﹁ダ﹂といってい
るようだ︒

六柵1園．﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑
きゅうにおかしくなった︒

六日7 これもはなから声がぬけているようだ︒

六号8 ねんのために︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂と
いおうとしたら︑じつに苦しい︒

六川11 そうすると︑ナニヌネノという一ぎょうは︑

四333国はなおができあがると︑男の子は︑そ

はなおをすげてやりました︒

六麗4 ここで︑もしやと思って︑はなをつまんで

れをはいて︑元氣よくかけていってしまいま

ぜんぶはなの音でできていることがわかった︒
﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これらもは

たのはなおをすげるあいだ︑
雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ

﹇花冠﹈︵名︶1

﹇花盛﹈︵名︶1

五893圏圖高い山からたにそこみれば︑うりやな 五635

はなざかり

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四932

はなかんむり

花かんむり

中学校の女の生徒さんが子どものげ

した︒

﹁はなが高い︒﹂

四354園

なの音であることがわかった︒

六皿5 これらもはなの音であることがわかった︒

六麗7 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ
モの二ぎょうだけで︑

六鞭9 パピプペポにいたるまで︑みんなはなから
七155

﹁はなをならす︒﹂

声のでる音ではないことがわかった︒
七155

はなしあい一はなしあう

522

なって︑

に︑このふしぎな話をしました︒

五669 おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん
六595 どうして︑ふだんの話がうたえないのかと
﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話をもちだし

考えました︒
六733

たので︑みんながわらいました︒

六捌7 うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑
まるくならんで︑話をしました︒

六鵬10園 勝ったものになにもないなんて話はない︒

六柵1 うさぎさんたちがあまりガヤガヤ話をする
ので︑目をさましてしまいました︒

る︒

リビングストンが南アフリカを探けんし
おじさんからいただいた童話の本に︑

ていたときの話です︒

十一︻119
十一﹇439園

おじいさんやおばあさんからきいた話を

人形が夜中に集まっておどりだす話がありました
よ︒

このようにして芭蕉につかえながら︑は

思いだして︑書きのこしておくということは︑

十一﹇56！

十一﹇714

話をしているうちに︑パラパラと音がし

い句の話をきくのでした︒

十二734

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑
話をきくときには︑相手の人のいってい

黄色や︑赤や︑白の干たばがくりひろげ

自分が話をするときには︑

ることばをよくききわけ︑

十二8812

十三299

十二893

話がある︒

七96囹 アラビアンナイトのように︑いろいろな

七432園 たいへんさしでがましいことですが︑わ

十三421園

ですから︑舞台に出ている人は︑四人の

話がうんとある︒

そこで︑三郎くんの声と動きだけで︑四

﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした
みんなの話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂

そうじがすんだら︑そのことについて

しかし︑アインシュタイン博士の話によ
はありません︒

ると︑うちゅうは︑けっしてはてしのないもので

十四344

話をしよう︒

十四20！圏

とおっしゃった︒

十四1912

りして︑電話の話らしくしなければなりません︒

十三456

はなりません︒

人とそれぞれ話をしているようすを︑見せなくて

十三451

人と話をしているわけです︒

十三4410

られ︑にぎやかな話が続く︒

七97園春には春の話︑秋には秋のものがたり︒
たしにちょっと話をさせてください︒

八577 ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその話
をしたら︑

ので︑

にわとりに思わずその話をした︒

八809 あひるの子は︑きゅうにおよぎたくなった

た︒

﹁小公子﹂の話にでてくる︑セドリック

九102 ﹁劇場音樂の話﹂をきいた︒
九106その中で︑︿略﹀という話がおもしろかっ
九452團
少年のように︑

九919園 もういいじゃないか︑そんな話
九繊5園 けんかの話をするのかい︒
九梱3 帰り道で︑父は次のような話をしてくれた︒

十一54 それにあきると︑そのボートをながめて
は︑いろいろな話をしあつて樂しむ︒

十﹇55 きょうも︑みんなは話に花をさかせてい

十四506

このことは︑あくる日の新聞に出たマッ

十五452

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の

話は明治初年のころにさかのぼる︒

めいじ

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

十五474

話は︑第一次世界大才がたけなわであっ

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

きょうはきみがまだ生まれないころの

話に聞きいっていたホランド博士は︑

たころのことである︒

十五523
十五553

日本の話をさせてもらおう︒

十五559園

十五5610園日本留学生第一号とでもいおうか︑私

せんぽいの教授がやって來て︑︿略﹀

がはじめて会った日本人について話をしてあげよ
う︒

十五574囹

﹁先ほどの話は︑こころよくひきうけ

と︑やぶからぼうの話をもちだした︒

十五7510圓

だれだか︑いっかそんな話をしてい

たよ︒﹂とささやかれた︒

こんな話をしているまに︑

十五907囹
たっけ︒

十五92！

話しあい

話をしてもいいの︒

﹃︿略﹀︒﹄という話しあいをやってみ

﹇話合﹈︵名︶1

十五974園
はなしあい

話し相手

だれも話し相手がないので︑しょんぼり

﹇話相手﹈︵名︶1

たら︑おもしろいだろうと思います︒

十四516園

はなしあいて

と校庭に立っていると︑

十一一955

がんのなかまは︑この山のむこうにあ

はなしあ・う﹇話合﹈︵五︶7話しあう︽ーイ・
ーッ︾

るみずうみのところへいこうと話しあいまし

四533
た︒
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はなしかける一はなす

ないことや︑︿略﹀などを︑話しあいました︒

五827 なま水をのまないことや︑ねるまえにたべ
五842 夏休みになにをするか︑みんなで話しあい
ました︒

つかさをあげようと︑話しあいました︒

六擢3 うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま
六悩11 ちっともいいことではないと︑うさぎさん
たちは話しあいました︒
しあつているのかもしれません︒

九167 これからいこうとする遠い國のことを︑話

話しかける

︽一

九862 四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物
﹇話 掛 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 8

は︑みなかごの中にいれておきました︒
はなしか・ける

十五585
はなしなさ・る

七802囹

﹇話﹈︵五︶1

話しなさる

︽ーイ︾

自分から話しだしたホランド博士は︑

はなす

︽ーサ・ーシ・ーソ︾

いったい︑どういうことなのか︑くわし

く話しなさい︒
﹇放﹈︵五︶18

もうしばらくないてくれたら︑かご

うちのなかではなした︒

畢あけはなす・てばなす・ふりはなす

はな・す

一412

四272團

かわいそうだから︑はなしておやり︒

からはなしてあげるよ︒
はるおは︑まだみていたいようでしたが︑

四979園
五583

寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

右手をはなして︑手早く︑自分のこしに

さないように︑

十四491
十五288

鳥は︑︿略﹀︑つかんでいた女の子をはな

さしていた短刀をぬいて︑

して︑あおむけにたおれかかりました︒

十五293

﹇話﹈︵五︶33 はなす 話す ︽ーサ・ーシ・

ース・ーソ︾δおはなしいたしおる・おはなしす

はな・す

三468 白うさぎがいままでのことをはなしま

る・おはなす

すと︑そのかたがたは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

三485 白うさぎはいままでのことをはなしま

おろして待っていました︒

その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え

なくなりますが︑

新しく思いついたことをみんなに話して︑

ついたことを話しました︒

六781
六備11

かたを組んで話しながらでていく子ども︑

びっくりさせてやろうと考えたからである︒

七95囹 あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

七72園

おかあさん︑あおむしのことを︑話して

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七236園

王子は︑いままでのわけをこの男に話しま

いたんですよ︒

した︒

八492

そのことを先生に話してみたら︑先生は︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

八599

いそうである︒

なに苦しんだか︑ここで話すにはあまりにもかわ

チチロは︑いよいよよくせわをして︑ 八8710 あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん
ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一8810
た︒

ました︒

おじいさん︑わたしを海へはなしてくだ

三982 口ではなしたことは︑そのままきえて

いつもその本を手からはなさず︑

はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒

︽ーシ︾

した︒

﹁︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑はなしてや

やっと目をはなして︑

五663園
さい︒

九394条下からどんなに大きな声で話しかけられ 五668

ケ︾

あした山へつれていって︑はなそうと

そうして︑青い海へはなしてやったよ︒

りました︒

五988園

五671園

ても︑きこえないときがあります︒

九衛6 白ばらの花は︑もう話しかけなくなりまし

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から
それによると︑さいたま縣のあるところで︑
こころみに︑しるしをつけてはなしたものだとい

九176

遠くはなした︒

六9910

五㎜4園山へはなしてやりたかったんだけれど︒

思っているのです︒

語気6 こう話しかけたのは︑ばらの花でした︒

た︒

十126 ずんずんおとうさんのそばへきて︑さまざ
まなことを話しかけたり︑わらったりしました︒
それに話しかけたり︑

十483 道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

十﹁784 それからそれへと長々と話しかけて︑

九898囹

うことがわかりました︒

十一2611

︿略﹀しっかりするようにと病人をはげましまし
十一883 やさしく話しかけたり︑

た︒

十五446 ドアをおしあけながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

話しだす

目を父親の顔からはなさないで︑こしを

十一715
話し声

じょうずな日本語で話しかけた︒
﹇話声﹈︵名︶1

﹇話出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

七601 よっちゃんたちの話し声がする︒

はなしごえ

はなしだ・す

はなせる一はなよめぎょうれつ

524

九462團 セドリックは︑七つ八つのころでも︑せ
たろう

んきよのことを話していますけれども︑

十167 太郎がそばへきて︑外國ではどんなことば
を話すかとたずねるものですから︑

ば︑イギリスではイギリスのことばを話すよ︒

十169園 そりゃあ︑フランスではフランスのこと
十177園 こうしておまえたちに話すようなことば
が︑思うぞんぶんつかってみたくなります︒

又略﹀︒﹂と︑そこまで話したとき︑

養殖眞珠のつくりかたを︑こまごまと話した︒

十462 幸吉は︑︿略﹀エジソンのもとをたずねて︑
十741

十一246 金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑
母親にすすめました︒

にく略﹀耳をかたむけているようにみえたから

いられるのか︑それを︑こう話してやるのだ︒
そのことを友だちに話すと︑﹁︿略﹀︒﹂と

はなつみ

﹇花摘﹈︵名︶1 花つみ

をしたりして遊んでいました︒

八273 むすめたちが︑訂しげに歌ったり︑花つみ

七437園

はなはだですぎたことかもしれませんが︑

おばあさんが︑︿略﹀と︑話してきかせ はなはだ ﹇甚﹈︵副︶1 はなはだ

教えてくれました︒

十四797

十四997
たことがあった︒

あけはなつ

︽ーセ︾

花火﹇▽せんこうはなび・

ですから︑花ばたけで︑よくいっしょに

﹇花火﹈︵名︶1

花火やほたる︑とんぼの目だま︑一つ

﹇花弁﹈︵名︶2 花びら

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

二

花まつり

花まつり⁝⁝⁝九

花まつり

二

︹課名︺2

三23

三108圃

すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑

ちょうも小鳥もたのしそう︑きょうは

花のおやねがうつくしい︒

三92 花まつり

はなまつり ﹇花祭﹈︵名︶2 花まつり

三91

はなまつり

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

十三363

れている︒

七594 なにかの花びらが︑くもの巣にかかってゆ

はなびら

一つ光る︒

十一565囲

ばくちくはなび

はなび

うたいました︒

五437團

四705 あきの花ばたけととく︒

十五96図魍子どもみんな早口に話しつつ來る子 はなばたけ ﹇花畑﹈︵名︶2 花ばたけ
ほかの外白人にも話してあげましょう︒

どもと子ども
十五505園

ホランド博士は︑幽霊中で費用が思うよ
話せる

世界の花そ

日本という國をみたこともなく︑また日

﹇話﹈︵下一︶1

うにつかえないことについてくわしく話し︑

十五554
はな・せる

十二81！

本語をすこしも話せないこの二少年が︑

花たば

みんななかよくさきそろい
﹇花束﹈︵名︶2

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑
一方の手で花たばを取りながら︑一方の
手で目をふきました︒

十一9110

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十一911

はなたば

のかざろうよ︒

五456圃

十一786 病人がなんだかうれしそうにその話す声 はなぞの ﹇花園﹈︵名︶1 花その
十一842 少年は二こと三ことことばをはさんで︑
家族のようすを話そうとしましたが︑
十二403 みることもできず︑きくこともできず︑
話すこともできないので︑

十二542 人形がかたむかないように︑話すときは
人形の顔を前後に動かす︒

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

天の川は︑なん千なん万という星がかさな

十二894 話をするときには︑その場のようすによ はな・つ﹇放﹈︵四五︶4はなつ︽iチ・ーッ︾呂
八334

あなたの花まつり︒

ぼくのうちは花屋です︒

﹇華﹈︵形状︶1 はなやか

十四㎜1一 マッチは︑はなやかにもえあがった︒

はなやか

五436團

幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ はなや ﹇花屋﹈︵名︶1 花屋
黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって

いずこに落ちにけん︒

列

十五43呼率空にはなちしわがそ矢は︑あわれ はなよめぎょうれつ ﹇花嫁行列﹈︵名︶1 花よめ行

いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十二柵11

た︒

十448

うな光をはなっているようにみえるのです︒

りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ

十二905 話すことばは︑その場その場にあらわれ
るその人の面影ということもできよう︒

十二933 書くことは︑話すこととちがって︑その
場のようすが相手にみえないから︑
まらなくなりました︒

十三546 その氣持を︑だれかに話してみたくてた
十四206 外蕃からはいってきたことばが︑いろい
ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四444圃 そうして︑なんでこんなにほがらかで
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はなれぼし一はね

﹇離星﹈︵名︶1．はなれぼし

十三3611 花よめ行列のラッパの音が︑どこかでひ
びく︒

はなれぼし

はなれる

︽ーレ・ーレ

がっこうにはいって︑べんきょうしてくるので

一549囹 そんなときには︑ はなれぼしにある
す︒

﹇離﹈︵ 下 一 ︶ 2 1

ル︾呂かけはなれる

はな・れる

三422 みよこさんが︑左のかたからはなれて︑
麦ばたけのよこ道をかえりました︒
か︒

みている︒

花わ

この人形は︑はにわといって古代人のは
はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑

鳥などをこしらえたものがあります︒

そこで︑りょうてをはねのようにうこか

はねのいたんだ大きなちょうちょが︑

かっちゃんは︑はねのっけねをうたれて

ほら︑羽がだめだから︒

あの羽をしぼったら︑きれいなしるがで

羽をふるわせている︒

羽がぶらりとさがりました︒

そうして︑羽をひろげてゆったりと近づい

九柵1 ちょうちょは︑うれしそうに羽をととのえ

りとこうもりの羽にたたかれました︒

九鵬9 たいへんと︑くもが思ったとたんに︑ばさ

てきた︒

八8911

たたかい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八843 はくちょうはみごとな羽を廣げ︑︿略﹀あ

はっきりとしてきます︒

みの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑もようも︑

八242 明かるい光がさっとさすころになると︑せ

もこくなっていきます︒

八238 みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色

八228

七323園

そうね︒

七3111園

美しい羽ですこと︒

七319囹白いえのぐにみどりをとかしたような︑

がらすをすにひきもどす︒

六331おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子

五柳2園

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五㎜2 よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

いました︒

四548

けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

二233園

しました︒

一233

ばね

二本11ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文 はね ﹇羽﹈︵名︶24 はね 羽呂したばね・りょう
医者が︑まだとなりのベッドをはなれな

字にすべりおりた︒

十一7311

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑

いうちに︑少年は立ちあがりました︒

十二83

文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ
おかあさんと私とは︑おたがいに︑

ろからじっとみつめた︒

十ニー612
十四149團園

それほどはなれてはいないのだ︑
地面から高くはなれて︑

四427囹 きみ︑列をはなれちゃだめじゃない 十四梱10 うれしそうに︑樂しそうに︑上の方へ︑

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル

やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり
﹇花輪﹈︵名︶1

つばき︑げんげの花わ︑一つ一つつづろ︒

十一581圏じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い

はなわ

の目にはなみだが光っていました︒

十五㎜6

をはなれて︑

十五8510

らはなれて行きそうにしていました︒

四512 下からねらわれているときには︑ばら 十五223 女の子は︑︿略﹀︑とかく家庭教師の手か
ばらになって︑はなれてとべば安全なのです
が︑

四525園 きけんなところを早くはなれよう︒

四958 風にふかれてとんでいるうちに︑いっ
しょになったりわかれたり︑またいっしょに
なったりはなれたりする︒
なれる︒

六4210 それがほぐれて︑一列にビルディングをは

チルチルとミチルと︑︿略﹀とは︑はじ

新しいはくちょうは︑すっかりはにかんで
十五821一

しまった︒

八9211

六523 月はいま雲からでて︑大いそぎではなれて はにか・む ︵五︶2 はにかむ ︽ーン︾
いきます︒

六㎜9 それは︑ここから百メートルもはなれてい
る︑向こうの家の屋根であった︒

この人形は︑はにわといって古

はにわ

めはいって來たとき︑すこしはにかんで︑

はにわ

﹇埴輪﹈︵名︶3

十二醜3

かからほりだされたものです︒

十一一棚4

代人のはかからほりだされたものです︒

十二捌3

はにわ

八1611 せみの子からいえば︑母親のちぶさにす
がつたようなもので︑とりついたがさいご︑よう
いにそれからはなれません︒

馬車は草地をはなれました︒

すっかり皮からはなれていました︒

八236 やがておきなおったかと思うと︑からだは
九7311

九948 やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手もとを

はねあげる一はは
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ました︒
九糊2 それから︑まつ白な羽をひろげたかと思う
と︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

九柵7園 ちょうちょさんは︑羽があるからいいな︒
の色や︑形などを︑こまかにしらべたいのです︒

十278 庭の木に小鳥がくれば︑その︿略﹀や︑羽

いていたときには ︑

十ニー711園 はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴

ピッピッという音がしました︒

1

1

はねあげる

︽i

はねおきる ︽一

パラパラと音がして︑白い小さなつぶつ

ぶのものが落ちてきて︑子どもたちや︑芭蕉の足

十一一736

うちじゅうを︑とんだりはねたりしました︒

九614 そのとき︑いちろうは︑足もとでパチパチ

ことばははねる︑つまめばにげる︒

しおのはねるような音をききました︒

十一552圏

てんとうむしのように︑みずすましの

はねちゃん

︵名︶2

もとに落ちて︑はね返ったりころがったりします︒
はねちゃん

十一556圃

チルチルはねまわりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

うさぎ︑うさぎ︑なにみてはねる︒

七259

なまいきいうな︑はるお︒﹂母﹁これこれ︑

母﹁はっぱと同じ色になったのね︒

黄色になつちゃった︒﹂母﹁さなぎになった

七284

はるおは︒﹂母﹁はるおは︑さっきから︑お

母﹁いいえ︑生きていますよ︒

兄﹁おかあさん︒﹂母﹁1﹂

七288 きょうね︑國語の時間に︑先生にほめられ

七286

もてで遊んでいますよ︒﹂

七279

ね︒

七276 母﹁先生は︑いいことをおっしゃいました

のですよ︒

七272

そんなこと︒

七263

て︒﹂母﹁あおむし︑大きくなりましたね︒

七252 先生も︑あおむしをかっていらっしゃるっ

たんですよ︒﹂母﹁そう︑それもお勉強ですね︒

七237 おかあさん︑あおむしのことを︑話してい

母﹁なにしてるの︒

﹇母﹈︹話手︺20 母

ように︑一つ一つはねる︒

しろちゃん︑はねちゃん︑︿略﹀︑みんな

わたくしのうちにいたきょうだいです︒

一572

ボールはたましいのこもった生きものの

ようになって︑はねとびました︒

なかよくテーブルについて︑飲んだり︑

はねまわ・る﹇跳回﹈︵五︶3はねまわる︽ーッ・
リ︾

十五923
十五977

ひら手でたたいたり︑いそがしく足で

たべたり︑はねまわったりしていました︒

十五価！

けったりして氣ちがいのようにはねまわります︒

十五やおつきさま

みてはねる︒

一186圏

七234

一605囹はねちゃんも︑ものをはっきりいう はは
いいこになりました︒
次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲

みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十739囹

十ニー84園 せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑ はねとば・す ﹇掻飛﹈︵五︶− はねとばす ︽ーシ︾
十三464 ありが︑ちょうの羽をひいて行く︒

︵上一︶

十二8312

十五2212 三メートルもあるような羽をひろげた大 はねと・ぶ ﹇掻飛﹈︵五︶1 はねとぶ ︽ービ︾
きな一わのやまわしが︑

︵下一︶

十五311！ まわりには︑鳥の白い羽が雪のようにと
﹇機上 ﹈

びちりました︒

ゲ︾

はねあ・げる

﹇跳起﹈

りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六345 かかし︑一どははねあげられるが︑もんど

キ︾

はねお・きる

羽音

一192圃

四898 雪だと いうと︑あさ早くはねおきて︑ は・ねる ﹇跳﹈︵下一︶10 はねる ︽ーネ・ーネル︾
﹇羽音﹈︵名︶1

︿略﹀︑雪かきをなさるおじいさん︒
はねおと

ッ・ール︾

はね返

りすはしらかばの木にはねて︑﹁高い︑

六375

﹁の﹂の字のはねたさきから︑雨だれのよ

水が光って︑とんではねています︒

九483

はがきをそっと学校のかばんにしまって︑

うななみだがこぼれおちる︒

五803

高い︒﹂といいました︒

三526團

七3011

よんでみましょうか︒﹂母﹁よんでちょうだ

母﹁どうしたんです︒

ていたところよ︒

七304 母﹁いま︑にいさんに日記をよんでもらっ

い︒﹂

七293

のが︑よくできたって︒﹂母﹁それはよかったね︒

たの︒﹂母﹁どうして︒﹂
十一3110團 えんどう・そらまめみな花つけて︑羽 一242圏 二ばんの﹁はねておどれば﹂のところ
七291 あおむしがさなぎになったところを書いた
は︑ぴょんぴょんとびました︒
音高くみつばちがとぶ︒

︽

はねかえ・る ﹇跳返﹈︵五︶3 はねかえる
る

る ︒ ﹂ た だ し ﹁ 山 の山びこ︒﹂

三47園まさお﹁はねかえる︒﹂みんな﹁はねかえ
三48園 みんな﹁はねかえる︒﹂ただし﹁山の山び
こ︒﹂
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はは一ははおや

七317

母﹁まあ︑ ま あ ︒ ﹂

美 し い 羽 で す こ と ︒﹂

七319 母﹁白いえのぐにみどりをとかしたような︑

七321 母﹁おかあさんも︑こんなところをみるの
は︑はじめてですよ︒
羽をふるわせている︒﹂母﹁空氣にふれて︑

すこしずつのびるの ね ︒ ﹂

七324

七332ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑う
﹇母﹈︵名︶30

母

つしてやりましょうね︒﹂母﹁それがいいわ︒﹂
はは

四佃3 うらしまは︑父や母のことを思いだし

でました︒

十一434

弟が卒業するので︑私が︑母にかわって

十二522 いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン

九814園 まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西

ははあ

こびきの大のこははばが了いし︑

︵感︶4

ははあ︑ぞうはかべとおなじだ︒

ははあ

十二689

ばをもっている︒

十二688 まっすぐに長く切るのこぎりは︑了いは

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十二529 古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

に四五十メートルほってみることにしよう︒

﹁おかあさん︒﹂といって︑母のそばへ

母ははたを織っていましたが︑孟子の顔

かけよりました︒

十二87

十二87

孟子がびっくりしていると︑母は︑いま

をみると︑︿略﹀小がたなをとりあげました︒

十一一810

までたんねんに織り続けていたぬのを︑小がたな
母は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

でたち切ってしまいました︒
十二94

ははあ︑この木だな︒

自分には父もある︒母もある︒

二353園

十二222園

六889園

十二234

母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです︒

て︑きゅうに家へかえりたくなりました︒

ははあ︑そうだ︑

子うさぎと窺うさぎのめかたを計ってみま

﹇母牛﹈︵名︶2 母うし

これは︑木からいうとめいわくしごくなこ

﹇母親﹈︵名︶17 母親

十214

母親が︑両手をのばしてついてくる︒

すがったようなもので︑

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

八1610

ははおや

ると︑よろけるんだよ︒

十三513 まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ

かんぼうで︑

十三512 了うしのそばに立ってるんだが︑まだあ

ははうし

えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

七995 窺うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ

320g︑かるいので260gでした︒

七988 母うさぎは4㎏︑子うさぎは︑おもいので

した︒

七988

﹇母兎﹈︵名︶3 母うさぎ

やっているうちに︑

ははあ︑これが鳴るんだなと思って

八644園

はば

十一一186園

私は︑近づいてくる足音を感じましたの

十一一326

れんげつみて子といる母の黒いこう
十の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹
﹃母の愛の喜び﹄です︒

﹁喜び﹂たちは︑﹁母の愛の喜び﹂を手
﹇幅﹈︵名︶5

ははうさぎ

私は子どもらしい喜びと得意さに大は
﹁父﹂﹁母﹂﹁妹﹂﹁先生﹂などのことば

母にそのからだをみせるにはしのびない︒

家にはひとりの母がある︒
十二636

ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手
老いた母を思う子の無情は︑︿略﹀︑私た

十五669

もり

十五101図置

ちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四61

紙の中にもよくうかがわれます︒

十四512

十二636

があったことを思いだします︒

十二3811

しゃぎで︑二階から母のところへかけおり︑

十二3310

で︑それが母だとばかり思いこんで︑

七337 母は︑ふたりの兄弟をながめている︒

九345團 母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人
で︑三日間かかりました︒
九3911国下では︑兄や︑母や︑おばが︑﹁︿略﹀︒﹂
とか︑﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑

たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

九4210国 母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく
九4310国 ほしがきにするために︑母がかわをむい
て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

九442團 母やおばまで子どものように︑かきの葉
を一まい一まいならべて︑

十237 ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に
乗っている︒
なりたいのです︒

十309 父や母のために︑いつもすなおな子どもに
十3310 このあいだに立って︑佐吉をはげましたり︑

十五㎜8園

たちをあとに残し︑︿略﹀京都に移った︒

なぐさめたりしたのは︑母であった︒

はば

をたたいてむかえます︒

十五㎜9

ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

十3612 試直轄の日︑その織機をあやつって︑りっ
十511 母がこしらえてくださったパンを︑

はばたき一ばぴぷぺぽ
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かっちゃんが︑立ちあがってはばたきを

羽ばたきする

母たち

るよ︒

おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくもこ

母の愛﹁あの人︑だれなの︒﹂チルチル

光さ︒﹂母の愛﹁私︑あの人を見たことが

母の愛﹁あの人︑私たちが︑あの人をず

はははは

でも︑動く人形だってあ

母の愛光をだきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十二443園

オルガンのキイから︑赤い︑青い︑金色 はははは ︵感︶1 はははは

十五㎜2

いぶん待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

十五柵2

なかったよ︒

十五稲7

﹁光さ︒﹂

十五備5

すよ︒

こにいたいや︒﹂母の愛﹁でも︑それは同じことで

十五M11

り用が多すぎて︑ひまがないのだよ︒

話がうまいな︒﹂母の愛﹁うちにいるとね︑あんま

十五脳5 でも︑うちにいるときよりか︑ずっとお

ここでは︑うちにいるときのように︑し

十五佃11

四572

はばたきをして︑すっととびたったかと思

1

とですよ︒

十一237 母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど

うと︑

とにげていきました︒

九旧8

あぶは︑力いっぱい羽ばたきをして︑すい

八248

音がきこえます︒

ごとをしないの︒﹂母の愛﹁いいえ︑それは同じこ

になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

したので︑みんなは大よろこびでした︒
もを親類にもらってもらいました︒
十一2310 母親も︑子どもをよそへやってから︑夜 四624 しずかな やぶの ところで︑ はばたきの
十﹁246 金次郎は︑自分の考えをくり返し話して︑
母親にすすめました︒
母親は︑︿略﹀︑その晩のうちにいって︑

子どもをつれてきました︒

十一249

十一2710 母親と相談して︑戸をしめきって︑息を 十五2511 さすがの大わしもく略﹀重さにたえられ
なくなって︑羽ばたきも苦しげに︑しだいしだい
ころして︑だれもいないふうをしていました︒
︵サ変︶

すると︑鳥は︑不意のしゅうげきにおど

﹇羽撃﹈

に︑下の方へ落ちるように舞いおりて行きました︒

︽ースル︾

はばたき・する

十五292

日の二幅で死んでしまいました︒

十一281 ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五

次郎は親類のまんべえさんのところに︑あずけら

ろいて︑思わず羽ばたきするとともに︑

十一285 そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑金
れることになりました︒

十一157

十一649 母親は︑その知らせをみるとがっかりし はばた・く ﹇羽撃﹈︵五︶！ はばたく ︽ーイ︾
ましたが︑

﹇母達﹈︵名︶1

の︑ちがった形の小鳥が︑はばたいてでて︑
ははたち

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

一

一

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい

バビブベボ

パピプペポ

るまで︑みんなはなから声のでる音ではない

六皿9 おしまいのバビブベボ︑パピプペポにいた

ばぴぷぺぽ

るまで︑みんなはなから声のでる音ではない

六麗9 おしまいのバビブベボ︑パピプペポにいた

ばびぶべぼ

十三504 うれしいハ・ハ・ヒを︑合唱しましょう︒

い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒

十三499

ははひ︵感︶2ハ・ハ・ヒ

﹁ははははあ︒﹂

六253圓荷物がありか︑ありが荷物か︒﹂みんな

母親のことや︑妹 九3811團 母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに ははははあ ︵感︶1 ははははあ

十一722 手紙の着いたときに︑母親がどんなにか

力をおとしたことなど一
十一782いろいろのことを
たちのことや︑︿略﹀などを

母の愛﹁チルチルや︑それから︑ミチル

でも︑あなたは︑うちのおかあさんにに

きぬなの︑銀なの︑それとも眞珠なの︒﹂
これは︑おまえたちのほおずり

あの戸だなの中にはいっているの︒﹂母
の愛﹁いいえ︑いいえ︒

十五麗4

と︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒

母の愛﹁いいえ︑

十五川1

﹁そりゃあそうともさ︒

ているけれども︑ずっときれいだもの︒﹂母の愛

十五柵6

や︒

十五㎜11

十二83 家をはなれて勉強にでかけていましたが︑ ははのあい ﹇母愛﹈︹話手︺11 母の愛
ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

十四125烏鳶の友だちで︑母親が十年このかた︑
この式のランプをつかっているというのが

十四128團 その友だちの母親は︑このランプに満
足しきっているそうです︒

十四908 その上ぐつは︑母親のものだったので︑
この子にとっては大きすぎた︒

十五麗7園母親はだれだって︑子どもをかわいが
るときにはお金持なのですよ︒

はばたき ﹇羽撃﹈︵名︶5 はばたき 羽ばたき
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はま一はやい

はま

﹇浜﹈︵名︶4

はま

五507圖がけの下には白いはま︑白いはま︒
五508圃がけの下には白いはま︑白いはま︒

はまぐり

はまべ

また︑なまりや貝などをはめこんだもの

にはめこんだようです︒
十一一梱10
もあります︒

める

五715

めがねのたまがはまるくらいの大きさにま

いて︑その一方のはしに︑めがねのたまをはめた︒

六棚6

びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

八562 朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ は・める ﹇嵌﹈︵下一︶3 はめる ︽ーメ︾δあては
り︑美しい砂地がみわたされた︒
﹇蛤﹈︵名︶1

十五93︹図魍 はまの子ら火をたく青き月夜となり
はまぐり
古代の人は︑はいがい︑はまぐり︑︿略﹀

﹇浜辺﹈︵名︶4

などをたくさんだべていたようです︒

十二9711
はまべ

十五佃6園小さな指わをはめている︒

にも︑はやふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

十三55 春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ
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二681囹はやくいこう︒

目をさます場面を演ずることがある︒

いますこしふかく考えれば︑さらにおも
ばんそうの音樂や︑場面の組みあわせと

しろい場面が発見されるように思われる︒

十四867
十四8612

説明のことばなどによって︑

こんな場面を︑映画独特の手法によって︑
はもの

木のほうはく略﹀もとのほうを上にして︑

﹇刃物﹈︵名︶2

おもしろく編集できないだろうか︒

十四895
はもの

十四794

ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

上からはものをうちこむと︑まっすぐに割れて︑

十五353

﹇早﹈︵副︶4

はや

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒
はや

はやい

おどろいたのは︑
そのふねの 早いこと

はやくいらっしゃあい︒
二707囹

いう名をつけよう︒

竹やぶをみまわしていますと︑

いっちゃあこまるよ︒

四525園
きけんなところを早くはなれよう︒
もうふのようになって︑かっちゃんをさ
丁528

で

四4210き
囹み︑きみ︑じぶんがってに早くとん

と︑

三伽6 だれよりもはやく山にいって︑﹁︿略﹀︒﹂

も できます︒

三971
はやくかくことも︑ゆっくりかくこと

まの ほをしいて︑その上にねるがよい︒

三486園
早く川の水でからだをあらって︑が

な きれいな花をかきたいとおもいました︒

三347園
わたくしも︑早く大きくなって︑あん

と

三286園
鳥のように早いふねだから︑はやとり

三2710な
圏んという早いふねだろう︒

です︒

三276

早い ︽ーイ・一

はやく︑せんどうさんをみせてくださ

8あしばや・くちぼや・すばやい・て

﹇早﹈ ︵形︶

日のしま目もようにもちらちらとして︑
はや・い

カッ・ーク︾
ばやい

い︒

二453囹

二641 だんだんはやくなる︒

二645園
だんだんはやくなる︒

二682囹はやく︑はやく︒

二646囹はやくなる︒

ちばめん・このばめん・さんのばめん・しのばめ

三434 ある日︑はまべにでてみると︑わにざ ばめん ﹇場面﹈︵名︶4 場面δいちのばめん・い
ん・にのばめん・ろくのばめん

めがいましたので︑

三463 はまべでしくしくないていました︒

︽ーッ︾

︽ーッ・ール︾Oあ

︽ーシ︾

もうあとわずかというところで︑日はは

や青き葉のかげにきておる

九帯1図圃青ざさをいれやりたればいけのふなは
十二608

こずえの︑細い︑細い小枝のあみ目の先

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

十三46

二682園はやく︑はやく︒

九141

はまる

はみだす

︽ーン︾

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

四伽4圃白いはまべのまつ原に︑波がよった
りかえったり︒
り︑かえったり︒
﹇嵌合﹈ ︵ 五 ︶ 1

はまりあう

四悩6圃白いはまべのまつ原に︑波がよった
はまりあ・う

六撹1 二本のつつは︑うまくはまりあって︑長く
﹇嵌﹈︵五︶2

のばしたりちぢめたりすることができる︒
はま・る

てはまる

六梱5 ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの
大きさにまいて︑

六梱7 きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき
﹇食出﹈︵ 五 ︶ 1

りきりとまいて︑動かないようにした︒
はみだ・す

はめこむ

い︑せみのからだがはみだしてきました︒

八226 すると︑中から︑みずみずしい︑やわらか
ばむ 呂あせばむ
﹇嵌込﹈︵ 五 ︶ 2

四92よくみがいたまるいかがみを︑この町

はめこ・む

はやい一はやい

530

﹁さあ ︑ 早 く ︑ 早 く ︒ ﹂

さえながら︑できるだけ早くとびました︒
四631園

﹁早口あそび﹂これは︑いいにくい

﹁さあ ︑ 早 く ︑ 早 く ︒ ﹂

四664

四631園

こと

ばを みつけて︑それをまちがえないで︑早く
いってあそぶのです︒

四898 雪だというと︑あさ早くはねおきて︑
四㎜−o園 早くうちへおかえりO
ずいぶん早いね︑にいさん︒
五106園
五282園しんきちか︑早かったね︒
五545園はるおさんは目が早いのね︒

ねえさん︑早くみせて︒
五5611園
金のさかなさん︑早くお帰り︒
五667園
ｪ﹀︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ ひく

五9610園
まだすこし早いようだ︒

五宝6

七859園

七917

早くいってらくだをさがしなさい︒

麦をやったら︑白いうさぎは︑早くたべた
朝早くいってみたら︑子うさぎは巣の中で

いのか︑黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

七983
ねていて︑

朝の早いうちの小鳥の声は︑ことに美しい

ものです︒

八77

朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ

できるだけ早くぬま地をにげていった︒

り︑美しい砂地がみわたされた︒

八562
八765

こうすると︑なわしろにまいてから︑早く

八862
た︒

八949

歩させておかなければならない︑というのである︒

十343 そのために︑いまのうちに︑早く織機を進

きるし︑

十349機械で動かせば︑もっと早く織ることがで

なります︒

十6111 たけのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく

十621 たけのこは︑どうして︑あんなに早くのび

るのでしょう︒

民ちゃんをなんとかして早く歩くように

十一222 これを持って︑朝早く工事場へいきまし
た︒

十一一249

早く︑いえるようにしてやりたいもので

してやりたいものです︒

す︒

十二2410

水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒ 十二251 わたしも早くそれを覚えたいと思います︒

めがでるということです︒

八975

たいへんおそいようですが︑いざりだす

となかなか早いものです︒

十二274
つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ

鳥です︒

九184

九403爾国払

いっしょうけんめいにまねをします︒

九435團

ために︑飛行機⁝をつかうことにしました︒

あぶないから︑早くおりておいで︒

朝早く庭にでて︑
へとんでいきましたよ︒

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

いどから水をくみあげたり︑

十一一711 毎朝早くきては︑芭蕉のおきないうちに︑

は早く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二371 別の手に︑はじめのはゆっくりと︑次に

六365囹早く︑早く︑あっ︒
六365園早く︑早く︑あっ︒
六519園お月さまが早く走っているね︒
六884園さあ︑早く船にお乗りなさい︒

なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ

六撹11圏 早く︑早く︒

九499圓やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の方 十二7110 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪

九2110

六繊11園早く︑早く︒

九523園やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の方 十三228園ダルガス︑おまえがくれるといった材
おい︑さあ早くベルを鳴らせ︒

十三396園

いて來る︒

あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩

木を︑さあ早くもらいたい︒

九622園

どんぐりをニリットル早く持ってこい︒

十三3112

七166園 先生︑早くでかけましょう︒

九727圏

早く帰ってくださいね⁝⁝

へとんでいきました︒

七234園 おさらいを早くすませてから︑お遊びな

十三397園
九734園

よし︑早く馬車のしたくをしろ︒

十三421園

おみやげより︑早くきみの顔が見たい

六時ごろ⁝⁝もっと早くおいでよ︒
よ︒

十三429園
早く︑あの野原で︑遊びたいな︒

さあ︑早くとんでいくがいい︒
十2112園

九糊11園

どんぐりもまぜてこい︑早く︒

ニリットルにたりなかったら︑めっきの

七785園 どこにいるか︑早く教えてください︒

のからだはゆれていたが︑

七417 汽車は︑かなり早く走っているので︑青年

七333囹 にいちゃん︑早くいこう︒

さい︒

九728園

んにかないません ︒

六伽9園 早くかわくといいな︒
足の早いことにかけては︑ しかさ
六悩5 どうせ︑

く︑

「〈

531
はやがってんする一はやみち

十四1512團 そうすれば︑おあいしに行く日のくる
まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒
かなり早くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四668 すぐ上から大きなうずができて︑それが︑

十五264 一こくも早く谷底の地面へおりてしまわ
なければならない ︒

胸をめがけて︑全身の力をこめて投げつけました︒

ばをみつけて︑それをまちがえないで︑早く
いってあそぶのです︒
早くも

一組であつめた﹁早口あそび﹂︒
かたずをのんで試合をみているうちに︑

﹇早﹈︵副︶1

四677
はやくも

十二843

早くも︑第一回は七−五で清水選手が勝ち︑

二668

この早さで計算しますと︑太陽から発した

うこかすはやさにかわりはない︒

汽車や自動車もかなわないくらいの早さで
すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

すばらしい早さだ︒

高い柱の形になり︑たいへんな早さで回

しおの流れの早さや︑

﹇林﹈︵名︶12

しょうね︒

した︒

九佃10

林εまつばやし

かっちゃんは︑もう一ど林のおくをさ
林の中にごてんがあって︑中から︑はたを

村の林の上に︑大きな半円形のにじがか

とうにゆかいであった︒

かっている︒

十201

十三231一 ユートランドのあれ地には︑おいしげっ

ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

たもみの林が見られるようになりました︒

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三2410
十三2412

﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑

さるまわしは︑さるをつかったり︑﹂︿略﹀︑

﹇唯子﹈︵名︶1 はやし

て﹁森﹂が作られた︒

十五377
はやし

はやしをいれたりしなければならないので︑

十三319

﹁雪やこんこん︑あられやこんこん︒﹂

はやした・てる ﹇唯立﹈ ︵下一︶ 1 はやしたてる
︽ーテ︾

十二723

﹇生﹈︵五︶1 はやす ︽ーシ︾

などと︑はやしたてていました︒
はやす

﹇唯﹈←もてはやす

七326囹 おや︑ひげをはやしてる︒
はやす

三25

四

はやとり⁝⁝⁝二十二

﹇早鳥﹈︵名︶2 はやとり

三221四はやとり
はやとり

三287園鳥のように早いふねだから︑はやとり
という名をつけよう︒

三289 そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早

道と思ったのです︒

十7312囹

足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺 はやみち ﹇早道﹈︵名︶1 早道
林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

の屋根や停車場が目についた︒

八584

おる音がひびいてきます︒

八284

がしにいきました︒

四623

がんのなかまは︑この林の中におりま

がありました︒

四5310

はやとり ︹課名︺2 はやとり
みずうみの島には︑こんもりとした林

四276言下のむこうの一本道まで︑かけっこを

はやし

轄するのを見ることがあるでしょう︒

十四678

十426

九麗3

になって︑ビュウとうなる︒

九㎜1

すから︑

九185

光が︑地球にとどくまでには︑

八345

十五3012 その石を取るが早いか︑︿略﹀あくまの はやさ ﹇速﹈︵名︶7 はやさ 早さ
十五651囹 おじさん︑早く歩いてよ︒

早がって

十五685園 みんな早く出ておいで︑亡ぼうが來た
よ︒

十五帯4囹 みんな早くいらっしゃいよ︒

︽ーシ︾

はやがってん・する ﹇早合点﹈︵サ変︶1
んする

早く

八44 西洋の子どもだろうなどと︑早がってんし
﹇早﹈︵名︶4

てはいけませんよ ︒

はやく

四436 けさも早くから︑三十ぱのがんは目を
さましました︒

で生まれ︑早くから絵のけいこをして︑

十三569囹 ラファエルは︑ウルビノというところ
十五552 恩師ジョルダン博士は︑そのためのては
ずを早くからすすめられていた︒

早口

﹁︿略﹀︒﹂と︑早口にすらすらといえる

﹇早口﹈︵名︶2

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒

十五6510 朝早くからそれをガラガラとひきまわす 四541
はやくち
十﹁588

ようになった︒

﹁早口あそび﹂これは︑いいにくい

こと

十五96図魍 子どもみんな早口に話しつつ遜る子
どもと子ども
四662

はやくちあそび ﹇早口遊﹈︵名︶2 早口あそび

はやる一ばらばら

532

はや・る

﹇ 流 行 ﹈ ︵ 五︶2

はやる

︽ーラ・

ル︾

四78 わるいびょうきがはやらないように︑

5くさはら・くさはらみち・すなはら・

はら

腹

﹁ 腹 が いたみだした︒﹂

十五889

十五953

﹁ばらの目ざめ﹂とか︑﹁水のほおえみ﹂

とか︑︿略﹀などがあらわれます︒

ばら色にわらっている︒

夕やけがばら色にこくなる︒

舞台は清らかな︑こうごうしい︑ばら色

﹇払﹈︵五︶4 はらう ︽ーイ・ーウ︾むお

竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん

百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ

たかぎの服のほこりをはらいながら︑

職人のちんぎんや材料のお金をはらうた

﹇▽なきはらす

︵はらだ︶

ばらの木の赤きめをふくかきの上に はらだ ︹人名︺1 はらだ

はらす

めに︑家の道旦ハを費らなければならなかった︒

十五4812

てくれます︒

十一276

九915

じょうのくものすをはらいました︒

五808

ちっきはらう・きりはらう

はら・う

の美しい光に照らされます︒

十五945

十四403園

六4010

ばらOしろばら・のばら・ ばらいろ ﹇薔薇色﹈︵名︶3 ばら色

﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

﹇薔薇﹈︵名︶17

えながらおじぎをする︒

いままた︑ばらの花のやさしいことばをき

こう話しかけたのは︑ばらの花でした︒

今夜は︑ばらのかげでねむることにしょ

九備6

ちょうちょにしても︑ばらの花にしても︑

十五108図魍

なんとしずかなくらしをしているのだろう︒

九襯6

くこともできた︒

急傾2

うかな︒

九欄5囹

ていました︒

九悩6 目のまえのばらの花が動いています︒
九糊1 あたりには︑やはりばらの花のにおいがし

す︒

四773むi麦の花に︑ばらの花9
九桝3 まつ白なばらが︑たくさんさいていだので

べにばら

十三912 でんせん病がはやると︑ほうき星が出た ばら
﹇原﹈

からだといったり︑
はら

﹇腹﹈︵名︶1 6

のはら・まつばら・みほのまつばら
はら

はらのたっときでも︑このかぐやひめのかお

三鵬2 おじいさんは︑きもちのわるいときでも︑

七149
﹁腹をたてるな︒﹂

をみると︑すぐなおりました︒
七1410

﹁腹に思っていることと︑いうこととが︑

﹁腹を か か え て わ ら っ た ︒ ﹂

ちがう人がある︒﹂

七1411

七151

七152 ﹁腹のすわった人だな︒﹂
たばあいを︑しめしたものです︒

七153 ﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ

六616

十二3511

ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと

いう満足を覚えたばかりでした︒

ばらの花

ばらばら

十五28

︵形状︶4

ばらの花
ばらばら

十五糾1

風くればばらはたちまち火となれり ばらのはな ︹題名︺2 ぼらの花
おどろきてわが身も光るばかりなり

四514

が︑

だれも︑ばらばらになって︑にげようと

四511 下からねらわれているときには︑ばら
ばらになって︑はなれてとべば安全なのです

なってしまうことはありませんでした︒

ただみればこれかりそめのばらの花 四425 列の かたちを かえても︑ ばらばらに
おどろきて見ればその花動く

十五153圏

大きなるばらの花照りかえる

十五151隠事

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146菜食

十五144図画ばらがまっかにさいてけるかも

にばらがまっかにさいてけるかも

十五144図魍目をあけてつくづく見ればばらの木 はらだち ﹇腹立﹈︵名︶1 腹だち

七411 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑ 小さき虫の出でてとぶ見ゆ
せなかから︑腹までふりまかれて︑

天20腹の下のほうだけが皮にかくれています︒

九605 やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑腹

ノワ﹂−

をつきだしていいました︒

十五241 その人は︑︿略Vわしのせにしがみつい
両足で鳥の腹をしめつけ︑

て︑両足で鳥の腹をしめつけるようにしています︒
十五2412
けました︒

十五257 両足でいっそうはげしく鳥の腹をしめつ

ひるすぎていよよにあかきばらの花
いよよに重くかたむきふかむ
とのはずみにくずれたりけり

﹃腹のへらないときに物をたべる幸 十五157直写大きなるなにごともなきばらの花ふ

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五6210 小さな声でうったえる私のくりごとを耳 十五155図魍

福﹄で︑

十五8710園

するものはありません︒
そっとね︒

七214囹 ひとりびとり︑ばらばらにわかれて︑
ばらばら ︵副︶2 バラバラ ばらばら

九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの
木はバラバラと実を落しました︒

九麗5

︽一

みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

2

﹇張﹈5かぶばり・みはりばん
︵下一︶

はりあげる

らって︑ちくりとつきさしました︒

はり
﹇張上﹈

るの子をうった︒

もう一つの﹁幸福﹂

りったけの声をはりあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑

十五993

のむれ︑︿略﹀︑あ

︑8
61
0おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ
ノ

ゲ︾

はりあ・げる

十一376間あまがき・しぶがき赤くなり︑くりも
ばらばら落ちだした︒

ぱらぱら ︵副︶2 パラパラ

はらはらする

はらまき

︽ーシ︾

︽ーカ︾

パリー

たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ

はりがねが六本あることまでわかる︒

﹇針金﹈︵名︶2 はりがね

よくのりをつけてはりかためる︒

十二513 日本紙を細長く切って︑一まい一まいに
はりがね

六麗7

はりきる

︽ーッ︾

ぼくらのはりきっているとき︑ぼくら

﹇張切﹈︵五︶1

ばめたちのとまるところがつくられました︒

九2011
はりき・る

はりだす ︽ーサ︾

つぎのような文が︑はりだされました︒

﹇張出﹈︵五︶1

のっかれているとき︑

十一89囹

五793

はりだ・す

それを切りとって新聞にはりつけました︒

﹇張回﹈︵五︶1 はりまわす ︽ーサ︾

九2011 たくさんのはりがねがはりまわされて︑つ

はりまわ・す

春れんがはりつけられる︒

十三357 正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

した︒

六柵8 いろいろにくふうして︑うまくはりつけま

うでしたが︑

六佃7 はりつけるのも︑まがっているのでめんど

で上と下とまん中をはりつけました︒

六㎎3 そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

六684

ケ・ーケル︾

かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まいは はりつ・ける ﹇張付﹈ ︵下一︶ 5 はりつける ︽一

︹地名︺7

パリーの眞珠商たちが︑幸吉の手
かつて︑

のガス係という職についたとき︑

パリー︑千九百七年四月十日
さんとちょっとお話をしょうと思います︒

十四64国

パリー︑千九百七年四月十六日

パリー︑千九百七年四月十一日

リーに着きました︒

十四113團

︹題名︺1

春

ばめたちのとまるところがつくられました︒

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑

どこかで︑春の声がするよ︒

さあ︑春をむかえにでかけましょう︒

︵名︶34 春

十一306 春

パリーにある︑なにかそういったもの はる

おか

十四66團私は短い旅をしたあとで︑七時にパ

おかあ

十四511文学修業のためにパリーに出て︑市役所

になる養殖眞珠は︑ まがいものであるといった︒

十459

パリー

りあわせたものです︒

六694

︽ーセ︾

九504 くりの木は︑だまってまた実をパラパラと はりあわ・せる ﹇張合﹈ ︵下一︶ 1 はりあわせる
落しました︒

十一一734 話をしているうちに︑パラパラと音がし
︵サ 変 ︶ 1

て︑白い小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑
はらはら・する

パラパラパラ

にわかにパラパラパラ︑ポトポトポ

︵感︶一

ずはらはらしていました︒

十一796 希望と︑︿略﹀失望とのあいだで︑たえ

三795

ぱらぱらばら

﹇腹巻﹈︵名︶1

トというおとがきこえました︒
はらまき

ばらまく

五823園 夜は︑はらまきをきちんとして︑ねびえ
をふせぐこと︑
﹇蒔﹈︵ 五 ︶ 1

十四1611団

あさんのことを思っています︒

十三3311 青みがかった明かるい夜空に︑なんきん 十四139團

ばらま・く

だまのような星がばらまかれて︑

はり ﹇針﹈︵名︶4 はり 針Oつりばり・つりば

がご入用のときは︑

八956 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ はりかた ﹇張方﹈︵名︶1 はりかた
くもがのきに巣をかけることがあれば︑巣
のはりかたなどを︑しらべておきたいと思います︒

十2711

︽ーメル︾

窪4撫養

りのゆくえ
い︑白いめのようなものがでました︒
九832囹 針みたいだね︒
ます︒

九852囹 それには︑こんな針や︑もりなどがあり はりかた・める ﹇張固﹈ ︵下一︶ 1 はりかためる

は
二二二る
春676661

533
ばらばら一はる

はる一はるお

534

二692囹たしかに春の声がきこえる︒

三64園春︒
三65王春︑春︒
三65囹 春︑春︒
ばんになると︑かぐやひめは︑空をながめては

三㎜1 ある年の春のころから︑月のきれいな
ためいきをつき︑

四悩2春三月はひなまつり︒

春は︑はや︑しばふに落ちかかる木もれ

さきに近づいた︒

十三55
長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑

日のしま目もようにもちらちらとして︑

十三510

新しい中墨や空想をもって︑春は︑また︑

希望の帰ってくるとき︒

十三512

ああ︑そのさかんな春のきざしは︑よも

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三611

これで︑夜と豊とがあるわけも︑春・

にあらわれて︑

十三155

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので

につつまれて︒

四価2圃 いつのまにやら天人は︑春のかすみ
五393国 冬がすぎて︑春がきたからです︒

ちがよいと思いました︒

それが︑深いのになると︑

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾

えが

いねがよく根をはって育つように︑小石を
根が横へはるので︑珍いところのほうが育

↓メートルあ

九301囲くれていく巣をはるくものあお向きに
九349団

ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

まりも根をはっていました︒

高い木が大きく枝をはって︑︿略﹀こずえ

あみをはり︑かくれていて︑

あみもはることはできませんでした︒

九伽2

十47

九傾10

十﹇241園

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

おちちがはって困るの︒

のさきが︑かすんだ空の中にとけこんでいる︒
十一414囲

一夜明ければうれしいはつ日︒

た︒

六762

ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑はるえは本氣になっていい

はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった

はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とききまし

﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

六718

ました︒

六717

大きな雪だるまを作りました︒

六702

胸をはれ︒

春は︑なえ責りがやって捻る︒

はる

十四41！0園

十三323

す︒

のだろう︒

春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ はるえ ︹人名︺4 はるえ

すところ︑

これは︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら光
﹇張﹈︵五︶14

かべには︑
切手をはってもらうのです︒

ところの

雪だるまはお話はしないけれども︑はる

はるお﹁にいちゃん︒

はるお

ささやくように︑はるお﹁にいちゃん︑す

︹話手︺17

七225

はるお︑あまり大きな声をだすから︑にげ

ちゃったよ︒﹂はるお﹁ねえ︑にいちゃん︒

七228

ずめはなにしにくるの︒﹂

七2110

はるお

えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

六η11園

六7110園 はるえさんのいうとおりね︒

できあがったものをうしろのかべには はるえさん ︹人名︺2 はるえさん
あがった
五156

﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

八㎜6

ひろい︑土のかたまりをくだいて

八985

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六455

はってあります︒

三325園

りました︒

三216

ひっぱる・ふんばる・みはる

δがんばる・こわばる・つつぼる・ひっぱりだす・

は・る

る青いたまの色をしています︒

十五佃4園

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五669

十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

十四837

五469 春になったばかりだから︑うまく鳴けない
五607囹 この春まいたのです︒

七97園春には春の話︑秋には秋のものがたり︒
七97園春には春の話︑秋には秋のものがたり︒
七693 たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑．あふ
れている︑あふれている︒

八882 美しい春であった︒

八148 春がきても︑たまごはそのままでした︒

八888 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが
みちあふれていた︒

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248 日本に春がくると思うと︑もう矢もたても
九249 その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の
春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

九252 春になると︑だれもが︑このめずらしいお
客の帰ってくるのをまちこがれています︒

十一123 春がさって夏がくる︒
さんの実がつきました︒

十一2812 あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく

十一428圃 うめもほころび︑こちふけば︑春も目

535
はるお一はるさめ

七2210

あおむしをさがしにくるのさ︒﹂はるお﹁あ
子すずめにやるのさ︒﹂はるお﹁即すずめ︑

おむしをとって︑ど う す る の ︒ ﹂

七231
あおむしをたべるの ︒ ﹂

七244 はるお﹁はい︑だいこんの葉lIどうして︑
はるお﹁にいちゃん︑わからないのかい︒﹂

葉を砂の中に立てる の ︒ ﹂

七261
はるお﹁にいちゃん︑にいちゃん︒﹂
どうしたのさ︒﹂はるお﹁あおむしが︑へん

七268
七2610

わからないようです︒

私は︑こういつて︑はるおのかたをそっと
はるおは︑まだみていたいようでしたが︑

おさえました︒

五574
五583

方に美しい湖がみえます︒

が半分ばかり顔をみせていました︒

九408国 はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

十四399

十三4710

二の人はるか遠くの方を指さして︑

はるかな谷川を聞いているその耳もとに︒

からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十三72 遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている

はるお︑あまり大きな声をだすから︑に

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

するとはるおも︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

︿略﹀︑ばんをごろうさんにゆずりました︒
五591

七227囹

﹁︿略﹀︒﹂

四723

はるかぜ

そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

︹人名︺4

﹃春風︒﹄

春風

はるこさん

﹇春風﹈︵名︶1

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五8010

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

はるお︑だいこんの葉を一まいとってき 十四856

げちゃったよ︒

七2310園

はるおは︑だいこんの葉をとってくる︒

てね︒

七242

はるお﹁にいちゃん︑帰っていたの︒

な色にかわっている ︒ ﹂

七303

さなぎをふしぎそうにみながら︑

なまいきいうな︑はるお︒

はるお感心したように︑﹁︿略﹀︒﹂

はるお

さあ︑はるお︑おいで︒

はるこさん︑いま改札口の人にありがと

はるこさん

︹題名︺1

はるこさん

春さきなどの︑ぽかぽかあたたかい日に

雪國でいちばん豪しいものは︑なんと

しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの

﹇春雨﹈︵名︶1 春雨

こすくすくのびて︑

十一321圏

はるさめ

いっても︑春さきの雪どけごろである︒

十四8810

は︑

十四6612

きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた はるさき ﹇春先﹈︵名︶2 春さき

五258

はるこさん

うっていったのは︑どういうわけ︒

五269園

たしながら︑﹁ありがとうございました︒

五263 はるこさんは︑きっぷを改札の女の人にわ

はるこさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

五259 はるこさんも︑にこにこして帰ってきまし

ニー04

はるこさん

母﹁はるおは︑さっきから︑おもてで遊

はるおは︒

七218

た︒

七284圓

はるお︑おかしな声で︑はるお﹁おや︑ひ

さあ︑はるお︑いっしょに遊ぼう︒

そこへ︑はるおが帰ってくる︒

七334囹

げをはやしてる︒﹂

七325

七307園

七302

んでいますよ︒﹂

七283園

﹁︿略V︒﹂

七278

七262園

七247

はるお﹁にいちゃん︑なあに︒﹂

は る お ﹁ い い な ︑ にいちゃん︒﹂

七306 きょう︑先生にほめられたんですって︒﹂
七311

七315 ちょうになった︑ちょうになった︒﹂はる
はるお﹁おや︑ひげをはやしてる︒﹂

お﹁ほんとうだね︑ に い ち ゃ ん ︒ ﹂

七326

のくせに︑ひげなん か ︒ ﹂

七328 ほんとう一ひげだね︒﹂はるお﹁あかんぼ
おかあさん︑花よりきれいね︒﹂はるお﹁ふ

しぎだな︒あんなあ お む し が ︒ ﹂

七3210

はるお

はるお﹁にいちゃん︑早くいこう︒﹂

︹人名︺20

七333
はるお

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒

五526 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを はるおくん ︹人名︺1 はるおくん
りで︑本をよんでいる︒

はるおさん

はるおさん︑ほら︑あなたのみつけた二

ほんとうに︑はるおさんは目が早いのね︒

︹人名︺2

五565園
ばん星よ︒

﹇蓬﹈︵形状︶7

九328團家のまえをちょっとでると︑はるか下の

はるか

はるか

五545園

はるおさん

五537大きな声で︑はるおが︑東の空をみながら
いいました︒

に︑学校へいきました︒

五5511 ごろうさんをさそって︑はるおといっしょ

五571 はるおにさいそくされて︑ばんをゆずりま
した︒

五571 はるおは︑のぞいていましたが︑かげんが

﹃春の國﹄だ︒

﹇挙国﹈︵名︶1

春の声

﹃春の國﹄さあん

春の國

﹁春の小川﹂の歌がひびいてくる︒

はるのおがわ ︹題名︺1 春の小川
十231
二702園

はるのくに

﹃ 春の國﹄さあん︒

﹇耳翼﹈︵名︶2

一︻704園

﹃春の國﹄さあん︒

はるのくにさん
二704園

はるのこえ ︹課名︺2 春の声

一
はるばる

三22 一 春の声⁝⁝⁝四

三41
﹇遙遙﹈︵副︶1

十五568園 きょうは︑はるばるたずねてみえたあ

はるばる
なたへのごちそうに︑

はれ

晴﹇▽あきばれ

！5度

八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七
109 108 10了 106 105 104 103 102 100 100 100 98 9了 96 95 95 94 99 99 98 9了

獅Q6日

獅P9日

獅P5日

獅P0日

獅Q5日

獅Q0日

9月21日

9月4日

5月15日
6月13日
6月27日
7月12日
7月13日
7月18日
8月22日

5月2日
5月7日

4月27日

獅P日
獅Q日
獅S日

12 12 12 11

はれあがる

︽

晴のちくもり18度
︵五︶1

晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴晴
の
ち1719232227292829282828272018201914151319
く度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
︵名︶2

パレット
下がきがすむと︑パレットの上にチュー

顔ツ
は》
﹇晴晴﹈︵副︶1

はればれ

日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし
た父と子︒

十267

はればれ

いぶん美しくみえるが︑

十ニー68しかし︑パレットの上でみたときは︑ず

ブから絵のぐをだして︑色をぬりはじめた︒

十ニー65

パレット

はれあがってどんより赤く︑

十一70か
1みの毛は白くなり︑ひげはのび︑

はれあが・る ﹇腫上﹈

（火）（日）（土）（月）
（火）（月）（水）團
㈱
（金）休）㈱
（火）（水）㈱
（月〉休〉（土）休〉（土）樹

はるをむかえに ︹課名︺2 春をむかえに

﹇晴﹈︵名︶3 5

晴 20度
雨のち晴

晴 19度
晴 23度
晴 28度
晴 27度
晴 26凹

くもりのち晴29度
くもりのち晴29度
晴 19度
晴 12度

晴のちくもり17度

153975−Z28418789124165
11 11 11 10 10

二35九春をむかえに⁝⁝⁝六十一
二61！孟春をむかえに
はれ

毎日はれ︒

七651 いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑

獅Q5日

（日）（火）（日）㈲

（木）（月）（月）困

（月）（日）（月）（日）

七862 4月28日 ㈹ 晴 19度

七8674月29日
七8744月30日
七8845月6日
七8965月28日
七9055月31日
七9096月25日
七9167月9日
七9328月2日
七9449月6日
七953 獅P1日
七97！

七961 獅P3日

11

11

11

はるのおがわ一はん
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はればれ・する﹇晴晴﹈︵サ変︶2はればれする
九伽8

あまいような︑すずしいような︑氣の晴れ

晴れ晴れする ︽ーシ・ースル︾

︽ーレ︾

窓をのぞく子どものはればれした顔︒

晴れするような味だった︒
十2111

﹁はれたおそらにくつがなる﹂では︑

﹇晴﹈︵下一︶9 はれる 晴れる

一239圃

は・れる

七581

七219

青々とはれて︑すすきすこしゆれている︒

雨がはれて︑にじが大きくでました︒

日曜日のはれた朝︒

てをうえにさしあげました︒

七664

もう︑うたがいははれたことと思う︒

ある晴れた日の午後

よく晴れた日には︑とても元氣があります︒

七858園
七897

つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし

おかあさん︑雨がはれてきれいね︒

九872 とき
十218園

十一348團

︽ーレ︾

それより︑自分のからだがはれてくるし︑

﹇腫﹈︵下一︶1 はれる

に日ざしが強くなり︑

九儒2

は・れる

﹇晴渡﹈︵五︶1 はれわたる ︽ーッ︾

いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒
はれわた・る

﹇半﹈ ←いちねんはん︒いっぶんはん・ななま

はれわたっていました︒

六557 空はいつのまにか︑雲一つなく︑きれいに
はん

はん

四かくなかみに︑まるいおおきなはん

﹇判﹈︵名︶1

わりはんする・ふたつきはん
はん

をおしてくれました︒

一481

はん

はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

﹇班﹈︵名︶1

七167園

はん

﹇飯﹈n▽あさごはん・ごはん・たけのこごは

ぞえたかね︒

はん

537
はん一はんえん

3

ハン

反板

ん・ばんごはん・ゆうごはん・ゆうはん

はん
﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に

十五378

字の右側に︑﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・

関係のあることを表わし︑
十五379

その晩︑少年は夜どおしそばについて︑

ばんδいちばん・いちばんど

九擢2

こんどは︑のだ先生がとばれるばんである︒

そこでなにをしているんだ︒﹂パンロに

パン﹁いかにもうまそうだなあ︒

一きれのパンです︒

こがねと一きれのパンとでは︒

︵名︶13 パン

八433園

はんえん

おかあさんのところへ走っていって︑も

うちではバターもつくったし︑こむぎこ

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑

看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか

チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑

ふたりとも手はパンのしんだし︑目は

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い

それからさとうも︑パンも︑だれが行

﹇半円﹈︵名︶1 半円

けといった︒

十五9210園

にひきずりこんでしまいました︒

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中

十五922

もものジャムですよ︒

十五885園

さとうとは︑はじめ︿略﹀すこしはにかんで︑

十五8210

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒

十一7812

いつも本を読んでいた︒

十一4710

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十一479

をたべようとしません︒

十516 いぬは︑まぽたきをしたきりで︑そのパン

からとりだして︑いぬにやりながら︑

十511 母がこしらえてくださったパンを︑ふくろ

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒

八925

てくれた︒

八918 小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ

八434囹

パン

いっぱい物を入れながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五9212

十五848

その日も︑その晩も︑ずっとつきそって パン ︹話手︺2 パン

十一846園晩には家に着けるから︒
十一884
いました︒

十一893

このあいだの晩も︑ピアノの先生が︑

病人をみまもっていました︒

十ニー92園
散歩にいらっして︑

友だちがほしくなるのはやはりこんな
ある家の︑かぼちゃのとりいれまつりの

おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

﹇番﹈︵名︶7

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒

十四麗6

まだマッチをすこしも費ってはいなかった︒

十四923

晩のことでした︒

十四512

晩だ︒

﹁シ・ハン﹂という音をしめしたりした︒ 十二761園

ハン﹂という音をしめしたりした︒
十五3710

ん・ひとばんごと・まいばん

ばん ﹇晩﹈︵名︶21 ばん 晩δあさばん・ひとば

三㎜1 月のきれいなばんになると︑
四95 あさからばんまで︑トッテンカントッテ
ンカンとはたらいています︒

四574 その日のばんは︑かっちゃんの全快い
わいをしょうということになりました︒
ばん

り・いちばんぼし・こせんにじゅうごばん・ごばん

そのばんのことでした︒

ぼし・さんぱん・さんぱんぼし・さんぱんめ・じゅ

五9810

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

うごばんめ・だいさんばんめ・にばん・にばんぼ

五二11 近いところに製材所ができて︑のこぎりの
六512 月の明かるい晩でした︒

し・にばんめ・ふみきりばん・みはりばん・よば

わたくしたちのばんがきました︒

だんだんわたくしたちのばんがちかづ
一464

きょうは︑いちろうさんと︑さだおさんと︑

おじいさんは︑そのいり口でばんをし
はるおにさいそくされて︑ばんをゆずりま

んをごろうさんにゆずりました︒

五584はるおは︑︿略﹀︑やっと目をはなして︑ば

した︒

五571

ていました︒

三山4

︿略﹀︑この五人のばんです︒

二254

きました︒

一457

ん・よばんぼし・よばんめ

八52 秋のはじめのある晩︑一家そろって︑ぎん
ざの大通りを歩いていましたら︑

八64 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑
ピオという名がつけられました︒

九216 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か
ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

九217 晩の十時に︑二千ばのつばめが着きました︒

九224 それでも運びきれなくて︑九月十九日の晩
には︑ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた
その晩のうちにいって︑

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒
十﹇2410

十一347囲 きのうの畑は水田となって︑晩にはか
えるが歌いだす︒

はんえんけい一はんたか

538

十422囹 半円が眞円になれば成功するのだ︒
はんえんけい ﹇半円形﹈︵名︶2 半円形

ああ︑せいいっぱいはたらいて︑晩ごは

こんなことを考えました︒

八4711園
んもいただいた︒

ばんざい

﹁ばんざい︒﹂と︑だれかがさけんだ︒

﹇万歳﹈︵感︶4

九⁝⁝⁝6園

ばんざい︑ばんざい︒

ばんざい

十201 村の林の上に︑大きな半円形のにじがか
かっている︒

十二285園

十4111 あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい
るうちに︑一つの半円形の質珠を発見した︒
ばんざい︑ばんざい︒

校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒
半紙﹇vわらばんし

紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

﹇半紙﹈︵名︶2

n▽めいよはんじ

万事

はじめに半紙をま四角に切りました︒

はんじ

﹇万事﹈︵名︶1

一事が万事︒
半時間

半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき

﹇半時間﹈︵名︶1

こえました︒

十一733

はんじかん

十四812

ばんじ

六帽8

ごでまにあわせましたQ

六器5

はんし

十五悩5

十二285園

十4112 これは︑まえにさしいれておいた核によっ

はんえんしんじゅ ﹇半円真珠﹈︵名︶2 半円眞珠
て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

版画

たので︑ひとまずこれを加工して︑

十428 半円丁零が思いどおりに取れるようになつ
﹇版画﹈︵名︶1

十二川9 この浮世絵は︑版画で︑絵をかく人と︑

はんが

それを木にほりつける人と︑紙にすりあげる人と
ハンカチ

の共同作品なのです︒
︵名︶一

十一768 でも︑ハンカチを目にあてているときに

ハンカチ
は︑じっとみつめていました︒

﹇藩主﹈︵名︶2

はん主5さがはんしゅ

はんじさん ﹇判事﹈︵名︶1 判事さん
はんきょう ﹇反響﹈︵名︶1 はんきょう
九1911 その幸心は︑たいへんなはんきょうをまき 九652園 わたしのほうがよっぽど大きいって︑き
のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒
おこしました︒

はんしゅ

音もなくドアがあいて︑半身をだした老

﹇半身﹈︵名︶1 半身

十五684

はんしん

ばんそう

反対

ばんそうの音樂や︑場面の組みあわせと

﹇伴奏﹈︵名︶1

婦人が︑

ばんそう

説明のことばなどによって︑

十四8612

はんたい

右手と左手をはんたいにこいだら︑

﹇反対﹈︵名︶8

三648園

はんたい

そのはんたいに︑ふでをいれるほど︑か

ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

七554

つまり︑天動説とは反対に︑地動説が出

えって︑文章がみじかくなっていくことがありま
す︒

十三1312

反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ

てきました︒

十四653

その反対に︑茶わんのまん中の方では︑

いわけです︒

十四712

海陸風とよばれているもので︑書聖は海

ぎゃくに上の方へのぼって︑

十四764

木のほうは︑これと反対に︑もとのほう

すこし高いところでは︑反対の風がふい

から陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒

十四765
ています︒

を上にして︑上からはものをうちこむと︑まつす

十四793
るされた十六人だけが︑有田に赤絵町を作って住

︽ーシ︾

﹇繁殖﹈︵サ変︶1

はんしょくす

三

3

ふ

じ

ばんだい

外人の中で︑富士山や磐梯山のいただ

︹人名︺15 はんたか

はんたかはものおぼえがわるく︑そのう

いました︒

三112 おしゃかさまにはんたかというでしが

はんたか

きをきわめたのは︑︿略﹀私がはじめてだろう︒

十五561囹

ところが明治になって︑はん主の保護が ばんだいさん ﹇磐梯山﹈︹地名︺1 磐梯山

み︑

る

アフリカまでもいって︑冬ごしをします︒

ロッパの北の方ではんしょくしたものが︑︿略﹀

九18一

ヨーロッパのつばめも同じように︑ヨー

はんしょく・する

なくなったうえに︑

十五485

ぐに割れて︑けっしてそれることがありません︒
ばんだい

これにあたった人には︑ハンケチをあ 十五482 赤絵屋もあったが︑これははん主からゆ

ハンケチ ︵名︶2 ハンケチ

四724
げます︒

はんごと

十211 まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑
﹇Vでんわばんこう

風にゆれている︒
ばんこう

﹇班毎﹈︵名︶1

晩ごはん

八962 はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに

はんごと

しるしをつけました︒
﹇晩御飯﹈︵名︶2

六724 その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは

ばんごはん

539
はんたか一ひ

え︑ものがよくいえませんでした︒
はんちょういち

う︒﹂

﹇班長一﹈︹話手︺1

←おがはんとう

四245團

はん長一

みつちゃんがいなくなってから︑もう
半年も雪にとざされていた地上に︑

半年もたちますね︒
十四8811

オートバイ︑リヤカー︑ハンドル︒

﹇半分﹈︵名︶9

半分■かみ
ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑は

はんぶん

お米がはんぶんもできない︒
よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら
校舎の半分が光った︒

十423囹 あと半分だ︒﹂幸吉とうめは︑たがいに

日←あさひ・おひさま︒こもれ

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒

﹇日﹈︵名︶燭

つぎの日に︑﹁い﹂のつくことばをあ

ある日︑おしゃかさまは︑王さまのおま

日がでると︑この木の西がわのなん十
三237囹

日のあたるようにするには切るより

日があたらないで︑こまったものだ︒

ある日︑みんなであそびにでかけまし

三901 風の日にはどんな音︒
三902 雨の日にはどんな音︒

た︒

三588

がみえるのみのさき︒

三434 ある日︑はまべにでてみると︑
三515圏 かっちんかっちん日がくれて︑火花

ほかにしかたがあるまい︒

三257園

という村々が︑日かげになります︒

三233

ねきにあずかりました︒

三147

つめました︒

一一85

ばくちく花火が︑パンパン︑もうくらく ひ・ゆうひかげ

び・つきひ・どようび・にちようび・はつひ・ゆう

ひ

九456国 ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋

はん長は︑めいめいのはんのにんずをかぞ パンや ︵名︶一 パン屋

もあって︑

十三199 ユートランドは︑デンマルクの半分以上

三115 おしゃかさまは︑どうかしてはんたかを 七1610 はん長一﹁先生︑きょうは風がありません
はげましあった︒
りっぱな人にしてやりたいと︑おおもいにな
から︑ちょうちょが︑たくさんとんでいるでしょ
はんぶんいじょう ﹇半分以上﹈︵名︶1 半分以上
りました︒

はんとう

えたかね︒﹂燃筋長﹁はい︒﹂

七169

三117 そこで︑まいにちかしこいでしをひと はんちょうたち ﹇班長達﹈︹話手︺1 燃筋長
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑はんたかを

りずつ︑はんたかのところへやって︑
三126

およびになりました︒
おぼえなくてもよろしい︒

三127囹 はんたか︑おまえはたくさんのことを はんとし ﹇半年﹈︵名︶2 半年
三1210 はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか
さまのおかおをみつめました︒
十四214

三136 はんたかは︑このひとことを心の中に ハンドル ︵名︶一 ハンドル
しまいました︒

七53

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五㎜2

三238園

んぶんだけみどりいろをしていました︒

一一134

てはんぶん・しもてはんぶん

はんぶん

なっている︒

七633

三151 はんたかもおしゃかさまのはちをもつ ぱんぱん ︵副︶一 パンパン
て︑でしの中にまじっていました︒
いって︑とおしてはくれません︒

三153 門ばんがはんたかをみて︑﹁︿略﹀︒﹂と

三157しかたがありませんから︑はんたかは門
のぞとにのこりました︒

三168園 これははんたかの手でございます︒
りました︒

三173 王さまは︑すぐはんたかをおよびにな

きました︒

三174 はんたかは︑しずかにごてんにあがって

はるか向こうの山のはしから︑美しい湖
やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ

十422園半分までこぎつけた︒

ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒

九732

が半分ばかり顔をみせていました︒

九408團

國の半分をわけてやる︒

三175 はんたかの からだから︑きれいな光が 八451 わたしの病氣をなおしてくれたものには︑
さしていました︒

はん長

はんたか ︹題名︺1 はんたか

三111 はんたか
﹇班長﹈︵名︶1

七紛7園 はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

はんちょう

ぞえたかね︒

ひ

ひ一ひ
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三柳1 みかどは︑︿略﹀︑ある日かりのおかえり

六425園

六4010

さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

日がくれかかる︒

におねがいします︒

三㎜6 ある日のことです︒
に︑とつぜんおたちよりになりました︒

その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろうは
ある日のこと︑五ひきのうさぎさんは︑ま

あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

野原には︑日の光がいっぱいさしています︒

風のない日は︑ちょうちょがよくでるの
先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに

七267

六日の日︑郡ぜんたいのドッジボール大会

それから︑いく日かたったある日の午後︒

七897

七653

七624

うさぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑

よく晴れた日には︑とても元氣があります︒

麦のとりいれ︑日がてりつける︒

日がてっている︒

八381

雨降りの日は︑きらいなのでしょう︒

あくる日︑ピオという名がつけられました︒
そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
一年の月日がたって︑いよいよその日にな

日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく

ると︑み知らぬ人がはいってきました︒

八475
八581

そこへ︑さわやかな空氣と日の光が流れて

あくる日はいいお天龍で︑

ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった︒

さがそうと︑歩いていきました︒

八807

八658

田植えをした日から︑ちょうど60日めです︒

よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒

きた︒

八撹4

八991

八研1 じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

たるようにきちんとかけました︒

八佃6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

その日はたいへん寒いあらしの日で︑

かわきました︒

九216

その日はたいへん寒いあらしの日で︑

高いすぎやまつのはえているところは︑

九216
九381団

天氣のよい日は︑︿略﹀︑先生とみなさん

書でもうすぐらく︑日があたらないので︑

が︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

九468團

ある晴れた日の午後

まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

丁田2 とき

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

九餌5

九備4図魍 屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

かるさ日のてる中に

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九柵7m凶魍

九撚8 けれども︑流れは急流だし︑雨の日も風の

雨の日も風の日もある︒

日もある︒

九三8

ある日のこと︑おとうさんが︑︿略﹀おか

いだに︑巣をかけました︒

九枷5 ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ
ある日︑︿略﹀︑宝物をかぞえておいでにな 十116

ると︑けんぎゅうは︑黒うしに乗って︑

八329

まつのです︒

八205

八65

七898

きらいなのでしょう︒

七898

があった︒

七486

かくれているんですか︒

七195圓

だったね︒

七172園

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七94園

六感9

つ林の中で︑まつかさで︑まりなげをしたり︑

六梱4

こんなことを考えました︒

六724

きつけましょう︒

四253團 みつちゃんのことを︑みんなでお話し 六437 それをつつむようにして日がくれる︒
六619 毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書
しない日はありません︒
四559 つぎの日のあさ︑かっちゃんは︑ねつが
ずっとさがって︑

四574 その日のばんは︑かっちゃんの全快い
わいをしょうということになりました︒
四843 そのつぎの日の夜︑お友だちがあっま
りました︒

ことを思いだして︑

四886湖山は大雪︑日はくれる︒
四榴3 ある日のこと︑うらしまは︑父や母の
五212 ある日のゆうがたでした︒

五487 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日
の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五531 西の方をみると︑日がしずんでまもない空
に︑大きな星が光っていました︒

五659 ある日︑おじいさんは︑海にでてあみをな
げました︒

た︒

五678 あくる日︑おじいさんは海へやってきまし
五826 日のかんかんてるところで長くあそばない
ことなどを︑話しあいました︒

た︒

五価3 しじゅうからは︑あくる日もやってきまし
五価3 そのつぎの日もやってきました︒
五価11 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう
ちのまつの木におりてきました︒
夏の日を樂しもうではないか︒

六201園 おおいにうたい︑おおいにひいて︑この

541
ひ一ひ

しを︑

一ふくろや っ た の が は じ ま り で ︑

十267 日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし
た父と子︒

十3611 試運輔の日︑その織機をあやつって︑りっ
ぱにぬのを織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒
十一124 たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ︒

十一138 ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し
てきた旅人のような氣持のする日だ︒
十一1911 いつのまにかびんぼうになって︑その日

かずお

ました︒

十一一83

いよいよ試合をする日のことでした︒

十一一774 メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

地面は平らなもので︑日や月が︑東から

がたになると︑西の空にしずみます︒

ある日︑リビングストンが木かげで書物 十三128朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

ある日のこと︑母親がなつかしくなり︑

ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

十三336 夏の日には︑この音がすずしい氣持をお
こさせ︑

十三336 夏の日には︑この音が︿略﹀︑冬の日に

そうすれば︑おあいしに行く日のくる

は︑いかにもさむざむとした家持をおこさせる︒

十四1511国

どんなさびしい日だって︑それが元氣

どんな暗い日だって︑それが明かるく

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四4210圃
してくれる︒

にしてくれる︒

十四439囲

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑日や︑土や︑水

日のあたっているかべや屋根をすかして

十五376 ﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作ら

ずつ︑︿略﹀︑散歩に出て來るのでした︒

十五209 朝の十時と午後の三時ごろと︑日に二ど

十五97図圃日の第一線が燈台の高きに

見ると︑

十四7211

は︑︿略﹀白い湯げがたつことがよくあります︒

十四671 春さきなどの︑ぽかぽかあたたかい日に

などがいいました︒

十四6111

ところや︑高いところがおすきなようですが︑

十四566園花さんでも︑葉さんでも︑日のあたる

十四563囹葉さんが︑それを日の光にあてたり︑

じりじりと暑い日に照らされながら︑

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑

その日はすでに︑私は︑﹁ゆのみ﹂と 十四506 このことは︑あくる日の新聞に出たマッ
﹁水﹂とでたいへん苦しんだあとでした︒

できごとの多かったこの日もくれて︑

私はその日︑たくさんのことばを覚えま 十四539園
十一一391

この日が自分にもたらした喜びを

した︒

十一一3810

十一一392

私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

ところで︑もうあとわずかというところ

しい日を待つことを知りました︒

十一一394

十二607

で︑日ははや西の山に傾いて︑

長者は︑日のまるのおおぎをあげて︑し

ある日のこと︑八郎が山でしごとをして

ずみかけた日をさしまねくと︑

十二6010

十二628

いると︑のどがかわいてきた︒

そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ
くくたれる日が続きました︒

十二717

西へまわっているように思われます︒

日のあたるところ︑かげになったところ︑ 十三1210

を読んでいました︒

十一一1110

十一一1512

ある日︑学校から帰ってくると︑姉が大
私の一生を通じて︑わすれることのでき

さわぎしていました︒

十二295
十二314

ないいちばん大きな日は︑サリバン先生がきてく

この日の午後︑私はなんとなくものを待

サリバン先生がきてくださった日であり

ださった日であります︒

ます︒

十二314

のくらしにも困るようになりました︒
くと︑まだ暗いうちからおきて︑遠い山へいって︑

いますと︑

十一一349

つ倉持で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

十二317

十一254 そのあくる日から︑金次郎は︑とりが鳴
十一331圏 かきのわか葉に日の照るころは︑矢車
からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒
また照って水たっぷりと︑

十一362圃 くわをかついで田をみまわれば︑日は

まさお

十一405圃南にかたむく日につれて︑光はまとも 十二351
にえんにさす︒

と三人つれで︑学校から帰るときのことであった︒

十一599 あくる日︑太郎は︑友だちの正男と一雄
十一771 その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ
かりかけでもしたようにみえました︒

十一867園 ちょうどあなたが入院したと同じ日に︑

十一812 その日の午後四時ごろでした︒
入院したんです︒

十一884 その日も︑その晩も︑ずっとつきそって
いました︒

十一885 そのつぎの日も︑一日ずっとそばにいま
した︒

十二46 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが
おおたどうかん

わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

十二63 ある日︑太田道灌は︑たかがりにでかけ

ひ一ぴ一
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れ︑

十五433 まぶしい日の光をさけながら︑

もえている火をもってあるくかわ

りに︑わたくしをもってあるきます︒

四聖6園

十五4511 ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え 五35一 ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている
あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

のです︒

六268

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒
十五494 やがて︑思いどおりのものを作ることの

ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ

く︒

六41一
六749園

﹁雪は︒﹂﹁火は︒﹂こんなことをつぎか

できる日がさた︒
十五534 ピッツバーグに着いたのは︑暑い眞夏の
日の朝であった︒

その火の光のさすところは︑かべがきぬ

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

のようにうすくなって︑

十四969
十四9911

みんてききりの中耳のひびきのかじ屋

かれて神さまのおそぼへ行ったおばあさんを見た︒

十五73圃

はまの子ら火をたく青き月夜となり

の火

十五93口騎凶圃

風くればばらはたちまち火となれり

ひ ﹇碑﹈皿﹀せきひ

日あたり

火の用心︒

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146図韻

しゅくちょく室にひがともった︒

ひ

らっぎへと考えました︒

七810

しゅくちょく室のひがきえた︒

十五571園 ところがある日のこと︑せんぽいの教
七107

ひ

授がやって來て︑

四7910

一

十五5711囹 ある日のこと︑せい書をギリシア語で

中には︑うすぐらいひが一つともっている

きょうは︑そこが日あたりがいいようだ

﹇日当﹈︵名︶2

ピアノ

ピアノやふくすけをおることもできま

︵名︶5

ピアノの先生が︿略﹀あなたの鳴く声

でも︑あなたの歌には︑そのさびしい

クレヨン︑ペン︑ナイフ︑ゴム︑ランド

ピー

にしの

ノ合そうなど︑はじめてのことなので︑

十五槻10 森田先生と西野先生のバイオリンとピア

もりた

セル︑ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

十四209

あのピアノの先生がおっしゃいましたよ︒

氣持がでているので︑人の心を動かすのだって︑

十二2112圓

に耳をかたむけて︑たいへん感心していましたよ︒

十鴻毛93圓

す︒

三947

ピアノ

出て︑じりじりと暑い日に照らされながら︑

十四538囹私が︑いつも日あたりのいいところに

から︑そこんとこの草をかれ︒

九623囹

ひあたり

ひ

八489

庭に

ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ
あぜに火とさくまんじゅしゃげ

もえたつはげいとう︒

十一379圃

な子や夜はいろりの火にあてており

二更3要素

だけでした︒

読みたいといいだした︒
十五619 ある日のこと︑おじさんとおばさんが外
出の用意をととのえて︑︿略V私をうながした︒
あせをふきふき歩かれた新島のおじさんと︑

十五653 きびしい夏の日に︑私をせにおいながら︑
十五665 せっくがくるごとにその人形をかざって︑

十二761園

きみ火をたけよきものみせん雪まろ

まあ︑火をたきつけておくれ︒

ありし日をしのぶことをわすれなかった

十二7611図圃

火のでるようなはげしい試合が続きまし
美しく火のともった家々の前を︑そろそ
ただひと目でも︑火の光とごちそうとを

一

女の子は︑どんなにか︑それで火をとも
その両手をあたためるために︑︿略﹀

ふえがまた﹁ピー︒﹂と鳴って︑しあいが

﹁ピー︒﹂と︑用意のふえが鳴った︒

︵感︶6
七5011

ぴ一

そのろの中には︑美しい火がもえあがり︑ 七515

かべにこすりつけて︑火をつけた︒
十四9511

十四952

本のマッチで︑火をともすことができたならば︑

十四9412

してみたかったことだろう︒

十四941

見るだけでも︑満足したであろう︒

十四939

ろとかなしげに通って行きながら︑

十四934

た︒

十二817

げ

十五672 そのうちにクリスマスの日がめぐってき
た︒

十五6710 そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ
しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒
めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

十五掴1囹 ﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五相9園 おまえたちがほおずりをするたびに︑

がら︒

十五柵1園 ほどなくあらわれるあすの日を待ちな
ひ ﹇火﹈︵名︶26 ひ 火5せんこうはなび・たき
び・ともしび・ばくちくはなび・はなび
火の用心︒

三365圓火がもえています︒
四7910 ひ

はじまった︒

七521
七526
七537
七546
びいいっ

ヒヒしヒ
くびははとと

つ

￥llε髪慰

︵名︶一

ビーカー

なにかあるのをみつけました︒

三701 そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に

いました︒

三664 そのとき︑ピーターが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑い

ピーター ︹人名︺7 ピーター

チチ︒

七45 チチ︑チチ︑ピークイ︑ピークイ︑チチ︑

ぴ一くいび轟くい ︵感︶一 ピークイ︑ピークイ

同じようなものになるわけです︒

こをアルコールランプで熱したときの水の流れと︑

ピーターが大声をあげました︒
ｪ﹀︒﹂ピーターがいいました︒

ピーターは︑はのさきにあまだれがあ

ピーターは赤がすきでした︒

︵感︶1 びいちく︑びいちく

るのを みつけて︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒
びいちくびいちく

い︒﹂と

いう声がする︒

二676園﹁びいちく︑びいちく︑ぴいぴいびいび

ぴ一ぴ一
九513

︵副︶一

ピーピー

︽ーッ︾

さとのむらが︑どうなるかということは︑

十四746 湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ

ビエンヌという川の岸には︑︿略﹀女の人

︵名︶15 ピオ

たちが︑ならんでせんたくをしていました︒

八710園

ひえきる

﹇千切﹈︵五︶1

︽ーエ・ーエル︾

お湯がだんだんにひえるのは︑湯の表面
そうなると︑茶わんに接したところでは︑
しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで
そういう部分からは︑ひえた水が下へお

それが︑おりた水のあとへとどくじぶん
湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

﹁ピオ︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひ

ピオ︑いい声だなあ︑おまえは︒

それを知ってから︑よけいにピオがすきに

ピオのほうでも︑その氣になったらしく︑

ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑ちゃめ

女の子が︑茶のまのドアをあけて︑ひよい

茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり

﹁ピオや︑ピオちゃん︒﹂

﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを

私は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑かな

しくてなりませんでした︒

八1211

立ててやりました︒

八129

八119囹

して︑いそいでピオをひろいあげました︒

八116

でいたピオを︑かた足でふんでしまったのです︒

とふみこんだとたん︑うちがわでむじゃきに遊ん

八112

ききれません︒

ぶりや︑おかしさなどは︑まだいくら書いても書

八107

八9一

なりました︒

八811

ざの上にとび乗ったり︑

そのひえかたがどこも同じではないので︑ 八69園

ピオという名がつけられました︒

八65 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑

になったかといえば︑⁝⁝︒

八49 どうして︑ピオが私のうちにかわれるよう

という︑うちじゅうの人学者がいました︒

八42 ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ

ピオ

十142

︵感︶−ぴいぴいびいびい
えていくときには︑どんな流れがおこるか
﹁びいちく︑びいちく︑ぴいぴいびいび ビエンヌ ︹地名︺一 ビエンヌ

﹁︿略﹀︒﹂たきがピーピー答えました︒

二676囹

ぴいぴいびいびい
い︒﹂という声がする︒

﹁ピイヨ︑ピイヨ︒﹂と︑どのたまごか

びいよびいよ︵感︶2ピイヨ︑ピイヨピイヨ︒
八614園

ピイヨ

らも小さなひなの首がでた︒

天41

5ねびえ

ノρ01 ﹁ピイヨ︒ピイヨ︒﹂と︑ひなは鳴いて︑
はってでた︒

ひえ

ひえき・る

十四齪2

ひえる

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに

﹇冷﹈︵下一︶8

十四741

にはひえて︑そこからおります︒

十四722

り︑

十四7112

おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒

十四7110

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

十四711

の茶わんのまわりから︑熱がにげるためだ

十四709

なったのが︑無数にむらがっているので︑

十四631

ひ．える

の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

元日の朝︑人々が︑マッチ周りのむすめ

ところどころ特別につめたいむらができます︒

十四7110

十四715 よく理科の本などにある︑ビーカーのそ ひえかた ﹇冷方﹈︵名︶1 ひえかた

ビーカー

じいさんや︑ひいおじいさんの写眞がでていたり︑

十二964 それにはあなたがたのおとうさんや︑お

ひいおじいさん ﹇曾祖父﹈︵名︶1 ひいおじいさん

きました︒

一493

い11。1。1。1。

下直遠
「〈

70
75
81

ピーターは大声でいいました︒

7105
7
3

81
84

543
びいいっ一ピオ

ピオちゃん一ひかり

544

わすれられません︒

八135 それから十年︑いまも︑私はピオのことが
八138 ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ
︵名︶一

ピオちゃん

りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒
ピオちゃん

ちと︑西の方へいく友だちと︑東の方へいく友だ

ひがし村の学校のセンターが︑喜んで︑

﹁勝つ︑勝つ︒﹂とさけんだ︒

七518

ぴかぴかのかみかしら︒

おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと

草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色

雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

十四9612

のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

九618

光ったこがねになっていきました︒

八4010

びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

五713

三736囹

大きな声で︑はるおが︑東の空をみながら ぴかぴか ︵副︶5 ぴかぴか

ちを︑それぞれひとかたまりにわけてくれました︒
五537
いいました︒

それをみた天帝は︑たいへんおおこりに

なって︑はたおりひめを天の川の東の岸のこてん

八322
にもどしてしまい︑

﹁ピオや︑ピオちゃん︒﹂みんなあわて

て︑口々によんで︑元町づけるやら︑くすりをの

東なら︑ぼくのいく方だねえ︒

夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと

かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア

光﹁あれがこの世の中でいちばんふとつ

﹇光﹈︹話手︺22 光

﹁いいとも︒

十五8311

私たち︑あそこへ行ってもいいの︒﹂光

ただれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五834

ひかり

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七415

かびかしたものがあります︒

三708ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ

ところがいま一だんというところで︑い ぴかぴか・する ︵サ変︶2 ぴかぴかする ︽ーシ︾

朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕
月も︑東の空から西の空に向かって動き
地面は平らなもので︑日や月が︑東から

自序といって︑一書夜に一どずつ︑自分

十五8512 光﹁こわいことはないよ︒

十五866 小さなおかしもいけないの︒﹂光﹁みんな︑

光さん︑ごらんよ︒みんなは︑テーブル

十五948

光﹁みんな不幸のところへにげこんでし

光﹁ダイヤモンドをまわしなさい︒

まうのさ︒﹂

十五943

にすわりこんでるよ︒﹂光﹁呼び返しなさい︒

十五927

なたはそう思うの︒﹂

あぶないよ︒

町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

十五9110 それがこの世のすべてですもの︒﹂光﹁あ
﹇東側﹈︵名︶1

のおはか︑

十五719
ひがしがわ

こごになると︑東がわのなん十という

はじめに︑ひがし村の学校とやった︒

はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学校と
が︑しあいをすることになった︒

七505

七4810

きた ひがしむら ﹇東村﹈︵名︶3 ひがし村

村々が︑日かげになります︒

三235

東がわ

十四388園東の空が明かるくなってくる︒

で西から東へ一回轄します︒

十三152

西へまわっているように思われます︒

十三1210

ます︒

十三129

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三128

ちばんどりが鳴いて︑東の空が明かるくなった︒

十二5810

しらみかけてきました︒

九宙7

九501囹

へとんでいきましたよ︒

九499園やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の方

﹇Vきんぴか

﹇日陰﹈︵名︶6

日かげ

ませるやら︑あたためるやら

八119囹

びか

ひかげ

三234 まいあさ日がでると︑この木の西がわ
のなん十という義々が︑日かげになります︒

三235 こごになると︑東がわのなん十という
国々が︑日かげになります︒

三293 日かげになってこまっていたたくさん
の丁々は︑
八948 水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお
き︑ときどき水をとりかえました︒

十三281 夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か
げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十四699 白い茶わんにはいっている湯は︑日かげ

日がさ

で見ては︑べつにかわったようすはなにもありま
せんが︑

﹇日傘﹈︵名︶1

十五654 あせをふきふき歩かれた新島のおじさん

ひがさ

ゆき

と︑日がさをさしかけながらついていらっしゃつ
東

ひがし

あめ

ひがし

た新島のおばさんとの思い出は︑

にし

かぜ

﹇東﹈︵名︶ 1 5

一325 くも

ひがし

みなみ

三87園 東の友だち︒
五184 北の方へいく友だちと︑南の方へいく友だ

545
ひかり一ひかり

光﹁ 同 じ と こ ろ に い る の だ よ ︒

あの子たちを知っているの︒﹂光﹁みんな

十五957 光﹁かわいらしい幸福たちがやって來た︒

十五9411

十五9511
知っているよ﹂

なんてたくさんいるのだろう︒﹂光﹁もつ

ともっと︑たくさんいたものだよ︒

十五961

十五964 光﹁この世の中には︑人が思うよりもつ
とたくさん︑幸福はあるのだから︒

十五973
話をしてもいいの︒﹂光﹁まだだよ︒

光﹁あれは﹃子どもの幸福﹄だよ︒﹂

だよ︒

十五968 かけて行って会おうよ︒﹂光﹁むだなこと

十五975

やはり︑お金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと

十五9712 光﹁なんの︑ここだって︑どこだって︑
多いのだよ︒

十五983 どこにびんぼう人がいるの︒﹂光﹁それを

しょう︒

いすをおりて︑その

では︑光のとおり道をさがしてみま

それで︑みんなは

三743園
三745

きたのね︒

よく︑︑車中のすみからすみまで流れた︒

八241 朝日が山の上にのぼって︑明かるい光が

そのおり物の美しい光に︑天帝もすっかり

さっとさすころになると︑

おみとれになりました︒

八288

八334天の川は︑なん歪なん万という星がかさな

りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ

一光年は︑光が出発してから︑一年かかっ

うな光をはなっているようにみえるのです︒

八343

お日さまの光がさしはじめまし

かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持

きた︒

光の速度は︑一秒間に地球を七まわり零し

今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど

さあ︑その白いかべに︑プリズムでわけ

﹁︿略﹀︒﹂という先生の声とともに︑七色

日の光をいっぱいに受けた︑はればれとし
た父と子︒

十267

の光が写しだされる︒

十207

た光を写してみますよ︒

十206園

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九衛8 くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが

んだん光がうすくなって︑

九746

馬車がすすむにしたがって︑どんぐりはだ

八807 そこへ︑さわやかな空氣と日の光が流れて

けになります︒

八356 やく三十年ほどまえに発した光だというわ

まえに発した光だというわけになります︒

八355

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

八348光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

は︑やく八分二十秒ばかりかかることになります︒

八346 太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

ます︒

てとどくきょりをさしていいます︒

よその國の子どもたちに光をあげる

八344

おや︑さっきのお日さまの光︑どこへ

光の中をあるいていって︑
三751園 お日さまの光はお日さまからやって
三759園
いったの︒

のですよ︒

三771園

あなたたちがねているあいだ︑お日

さまは︑よその國の子どもがあそべるように︑

三776圓

そこへ

光をあげにいくのです︒

三813
た︒

三柳4家にはいってごらんになると︑光の中
四㎜8たった一つのでんとうですが︑この光

にきれいなおひめさまがすわっています︒

十五988 光﹁それは︑どうしてもいけませんよ︒

をだすために︑どれほどたくさんの人が︑は

見わけることはできないよ︒

十五佃8黒いよいよベールをかぶって︑﹁︿略﹀︒﹂

たらいていることでしょう︒
まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

光がでるのはなぜでしょう︒

十五冊4 光﹁私は︑愛しあう人たちには︑いつで

五487

四捌9

あさの光に︑身をきよめるのはうれしい︒

いい子だ

ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

光﹁まあ︑だまっておいでよ︑

もしんせつにいた し ま す ︒ ﹂

十五佃12

五492

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒
六105

朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと

から︒﹂

かり

光った︒

六629

ひかり ︹光﹈︵名︶88 二二ひのひかり・ほしのひ

三510園 お日さまの光︑光︒

朝日の光がななめにさしてきた︒

野原には︑日の光がいっぱいさしています︒

白いちょうが︑ういたりしずんだりしなが

六襯9

七419

ら︑光の中をおよいでいたが︑

七55

七53

三510園 お日さまの光︑光︒
さしていました︒

三177 はんたかの からだから︑きれいな光が

三313囹 まどから光がさしこんできます︒
三738園 お日さまの光かしら︒
三739園 あ︑そうだ︑光だ︒

びかり一ひかりかがやく

546

十一406圃南にかたむく日につれて︑光はまとも
にえんにさす︒

十一894 あかつきの光が窓から白くさしこんでき
たとき︑

十二379 この生きた一ことが︑︿略﹀︑光と希望と
喜びとを與えることになったのです︒

十二469圏 これに光をあてて影絵にしてみせるの
だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒
十二柵11 黒うるしの中に︑銀や貝が光をはなって
いるのは︑なんともいえない美しさです︒

十四47 それは︑フィリップの作品の中にみな
ぎっている大きな愛の氣持︑そこからさしてくる
とうとい光のためなのです︒

十四104團 ほのおがゆれたりしないとか︑光を
ずっとやわらかくするために小さなかさがあると
か

十四123團 かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや
わらかくするためなのです︒

とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなの

十四347 光が一方のはしから︑向こうのはしまで
です︒

十四361 まことに︑星の光は︑声のないことばで
す︒

十四364 むかしからすぐれた人たちは︑星の光の
中からふかい思想を読みとりました︒
﹁光︑光だ︒﹂
﹁光︑光だ︒﹂

＋四3910園
光だ︒

十四399園
十四399園

十四401園喜びの光︒

十四3911園
希望の光︒
十四4011囹
平和と自由の光がさしてくる︒

十四413園この光を全身にあびよう︒

十四414囹

喜びにみちてかがやく光︒

十四5712園

十五944
わします︒

﹁光﹂のいうように︑ダイヤモンドをま

舞台は清らかな︑こうごうしい︑ばら色

︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だん

それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

おまえたちがほおずりをするたびに︑

十五悩1囹

おまえのせわをしているときは︑いつ

その中から光が流れだすようだよ︒

つつましくすこしさがってい

﹃光﹄がとうとう來てくれました︒

あの人︑だれなの︒﹂チルチル﹁光さ︒﹂

あなたは﹃光﹂なんですね︒

十五佃6園

る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十五備3 チルチル

だってこんなに白くなって︑光がさすのにね︒

十五稲8園

私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒

十五相10園

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒

十五期12囹

だん人に知られてくるね︒

十五996

精を見るのだよ︒

十五951囹ダノーヤモンドの光にたえられる幸福の

の美しい光に照らされます︒

それがこの日本でできるためには︑私 十五945

十四563園葉さんが︑それを日の光にあてたり︑

これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒
十四704

これに日光をあてると︑熱いところとつ

もっとよく︑あざやかに見えます︒

その光が同じようにならず︑むらになつ

めたいところとのさかいで︑光が曲がるために︑

十四727
十四728

て︑茶わんのそこを照らします︒

そのときできる氣流のむらが︑光をおり

女の子は︑事々をとおして︑ちらちらと

春の光がさしそめて︑雪どけ水が流れだ

たまみがかざれば光なし︒

曲げるためなのです︒

十四734

十四837

十四821図
すところ︑

十四938

ただひと目でも︑火の光とごちそうとを

かがやくともしびの光を見た︒

十四9310

十五柵6園

十五柵5囹

﹁物のわかる喜び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑

母の愛光をだきながら︑﹁︿略﹀︒﹂

その火の光のさすところは︑かべがきぬ

見るだけでも︑満足したであろう︒

十五湘2

十四969

のようにうすくなって︑その女の子は︑中のへや

十五湘6

一416
かった︒

かった︒

一417

はしらの

はしらの

かげで︑ びかり︑ びかり︑ ひ

かげで︑ びかり︑ びかり︑ ひ

びかり︵副︶2びかり

ふたりは長いあいだだきあいます︒

をすっかり見とおすことができた︒

その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い
ぎんざ
まぶしい日の光をさけながら︑銀座通り

光のおをひいた︒

十四993
十五433

をアメリカの一しょうこうが歩いていたが︑

チルチルと︑いぬと︑パンと︑さとうと
は︑︿略﹀︑光をとりまいてかたまってしまいます︒

十五821一

家の

すみずみまで

光りかがやくほどなので︑

三撹10 そのうつくしさはたとえようもなく︑

︽ーク︾

ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チ ひかりかがや・︿ ﹇光輝﹈ ︵五︶ 1 光りかがやく
ルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

十五9111

﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし
のあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五941

547
ひかりさん一ひかる

﹇光﹈︵名︶1

光さん

﹁かぐやひめ﹂という名をつけました︒
ひかりさん

﹇遠出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

光りだす

︽ーシ︾

十五925園 おや︑光さん︑ごらんよ︒
ひかりだ・す

九伽1 星が光りだしました︒
ぴかりと ︵副︶2 ピカリと ぴかりと

ぴかりと光る竹が一本ありました︒

三伽9 竹やぶをみまわしていますと︑ねもとの

ひ

︽ーッ・一

六105 ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒
ひかりをもとめて ︹課名︺2 光を求めて

光る

十二25 四 光を求めて⁝⁝⁝三十一
ひかる

十二311 四 光を求めて
﹇光﹈︵四 五 ︶ 5 9

ラ・ーリ・ール・ーロ ︾

ひか・る

かった︒

一418 はしらの かげで︑びかり︑びかり︑

一527園 そら︑ところどころに︑おおきなほし
がひかっているでしょう︒

一658園 それなら︑あなたの目のなかにふた
つひかっていますよ︒
おかいこさんでなくてもたべたいようです︒

三407くわのはが︑やわらかで︑光っていて︑
三708 ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ
かびかしたものがあります︒
へしずむところでした︒

三749 お日さまが光りながら︑いま︑丘のかげ
三841園 ﹁お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼ
んだまみたいに光らせるのよ︒﹂だんだんにじ
もきえていきます︒

三938 やわらかなもうせんをしいたようなし
ばふ︑みどり色につやつやと光ったしばふ︒
三島1 竹やぶをみまわしていますと︑ねもとの

ぴかりと光る竹が︸本ありました︒
三佃6園光るようにうつくしいかぐやひめに︑
お星さん︑よく光るね︒

ひと目でもあいたいものだ︒
四173

光った︒

七53 校舎の半分が光った︒

家と家とのあいだに︑ほそ長く光っていま

七54 校庭のつゆもいっぺんに光った︒
七565

庭の草木は︑みているうちに︑ぴかぴかと

ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と

草の中にあっちにもこっちにも︑こがね色

草の中から︑どんぐりどもがぎらぎら光っ

のまるいものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

九618

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

九5311

なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

九79 この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

いた︒

天
41
ノ了− したは口からたれて︑目はみにくく光って

光ったこがねになっていきました︒

八4010

星があります︒

八358 このほか︑五十光年のところに光っている

にういていました︒

す︒
四281国白い雲さん︑光ってきれいだな︒
四556 その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も 八283 川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

四鵬9言むこうに光ったやねがみえるでしょ
う︒

一つのこのでんきゆ

四梱7光っている︑ほそい糸のようなものは
けれども︑ただ

なんでしょう︒

四慨6園

うがないと︑光ることができません︒

五458圏光った星だ︒
みんななかよくきらきらと︑しずかな空
西の方をみると︑日がしずんでまもない空

で光ろうよ︒

五462圃
五532

水が光って︑とんではねています︒

いまのぼりかけたばかりの月が︑しずかに

星はだんだんきれいに光ってきました︒

光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

小川の水︑きらきら光る︒

十352 銀色に光った︑たくさんの機械は︑生きも

十232

ざくらの花︒

十225

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九衛8 くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが

光っていました︒

九搦10

九伽3

る星をみあげていました︒

九㎜3 くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光

てとびだして︑もうワアワアいっていました︒

そういいながら西の方をみると︑小さな星 九631

それは︑南東の空で光っていました︒

に︑大きな星が光っていました︒

五539
五5311

あそこに大きく光っている星ですよ︒

空のまん中に︑大きな星が光っていました︒

がちらちら光っていました︒

五562園

おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

五548

五714
五803

ねじがその光を受けて︑ピカリと光った︒

びか光るずきんをかぶり︑

六106

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす
屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ

六506團
夜の空︒

六513

朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと

いに光っていました︒

六632

ひがん一ひきずる

548

ののように動いて い た ︒

ひき
1

ひきあげる

﹇引﹈εしとうびき︒じびき・ふくびき
︵下一︶

︽

さきに立った太郎かじゃが︑思いきって︑

﹇増訂﹈

十438ゆめにもわすれられない眞円三珠が︑光っ ひき ﹇挽﹈むこびき
ひきあ・ける
ケ︾

ているではないか ︒

十一356圃 まばゆく光るいなずまに︑続いてひび
十683
からかみをひきあけました︒

くらいの音︒
十︻563圃 ことばは光る︑プリズムのかげよ︒
ゲ・ーゲル︾

しなくてもいいのよ︒

六422園

南へひきあげるついでだから︑えんりょ

十一567魍 花火やほたる︑とんぼの目だま︑一つ ひきあ・げる ﹇引上﹈ ︵下一︶ 7 ひきあげる ︽
一つ光る︒

にたまる︒

十三366 小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

六839

ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた

ほおりのみことはつりざおをひきあげる︒

十四6912 みょうなゆらゆらした光った線や︑うす 六837園 ひきあげてみよう︒
六価4

ひがん

五百メートルほどさきに︑ひきあげてある

1

ひき入れる

んの子もりをひき受けます︒

きみの論文を︑カーネギーで出版する

十五7510園先ほどの話は︑こころよくひきうけた
よ︒

十五761園

﹇引下﹈︵五︶1 ひきおろす ︽ーシ︾

ことは︑ひきうけたよ︒
ひきおろ・す

さきにかまをくくりつけて︑ひっかけるようにし

九388無手のとどかないかれ枝は︑長い竹ざおの

﹇引返﹈ ︵五︶2

ひき返す ︽ーシ・一

て︑下から力をいれてひきおろします︒
ひきかえ・す

七104園渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

ソ︾

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

したりするときには︑きっとコックスが大声でい

十﹇68園ボートの向きをかえたりひき返そうと
うだろう︒

大空の星をながめていると︑はてしのな

いきなり︑とこのまのりっぱなかけものを

﹇引裂﹈︵五︶2 ひきさく ︽ーイ・ーキ︾

たおれたはずみに︑あのたいせつなかけ

ものを︑あのとおりひきさいてしまいました︒

十737園

ひきさきました︒

十723

ひきさ・く

い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

十四3512

物したのち︑その︼わを買い︑

八62 私も︑すっかりひきこまれて︑しばらく見

長いこと外地にいた姉たちがひきあげて ひきこ・む ﹇引込﹈︵五︶2 ひきこむ ︽ーマ︾

︵下一︶

︽

秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん
きょうと

﹇引入﹈

ひきうける

ひき

おばさんは目になみだをためながら︑
﹇引受﹈︵下一︶5

かれ枝のたくさんついている高い木をみ

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い

学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ ひきず・る ﹇引摺﹈︵五︶2 ひきずる ︽ ッ︾

にひきずりこんでしまいました︒

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中

十五922

︽ーン︾

このほかに︑オーストリア動物園の人たち ひきずりこ・む ﹇引摺込﹈ ︵五︶ 1 ひきずりこむ

︽ーケ︾

十二253

つけると︑兄かぼくがのぼる役をひきうけました︒

九392団

まりになります︒

がひき受けて送ったつばめを加えると︑十万ばあ

九232

受ける

ひきう・ける

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五689

レ︾

ひきい・れる

とおばさんは京都へひきあげられたが︑

十五658

きました︒

十二232

小船がある︒

八573

子で︑來年小学校へあがります︒

十四9612 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ
か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

大きなるばらの花照りかえる

十五151図魍 おどろきてわが身も光るばかりなり

うやのくつはほこりだらけだから︑

十五6211園 おじさんのくつは光っているのに︑ぼ

る青いたまの色をしています︒

十五柵5園 これは︑﹃春の幸福﹄で︑きらきら光
十五価6 天使のようなすがたをした者が︑きらき
ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

﹇彼岸﹈︵名︶1

の目にはなみだが光っていました︒

十五佃7 やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり
ひがん

﹇匹﹈皿vいっぴき・いっぴきのくも・くひき・

ぎれば風あたたか く ︑

十一308圃 紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす
ひき

ごひき・さんびき・さんびきとも・しちひき・しち

ひきとも︒じっぴき・しひき・じゅういつびき︒
じゅうさんびき・じゆうにひき・にひき・にひきと
も・はちひき・ろっびき

549
ひきだし一ひく

十四9212 かわいそうに︑その子は︑おなかがすい

ひきだし

三下5

もう︑ひきとめることもどうすること
たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

もできません︒

十7010

ひきつける ︽一

1

ひきつづける

い

︽ーイ︾

四6810
︽ーメ︾

七416

ひきまわし

ひきもどす

︽ース︾

ひきょう

﹇卑怯﹈︵形状︶1

ひきょう

な︑無責任な︑ひきょうな考えをもちたくはあり

十321 自分ひとりぐらいどうでもいいというよう
ません︒

十五7112

﹁︿略﹀︒﹂といって︑私をひきよせた︒

ひきわけ

さあ︑やまだくん︑これでひきわけだ︒

﹇引分﹈︵名︶1

﹇引分﹈ ︵下一︶ 1 ひきわける ︽一

ひきわけ

九888園

ひく 引く ︽ーイ・ーカ・一

たかぎとやまだが左右にひきわけられたと

ひきわ・ける

九884

ケ︾

﹇引﹈︵四五︶35

ころである︒
ひ・︿

これをひいた人には︑なにもあげませ

キ・ーク︾δふくびきあそび

黒いかげ︒

おまつさんか︑あなたがみえなかったか

あみひく人の

黒いかげ

五509圃

ら︑かぜでもひいたかと思って︒

六835園朝から一びきもつれないなんて

おや︑ひく︑ひく︒

ひく︑ひく︒

六836園ぐいぐいひくそ︒

六835園

ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

七387

しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ

学校からいなくなってしまった︒

七85 しおがひくように︑子どもたちが︑さっと︑

六搦9びっこをひきひき︑

てっぺんにたどりつきました︒

六鵬9

おや︑

五868園

ん︒

かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア 四727
青年は︑つづいて日本の子もりうたをひき

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒
七4110
はじめた︒

青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ
﹇引回﹈︵名︶1

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

七464
ひきまわし

︽ース︾

糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは
ひきまわす

朝早くからそれをガラガラとひきまわす

﹇引回﹈︵五︶1

ひじょうにせまい︒

十二687
ひきまわ・す

十五6510

﹇引戻﹈︵五︶1

ので︑家の人のねむりをさまたげてしかたがない︒
ひきもど・す

がらすをすにひきもどす︒

六332おかあさんがらすが︑羽をさか立てて︑子

少年は︑いすをひきよせて︑︿略﹀︑こし

ひきとめるひまもなく︑太郎かじゃは︑す ひきよ・せる ﹇引寄﹈ ︵下一︶ 2 ひきよせる ︽一

は四︑五︑六︑︿略﹀ふたりをひきとめている︒

ふとった幸福どもは︑︿略﹀︑いやがる子 九886

て︑こ︐こえて︑身をひきずって歩いていた︒

十五9312

﹇引出﹈︵名︶5

どもたちをひきずって行こうとする︒
ひきだし

十一715

セ︾

︵下一︶

ひきとめる ︽一

をおろして待っていました︒

ばやく指をつっこんで︑すぐそれを︑口に持って
︽ーッ・ーリ︾

いきました︒
ひきとる

六993 つくえのひきだしをかたづけていると︑
﹇引取﹈︵五︶2

あらゆる手あてをつくしましたが︑それな

はじめて見る東洋の青年をひきとったが︑

十五576囹教授の申し出でをさっそく承知して︑

り︑まもなく息をひきとりました︒

八η1

ひきと・る

十三394園 手紙が︑はい⁝⁝二番めのひきだしの
⁝⁝上⁝⁝はい︒

十三401 三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ
一まいの絵をひき

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒
﹁ ︿ 略﹀︒﹂といって︑

だしからだして︑見せてくださいました︒

十三557

︽ーシ︾

一まいえらびだして︑見せてくださいました︒
ひきだす

このえんの下のくぎ︑ひきぬきにくい︒

十三591 おじさんはそういって︑同じひきだしか ひきぬきにく・い ﹇引抜悪﹈︵形︶1 ひきぬきにく
ら︑
﹇ 引 出 ﹈ ︵五︶1

︵下一︶

2

十四9910 女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ ひきはじ・める ﹇同量﹈ ︵下一︶ 3 ひきはじめる

ひきだ・す

﹇引付﹈

ばのたばの中からひきだした︒
ひきつ・ける
ケ︾

十三344 ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの
心をひきつけてやまない︒

ひきつづく

きつけられていろいろな墨流を集めた︒
﹇引続 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーイ︾

十五501一 プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ
ひきつづ・︿

八761 たまの音はあしのあいだに鳴りひびき︑
﹇弾 続 ﹈

てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒
ひきつづ・ける
︽ーケ︾

︵下一︶

3

七426 しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑
﹇引留﹈

いっしんにひきつづけていた︒

メ・ーメル︾

ひきと・める

ひく一ひくい
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しすすむにも︑よういではありません︒

八256 せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ
てひいていきますが︑
いてあるのだ︒

九伽11園 私たちの村の用水も︑このまつ川からひ
十358 佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑
設計図をひいては組みたて︑

しろにひき︑

光のおをひいた︒

家を出て手をひかれたるまつりかな

数という形のないものを表わすのに︑線

十五64図圃
十五368

線を横に一本引いたり︑二本引いたりし

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

十五368
た︒

﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすの

には︑線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえに

十五369

つくえのまん中にチョークで線をひき︑

おいたり︑したにおいたりして表わした︒

十五578園

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑たが

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ

いに向かいあい︑勉学にいそしむことにしたが︑

十五736

人の心をひくために︑しかめっつらをし

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五7810

﹇挽﹈︵五︶1

ひく

︽

イ︾

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒
ひ・く

十6812 いつでもにげだせるかっこうで︑こしをう

十︻45 大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ
をひいて通っていくのがみえるし︑

十一135 ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒

十二288 たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑
ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二367 ふたりは︑︿略﹀すいかずらのあまいに
サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

おいにひかれて︑庭の小道をおりていきました︒
十一一41一

ひく

︽ーイ・ーキ・ーク︾﹇Vお

ません︒

七453園
七454園
七4511囹

また︑こんなつもりでひいたのでもあり

それでは︑お礼にわたしのいちばんとく

ただ︑たいくつまぎれにひいたのです︒

オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

いな曲を︑一曲ひきましょう︒

その音には︑ある感じがこもっているものです︒

九58

九510 この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

オルガンのほかに︑︿略﹀ほかの金器を︑

みると︑まえとはちがつた感じがします︒

いっしょにあわせてひいてみたらどうでしょう︒

九66

学校からかえったら︑おかあさんが︑石

おかあさんの手の上につかまってひい

ぼくがいっしょにひくと︑かるくな

そこで︑おかあさんの手の上で︑力いっ

ぱいひいた︒

四1810

るかしら︒

四184園

た︒

四181

うすをひいていらっしゃった︒

四178

ひ・く﹇碓﹈︵五︶4ひく︽ーイ・ーク︾

のこぎりをひいている人もあります︒
﹇弾﹈︵五︶13

三359園
ひ・く

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒
十二604 いいだしたことはあとへひかないので︑

あるきりぎりすはバイオリンをひいていま ひく・い ﹇低﹈︵形︶11 ひくい ︽ーイ・ーク︾
あるきりぎりすはチェロをひいています︒

五794

四764

ている︒

チョロチョロ︑ひくく鳴ったり高く鳴った

た⊥口同い山︑ひくいたに

二688 ﹁しゅしゅしゅしゅ﹂は︑ひくくつづい
六182

そのほか︑ハーモニカをふいているもの︑
オルガンをひいているもの︑

おおいにうたい︑おおいにひいて︑この
六237

かなり早く走っているので︑青年のからだ

バイオリンをちょっとひいて︑

夏の日を樂しもうではないか︒

六201囹

七418

はゆれていたが︑ひく手にくるいはなかった︒

五棚6

﹁︿略﹀︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひく

雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ

く︑いっしょうけんめいにまねをします︒

八839
ていた︒

鳴らすのであるが︑

しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑ 九126 たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち
いっしんにひきつづけていた︒

七424

りしています︒

六184

す︒

六181

ひく

しがさんさんと降りそそいでいました︒

十二831 まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ
十三291 ﹁ビューン﹂と︑あとをひくようなひび
きがする︒

十三294 荷車をひきながら︑ゆっくり歩いて來る︒
十三464 ありが︑ちょうの羽をひいて行く︒

十四282園 それは︑國語辞典をひいてみると︑だ
いたいわかる︒

私はあとのほうの映画に心をひかれた︒

十四8510 どちらも雪にえんのあるものであるが︑

十四899 読む人の心がひかれるのは︑ものごとを
あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四993 その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い
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九555 せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

七327園

七326園
あかんぼのくせに︑ひげなんか︒

ほんとう一ひげだね︒

おや︑ひげをはやしてる︒

︽ーミ︾5たかきひ

︽ーシ︾

やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑腹

七328園

も︑ききもらさない︑その耳︒

日ぐれ

やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑し

やまねこが︑ひげをひねっていいました︒

た︒

九712
したが︑

ひご

かみの毛は白くなり︑ひげはのび︑

﹇籔﹈︵名︶3

紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ
そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙
じっさいに紙の上でいろいろとまげぐあい
をしらべ︑ちょうどいい長さにひごを切りました︒

六佃6

で上と下とまん中をはりつけました︒

六㎜2

ごでまにあわせました︒

六柵6

ひご

十一701

たまま下を向いていましたが︑

九7110

やまねこは︑︿略﹀︑しばらくひげをひねつ

ばらくひげをひねって︑目をぼちばちさせていま

九673

やまねこはぴんとひげをひねっていいまし

をつきだしていいました︒

九603

十一169 ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

くくたれる日が続きました︒

十二717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ

かれには︑みなめずらしいものばかりであった︒

十五461 ひくい屋根も︑あけはなした店も︑︿略V︑ 九6511

ひくし

﹁カムイン﹂と答える︑ひくい︑しか

﹇低﹈︵形︶1

も力強い声に︑

十五539

くき

ひく・し

ひくつ

の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五106図圃 いけがきのすぎの木ひくみとなり家
﹇卑屈﹈︵形状︶1

十四373 ひくつになってはいけません︒

ひくつ

びくびく ︵副︶1 びくびく
びくびくする

九561 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑
︵サ変 ︶ 1

五181園 うそ字だから︑とんでもないところにや

ぴくぴく・する

﹇日暮﹈︵名︶2

られるかと思って︑びくびくしているところだよ︒
ひぐれ
まが通る

地面の空氣が︑日光のためにあたためら

でもとんでくると︑そのあわてかたといったら

しきがみえるだろうと思った︒

八597 飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ

ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九2111 なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ

ように︑︿略﹀ヴェニスへとんでいきました︒

九221 つばめをのせた飛行機は︑それから毎日の

ぎのとおりです︒

九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

九2210 二十九日飛行機で

一千六百ぽ

一万ば

同じく二万五千ば

九227 九月二十四日飛行機で二千ば二十五日

九2211 十月一日飛行機で

ごとにっかわれたということを︑

九239 また︑飛行機という文明の利器が︑このし

それで︑畑の上からとんできて︑森の上

十四648 飛行機などで︑横からすかして見ると︑

へかかると︑飛行機は︑しぜんと下の方へおしお

十四7511

一

﹁あっ︑ビゴウキダ︒﹂といった︒

ビゴウキダ

ろされるかたむきがあります︒

六鵬10囹

びこうきだ

十五2610

ちょうど︑発動機にこしょうのできた飛

ひこうきのり ﹇飛行機乗﹈︵名︶1 飛行機乗り

行機乗りが︑安全な着陸地を上からさがしている

飛行中

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に

﹇日頃﹈︵名︶1

日ごろ

うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑
ひごろ

たエジソンのもとをたずねて︑

十461 そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいしてい

庭さきにいるとき︑とつぜん︑上へ飛行機 ひざ ﹇膝﹈︵名︶7 ひざ

飛行機なら︑ちゃんと︑ピコーキといえ

ひこうちゅう ﹇飛行中﹈︵名︶1

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい
飛行機

﹁飛行機なら︑ちゃんと︑ピコーキとい

弟のだいすきな飛行機である︒

﹇飛行機﹈︵名︶14

ような氣持で︑

八95

るよ︒

六三2園

えるよ︒﹂といったので︑

六衙2囹

六⁝⁝⁝8

ひこうき

へんあぶないものです︒

十四752

十五92圃 こどもら手をつないだ中を日ぐれのう ひこうか ﹇飛行家﹈︵名︶1 飛行家
十五m8園 これが﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅ
ひげ←あごひげ

うの王さまのすべてよりもりっぱで︑
﹇髭﹈︵名︶13

六333 白いひげの雲が風に流されている︒

ひげ

六346 かかし︑一どははねあげられるが︑もんど

六343 雲のひげがあおられて長くのびる︒
りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六358 かかしのつかまったひげ︑のびるだけのび
てちぎれてしまう︒

ピサーひたす
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﹇鮮舞﹈︵副︶1

ひしひし

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑
ひしひし

少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑
ひしゃく

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五317
﹇柄杓﹈︵名︶1

美術品

しかし︑このような美術品を買い求める

﹇美術品﹈︵名︶1

で︑﹃シストのマドンナ﹄といわれている︒

びじゅつひん

﹇非常﹈︵形状︶2 ひじょう

ようなものは︑ほとんどいなかった︒

十五496
ひじょう

糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは

いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

﹇密﹈︵形状︶1 ひそか

ひそかに枝葉の中をみあぐる

九価1図圏

ひそか

ひじょうにせまい︒

十二687

れました︒

三103圏小さなひしゃくでおちゃくんで︑か 九864 あとの三十分は︑ひじょうにみじかく思わ

ひしゃく

びしゃびしゃ

ピシャ︑ピシャ

ピシャピ

雨がびしゃびしゃふるので︑わたくし

︵副︶1

けてあげましょ︑おしゃかさま︒

シャ

ビシャンと

ロレンスで︑研究しているうちに︑

名高くなったかげには︑幸吉﹈生の苦心が

﹇額﹈︵名︶6 ひたい

ひそんでいる︒

ひたい

四916 ひとはきはいて︑うちにあがっておい

すると︑りすは︑木の上からひたいに手を

でになると︑ひたいからゆげがたつ︒

そこで︑やまねこは︑︿略﹀︑ひたいのあせ

かざして︑いちろうをみながら答えました︒

九534
九697

ひたいと弓形をしたまゆとのほかには︑

をぬぐいながら︑いちろうの手をとりました︒

︿略﹀父親らしいところはありませんでした︒

十一702

それから︑病人の上にかがんで︑みゃく

をみたり︑ひたいにさわってみたりして︑

十一748

ひたし

ひたいそぐいぬにあいけり木のめ道

﹇直急﹈︵四︶1 ひたいそぐ ︽ーグ︾

呂たねもみひたし

九303図圏

ひたいそ・ぐ

作って︑のりでとめる︒

十三5611囹天才の集まっていた︑美術の中心のフ 十二5011 鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で

つ・にっぽんびじゅつこうげいし

十458

ピシャピシャと︑あがったりさがったりし ひそ・む ﹇潜﹈︵五︶1 ひそむ ︽ ン︾
かりいぬが︑ピシャ︑ピシャとぬま地へは
それからピシャ︑ピシャと︑どこかへいっ
ピシャリ

金のさかなは︑なにもいわないで︑しっぽ

︵感︶一

︵副︶一

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をピ
シャンとしめてしまいました︒

八517

ぴしゃんと

でピシャリと音をさせて︑

五7610

ぴしゃり

てしまった︒

八752

いってきた︒

八747

て︑流れていきます︒

五796

︵副︶3

は︑かさをさしかけてあげました︒

四327国

びしゃびしゃ

一659 おかあさんは︑わたくしをひざのうえに
﹁ピオ︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざ

だきあげてくれました︒
八610
の上にとび乗ったり︑

八97 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす

八610 ひざの上にとび乗ったり︑
わっている私のひざのあいだにもぐったり
ひざをまげて︑

九556 せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

ピサ

日ざし

ぴしゃぴしゃ

十二3410 サリバン先生が︑ほかの大きな人形を私
のひざの上において︑

十五718 人力車に乗ったおばさんは︑昔のように
︹地名︺一

私をひざにのせた︒
ピサ

﹇日差﹈︵名︶2

サに生まれたガリレオという学者がありました︒

十三148 そのケプラーと同じころ︑イタリアのピ
ひざし

十一349圃 つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし
に日ざしが強くなり︑

十二832 まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ
しがさんさんと降りそそいでいました︒
ひさしぶり ﹇久振﹈︵名︶4 ひさしぶり
もちや︑︿略﹀ほしがきなどをいただいて︑

五223 ひさしぶりにおじいさんにおあいして︑お

いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

十二234 ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと びじゅつ ﹇美術﹈︵名︶2 美術皿vとうようびじゅ

へんゆかいです︒

十四514囹 ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい

美術館

これは︑ドレスデンの美術館にある絵 ひた・す ﹇浸﹈︵五︶5 ひたす ︽ーサ・ーシ︾

﹇美術館﹈︵名︶1

十三592園

びじゅつかん

日本美術工書史十二巻という大作を著わした︒

十五6710 そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ 十五514 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑
ひじ

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒
﹇肘﹈︵名︶1

十三52 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

ひじ
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ひだまり一ひっかく

日だまり

七772園

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

ほら︑左のむねのところに手をあててご

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に

右手と左手をはんたいにこいだら︑

﹇左手﹈︵名︶7 左手

関係のあることを表わし︑
ひだりて

ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

三647圓

からだ全体と右手を受け持つ人︑左手

十三374

三郎のうちの一室︿略﹀︒左手につくえ︒

るんだが︑まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑

左の足が一本短くて

右手で鳥のつばさのっけねをつかみ︑左

それから

だけの人︑足だけの人と︑それぞれ手わけしてい

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から 十二451圏

遠くはなした︒

六9910

らんなさい︒

六792囹

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811囹

八945 やく3・6㎝のもみを︑水の中にひたしま がうつくしい︒
した︒

八966 ひたさない種もみをまいたところには︑べ
つにしるしをつけておきましたQ
八969 ひたさないほうは︑まだめがでません︒
きました︒

八973 ひたさない種もみからも︑やっとめがでて

﹇日溜﹈︵名︶1

十五251

まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると

ころの近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の

九悩4

横糸はおさによって︑右から左︑左から右

ほとりを流れていた︒

十347

横糸はおさによって︑右から左︑左から右

へといききするのであるが︑

十347

少年は︑︿略﹀︑その後からついていきな

へといききするのであるが︑
十一6711

左手は女の子の上帯にかけたままで︑右

いま︑少年の左手には女の子が︑右手に

手をはなして︑︿略﹀短刀をぬいて︑

十五286
十五294

少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手

は血にそまった短刀があります︒

︽ーッ︾

いい氣持になって︑自分が水の中にひ

﹇浸﹈︵五︶1 ひたる

で女の子をかばい︑

十五2910
ひた・る

たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒

十四4610

藁沓10

とがった屋根

ぶどうのつるに︑角がひっかかりました︒

﹁あれが︑うまくひっかかるといいな︒﹂

ブブブブ

﹁そら︑ひっかかった︒﹂

あみをはり︑︿略﹀︑ほかの虫がひっかかる

くもはみつばちにとびかかりました︒

九個8園

くもが︑じいっと息をころして待っていると︑

九梱4囹

六鵬3

にひっかかっているかかし︒

六373 そのビルディングの一つ

ーリ・ール︾

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと ひっかか・る ﹇引掛﹈︵五︶5 ひっかかる ︽ーッ・

がら︑おどおどした目を右に左に向けて︑

十二675

いつもやすりをかけて右と左によじって

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑

十二6710

左側

目にもとまらぬボールが︑ネットの上を

おかないと︑なんの役にもたたない︒

十二8310

左がわ

右に左にと︑ゆききしました︒

﹇左側﹈︵名︶3

三312園右がわはきょうしつで︑左がわにはま

ひだりがわ

けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛

どがならんでいます︒
七954

と︑いきなりとびついてかみころすなんて︑

﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に ひっか・く ﹇引掻﹈︵五︶3 ひっかく ︽ーイ・ーカ︾

がたくさんぬけていました︒

十五378

手を長くのばして︑

しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと

八975 水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒ 六備7 たこが青空で右や左にゆれると︑
ひだまり

左

知っているのです︒

十三2712 冬は冬で︑︿略﹀ホートンの早場に︑子 七819園
ひだり

どもたちがたむろして︑日だまりを号しみ︑
﹇左﹈︵名︶ 2 6

一293 手は二ほん︑みぎひだり︒

ひだり

一295 足も二ほん︑ひだりみぎ︒

三398 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ
うくん︑左のかたにはみよこさん︒

三422 みよこさんが︑左のかたからはなれて︑
麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三6310左へいけばたきへでます︒
した︒

三645園 ﹁左の方︒﹂と︑男の子たちがいいま

ければ︒

三649園 はじめに右か左かどちらかへやらな

四504 ほかのがんは︑右や左からかっちゃん

三652園 ﹁左︒﹂と︑男の子たちがいいました︒
をだきかかえました︒

四796 み一溜と左とちがえぬように︒
四934 右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑
どこにも降る︒

四相3 おとひめさまは︑左のいすにこしかけま
す︒

四悩4圃右に左にひらひらと︑ゆれるたもと

馳」

ひっかける一びっくりする

554

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五器1 よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

﹇引掛﹈

︵下一︶

5

ひっかける ︽一

九993園 ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒

九971園 首をひっかいたからさ︒

ケ・ーケル︾

ひっか・ける

かけるようになりました︒

︽ーッ︾

びっくり

水がめや︑ひっくりかえったかなえなど
﹇吃驚仰天﹈︵名︶1

の間で︑たべたり︑飲んだり︑

十五825

ぎょうてん

びっくりぎょうてん

うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六感9

また︑みんなをだましてびっくりさせる
新しく思いついたことをみんなに話して︑
﹇吃驚﹈

︵サ変︶

28

びっくりする

それをみたこてんの人々は︑びっくり

ことばをきいて︑お

みんなはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といい

この思いがけない

﹁あっ︑びっくりした︒﹂

にしもりさんはびっくりして︑﹁キャア︒﹂

おじいさんはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂

小さなありでも︑力まかせにかんだので︑

一つ一つの音の性質を考えた

からすの子が︑びっくりしてすからとびだ
それがいま︑
りしてしまった︒

うえで作ったものであることがわかって︑ぴっく

六佃4

し︑空をみあげる︒

六3210

きな声をたてました︒

かりうどもびっくりして︑﹁あいたたた︒﹂と︑大

六1610

といってとびあがったので︑みんなわらいました︒

五8010

五726

五112園

じいさんもおばあさんもびっくりしました︒

三m8

ますと︑

三254

してしまいました︒

三162

︽ーシ・ースル︾

びっくり・する

びっくりさせてやろうと考えたからである︒

六佃11

のだろうと思って︑べつに氣にもかけないで

四489

る︽ーセ︒ーセル︾

四418 ときには︑かぎなりになって︑空をひつ びっくりさ・せる ﹇吃驚﹈︵下一︶2 びっくりさせ
九386團 高くて手のとどかないかれ枝は︑長い竹
ざおのさきにかまをくくりつけて︑ひっかけるよ
うにして︑下から力をいれてひきおろします︒

九梱5 あぶが︑足をひっかけて︑ブンブンいって
いるところです︒

十二297囹︺いま︑民ちゃんがく略﹀︑わたしのげ
たをひっかけて︑︿略﹀道まででていたのよ︒

十四908 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出
たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒
ひっきりなし ﹇引切無﹈︵副︶3 ひっきりなし
六3711 夕やけの大通りを︑豆つぶほどの自動車や
電車が︑ひっきりなしにゆききしている︒

九203 協会へは︑電話が︑ひっきりなしにかかっ
て︑つばめを集めていることを知らせてきました︒
十四902 雪はひっきりなしに降ってくる︒

十一681 びっくりでもしたように︑大きくみ開い

びっくり ﹇吃驚﹈︵副︶1 びっくり
た目をあけて︑

ス︾

ひつくりかえ・す ﹇引繰返﹈︵五︶1 ひつくり返す
︽

いで︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりました︒

十五2812 鳥を後へひつくり返すようにするいきお

る

ひつくりかえ・る ﹇引繰返﹈︵五︶1 ひつくりかえ

さがしていらっしゃるのではありませんか︒﹂ふ

七765 あなたがたは︑らくだをにがして︑それを

そのらくだは︑かた目ではありませんか︒﹂

たりは︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そうです︒

七769

ふたりは︑なおびっくりして︑甲﹁まったくその

とおりです︒

ませんか︒﹂ふたりは︑ いよいよびっくりして︑

七778 そのらくだは︑まえ歯が二三本ぬけてはい

乙﹁それにちがいありません︒﹂

わっている私のひざのあいだにもぐったり

八96 びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす

八116 茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり

いちろうは︑だんだんそばへいきましたが︑

して︑いそいでピオをひろいあげました︒
九5510

びっくりしてかがんでみますと︑

びっくりしてたちどまってしまいました︒
九615

びっくりしたよ︒

九糊6 それにはさすがの大きなくもも︑びっくり

九917囹

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

﹁あ︑びっくりした︒﹂

しました︒
九悩1園

十507

二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が

その足をなめたので︑妹はびっくりして︑

十624

そのとき︑少年は︑かるい手がふとかた

にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

十一724

孟子がびっくりしていると︑母は︑いま

にさわったので︑びっくりしてとびあがりました︒

までたんねんに織り続けていたぬのを︑小がたな

十一﹇810

ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

でたち切ってしまいました︒

十五464

みんなびっくりするほど︑とてもほんと

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

十五827

555
びっくりなさる一ひつよう

うと思えないほど︑ふとっていて︑

十五87一 チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂チルチ
ルびっくりして︑﹁え︑あなた︑ぼくを知ってい
るの︒

﹁このらんぼうなやつ︑いったいなんだい︒﹂

十五価2 チルチルびっくりしてひどくおこって︑

︵五︶1

びっくりなさる

十五佃8 チルチルびっくりして︑﹁どうしてない
ているの︒
﹇吃 驚 ﹈

みかどはびっくりなさって︑﹁︿略﹀︒﹂と

びっくりなさ・る
︽ーッ︾

三⁝⁝1

びっこ

おっしゃいますと︑かぐやひめは︑またすがた
をあらわしました︒
﹇肢﹈︵名︶3

六搦9 ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

びっこ

てっぺんにたどりつきました︒

した︒

七818囹 らくだがびっこであることも知っていま

は︑かた方の足あとが︑一つおきにあさくなって
必死

ひつじかいたち

九907

カーネギー博物館のあるピッツバーグに

﹇引張出﹈ ︵五︶ 1

ひっぱりだす

ピッツバーグの町を走り出た自動車は︑

﹇引張﹈︵五︶7

ひっぱる

︽ーッ・ーラ・

やまだの手をひっぱって︑﹁︿略﹀︒﹂

をつきだしていいました︒

九604 やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑腹

ばるな︒﹂といってにこにこしました︒

六備6園 糸を持ったただしちゃんは︑﹁よくひつ

つれてきた︒

六m6 ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして︑

あやこさんがひっぱったの︒

五618園あのつるをのばしたのは︑だれかしら︒

ーリ・ール︾

ひつぱ・る

ひっぱりだされました︒

九735白い︑大きなきのこでこしらえた馬車が︑

︽ーサ︾

ひっぱりだ・す

十五729

着いたのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒

十五533

女の子は︑︿略﹀下の方にちらばってい ピッツバーグ ︹地名︺2 ピッツバーグ
草のしげっている場所を見つけて︑そこ

るひつじのむれを追いでもするように︑

十五221
十五244
へひつじをつれておりて來ていますと︑
ひつじかい

このひつじかいは︑がけの中ほどのあき

それは︑十五六になるひつじかいの少年

﹇羊飼﹈︵名︶4

十五242

ひつじかい

です︒

十五243

地に︑草のしげっている場所を見つけて︑そこへ
ひつじをつれておりて來ていますと︑

そう思うと︑勇ましいひつじかいは︑身

のあぶないこともわすれて︑思わず鳥のせにとび

十五248

氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お

ついたのでした︒

﹇羊飼達﹈︵名︶1

おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

十五3212
ひつじかいたち

少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ
びっしょり

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒

十五323

︵副︶1

ひっそり

た︒

十一847

父親は︑少年を自分の方へひっぱりまし

どのがんもどのがんも︑夜つゆでから 九909 やまだひつばられながら︑﹁︿略﹀︒﹂
︵副︶2

ひっそりする

︽ーシ︾

そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた
︵サ変︶−

ぴったり

しばらくして︑やっとひっそりした︒
︵副︶1

両足で鳥の腹をしめつけ︑上体をぴつた
りと鳥のせにつけて︑

十五2412

ぴったり

八762

ひっそり・する

赤いへや︒

十三474

そりとしずかになります︒

になると︑みんな死んでしまって︑あたりもひつ

ある︒

はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴

おとなりの草むらでも︑遠くの草むら

これは︑心おくのためにも必要な方法で

﹇必要﹈︵形状︶1 必要

十五347

ひつよう

でも︑ピッピッという音がする︒

十ニー810囹

ピッピッという音がしました︒

十ニー85園 せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑

いていたときには︑

十ニー711園

八254にぎやかに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋ぴっぴっ︵感︶3ピッピッ

ひっそり

だがびっしょりぬれていました︒

四6010

七837園 して︑びっこということは︒﹂旅人﹁それ びっしょり

﹇必死﹈︵形状︶3

いましたので︒

十五296 少年は︑必死のかくごで︑すばやく女の

ひっし

子を自分のせなかにかくしました︒

十五299 両方とも必死の戦いです︒
この勇ましい少年との好いです︒

十五315 それからは︑必死にとびかかる大わしと︑
ひつじ ﹇羊﹈︵名︶4 ひつじ←こひつじ

る︒

五521圏 ひつじになって わいてくる︑わいてく
十五213 朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう
に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五884園

﹃必要以上にねむるという幸福﹄でね︑

ひつよういじょう ﹇必要以上﹈︵名︶1 必要以上
ひでおさん ︹人名︺1 ひでおさん

四847 二ばんめに︑となりのうちのひでおさん
﹇日照﹈︵名︶1

日でり

が︑おもしろい紙しばいをしました︒
ひでり

八棚1 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

3
しゃをはしらせる人︒上略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ｪ﹀︒﹂おんなの人がやさしくいいま

﹇539い
園けんかずきの人がひろうと︑ただ
一622も
園︑みんないい人ですもの︒どなたが
﹇651ま
囹あ︑おかしな人︒どうかしたの︒﹂
ニー01園ふみおさんは︑﹁人のなと︑そうでな

二382六 山びこ でる人 たろうおとうさ
二469 ︒﹂︵二︶でる人いちろうじろう
三116んたかをりっぱな人にしてやりたいと
三357園 つかっている人もあります︒のこ
をひいている人もあります︒かな
三359囹
をうっている人もあります︒ガタ
三361園

三鵬2 ︑どんなりっぱな人のねがいをも︑み
三価4 した︒たいていの人は︑あきらめてし

五243園

五242園

あがって︑﹃男の人は立ってください︒

したら︑ひとりの人が立ちあがって︑﹃︿

すぐ立って︑その人をすわらせてあげま

をついた︑わかい人がいるんです︒ぼく

五247園立たせ︑不自由な人や︑女や︑子どもた

五246園

を月の世界の人にわたさないくふ

五248囹

五245園

︑やねの上まで︑人でいっぱいになり

てもあきらめない人が︑なん人かのこ

三柵9園

くれます︒もし︑人がなくなったとき

三二5

三棚10

とちゅう︑よその人からもらったんです

はま︒

あみひく人の

黒いかげ

したので︑あたりの人がわらいました︒﹁︿

黒い

た︒すると︑その人は︑トランクからこ

あいさつをしていく人もあります︒まさこ

五509圃

五313園

五306囹駅につくと︑その人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときい

五2811囹

五274囹 から︑それであの人にいったのよ︒﹂﹁︿

ん︑いま改札口の人にありがとうってい

きっぷを改札の女の人にわたしながら︑﹁

き︑どこかの女の人が︑ぼくに氣がつい

四53

五2610囹

四7210﹄これがあたった人には︑にっきちょう

がって乗っている人がいないか︑しらべ
五133二

ハさな人をかわいがれ︒り
四751 れ︒ち
四911ぶんはいたつする人のことを思って︑
四963 一のばめんでる口うらしまたろう
四992囹﹂子ども；この人にうってあげよう
四齪3 二のばめんでる口うらしまたろう
四鵬2 三のばめんでる人うらしまたろう
四備2 四のばめん でる人もところも︑三の
四佃1囲 だれも知らない人ばかり︒ とほうに
四月1 れほどたくさんの人が︑はたらいてい
はごろも でる人 りょうし天人と
四櫛2
﹀︒﹂﹁きかんしの人が︑いっしょうけん
五107囹
﹁にいさん︑あの人だあれ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五129園

五182のうちに︑きょくの人が︑私たちをかたは

五163こへ︑配たつをする人がきて︑﹁︿略﹀︒﹂と

三917 ものです︒うちの人のかいたてがみや
三927ださい︒みにきた人が 一本ずつおって

した︒配たつをする人は︑自てん車に乗つ
五1911

五202めました︒私もその人の手ににぎられなが

のびて︑ふつうの人の大きさになりま

五264

四67 す︒世界じゅうの人の心をつなぐ糸
四197それぞれあいての人をきめてから︑文
四201 さんは︑あいての人を﹁おかあさん﹂に
四301こさんは︑﹁くみの窪みんな﹂にきいて
四362園
なくても︑その人のことばが生きて
四719 ﹄これにあたった人には︑おもちゃの
四724 ﹄これにあたった人には︑ハンケチを
四727 xこれをひいた人には︑なにもあげ
〉。

うれしそうです︒

ひと ﹇人﹈︵名︶謝 ひと 人n▽いちのひと・おん

んのひと・しのひと・そのひとのことば・たびび

なのひとたち・このひと・こびと・こびとたち・さ

vたねまきする人︑いえをたてる人

と・にのひと・むらびと

25

4

三悩3囹 んなにきれいな人がおよめにもらい

9

れてきました︒ この人は︑私たちの組のま

そこを通りかかった人が︑ おんぶして学校

つるしておきます︒人がときどききて︑水

6

〉。

人︑いえをたてる人︑さかなをとる人
人︑さかなをとる人︑きしゃをはしら

25

5

一538し
園んせつないい人がひろうと︑だい

「〈

1

8

なりました︒﹂女の人はつりばりを水であ

ちがいない︒﹂女の人に向かって︑海の神

v女﹁はい︒﹂女の人は︑たいをつれてで

考えになって︑女の人に︑﹁︿略﹀︒﹂女﹁は

みましょう︒﹂女の人に向かって︑海の神
︒﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑魚たちをたくさ

いしなさい︒﹂女の人は︑いったんさがる

こへ︑さっきの女の人がでてくる︒女﹁海

︒﹂女﹁はい︒﹂女の人は︑水をくんで︑ほ

っているわ︒﹂女の人は木をみあげながら

だな︒﹂そこへ女の人がでてきて︑いどの

いれました︒一組の人がみんなで考えてこ

い︒第三号をつくる人は︑またそのつぎを

なぞの答がわかった人は︑紙に書いてかべ

393109679411575810

2

25

7

25
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八382
﹂﹁︿略﹀︒﹂み知らぬ人は︑そのままどこか

﹂と︑そのみ知らぬ人がいいました︒﹁︿略 九213

になると︑み知らぬ人がはいってきました

九255

ばめのすがたをみた人は︑きっと︑﹁︿略﹀

九4010團

九259 たつばめをむかえる人の心は︑どんなにう

へやにはいってくる人があると︑たちまち

九212 いうつばめたちは︑人をおそれず︑へやに

六餌2囹 みえますよ︒あ︑人がこっちをみている
八399

﹀︒﹂﹁なんだと︑ひとをばかにしている

八385

六御5園

六梱2園 ぎたちは︑なんてひとがいいんだろう︒

でてきました︒その人は︑こういいました

きのうの︑み知らぬ人があらわれました︒

八458園

八458園

をみつけて︑その人の着ているシャツを

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人

九771園

九766 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

をつけたおとなの人が︑男か女かわから

八429

先生﹁知っている人一﹂好屍も﹁はい︒

＞︒﹂﹁腹のすわった人だな︒﹂これは︑﹁腹

うこととが︑ちがう人がある︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 八457

七12一 ベの手﹂となると︑人の手ではありません
七1411

七152

︑ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつ

んで︑先生は地上の人となられた︒お査に

九797囹

ろ

九861 もう︑むだ口をきく人は︑ひとりもありま

らです︒むかしの人は︑貝がらといっし

でもこうやって︑人は貝をたべています

七1911園

八466

いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけま

九麗10

九875

一︶汽車の中は︑人でいっぱいでした︒

七343

八473

をうって︑﹁この人こそ︑さがしもとめ

ときでした︒中から人の声がきこえてきま

たかぎ・やまだ

七346 りこもうとする男の人もあり︑足をふまれ
八485園

八478

八507

八507

き︑そのわかい男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といっ 八502

＞︒﹂と︑そこの家の人は︑戸をビシャンと

ました︒そこの家の人は︑﹁幸福﹂がきた

人があったら︑その人のところへ幸福をわ

よくむかえてくれる人があったら︑その人

けれども︑それでは人の心がよくわかりま

十417 しにかかった︒町の人のかげ口は︑いっそ

十3710囹

十347 のであるが︑これを人の手によらず︑機械

十325 れないで︑あいての人をうやまうとともに

十319 うにみせかけたり︑人をだましたりしない

十316 と思います︒かげで人のわる口をいわない

略﹀︒﹂茶人はつれの人にいった︒まつ川が

七395 受けとって︑つぎの人に渡しました︒それ

八511

ました︒そこの家の人も︑﹁幸福﹂がきた

九桝3

九擢9 くなかった︒つれの人は︑この茶人ほど熱

学校の帰り道人

七379 のよこのわかい男の人が︑ただひとり︑わ
八486園

がしもとめていた人だ︒﹂と喜んで︑つ

七347 ︑おこっている女の人もありました︒私と
七385 ましたので︑私は︑人と人のあいだをかき
八499

七4210 ︑大きな声をだした人があった︒みると︑

八517

も幸福のほしくない人はありませんから︑

七385 たので︑私は︑人と人のあいだをかきわけ

七4311 たぼうしを︑そばの人の手に渡した︒ぼう

八521

ました︒そこの家の人も﹁幸福﹂がきたと

十一108圏

十一101囹

︑トップをこぐ人もいるだろう︒﹂﹁︿

ぱな運轄をする人になるだろうね︒﹂﹁

つたりして︑村の人に買ってもらいまし

らじの切れている人もあります︒金次郎

した︒たくさんの人の中には︑わらじの

も︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつ

りしました︒この人が金次郎の父親でし

たいへん情ぶかい人でした︒村の人たち

63218653

七3810

七483 してあるだけ︑よむ人に︑はっきりと︑そ

たが︑なさけのある人とみえて︑台所の方

ぎんえもんという人がいました︒働くこ
︑りえもんという人がありましたが︑た

おかあさま人の心の畑にさいた︑

︒

の人ほどりこうな人はありはしないから

界じゆうで︑あの人ほどりこうな人はあ

にくっついてね︒人にふまれないように

十一162

十629 すか︒能を知らない人でも︑おじいさんや

ポタイテルよその人には︑なんのことか

珠︑世界じゅうの人から愛される三珠︑

七494 だ︒それで︑内野の人はいっしんになった

十4910
八5311

＞︒﹂と︑そこの家の人はふかいため息をつ

八542

八529

七674

八544

七662 のいもをほっている人が二三人︒ふろから
七679 し︑しだいに︑その人の顔ににせていくや

﹂には︑そこの家の人の心がよくわかりま

したが︑そこの家の人がでてみると︑まず

七682 て︑だんだん︑その人の顔ににせていくや

八553
八674園
八819園
八819園

てはいけないよ︒人がしんせつにしてあ

あろう︒もし︑きく人の心が高ければ︑そ

で︑ゆめをみていた人が︑にわかに目をさ

手でいねこきをした人もいました︒ぼうの

八824囹
八佃1
九141
九149

十十十十十十十十

ている︒ ︵三︶ 人の顔をちょうこくす

七747 らくだ 一の場面 人 甲と乙︑ほかに︑

くあん一きれにも︑人の心のおくは知れる

いく︒ 二の場面 人 旅人︒甲乙︒裁判

八554

七799

七809園 ︒そのとき︑この人にであったのです︒

七812園 しいことは︑この人は︑私どものらくだ
七831囹 した︒それなのに人の足あとがみえませ
八54 くらがりに︑大ぜい人が立っているので︑

七9710 でした︒うさぎは︑人がみていると︑ちぢ

八88 ちがいだろうと思う人もありましょうが︑
八252 の声 と︑むかしの人がうたっていますが

19

19

19

19

21

22

22

25
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十一267 みると︑りっぱな人になるためには︑学
十一293 金次郎は︑また︑人がすてておいたいね
十一298 して︑困っている人にかしてやったり︑
り︑

ゆききの人もえ要して︑

その

十一303 をすくい︑多くの人からうやまわれるよ
十一385圏

十一529 所ごとに︑おりる人と乗る人とがもみく
十一529 ︑おりる人と乗る人とがもみくちゃにな

十一625囹ど︑よわ虫だ︒人のいうことに﹃いい
十一633 ある朝︑いなかの人らしいひとりの少年
十一833園 おまえはべつの人のところへっれてい
十一856園 す︒ぼく︑あの人におくすりを飲ませ
十一857囹 いのです︒あの人︑いま︑ひどくわる
十一862囹 れですか︑あの人は︒﹂と︑父親はた

十一924囹 に︑この死んだ人にのこしていきます
書物

リ

十二512囹なさん︑これも人のしたあとでは︑な
十ニー17 スタロッテという人でした︒
十二2111囹 でているので︑人の心を動かすのだっ
十一一397 うアメリカの女の人が書いた﹁わが生が

十二446囹うだ︒もちろん人が動かすんだがね︒
かいといわれる人がいて︑ものによっ
十二4411園

へだして︑つかう人の顔や頭がみえない

昔︑あるまずしい人が︑ふとしたことか
︒その中にわるい人がいて︑かりた家具

ら

しのびない︒また人にみられるのもこま
︒はたらきのある人は︑はをもったのこ
そ

くに︑曾良という人が住んでいました︒
しゅう
︒曾良し
はん︑
信州の人で︑歌がたいそうじ

88

はくにし︑相手の人をいやしめることに

でないと︑相手の人に満足を與えること

ときには︑相手の人のいっていることば

とばでも︑相手の人のいうことばのわけ

十三388園

十三372

十三317

十三161

く︒

それが︑見ている人には︑かえっておも

信じてはならぬ︑人にも説いてはならぬ

電話

人

三郎ところ

うお面です︒舞う人のあるきかたや︑身

げたをはいた女の人が︑おともをふたり
とばそうじよう
︑
鳥羽僧正という人がかいた動物絵巻の

りますが︑古代の人は︑はいがい︑はま

れて︑その人その人の生活や経験によつ

とかされて︑その人その人の生活や経験

れている︒ほかの人がこれと同じ文を書

にあらわれるその人の面影ということも

十三5912囹

十三595

十三549

十三4412

十三4410

十三4410

十三448

十三447

十三444

界をまわって來た人です︒だから︑この

の声は︑見ている人には聞えません︒そ

いる人は︑四人の人と話をしているわけ

︑舞台に出ている人は︑四人の人と話を

︒電話のはじめの人は︑三郎くんのおば

だ︑あいてになる人が︑見物人の目につ

︑舞台に出て來る人が︑ただひとりです

十三415園

のぼうさんらしい人が︑その前にひれふ

三げんぶんもの人が︑寝とまりしてい

はイソップという人が書いたお話ですが

十三612園まさは︑普通の人にもわかるだろうね

十四3010

十四2910

おき︑これからの人の心がまえは︑大き

たのだろうという人もありますが︑それ

十四42 國に知られている人は︑けっして少なく

版画で︑絵をかく人と︑それを木にほり

十四56 さないころから︑人の世の苦しみをいろ
いく︒一人まえの人として︑自分のつと

と迷信

十四472

十四472

よう︒たいていの人は︑しょうとつのと

る人は︑どういう人かわかりませんが︑

した︒歌っている人は︑どういう人かわ

ないと思っている人もあるでしょう︒け

︑﹁︿略﹀︒﹂という人があるかもしれませ

十四476

十四324
る︒同じ名まえの人も世の中には多いが

こうのよくなった人もある︒同じ名まえ

十四4711

十四322

には多いが︑ある人は︑幸福なくらしを

十四498

年によって︑その人の性質や運命をきめ

くらしをし︑ある人は︑たいへん不幸に

十四4911

にこの歌を歌った人というべきです︒さ

歌の心を生かした人は少ないでしょう︒

というほがらかな人だろう︒自分なんか
れるが︑これらの人がみな同じ性質をも

い野原を︑第一の人が歩いて行く︒その

めきったへやで︑人の動きまわらないと

することのすきな人には︑なかなかおも
十四8610

歩いて行く︒その人の足あとをしるべに

十四6412

十四877

十四628
でケプラーという人が浅ました︒この人

十四878

ペルニクスという人です︒しばらくして
が出ました︒この人は︑すぐれた数学者

おうじょうさせ︑人をたおし︑こごえ死
びだし︑その説を人に教えてはならない

ない︒そうして︑人は︑道理によって動

年︑約二百万人の人が生まれるが︑これ

角へ移って困った人もあれば︑わるいと

知識は︑人から教えられたり︑

を木にほりつける人と︑紙にすりあげる
︑紙にすりあげる人との共同作品なので

つたが︑見物の人が︑かわりばんこに
という江戸時代の人のかいたもので︑浮

くの知っている人⁝⁝だれかしら⁝・：

三
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五
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111
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111
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10
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14

14

を重ねて︑つかう人のかくれるところを
︒一代二代はいい人で︑よくさかえたが

3217286711
54
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61
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63
69
70
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90

84321212129988765311101075101310121265121125
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53

十二451園右手を受け持つ人︑左手だけの人︑足
十二451園人︑左手だけの人︑足だけの人と︑そ
十二451園の人︑足だけの人と︑それぞれ手わけ

十十十十十十十十十

ひと一ひと
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ひとあし一ひとかたまり

十四879 しるべに︑第二の人が歩いて行く︒やが
＋五二10囹 いたかい︒この人のうちに﹃幸福﹄が

十五㎜4囹 いたろう︒この人︑まだぼくたちに会

九6911囹

九562

ているの︒あの人︑顔を見せることは

ひと足でりくへ

あがろうと
とき︑ 白うさぎは︑ ﹁︿略﹀︒﹂といって

いう

七388
しかし︑ 弟の手をひいているので︑ひとあ

︵形︶14

ひどい

︽ーイ・ーク︾

ｪ﹀︒﹂といいました︒

いちろうはぎょっとしてひ
︑と言うしろに

しすすむにも︑ よういではありません︒

九5611

﹇酷﹈

さがって︑
ひど・い

するい
とたみがいっそうひどくなって︑

小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ

これはまた︑ひどく大きなひなだ︒

みにくいものであった︒

できず︑

八7610

えだ

あみをはり︑かくれていて︑ほかの虫が

いままで︑ひどくとげとげした心でおし

あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひどい目に

ひといき ひと息

なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

﹇一息﹈︵名︶2

ひとうね

一枝呂やまぶきのひと

かいをそろえてひとかき水をかくと︑

﹇一掻﹈︵名︶1 ひとかき

ひとかたまり ﹇一塊﹈︵名︶3 ひとかたまり

風がひどいので︑あひるの子は立つことも 三277

ひとかき

さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

十二73

少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに

ひとえだ ﹇一枝﹈︵名︶1

ずつほりおこすことにしました︒

九425團ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね

ひとうね □畝﹈︵名︶1

される方をみると︑なるほどりっぱなスキー場で︑

九八2園 もうひと息︒﹂と︑のだ先生がつえでさ

けっしてふしぎではありません︒

九186

ひといき

十五価2 チルチルびっくりしてひどくおこって︑

あわせたのだよ︒

十五962園

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

十四929 まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

ら︑ゆるしてください︒

十一857園

なった︒

あっていた人たちも︑きゅうになごやかな氣持に

十﹇5310

んて︑なんとひどいことをしてきたものだろう︒

ひっかかると︑いきなりとびついてかみころすな

九M11

九991園 でも︑きみはひどいよ︒

でかたづけてくださいました︒

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半

足もひどく曲がってやぎのようですし︑

十四8710 く︒やがて第三の人も通り︑第四︑第五

さくらさくら人が人が子を歩かせて

十四8711 り︑第四︑第五の人も︑同じ足あとをた 十五鵬2囹 かいから︑あの人のわらうのを見たこ
十四883 がんでいる︒歩く人は︑おそらく︑まつ 十五佃2園 のところにいる人︑だれなの︒﹂幸福﹁
十四897 れをとりあつかう人によって︑文章は︑
十五佃9園 幸福﹁あれは︑人がまだ知らずにいる
十四899 な文章でも︑読む人の心がひかれるのは 十五柵3囹 なた︑あの女の人を知らないのですか
十四8910 たたかくながめた人によって書かれた文 十五㎜5囹 んなさい︒あの人︑あなたを見ていま
十四9112 ︒自分の足だか︑ひとの足だか︑わから 十五描3園 ながら︑﹁あの人がつれて來てくれた
十四995 とりのしんせつな人であったおばあさん 十五描5園 ︒﹂母の愛﹁あの人︑だれなの︒﹂チル
十五52図圃
に目ざとき人とても︑ 声の行く
十五描7園 の愛﹁私︑あの人を見たことがなかっ
十五稲7園 かったよ︒あの人は︑おまえたちふた

十五83圃
＋五備−o囹

﹁いいえ︑あの人は︑あんまりはっき
︒﹂母の愛﹁あの人︑私たちが︑あの人

か
十五備11園

十五83圃 くらさくら人が人が子を歩かせて
十五112図圃 てとぶ見ゆ 人の家にさえずるすず

十五84図圏 わずだまりて人の足大きくすぐる

十五帽2園

︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑

三4410
もう

十五112三寸 來て鳴け病む人のために わか草の 十五柵2園 私たちが︑あの人をずいぶん待ちわび
十五2312 でしょうか︒その人は︑いっしょうけん ひとあし 晴事﹈ ︵名︶3 ひとあし ひと足
十五326 ども︑戦っている人と鳥とはむちゅうで
十五345 をその場にいない人や︑遠くにいる人に
十五345 人や︑遠くにいる人に知らせるためには
十五486 ︑いままで︑焼く人と赤絵屋がわかれて
十五686

十五6510 まわすので︑家の人のねむりをさまたげ

十五783 みたちは︑世間の人にわかってもらえな

三472
八651

天は︑人のうえに人をつくら

十五7810 実だからである︒人の心をひくために︑

十五812 天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし

八654園

十五812 イン

十五812 に人をつくらず︑人のしたに人をつくら
ふく
福

とてもたまらなく なりました︒

十五812 らず︑人のしたに人をつくらず︒

八769

それは︑
ひどく大きなからだで︑たいへん

十五8312園 かりだけれど︑人はわるくないんだよ

十五964園 の世の中には︑人が思うよりもっとた

るかわからなかった︒

十五997囹 ても︑だんだん人に知られてくるね︒

十五867園 いてしまうよ︒人というものは︑自分

「〈

ひとかど一ひとたち
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ちと︑西の方へいく友だちと︑東の方へいく友だ

五185 北の方へいく友だちと︑南の方へいく友だ
ちを︑それぞれひとかたまりにわけてくれました︒

六428 つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに
なる︒

六434 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた
﹇一角﹈︵名︶1

ひとかど

まりになってとぶつばめのむれ︒
ひとかど

六69園 ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役
にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒
ひとかぶ ﹇一株﹈︵名︶4 1かぶ 一かぶ

ひと皮

一口話

ひとくちくえども死にもせず︑ふた

くちくえども死にもせず︑

十744図禺
︹題名︺1

一口話
人声

一こと

＝言

そのとき︑がけの中ほどから︑ガヤガヤ

﹇人声﹈︵名︶1

六622

ひとくちばなし
ひとこえ

十五322
ひとこと

ひとことと

いうのは︑きたない

ただひとことをしっかりとおぼえな

﹇一言﹈︵名︶7

という人声が聞えてきました︒

ひとこと

三128園
さい︒

三132園その

十一709囹

この生きた一ことが︑私のたましいを目

なんとかひとこといってください︒

ざめさせ︑

十五549

を横ぎる一すじの道となる︒

十四882 その心すじの道をながめると︑一直線で

﹇人集﹈︵名︶1

人だかり

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒
ひとだかり

だかりだったのです︒

八61 そのめずらしさ︑おもしろさに︑黒山の人

ひとたたき

紗卿抑暁砂のシロフォンをひとたたきたたい

ひとたたき □叩﹈︵名︶1

て︑﹁︿略﹀︒﹂

六235

人たち

しろいきものをきたおんなの人たちが︑

﹇人達﹈︵名︶55

一459

ひとたち

さっきの人たちも︑しゃしょうさんたち

︿略﹀︑もちものをしらべています︒

四年の人たちも︑五年の人たちも︑六

も︑ぼ一いさんたちも︑みんな︿略﹀うさぎさん

一499
でした︒

年の人たちも︑そのまえの人たちも︑これを

二597囹

二598園 五年の人たちも︑

つかいました︒

ねこは︑ひとことも口をきかず︑

そのまえの人たちも︑

三207 二くみの人たちに︒

三205 一くみの人たちに︒

二599園

二598囹六年の人たちも︑
﹇人込﹈︵名︶1

十五8212
ひとごみ

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

三211 三くみの人たちに︒

ひとさし指

古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ

﹁どれ︑ひとしごとしよう︒﹂

︽ーシ︾

三㎜8園

三鵬6

三雲2

それで︑かぐやひめは︑その人たちにと

一どでもかぐやひめをみた人たちは︑

た︒

三筆5世の中の人たちは︑︿略﹀あつまってき
て︑おじいさんの家のまわりをとりまきまし

ます︒

三919 きんじょの人たちもこのポストにいれ

三213 四くみの人たちに︒

﹇人差指﹈︵名︶2

ひとさし指を首の中にいれ︑おや指とな
か指を︑そでの中︑いたのうしろがわにいれる︒

十二539

とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十二497

ひとさしゆび

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

七374

人ごみ

私が一言も発しないうちに先手をうって︑

十二379

しまいました︒

八993 1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植 ことばをつかわないということだよ︒
三136 はんたかは︑このひとことを心の中に
えたのと二とおりにして︑

八鵬9 1かぶのくきの数を数えてみますと︑大き
なかぶは30本もありました︒

八鵬1 こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ
てみました︒

﹇一皮﹈︵名︶1

一かぶから七本も八本もでていて︑

九347團ちょまの根は︑︿略﹀︑たこの足のように
ひとかわ

十四738 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり
のようなものがひと皮かぶさっており︑
一きれ

﹁こがねと一きれのパンとでは︒﹂

﹇一切﹈︵名︶4

八433囹

﹁一き れ の パ ン で す ︒ ﹂

ひときれ
八434囹

心のおくは知れるものです︒

八554 おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の

ひときわ

する

九547 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青 ひとしごと・する ﹇一仕事﹈︵サ変︶1 ひとしごと
﹇一際﹈︵副︶1

ひとくち

空は一きれもみえず︑
ひときわ

﹇一口﹈︵名︶1

十一447 総代の名が︑ひときわ高く呼ばれました︒ひとすじ ﹇一筋﹈︵名︶2 一すじ
十四881 ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野

ひとくち
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ひとたち一ひとつ

てもむずかしいことをいって︑
三川9 おじいさんの 家の まわりは︑

弓矢を

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

かまにまよいこんでいないともかぎらない︒

十五8311園

そういう人たちのなくなるにつれて︑

母をはじめ︑うちの人たちは大喜びです︒

里の人たちはおどろいたが︑

むかしからすぐれた人たちは︑星の光の
﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と職って
おおぜいの人たちのほめことば︑

うまいものをたくさんだべて︑うれし
青い鳥だって︑︿略﹀︑この人たちのな

なんだか︑あの人たち︑こっちを見た

きみ︑あの人たちの名まえ知ってるの︒

ほかの人たちはなにをしょうとしてい

しんせつにいたします︒

少年は︑身をかわすと同時に︑右手の短

﹇一太刀﹈︵名︶1

﹇＝︵名︶醜

ひとつ

一つ

ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

ちょうめん二さつ︑いうがみ五まい︑く

くれよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑え
一274

口はひとつ︑はなもひとつ︒

口はひとつ︑はなもひとつ︒

お日さまというひとつのことばから︑

一532園

ひとつひろっていっておかあさんの

おもいだしたことばを︑

︻318

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

一281 ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

一275

んぴつ三ぼん︑けしごむひとつ︒

一149

れよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑

一147

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

︻116園

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一112園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

ひとつ

刀で鳥のつばさに一たちあびせました︒

十五303

ひとたち

一たち

十五㎜4園私は︑愛しあう人たちには︑いつでも

るの︒

十五佃10囹

十五価9園

十五8512圓 あいそのいい人たちだからね︒

ようだ︒

十五858囹

幸福そうな顔をしているなあ︒

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

あの人たちは下等でもあり︑たいてい

村の人たちは︑こう︑うわさをしました

十五856園あの人たち︑ずいぶんうれしそうな︑

受けてくれませんでしたが︑

十一273
が︑

それをみようと︑父兄の人たちは︑自分
ひどくとげとげした心でおしあっていた

さいわい近くの田で働いていた村の人た
その人たちは︑しんさつをはじめて︑一

十一一234

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑

十二603

スタンドの人たちは︑われるようなはく
これをみても︑平和を愛した古代の人た
この人たちの着物やかぶりものなども︑

十五336

いるようすを︑映画にしたものである︒

十四834

中からふかい思想を読みとりました︒

十四364

いまのものとずいぶんちがっています︒

十二価4

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒

十二撹2

手をふたりに送りました︒

十二835

て︑

︿略﹀田や畑を荒らすので︑村の人たちは困りは

十一一579

順々に消えていってしまうものもある︒

十一一559

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

十一737

ちに助けられて︑

十一611

人たちも︑きゅうになごやかな身持になった︒

十一5310

の席で立ちあがります︒

五117圏 駅の人たちは︑いつも氣をつけているよ︒ 十一443
五佃11 近所の人たちは︑まいにち︑こまった︑こ
まったといっていました︒

六663 第二号をつくる人たちは︑このお話のつづ
きを書いてください︒
・七408 私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中
の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒
七433 車中の人たちは︑みんなこの老人をみた︒
車中の人たちのこころざしであります︒

七448囹 たいへん失礼だと思いますが︑これは︑
八453 ちえのある人たちは︑みんなより集まって︑
︿略﹀︑相談をはじ め ま し た ︒

まいりをしたんだもの︒

八826園 ものごとを教えてもらえる人たちのなか
九232 このほかに︑オーストリア動物園の人たち
がひき受けて送ったつばめを加えると︑
わるがわるジャンプをしている︒

九佃1一 ジャンプ台では︑じょうずな人たちが︑か
十3011 そうして︑うちじゅうの人たちに︑めいわ
くをかけないようにしたいと考えます︒

十367村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑
ふしぎな機械に目をみはりながら︑

十一196 村の人たちが困って頼みにくると︑氣持
よく︑物をわけてやったり︑
るのに︑金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

十一216 ほかの人たちは休んだりむだ話をしてい

十五837囹

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

十﹁2110 しごとがじゅうぶんできないので︑金次 十五833園
郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒
十一2211 おとなの人たちはおどろいて︑すぐには

ひとつ一ひとつ
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おみやげにしたいな︒

かぞえながら︑わたっていきました︒

三773園 お日さまは 一つしかないから︑みんな
でかわりばんこにお目にかかるのです︒
四135 町ぜんたいが︑ ひとつに なって生きて
います︒

にひっかかっているかかし︒

く︒

六557

ただ一つ﹁ヌ﹂という音がぬけているだけ

なく︑きれいにはれわたっていました︒

六m3
である︒

うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一

つこえました︒

六下9

その人の顔ににせていくやりかたです︒

それにねんどでだんだん肉づけをし︑ しだいに︑

七108かしの本は︑あくびを一つして︑
七557心にはっきりとえがかれた︻つのかたちは︑
七607 いまに︑ 一つもなくなるだろう︒
七663雲一つうかんでいる︒
七676 一つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

四擢5園 けれども︑ただ 一つのこのでんきゆ
うがないと︑光ることができません︒

もう一つは︑だいりせきや木材をけずって
いって︑だんだん︑その人の顔ににせていくやり

七681

かたであります︒

やりかたはいろいろですが︑ねらいどころ
そのずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑

かわいいひとりの王女もあって︑なにひと
中には︑うすぐらいひが一つともっている

ぎの頭のことであらそっていた︒

九58 オルガンで一つの音だけひいてきいても︑

﹁月﹂という︻つのことばがあります︒

その音には︑ある感じがこもっているものです︒
九72

たがいにとけあって︑ 一つの感じをつくりあげる

九83 色の組みあわせも︑音の組みあわせも︑お

て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

九129 ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ

九225 ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

かくした貨車を︻つつけて送ったほどでした︒

よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も

貝や石ころは︑どれか一つのかごにいれ

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

九811園

九815園
ておこう︒

う一つなぐってやる︒

九9911園

になって︑ビュウとうなる︒

九鵬1 すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

十64 心がけひとつである︒

の生活を︑ゆたかに︑樂しくすることができる︒

十65 心がけひとつで︑われわれは︑︿略﹀毎日

おとうさんがそのいなか町がすきになった

のも︑一つは︑そういうかわいらしい子どもがい

十1312

また︑﹇つの和音を耳にしたときは︑

て︑なかよしになってくれたからです︒
十296

十355 機械は︑どれひとつとして︑日本製のもの

理論と実際とは︑そうやすやすと︑ひとつ

は︑なかったからである︒

台所の方からおむすびを一つにぎってきて︑ 十399

一つのたまごに長くかかるのですよ︒

そこには︑二つの鳥の家族が︑一つのうな

あるとき︑うめが︑母貝の中をしらべてい
十467二一

一つは︑ダイヤモンドであり︑いま一つ

るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒

十4111

になるものではなかった︒

八545

おむすび一つ︑たくあん一きれにも︑人の

八677

八6210園

心のおくは知れるものです︒

八554

だけでした︒

八489

つ不足なことはありませんでしたが︑

八374

さえずっている︒

七716

は一つです︒

七686

五296園 一つは小さくてかるそうな物です︒

それをいじっていたが︑

六372 そのビルディングの一つ

とがった屋根

六112 そうして︑一つのかいちゅう時計をだして

つしかないのだ︒

六91囹 ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

五775 こわれたおけが﹁つ︑ころがっていました︒

よかったのに︒

五674園 せめて︑おけの一つも︑もらってくれば

一つ︒

五4510圃 世界の空のかず多い︑かがやく星のその

その一つ︒

五454圃 世界のそのにさきにおう︑きれいな花の

ましょう︒

五299園 ついでですから︑ 一つ持っていってあげ

持てそうもない物 ︑

五295園 一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても

四丁7 たった 一つのでんとうですが︑

そとをみると︑空はいつのまにか︑雲一つ

一561 ぽけっとからうずらのたまごほどある 六41一 ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ
だいやもんどをひとつとりだして︑
ニー33 ひとつはまっかでしたが︑

R ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑は
んぶんだけみどりいろをしていました︒
一一

三449園 ＝つ︑二つ︑三つ︑四つ︑五つ︒﹂と

P3

563
ひとつ一ひとつからだ

は︑眞珠でした︒

かふんがめしべにっかないようなくふう

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

十三97
と︑いま一つ︑よくっくようなくふうをして︑

の一つに︑ユングフラウという美しい山がありま

す︒

このように︑日本では一つの漢字をふた

十五384

十469園 いま一つは︑眞珠でした︒

ここに︑茶わんが一つあります︒

なかった︒
十五719
のおはか︑

きみは室を二つももっているようだが︑

そうして︑これが新島からならった日本

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは

ひとつ ﹇＝︵副︶6

ひとつ

一つ

すこしせの高いのが︑洋間の中にかけこんで撃て︑

十五992

語の一つだといわれた︒

十五7610

町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

十五577園室は二つあっても︑つくえは一つしか

その一つに日本の青年をとまらせて︑

十五573囹

ものが一つ消⁝えてしまうことになります︒

この焼物をやめれば︑日本から美しい

十693 一つのまるいつぼをみつけ︑

ぼくが︿略﹀かふんをなかだちしてあ

まったく関係のないようなことがらが︑

十五503囹

とおりに読んできたが︑

原因と結果との関係もないのに︑一つの
地球も︿略﹀︑火星などと同じように︑

あなたがたの考えひとつで︑日本はよく

十四5912園

特別なはたらきは︑なに一つございません︒

十四561溢血は︑こんなに長いばかりで︑︿略V

もわるくもなるのです︒

十四318

太陽のまわりをまわっている星の一つだ︑

十三1311

ことは他のことの原因であると︑信ずるのである︒

十三114

のつながりもなく︑

十一83園乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑ 十三113 一つのことと他のこととの聞に︑すこし
一つの生きものみたいに進んでいく︒

十一145 一つの太陽の下で︑みんながめいめいの
歌を歌っている︒

十一147 一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう
も舞い︑まっさおな海もわらい︑

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

十一687 その大きなへやのはしまでいくと︑看護

ありました︒

十一7912 が︑ただ﹁つ︑少年をなぐさめることが

十二710図閣 ﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

十四622

げなかったら︑実は一つもつかなかったのですよ︒
十四696

みのひとつだになきぞ悲しき﹂という古歌に︑
おへやに呼んで︑一つの人形をくださいました︒

八301

六書6

十二333 サリバン先生は︑︿略﹀あくる朝︑私を

原理のうえからは︑おたがいによくにたものであ

天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

ぼくもひとつまねをしてやろうと思った︒
るという一つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒

ひとっこれからほってみることにしま

十五249

十二488園きみもひとつ︑作ってみるといいよ︒

ひとつ︑たべてみようじゃないか︒
もう一つは﹁雪﹂というのであった︒

十705園

しょう︒

九801園

ようと考えて︑

十一一425 これは︑ケラーのサリバン先生に対する

なん代もなん代もやってみた結果︑とう
一つは﹁南辻﹂というのであり︑もう一

たとえば︑ふぶきなどもその一つである︒

女の子は︑手にマッチの小さなたばを一

じっと見つめているうちに︑一つの明か

﹇一置﹈︵名︶2 一つおき

それは︑かた方の足あとが︑一つおきに

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと

アルプスの山々のうち︑もっとも高い山 ひとつからだ ﹇一体﹈︵名︶1 一つからだ

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑

十二675

あさくなっていましたので︒

七838囹

ひとつおき

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と
十四868

もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ

つは﹁雪﹂というのであった︒

十四832

とう一つの眞理だと思われたので︑

十四807

信頼と︑サリバン先生のケラーを思う愛情とが︑
一つになったおかげです︒

十二4412園人形つかいといわれる人がいて︑もの
によっては︑三人がかりで一つの人形を動かすん
だ︒

一つの難題をもちだした︒

十四913

十五192

るい星が落ちるのを見た︒

十四992

つ持っていた︒

十四9311

ろって行ってしまった︒

十二5710 村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑ 十四833

十二841 一つのボールを中心にして︑両選手はと
ぶ鳥のようにかけまわりました︒
かまくら

十二塀3 平安時代の終りから鎌倉時代にかけての
藝術の中で︑とくにすぐれたものの一つです︒

十二川3 まき絵は︑日本のすぐれた工藝品の一つ
で︑古くから外國人にもてはやされてきました︒
十二堰1 三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

ひとつき一ひとひ

564

﹇一月﹈︵名︶1

一月

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

七353 私とさぶろうとは︑まるで︑一つからだに
ひとつき

一つき

十四1410団幽 もうすこしすれば︑ごいっしょに一
﹇一突﹈︵名︶2

月をくらせるのだ ︑

ひとつき

八303 天帝は︑︿略﹀︑黒うしのしっぽのあたりを
一つきおつきになりました︒
短刀をぬいて︑︿略﹀︑鳥のせ骨をさけて

︻つきつき通し︑

十五2812

ひとつのことばから ︹課名︺ 2 ひとつのことばか
ら

一つ

一36 十四 ひとつのことばから⁝⁝⁝三十一
﹁317 十四 ひとつのことばから
ひとつのものでも ︹観望︺2 ﹈つのものでも

四35 十一 一つのものでも⁝⁝⁝百二十
四伽1 十一 一つのものでも
一つ

ひとつひとつ □＝︵名︶15 ひとつひとつ

ように︑

てんとうむしのように︑みずすましの
すずむし︑小むし︑チックタック時計︑

一つ一つはねる︒

十一556圃
十一562圃

一つ一つかおる︒

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

花火やほたる︑とんぼの目だま︑一つ

一つ一つひびく︒

一つ光る︒

十一567圃
十一572圃
めやぎのおちぢ︑

一つ一つしみる︒

はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

にがい︑にがいくすり︑

十一577圏

一つ一つつづろ︒

一つ一つつづろ

ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう

かきなおし︑ぬりなおしして︑かいてい
ひとところ

1

人なつっこい

ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人なつっこい声で鳴

︽ーイ︾

五㎜7

きました︒

ひとねいり

となりのおぼさんから一にぎりのあぶら

ひとにぎり ﹇一握﹈︵名︶1 ︼にぎり

□寝入﹈︵サ変︶1

﹁さあ︑ひとねいりしなければ︒﹂と︑

なの種をかりて︑

十﹁2811

︽ーシ︾

ひとねいり・する
する

出発がかりのがんが︑みんなを元氣づけました︒

四6110囹

人のかお

人のかお⁝⁝⁝二十七

十二

十二

ひとはきはいて︑うちにあがっておい

﹇一掃﹈︵名︶1 ひとはき

一271
ひとはき

四914

ひとはこ

一はこ

でになると︑ひたいからゆげがたつ︒

ほん一さつ︑ちょうめん二さつ︑いうが

□箱﹈︵名︶2

一146

ひとはこ

まだマッチをすこしも費ってはいなかっ

み五まい︑くれよんひとはこ︑

﹇一花﹈︵名︶1 ひと花

一はこも費ってはいなかった︒

十四924
た︒

ひとはな

﹇一晩﹈︵名︶1 一晩

一晩ごと

﹁晩ごとに︑そのおよぎまわるあ

□晩毎﹈︵名︶1

あひるの子は︑ここで一晩横になった︒

しかし︑

ながだんだん小さくなっていった︒

八858

ひとばんごと

八724

ひとばん

ゆららにあかく開き満ちたる

ですから︑1つぶの種もみから︑やく15 十五142図画 大きなるべにばらのひと花思わぬを
一つぶの天然眞珠をてのひらにのせて︑
十ニー611

﹇一所﹈︵名︶1

くうちに︑ひととおりできあがった︒
ひとところ

﹇人懐﹈

︵形︶

ひと日のあせもおさまって︑夕風ふけ

ばたいこ鳴り︑

十一365圃

ひとところで︑からすが鳴くと︑あっちで ひとひ ﹇一日﹈︵名︶1 ひと日
ひとなつつこ・い

もこっちでも鳴く︒

七616

一34

十一582圏じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い ひとのかお ︹著名︺2 人のかお
つばき︑げんげの花わ︑

その人たちは︑しんさつをはじめて︑一
明かるい夜空に︑なんきんだまのような

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

十一737
十三3312

︹課名︺2

星がばらまかれて︑一つ一つがかがやく美しさは︑
ひとつひとつつづろ

十一551七一つ﹇つつづろ

十一35七一つ一つつづろ・・⁝⁝・五十五

十382

00つぶももみができたわけです︒

八丁7

なものがたくさんはえていました︒

八麗7

ニー14 そこで︑みんなは︑小さなかみに︑ひと ひとつぶ ﹇一粒﹈︵名︶3 1つぶ 一つぶ
つひとっことばをかきつけました︒
六佃3 それがいま︑ 一つ一つの音の性質を考えた
うえで作ったものであることがわかって︑

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六擢5 うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

のですから︑

八335 この星は︑一つ一つがはっきりとみえない ひととおり ﹇一通﹈︵名︶1 ひととおり
八614 とうとう︑﹁つ一つたまごがわれた︒

九幽4 くもは︑これらのことを一つ﹁つ思いだし
ているうちに︑

十435 研究のため︑夕暮を一つ一つ︑ていねいに
しらべていった︒

565
ひとびと一ひとまわりする

﹇人人﹈︵ 名 ︶ 2 9

人々

三162 それをみたこてんの人々は︑びっくり

ひとびと

してしまいました︒
三282 ﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑みている

人々のたいせつなもちものをまもって

人々もいいました︒

四72
くれます︒

四割3囹 なん百年も︑なん千年も︑人々は不自
由な思いをしました︒
五561 もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ

五527 いそがしそうに人々が通ります︒
つまっていました ︒

夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ

まことにきれいな形をしていること︑

十四8412

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

て︑それをくわしく観察してみると︑

しかも︑

一ひら一ひらの雪が︑それぞれ

一ひら一ひ

一ひらの雪をとらえて︑それをいろいろ

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

十四855
十四8511

な角度からながめてみることは︑

を︑

おとうさんが︑子どものすきそうなおかし

﹇一袋﹈︵名︶1 一ふくろ

一ふくろやったのがはじまりで︑

十117

ひとふくろ

ちがったけっしょうをしていること︑

十四842

ら

ひとひらひとひら﹇一片一片﹈︵名︶1

漢字で名まえを書かぬ國の人々などには︑

人々からたっとばれている作品です︒

十二皿11
十三1010
この考えのまったくあてはまらぬことは︑

そうして︑心の正しい人々の苦しみを︑
そのことをほかの人々に傳えるうちに︑

自分もともに苦しんだのです︒

十四410
十四808

深い雪の中で生活している人々︑

元日の朝︑人々が︑マッチ量りのむすめ

十四836

十四皿2

人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

十四麗5

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒
人々は︑その子がどんなに幸福に︑︿略﹀︑

八588園

さあ︑もう一曲がりだ︒

人々はただ︑﹁あれあれ︒﹂とさけぶばか ひとまがり ﹇一曲﹈︵名︶1 一曲がり

元日をむかえているかを知らないのだ︒

十四皿6

りです︒

十五239

金がその中にたまった︒

七441 ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お
九236 この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに

十四8310

﹁かえるがひとひよこ︑ふたひよこみ

﹁雪﹂というのは︑︿略﹀︑雪の一ひらを

半円眞珠が思いどおりに取れるようになつ

たので︑ひとまずこれを加工して︑かざり物とし

大わしは︑この思わぬいたでにおどろい

て︑ともかく︑世にだすようになった︒

十五313

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑まだこりな

いでやって來ました︒

もちろん︑ことばをつかっていることや︑

﹇人真似﹈︵名︶1 人まね

十二341

ひとまね

そんなものがこの世にあることさえ知らず︑ただ︑

これが︑もうひとまわり大じかけになつ

﹇一回﹈︵名︶1 ひとまわり

さるの人まねのように指を動かすだけでした︒

十四767

ひとまわり

て︑たとえば︑アジア大陸と太平洋との間におこ

コ回﹈︵サ変︶4

ひとまわりす

ると︑それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑ ひとまわり・する

とらえて映画にしたものである︒

十四841

十428

少年は︑ときどき大きな声をだして人々 ひとまず ﹇一先﹈︵副︶2 ひとまず 一まず
もう︑がけの上で﹁あれあれ︒﹂といっ
ている人々の目には︑

十五2711

を呼んだり︑

十五2612

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑

九237 この國の人々が︑どんなに高い教養をもつ
とよだ さきち

ているかを世界じゆうに知らせた
十3210 豊田佐吉は︑村の人々から︑こういつてあ
ざけられた︒

日本語が世界の人々に親しまれるように
いろいろな國の人々の間に︑︿略﹀心の
かよったおつきあいができるようになったのは︑

十五801

なるであろう︒

十4610園 あなたが自然をあいてとして︑眞珠を世 十五422
界の人々にあたえたことに︑

十二46 ある日︑祝賀会の席で︑人々がかわるが
わる立ってコロンブスの成功を祝しますと︑

こ︒﹂

ひよこ︑あわせてぴょこぴょこむひよこひよ

四679

十二58 人々は︑なんのためにこんなことをいい ひとひよこ ︵名︶1 ひとひよこ
だしたのかと思いながらやってみましたが︑

十二559 ただ人々のあいだで語り傳えられている
だけで︑

そのコートを目がけて集まりました︒

十二8211 試合を見物しようと︑方々の國の人々が︑ひとひら ﹇一片﹈︵名︶5 一ひら

いめいちがったものが思いだされてくる︒

十二947 ところがこれを読んだ人々の心には︑め

ひとみ一ひとり

566

る︽ーシ・ースル︾

七79園 風になったら︑学校の中を︑ちょっとひ
とまわりするのだ︒

七444 車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた
たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七604 スリッパのへりをひとまわりして︑帰って
いった︒

ひとみ

十四939

ただひと目でも︑火の光とごちそうとを
一本

見るだけでも︑満足したであろう︒
﹇一本﹈︵名︶1
ひとやすみ

ひとやすみ︒﹂わたくしは︑︿略﹀こしか

﹇一休﹈︵名︶1

九275図閣草原に一本あかしはじもみじ

ひともと
ひとやすみ

一644園

けにもたれて︑うとうとしました︒

六205園

らくだをつれて︑さばくを通っていまし

さあ︑ひと休みしようではありませんか︒

﹇一人﹈︵名︶85

五474

ひとりがいったことばから︑おもいつい
そのうちのひとりが︑﹃︿略﹀︒﹄といい

そこへ︑ひとりのおじいさんがでてき

みほの

まつ原へ

だれひとり︑上をみたりまわりをみた
ひとりのりょうしが︑

まつの木のうしろから︑ひとりの女が

五645園

日に日に大きくなったのは︑おまえひと

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけて

りの力でもなければ︑

おとうさん︑ひとりでとべるようになる

ひとりの子どもが︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねまし

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒

五865

五8910
た︒

まで︑かってやりましょうね︒

五958囹

ひわは︑いつもそのまねをしては︑ひとり

よろこんでいました︒

五価7

が弓矢を持って通りました︒

六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど

そこへひとりの年よりがでてくる︒

ぼくは︑夜︑勉強をすましてから︑ひとり

で︑︿略﹀︑と考えてみた︒

六研10

んだよ︒

六鵬2園ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

わかい男の人が︑ただひとり︑わらいもせ

ずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

七3710

が立っていた︒

七415 目をさますと︑向こうの席にひとりの青年

そこへ︑ひとりの旅人がやってくる︒

人

甲と乙︑ほかに︑ひとりの旅人︒
七757

七747

鳥屋が︑夜店をひろげていました︒

八54 なんだろうとのぞいてみると︑ひとりの小

その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑

ピォという名がつけられました︒

八64

つ不足なことはありませんでしたが︑

八374 かわいいひとりの王女もあって︑なにひと

あるところに︑ひとりの王さまがいらっ

しゃいました︒

ひとりで通るときも︑みんなで通るときも︒ 八4811 ひとりの男が︑いまにもごろりと横になろ

﹃︿略﹀︒﹄といって︑

五245園 そうしたら︑ひとりの人が立ちあがって︑ 八443

でてきます︒

四伽3

でてきます︒

四面1

りするひまもありませんでした︒

三794

りずつ︑はんたかのところへやって︑

二708 この声はひとりではなく︑大ぜいの声︒
三117 そこで︑まいにちかしこいでしをひと

ました︒

一﹇577

ました︒

一一324園

たことばをじゅんじゅんにつづけて︑

ニー96

ひとり﹇Vおひとり・おま 六868

たが︑とちゅうでひと休みしているうちに︑

七804園

︽ーシ︾

九983 たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑ ひとやすみ・する ﹇一休﹈︵サ変︶2 ひと休みする
﹇瞳﹈︵名︶3

そっとやまだに近づく︒
ひとみ

一むれ

えひとり・じぶんひとり

そのひとみの中には︑﹁︿略﹀︒﹂という色 ひとり

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

十﹇774 感謝するような色が︑そのひとみに︑
十二8010

があらわれていました︒

十五1711図圃 わが租國︑やがて立つべし︒きみた
﹇一群﹈︵名︶2

ちのそのまともなるひとみもて︒
ひとむれ

八841 草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが
やってきた︒

でいます︒

十四332 この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん
ひとめ 諸善﹈︵名︶6 ひと目

三鵬6園光るようにうつくしいかぐやひめに︑
ひと目でもあいたいものだ︒
九柵7園 わたし︑おかあさんにひと目あったら︑
もう︑命はほしいとは思いません︒

十一651 門ばんは︑その手紙をひと目みてから︑
看護人を呼んで︑

十一8111 男はみまわして︑ひと目少年をみると︑
こんどはかれがさけびを発しました︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天
にものぼるほどうれしかったのです︒

567
ひとり一ひとり

うとしているところでした︒

た︒

八862 あくる朝早く︑ひとりの農夫が通りかかっ
九821 先生は︑耳にもおいれにならないで︑ひと
りでたんねんにほっておいでになります︒
せんでした︒

九861 もう︑むだ口をきく人は︑ひとりもありま

ることを︑ほこるようになりたいものです︒

世間からはますますわらわれて︑だれひと
天然眞珠をてのひらにのせて︑大きなゆめ

りあいてにしてくれなくなり︑

十361
十383

をえがいていた︑ひとりのわか者があった︒

いなかの人らしいひとりの少年が︑

さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人
ひとりの男が︑看護婦に送られながら︑
ひとりの男が︑﹁︿略﹀︒﹂といってあざわ

おくからひとりの少女がでてきましたの
ひとりのみすばらしい身なりをした老人
くつをはいている子どもはひとりもい

いま︑民ちゃんがひとりでおかって口

から地面におりて︑

十二296囹

十二41一 サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒

十二582 もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

おにに人間をくわせてやるというのであった︒
おいらせ

住みこんであげてもいいけれども︑芭蕉

このとき︑希望をいだいてたちあがった

ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう

ところが︑このしばいは︑舞台に出て來

おかあさんが︑︿略﹀あかちゃんをだい

歌を歌っているのは︑その中のひとりで

この子にとって︑ただひとりのしんせつ

両親と子どもふたり︑ひとりは男の子で

十五206

それに︑この子どもたちをせわする︑ひ

ひとりは女の子で四つになる

とりの女の家庭教師がついていました︒

十五208

もたちでした︒

八つ︑ひとりは女の子で四つになるかわいい子ど

十五206

な人であったおばあさんが︑

十四995

した︒

十四488

りかかっている絵です︒

ていて︑その右の方に︑もうひとりの子どもがよ

十三535

る人が︑ただひとりです︒

十三445

のは︑ぜいたくというもんだ︒

十三416囹

ひとりの軍人がありました︒

十三1811

はひとりしずかにしているのがすきだというし︑

十二709

かにつけて不自由であろうから︑

十二706 芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに

十二636 家にはひとりの母がある︒

こりがいた︒

さあというときに︑ひとりで責任を 十二627 十和田湖の近くの奥瀬村に︑ひとりの木

十6511ずっと︑ひとりでくらしていました︒

十一107圏

さかわ川のていぼう工事があって︑どの

しょって立つ︑トップをこぐ人もいるだろう︒

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

おたがいにつめて︑座席にもうひとり︒

十一634

ません︒

十ニー14囹

が︑道路をうろうろとみまわしながら︑

十二911

で︑﹁︿略﹀︒﹂とたのみました︒

十二610

らいました︒

十二48

そのへやにはいってきました︒

十一818

とがついていました︒

十一735

へやの向こうのはしにはいってきました︒

十一734

十一546囲

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十一242囹

て働くことになりました︒

家からも︑おとなの男の人が︑毎日ひとりずつで

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりの少女が︑おとうさ 十一211

九捌4 むかし︑ひとりの茶人があった︒
十1210

んをみてそういいました︒

十145 その川の岸で︑おとうさんは︑ひとりの少
年にもあいました︒

十194 ひとりの子どもが︑立って本を読んでいる︒

十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字
を読んでいる︒

いる︒

十223 ひとりの友だちは︑水えのぐで写生をして
十227 ひとりの友だちは︑その兄といっしょに種
まきをしている︒

十2211 ひとりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの
ひとりの女の子が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑﹁こくご

上でつみ草をしている︒
十234

一﹂の文を大きな声で歌う︒

十237 ひとりの友だちは︑母といっしょに汽車に
乗っている︒

十253 ひとりの工員がしごとをすませて︑坑内か
ら地上にでてくる ︒

ぱにそのつとめをはたし︑

十3111 ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

考えました︒

ものはなにかすばらしい力をもっているものだと

十3112 自分ひとりぐらいどうでもいいというよう 十ニー111 それをみた土人のひとりが︑書物という
な︑

十322 この学校では︑かけがえのないひとりであ

ひとりあそび一ひなか

568

十五245 急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女
の子をつかんで舞いおりて來ました︒

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

八627

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいって︑こし

をおろした︒

やぶれたところをつくろいかけました︒

十五4511 ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え 九梱10 ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

十5012

九糊8

﹁フッテ﹂と︑ひとりごとをいいました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいいました︒

ごとをしていたため︑ひとりでこの焼物を作るこ

﹇一人占﹈︵サ変︶1

ひとりじめ

子どもたちはじゅうぶん愛していてく

れる︑だから︑自分はたしかにひとりぼっちでは

十四73團

ひとりむすめ

ないのだと︑お考えになってください︒

ひとりむすめ ﹇一人娘﹈︵名︶1

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

八277 それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ

んだようになっておちていたのです︒

五943 ひなはたいそう小さくて︑元氣がなく︑死

ました︒

五943 その帰り道に︑一わの小鳥のひなをひろい

ひとりごとをいいながら文雄が︑そのく ひな ﹇雛﹈︵名︶13 ひな

ひとりじめ・する

ちた草をとりのけようとすると︑

十ニー412

十五486 いままで︑焼く人と赤絵屋がわかれてし
とは︑むずかしいことであった︒
のときの思い出にふけっていられるようすだった︒

十五586 博士は︑遠い昔を思い出して︑ひとりそ

午後は︑先生について︑ひとりひとり︑正

ひとりびとりの

かんがえどお

これ︑なんのひなだろう︒

五946囹

もしある時期になって︑小もみを切り

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ

五956 ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

すると︑しめきっておいたくらの戸が

ひとりでにあきました︒
機械で動かせば︑︿略﹀︑ひとりでに︑ぬの
がずんずん織られていくからである︒

十349

九柵3

しいすべりかたを教えていただいた︒

そうして︑

りにわけてみました︒

ひとりぼっちになってしまいました︒

けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

﹁ピイヨ︑ピイヨ︒﹂と︑どのたまごから

わたしも︑

一どそれでだまされたことが

﹁ピイヨ︑ピイヨ︒﹂と︑ひなは鳴いて︑

八654囹

ほんとうにしちめんちょうのひなかしら︒

これはまた︑ひどく大きなひなだ︒

﹇日中﹈︵名︶1 日中

てくると︑のどがかわきました︒

六133 あつい日中の道を︑ものを運びながら匿い

ひなか

のところへおりていった︒

八659親あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水

八656園

はってでた︒

八651

あってね︑そのひなには苦労したよ︒

八638園

も小さなひなの首がでた︒

八615

えに︑もうつかれきっていた︒

八6010

の中をとびまわっていました︒

五966 夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

五9510 ひなはすずめではありませんでした︒

んだん大きくなりました︒

して︑生長するにちがいありません︒

十三234囹

十五6610 私は︑母や多くの弟妹たちをあとに残し︑ する ︽ シ︾
ひとり父につれられて︑︿略﹀京都に移った︒

十五786 ひとりの人間にとって眞実であるものは︑

他人にとっても眞実だからである︒

ひとり遊び

三冊3

十五8810 チルチル︑すこし横の方に立っているひ ひとりでに ﹇独﹈︵副︶2 ひとりでに
とりの﹁幸福﹂を指さして︑

﹇独遊﹈︵名︶1
まさお

十五価7園 どんな子だって︑おかさんはひとりぎ
りです︒

ひとりあそび
うひとり遊びができますが︑

十二244 おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も ひとりひとり□人一人﹈︵名︶1ひとりひとり

ひとりごと

ニー15

十二936 ひとりがってんでなく︑読み手によくわ ひとりびとり ﹇一人一人﹈︵名︶4 ひとりびとり

ひとりがってん ﹇独合点﹈︵名︶1 ひとりがってん

﹇独言﹈︵名︶9

かるようにくふうすることがたいせつで．ある︒

ひとりごと

ひとりびとり︑ばらばらにわかれて︑

あとで︑できた作文を︑ひとりびとりよ

そっとね︒

七214圏

みました︒

三308

をいうので︑

︻525 ひとりごとをいうと︑となりのおじさん 一一3610園 めくらが︑ひとりびとりかってなこと
が︑又略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑本をよむようなひとりごと

をいいました︒

五鵬1

をのぞいてみた︒

六慨4 ぼくはこうひとりごとをいいながら︑そと

三426

八408 こんなひとりごとをおっしゃって︑そこら ひとりぼっち ﹇一人﹈︵名︶2 ひとりぼっち
の木の葉や花にみんな手をおふれになりました︒

569
ひなた一ひばりさん

ひなた

﹇日向﹈︵名︶4

ひなた

日なた

十二362 先生がぼうしを持ってきてくださったの
で︑私は暖かい日なたにでかけるのだと知って︑

十四633 この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ
して︑日光を湯げにあて︑

十四6910 それを日なたへ持ちだして︑じかに日光
をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

十五柵3園 これは︑﹃ひなたの幸福﹄で︑ダイヤ
﹇雛達﹈︵名︶5

ひなたち

モンド色の着物を着ていますし︑
ひなたち

﹁ガア︑ガア︒﹂と親あひるがいうと︑ひ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひなたちはいった︒

なたちはすぐとびだしてきた︒

八616

八6111

天51
ノハb− ﹁クワッ︑クワッ︒﹂というと︑ひなたち
も一わずっとびこんだ︒

八661 水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに
うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

が通っていくと︑

日なたぼ

八678 そうして︑親あひるにつれられたひなたち

こ

ひなたぼこ ﹇日向﹈︵名︶2 ひなたぼこ

九柵5図魍 たべのこしのめしつぶまけばうちつど
うすずめの子らと日なたぼこする
とりどもはひなたぼこ︒
ひなたぼっこ

十649

狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ
日に日に

ぬきや︑︿略﹀で︑できているといってもよく︑

日に日に大きくなったのは︑おまえひと

﹇日日﹈︵副︶3

五644囹

ひにひに

りの力でもなければ︑おとうさんやおかあさんの
力でもない︒

ひねくれ者

汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

ひねる

︽ーッ・ーリ︾

十二609 高どのに立っていた長者は︑日のまるの

﹇火箸﹈︵名︶1 火ばし

おおぎをあげて︑しずみかけた日をさしまねくと︑
ひばし

かっちんかっちん日がくれて︑火花

﹇火花﹈︵名︶4 火花

るの子をうった︒

天8
61
0 おかみさんは声をはりあげ︑火ばしであひ
ノ
ひばな

せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした

﹇雲雀﹈︵名︶9

ひばり

花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

八831囹たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火

り︑火花をだしたりすることができるかい︒

八802園

らしたり︑火花をだすことさえできた︒

八7711 ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴

がみえるのみのさき︒

六783受命のあるものは︑日に日にそだっていく︒ 三516圃
十二備10

﹇捻者﹈︵名︶1

日に日に進歩しています︒

ひねくれもの

あれはすこしひねくれ者で︑子どもさ

﹇捻﹈︵五︶6

んたちにしょうかいするのはむずかしい︒

十五892園
ひね・る

九526いちろうは︑首をひねりました︒

日のまる

すだちするひばり︒

ひばりかもしれないよ︒

す

そのずっと高いところでは︑ひばりが一つ︑

太陽がてりはじめ︑ひばりが歌いだしたと

おや︑ひばりさんだ︒

﹇雲雀﹈︵名︶2 ひばりさん

二6710囚囚 ひばりさんだ︒

二679囹

ひばりさん

ここに帰って來て︑︿略﹀︑歌うだろう︒

十三62 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

朝から念うかれ︒

十一318圃青い空にはかすみがこめて︑ひばりは

き︑

八881

さえずっている︒

七716

五9511 ひばりでもありませんでした︒

五948囹

海のような空で︑ひばりがないていま

三71園かすみになくひばり︒

ひばり

三392

た︒

九661やまねこはぴんとひげをひねっていいまし
九673やまねこが︑ひげをひねっていいました︒

した︒

日の光

さい晩や火のこ豊かの汽車けむり

日の光

日の光⁝⁝⁝十八

︹課名︺2

三
三

﹇日丸﹈︵名︶1

四803

九712まだなにかいいたそうに︑しばらくひげを
ひねって︑ 目をぱちぱちさせていましたが︑

花も︑葉も︑つるも︑首をひねって考え

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

九7110いかにもざんねんだというふうに︑しばら

十四609

ていました︒

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

十一402圃山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

十一408圃 ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ ひのき ﹇檜﹈︵名︶1 ひのき

うんぜんだけ

﹇日向﹈︵名︶1

ひのまる

十181

十26

ひのひかり

十五75図書

十二569 みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑ひな ひのこ ﹇火粉﹈︵名︶1 火のこ

ひなたぼっこ

ひにく

ひなまつり

たぼっこをしながら︑まえの海で顔をあらうのを
﹇雛祭﹈︵名︶1

樂しみにしていた ︒

ひなまつり

︹皮肉﹈︵名︶1

四桝3 三月はひなまつり︒
ひにく

ひび一ひぶた

570

ひび

﹇輝﹈︵名︶1

ひび

ひび

四729 ひびのくすり︒
﹇日日﹈︵名︶5

四731 ひびにつける︒

ひび

日々

十一312圃 ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の
つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

十三526 わたしの日々が︑自然をしたう心で︑一
日一日と︑むすばれていくように︒

十四372 みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の
生活にもつらい思いをしていますが︑

十四434圃 日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

十三334

﹁キリキリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑

かん高いひびきをたてる︒

七539

林の中にごてんがあって︑中から︑はたを

おうえんの声が耳にひびいてくる︒

おる音がひびいてきます︒

八285

八742 また音がひびいた︒

けれども︑フランスのルイ・フィリップ

の名は︑すこしちがった特別なひびきをもって︑

十四44

九635 すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ

ランガランとひびき︑

私たちの心をうつのです︒

十一378圃

くらいの音︒

十一357圃

こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

まばゆく光るいなずまに︑続いてひび

﹁春の小川﹂の歌がひびいてくる︒

十1910 オルガンがひびいてくる︒

明かるいひびき︒
十四386園

︽1

わかわかしい世紀のひびき︒
＋四4010圏

ひびきわたる

十231

の火
﹇響渡﹈︵五︶2

十五73圃 みんてききりの中之のひびきのかじ屋
ひびきわた・る
ル︾

によくひびく︒

ことばはひびく︑あしの葉のふえよ︒

七88その声が校庭にひびきわたる︒

すずむし︑小むし︑チックタック時計︑

も︑くちびるに歌をもて︒

十﹁557圏

てっぽうの

音が︑

ふだんはく略﹀︑大川の波の音がバサリ

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

花よめ行列のラッパの音が︑どこかでひ

﹁キリキリ︑リリリリ﹂がひびく︒

十三3212 いろいろなもの音がひびくが︑

十三335

びく︒

十三3611

あの美しい歌は︑いまも︑われわれの耳

朝風にひびくすずの音︑

顔ははれあがってどんより赤く︑ひふは

﹇皮膚﹈︵名︶1 ひふ

﹇火蓋﹈︵名︶1

火ぶた

八761 てっぽうはひきつづいて火ぶたをきった︒

ひぶた

はち切れそうになっていました︒

十﹁701

ひふ

十五213

にひびいてくるように感じられる

十四509

ひびいて 十四4111 美しい音樂がひびく︒

下の方から︑てっぽうの音がひびいて
二はつめの

近いところに製材所ができて︑のこぎりの
﹁こら︑まて︒﹂という︑それこそかみな

オルガンがひびく︒
﹁︿略﹀︒﹂の音樂が︑ひびいてくる︒

﹁ピー︒﹂と︑ふえがひびいた︒

遠くの方からひびいてくる︑いろいろな

バサリと︑まくらにひびくのでしたが︑

十二752

一つ一つひびく︒

たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で
十三3211

ひびき ︹課名︺2 ひびき

︽ーイ・ーキ・ーク︾

十一562囲
ひびく

かずこさんの耳には︑おとうさんのこ

その声がよくひびきます︒

かくせいきのこえが︑またひびきました︒ 十三285

﹇響﹈ ︵五︶28

あろうと︑ トンネルのようなホートンには︑それ

ひび・く

が︑ ふしぎなほどよくひびきわたる︒

ひびき

三34 十 ひびき⁝⁝⁝八十五
﹇響﹈︵名︶ 1 3

三851 十 ひびき
ひびき

七521

七163

七62

りのような声がひびきました︒

六喩2

やかましい音が︑あさからばんまでひびきました︒

五佃11

きました︒

四5010

きました︒

四497

とばが︑ひびいてきたのです︒

四361園

三355園

﹇484

三891 じぶんの耳できいた ひびきを︑ かき 呂なりひびく
とってみましょう︒
るでしょう︒

三893 ていしゃばでは︑どんなひびきがきこえ
九67 音をうまくあわせると︑とけあった美しい
ひびきとなってきこえるにちがいありません︒

九126 もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降っ
てくるところをあらわしたひびきである︒

九M4図射水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ
しゅれいるこでまりの花
十252 ごうごうたるトロッコのひびき︒
と︑感謝するような色が︑そのひとみに︑ちょっ

十一773 少年のいたわるような声のひびきをきく

﹁ビューン﹂と︑あとをひくようなひび

とのあいだうかぶようにみえました︒
十三291
きがする︒

571
ひふびょう一ひゃくだん

ひふびょう

﹇皮膚病﹈︵名︶1

ひふ病

十503 黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にか
﹇暇﹈︵名︶7

ひま

かっていて︑顔のあたりの毛が︑ぬけていました︒
ひま

三795 だれひとり︑上をみたりまわりをみた
りするひまもありませんでした︒

四622 みんなのねているひまに︑かっちゃん
は︑もう一ど林のおくをさがしにいきまし
た︒

四629 そのひまになかまのがんは︑するりと
ぬけだしました︒

十四574

い

かぐやひめ⁝⁝⁝百

﹇百﹈︵名︶1 百

十三256

九佃4

百光年

﹇百五十株﹈︵名︶1

150か日

百五十ば

やく12平方mに150かぶばかり植えまし

﹇百五十倍﹈︵名︶1

︵名︶1

百五十メートル

百五十メートルほど登ったとき︑ぼくが︑

ひゃくごじゅうメートル

．は︑百五十ばいになりました︒

土地のねだんがあがって︑あるところで

ひゃくごじゅうばい

た︒

八995

ひゃくごじつかぶ

あり︑一万光年の星もあります︒

八359 百光年の星もあり︑一千光年の星のむれも

ひゃくこうねん ﹇百光年﹈︵名︶1

十四8210 三つ子のたましい百まで︒

ひゃく

三37 十三

それは︑頭のぼうしで︑日︑水︑土︑は ひゃく ︹課名︺1 百
ひめδおとひめ・おとひめさ

ちたちだということがわかりました︒

﹇姫﹈︵名︶4

ひめは︑なにも知らずにおりつづけました︒

ま・おひめさま・かぐやひめ・こがねひめ・はたお

ひめ

八288

りひめ

﹁おお︑かわいいひめや︒﹂とおっしゃ

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

いましたが︑王女はなんの返事もしません︒

八421園

八426囹

ああ︑かわいいひめです︒

こがねなどはいらない︒

八436囹

その生徒さんは︑すぐひもでげたの

﹁白いひもかしら︒﹂

おびになって︑ひもになって︑がんが

四325團

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

九35

九

山のスキー場⁝⁝⁝百四
十一

百十四

泉を求めて⁝⁝⁝百十九

たこ⁝⁝⁝百十四

︹課名︺2

十

ひゃくしょう

ひゃくしょうなんか︑もういやになった

﹇百姓﹈︵名︶3

ちよ紙⁝⁝⁝百十四

六37

ひゃくだん

おばあさんは︑もうひゃくしょうはいや

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小

﹇百段﹈︵名︶1 百だん

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

八768

になったから︑

五7010園

から︑お金持のおくさんになりたいって︒

五703園

ひゃくしょう

九36

ひゃくじゅうし

九37

また︑木の皮や︑あさなわなどであんだ ひゃくじゅうく ︹課名︺1 百十九
結びつけることも行われた︒
ひもじい

冬じゅうひもじい思いをしたりするより

︵形︶2

﹁あれはやき鳥だろうか︒﹂ひもじいの
ひもじさ
ひやかし

寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ︑

︵名︶1

﹇冷﹈︵名︶1

狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑すっぱ
ぬきや︑ひやかしなどで︑できている

十6410

ひやかし

十四棚11

ひもじさ

で︑そんなことを思った︒

十四939

は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

八897囹

ひもじ・い

︽ーイ︾

ひももっかい︑色のちがった貝や︑じゅずだまを

十五351

いひもでいわえて数えました︒

十587うちに帰って︑十まいずつたばにして︑赤ひやくし ︹課名︺1 二四

はなおをすげてやりました︒

三726囹

かえる︒

三554圏

十331 佐吉は︑︿略﹀︑ひまさえあれば︑織機のこ ひも ﹇紐﹈︵名︶5 ひも
とをしらべつづけていたのである︒

十7010 ひきとめるひまもなく︑太郎かじゃは︑す
ばやく指をつっこんで︑

十五969囹 ほかの者にまで会っているひまはない
よ︒

日まし

十五脳5園 うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ
﹇日増﹈︵名︶1

て︑ひまがないのだよ︒

ひまわり

十﹁349圏 つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし

ひまし

に日ざしが強くなり ︑

﹇向日葵﹈︵名︶4

三352圓 ひまわりものびています︒

ひまわり

五778 先生のつくえのかびんに︑大きなひまわり
の花が︑三本かざつてありました︒

五785 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち
のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

日︑水︑

十一353圏 空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく
﹇日水土蜂達﹈︵名︶1

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

土︑はちたち

ひみずつちはちたち

ひゃくにじゅう一ひょうが

572

十二5710 それは︑おにが一夜のうちに百だんの石
だんをきずきあげることで︑

ひやしてやりました︒
ふたでもしておけば︑ひやされるのは︑

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

ビュウ

与だいえいひゃっかじてん

︿略﹀茶わんにふれた部分だけになります︒

十四7011
ひゃっかじてん

ひゃくにじゅう ︹課名︺2 百二十

四35 十一 一つのものでも⁝⁝⁝百一一十
びゆう

した︒

九639

百文

︽ーサ・ーシ︾

︵感︶一

ビューツ︑ビュー
ヒュウパチッ

ビューッ︑ビュー︒

︵感︶8

ぴゅつと

︵副︶1

ピュッと

ひょいと

ボールがピュッととんできた︒

︵副︶一

七54一

ひょいと

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

八111 学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の

ぴょいと

あちこちまわっているうちに︑ぴょ

︵副︶1

四221国

ぴょいと

﹇俵﹈ δいっぴょう・いっぴょうあまり・に

いと中にはいりました︒
ひょう

じつびょう

そうして︑ひょうが降ったり︑かみなり

費用

ホランド博士は︑戦孚中で費用が思うよ

﹇費用﹈︵名︶1

が鳴ったりします︒
ひよう

うにつかえないことについてくわしく話し︑

十五553

﹇病﹈ ←いもちびょう・でんせんびょう・ひ

ふびょう

びょう

じゅうびょう

ぎょしゃが︑むちをヒュウパチッと鳴らし びょう ﹇秒﹈皿vいちびょうかん・やくはちふんに

したので︑どんぐりどもはやっとしずまりました︒

九672
ました︒

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らし︑
どんぐりはみんなしずまりました︒

九679

十215

ここはびょういんです︒
十一636

四98

ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを びょういん ﹇病院﹈︵名︶5 びょういん 病院

ヒュウパチッ︒

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと

﹁ビューン﹂と︑あとをひくようなひび

ひとりの少年が︑︿略﹀︑ナポリの大きな

病院の庭さき︒

九699

風といえば︑︿略﹀︑﹁ビュウビュウ﹂とか

いうことばであらわしているが︑

九1110

きがする︒

い︒

十一916囹

た︒

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

これを病院の記念に持っていらっしゃ

帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし

十一646

病院の門ばんのまえへいって︑一通の手紙をみせ︑

九731一

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

九699

十四686

ぎょしゃは︑こんどは︑草むらをむちで二 ひょう ﹇雷﹈︵名︶1 ひょう

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと

三べん︑ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしま

九639

ひゆうばちつ

五11一

びゅ一つびゅ一

になって︑ビュウとうなる︒

九㎜1

︵感︶一

十五311 七 最後の学級日記⁝⁝⁝百二十

六38 十一 うさぎさん⁝⁝⁝百二十一

ひゃくにじゅういち ︹課名︺1 百二十一
ひゃくにじゅうし ︹課名︺！ 百二十四

四36 十二 四季⁝⁝⁝百二十四
ひゃくにじゅうしち ︹課名︺1 百二十七

180

九38 十二 一びきのくも⁝⁝⁝百二十七
ひゃくにじゅうろく ︹課名︺1 百二十六
四37 十三 はごろも⁝⁝⁝百一一十六

ひゃくはちじゅう ﹇百八十﹈︵名︶1
いていました︒

八鵬6 1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ 九6510 ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま
ひゃくはちじゅうねんまえ ﹇百八十年前﹈︵名︶1
百八十年まえ
まから百八十年まえに︑日本で出版したものです︒

十二搬7 人体のことを絵いりで説明した本を︑い

六鵬9 それは︑ここから百メートルもはなれてい

ひゃくメートル ︵名︶1 百メートル

﹇百文﹈︵名︶1

る︑向こうの家の屋根であった︒
ひゃくもん

百四人

十一276 百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ びゆうびゆう ︵感︶一 ビュウビュウ
﹇百四人﹈︵名︶1

てくれます︒

ひゃくよにん

ひやす

十三291

十四452 乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑びゅ一ん︵感︶2ビューン
﹇ 冷 ﹈ ︵ 五︶2

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒
ひや・す

ながかわるがわる︑つめたい水で︑あたまを

どもが︑もう︑頭をつるつるにそられている︒

十五199

氷河が無言の流れをきざんでいる深い深

四551 かっちゃんはねつがでてきたので︑みん 十三292その﹁ビューン﹂がとまると︑︿略﹀子 ひょうが ﹇氷河﹈︵名︶1 氷河

573
びょうき一びょうにん

︵名︶

12

びょうき

病氣

びょうきではないでしょうか︒

﹇病気﹈

い谷の上を︑
びょうき

びょうき
一一232園

をつけてくれます︒

5こ

四77 わるいびょうきがはやらないように︑氣

十四872

スル︾

ばんそうの音樂や︑︿略﹀によって︑か

﹇標語﹈︵名︶1

ひょう語

なり生き生きと表現することができそうである︒
ひょうご

このごろ︑電車の中に︑つぎのような

ひょう語がかかげられているのをみた︒

十一541

す︒

ぼくがひょうしをとってあげる︒

そのひょうしに足をいためて︑歩けなくな

そのひょうしに︑くもは︑目がさめました︒

近づいてみると︑船がしずむひょうしに
表紙

表紙の文字は︑﹁かいたいず﹂と読みま

﹇表紙﹈︵名︶1

十一一麗9

ひょうし

流れ出たものらしい一本の大きなまるたに︑

十四486

九襯7

りました︒

六586

六239園

四306團にしださんは︑きょうもびょうきで休 ひょうし ﹇拍子﹈︵名︶4 ひょうし
んでいます︒
ここへはまいっておりません︒

六941園 たいだけは︑病氣でねておりますので︑
八4410 わたしの病氣をなおしてくれたものには︑
國の半分をわけてやる︒
がでてきました︒

八456 そこへ︑王さまの病氣をなおすというもの
八472 王子も︑なんとかして父の影画をなおした
いと考えて︑幸福な人をさがしにでかけました︒

ローマ字をつかうと︑字数が少なくてす
表わすことができて︑標準語の教育に役だつ︒

むばかりでなく︑発音のこまかなところまで書き

十五4112

八価4 病質でせいののびないいねが︑5かぶあり ひょうじゅんご ﹇標準語﹈︵名︶1 標準語
ました︒

八価5 先生におききしたら︑このいねは︑いもち
病という病氣にかかったのだとおっしゃいました︒

ひょうきん

︽一

びょうどう

舞う入のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ

見物人に︿略﹀︑顔の表情がよく見える

ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

びよう

これは︑九百年ほどまえに作られた平

﹇平等院﹈︵名︶1

びょうどういん

呂にんげんぴょうどう

十一一梱3

びょうどういん

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

どういん

平等院

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四875

ようにすることも︑たいせつなことです︒

十三4510

ろいろな表情をあらわします︒

りによって︑このお面は︑生きもののように︑い

十二柵11

十一213 父親が病氣でねていましたので︑金次郎 ひょうじょう ﹇表情﹈︵名︶3 表情
が︑そのかわりにでることになりました︒

十一281 ところで︑そのつぎの年︑母親が︑四五
日の正安で死んでしまいました︒

十一642 にわかに病氣にかかって入院したので︑

十一234 どんなに病氣がちでも︑父親の生きてい

びょうきがち ﹇病気勝﹈︵形状︶1 病態がち

﹇剰軽﹈︵形状︶1

るあいだは︑︿略﹀切りぬけてきましたが︑
ひょうきん

こちらにとんできます︒
﹇表現﹈︵サ変︶1

表現する

九鵬7 こうもりは︑ひょうきんなかっこうをして︑
ひょうげん・する

少年は包みを下におくと︑頭を病人のか

﹇病人﹈︵名︶33 病人

十一691

びょうにん

たのところへさげて︑

病人はしげしげと少年をみつめて︑いく

十一693 病人は動きませんでした︒

けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

らかわかったようでしたが︑

十一698
十一7011

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに

つめたあとで︑目を閉じました︒

息を続けていました︒

十一714

このかたは︑この病人のむすごさんで

それから︑病人の上にかがんで︑みゃく

十一742園
す︒

をみたり︑ひたいにさわってみたりして︑

十一746

十一763 病人のふとんをなおしたり︑

十一767 病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑

その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ

わかったようなようすはしませんでした︒

あたたかい愛情のこもったことばで︑

コップを病人の口もとにつけたときに︑

かりかけでもしたようにみえました︒

十一772

十一785

十一7710

病人がなんだかうれしそうにその話す声

しっかりするようにと病人をはげましました︒

十一786

ところが︑五日めに︑病人はにわかにわ

にく略﹀耳をかたむけているようにみえたから

十一798

それは︑ようだいがわるくなったにもか

るくなりました︒

十一802

かわらず︑病人が︑しだいに︑すこしずつものが

病人は︑だんだんしっかりした目を少年

わかりかけるようにみえたことです︒

少年は︿略﹀︑いきなり病人のうでをつ

の上にすえて︑

十一803
十一809

びょうにんたち一ぴょんぴょん

574

かんで︑﹁︿略﹀︒﹂といって力づけました︒

十一831 ﹁︿略﹀︒﹂と︑父親は︑じっと病人の方
をみつめたあとで︑︿略﹀いいました︒

十一848 少年はふり返って︑病人の方をみました︒

十一6712

目を右に左に向けて︑青ざめた︑やせこ
ひょうばん

評判

けた顔をしている病人たちをみまわしました︒
﹇評判﹈︵名︶4

かぐやひめのひょうばんが︑だんだん高

ひょうほんしつ

そのことが評判になって︑だれもかれも

こ・みひよこ・むひよこ

︵副︶1

ぴょこぴょこ

こ︑あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ︒

四683 かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ
ぴょこぴょこ

こ︑あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ︒

四682 かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ

八213

じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

ひょつくり

ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

八212 あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし

ひょつくり ︵副︶2

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五702

ここは︑町でもひょうばんのかじゃさん ぴょこんと ︵副︶1 ぴょこんと

ひょうばんよりもずっとうつくしい︒

くなったのを︑みかどがおききになって︑

園丁1

ひょうばん

十一8411 少年は︑また︑病人の方をながめました︒

です︒

四93

十一8411 病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと 三柳6園
少年をみつめました︒
十二621

表面

ひょうほんしつのまえです︒

﹇表面﹈︵名︶9

あまちゃの中からひょっこりと︑おで
ひょっとすると

ひょっとすると

ひょっとすると命を失うようなあぶな

︵副︶1

になったか︑おしゃかさま︒

三95圃

第一に︑湯の表面からは︑白い湯げがひょっこり ︵副︶1 ひょっこり
つぎに︑茶わんのお湯がだんだんにひえ

るのは︑湯の表面の茶わんのまわりから︑熱がに

十四709

たっています︒

十四6210

ひょうめん

﹇標本室﹈︵名︶1

かりにいくようになった︒
ひょうほんしつ

十一8512 父親は︑じっと少年をみつめていました
が︑やがてまた︑病人の方をみました︒

ました︒

十一8612 病人は︑やはりじっと少年の方をみてい

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一8710 少年がベッドのそばのもとの場所に帰る 三334園

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

十一882 チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた
十一886 しかし︑病人はますますわるくなるばか
りでした︒

表面にちゃんとふたでもしておけば︑

いときでも︑

十︻626囹
十四7011

げるためだと思っていいのです︒

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一8810 チチロは︑いよいよよくせわをして︑

つぎには︑熱い茶わんの湯の表面を︑日

1

ひよこ

﹇Vひとひよこ・ふたひよ

くとりいれた︒

︵名︶2

ぴょんちゃん︑まきげちゃん︑みんなわ

ぴょんちゃんも︑きれいずきないいこ

ぴょんぴょんとびました︒

一243 二ばんの﹁はねておどれば﹂のところは︑

湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ ぴょんぴょん ︵副︶4 ぴょんぴょん

になりました︒

一604園

たくしのうちにいたきょうだいです︒

一572

ぴょんちゃん

ぴょんちゃん

十︻381圏続くひよりに勇みたち︑いねもことな

かざると︑もも赤く 畑にさいて︑

続くひよりにさくらがさいて︑野山を

まん中の方では︑ぎゃくに上の方への ひより ﹇日和﹈︵名︶2 ひより
しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで

わりあいに熱い表面の水が︑そのあとへ
湯の表面には︑水のおりているところと︑

︵副︶

十︻313圃

十四713

ひよこ

えていくときには︑

十四746

光にすかして見ると︑

十四736

のぼっているところとがほうぼうにできます︒

十四723

向かって流れ︑

十四721

おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒

十四7110

ぼって︑表面から外がわに向かって流れます︒

た︒

︿略﹀︑なにかも の を い い た げ に し ま し た ︒

十一8810 病人はしげしげと少年をみつめながら︑
十一893 その晩︑少年は夜どおしそばについて︑
病人をみまもっていました︒

十一898 少年は病人の手をにぎりました︒
十一898 病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑
そうして︑また目を閉じました︒

十一8910 そのとき︑少年は︑病人が自分の手をに
ぎりしめたような氣がしました︒

十一902 医者は︑病人の上にしばらくのあいだう
つむいていましたが︑

びょうにんたち ﹇病人達﹈︵名︶1 病人たち

575
ひら一ぴりぴり

七222 すずめは︑ぴょんぴょんとんで︑庭のはた
けの中を歩く︒

ぴょんぴょんととんでいました︒

九531 一本のくるみの木のこずえを︑りすが︑
﹁七︑八︑九︑十︒﹂と数えながら︑大ま

ひらがな

たでぴょんぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

九923

﹇平仮名﹈︵名︶4

ひら 畢てのひら
ひらがな

くこともできます︒

三973 ひらがなをかくことも︑かたかなをか

︽ーイ・ーカ・

一195れ
圖んげのはなひらいた︒
一196圏
ひらいたとおもったら︑みる まにつ

私の心の目をあらゆるものに向けて開い

そうして︑また目を閉じました︒

十四5311囹 せっかく花が開いても︑

てくださるため︑

十二3211

一205圃
つぼんだとおもったら︑みるまにひ

ぼんだ︒

十五掴2囹

九6810

とうきよう

ひらける 開ける

︽一

山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

﹇開﹈︵下一︶3

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

ケ︾

ひら・ける

八582

ひらけて︑海︒

しきが目のまえにひらけてくる︒

十三910 知識が開けず︑科学の進まないところに

十2311

は︑迷信が行われる︒

鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたいた

﹇平手﹈︵名︶1 ひら手

十五脳12

ひらて

がとれますので︑

九337團 このほかに︑大きな︑黒くてひらたい貝

いかにも氣どつたようすで︑しゅすの着物ひらた・い ﹇平﹈︵形︶1 ひらたい ︽ーイ︾

のえりを開いて︑

たまたま︑そのころ︑東京にはくらん会
はきだしもせず︑死にもしないものでも︑

が開かれた︒

十351
十401

︵副︶1

ひらひら

り︑いそがしく足でけったりして

︵副︶1

ひらりと

ひらりひらり

けれども︑ひらりと身をかわした少年は︑

︵名︶1

びり

いつもは︑いちばんびりにいるばかり

﹁ピリピリ︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふい

︵感︶一 ピリピリ

十一114

ぴりぴり

で︑べつに用もないようだが︑

十﹁66園

びり

と︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

九閑3 それから︑まつ直な羽をひろげたかと思う

ひらりひらり ︵副︶1

十五302

ひらりと

がうつくしい︒

四個4才気に左にひらひらと︑ゆれるたもと

幸吉は︑望みをかけた第一の母貝を開いて ひらひら

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

みた︒

十4410

も飯井が︑きよらかにかがやいているではないか︒

次郎かじゃは︑こしからぬきとったせんす
そうして︑大きなへやの︑開いたドアの

を︑さらりと開きました︒

十679
十一673

まえまできますと︑

ねむったあとでは︑目を開いたときに︑
病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと

その小さな看護人をさがすようにみえました︒

十一777
十一8412

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

少年をみつめました︒

十一898

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

らいた︒

三379園ときどき目をひらいてわたくしをみ
ます︒

四5510
かっちゃんは︑ねつがずっとさがって︑

れ一れんげの花がひらいた︒

いんそつがかりのがんが︑口をひらいて︑

まぶたをすこしひらきました︒

﹁︿略﹀︒﹂

四612

四765

︽ーチ︾

花は︑1日開きませんでした︒

なかだかなや︑ひらがなを作りだすようになった︒

開き満つ

八佃7

十五394 その漢字から︑日本語を表わすのに便利

分をとったのではなく︑

十五397 ひらがなはかたかなのように漢字の一部
十五424 いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ
らがなとの三種類の文字をつかっており︑

ひらきはじ・める ﹇開始﹈︵下一︶1 開きはじめる
︽ーメ︾

八佃3 3時間めの終りに開きはじめましたが︑お
﹇開満﹈ ︵ 上 二 ︶ 1

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

開く

十五143図國大きなるべにばらのひと花思わぬを 十4412 第二︑第三と母貝を開いていくと︑どれに

ひらきみ・つ

ひらく

ゆららにあかく開き満ちたる
﹇ 開 ﹈ ︵ 五 ︶26

ーキ︾尋きりひらく・みひらく・むすんでひらいて

ひら・く

﹁83圏むすんで︑ひらいて︑てをうって︑む
すんで︑またひらいて︑てをうって︑
をうえに︒

一86團またひらいて︑てをうって︑そのて
﹁193圃 ひらいた︑ひらいた︒
一193翻 ひらいた︑ひらいた︒

一194圃 なんのはなひらいた︒

びりぴりっ一ひろい
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︵感︶一

ピリピリッ

に一そうのボートが近づいてきた︒
びりぴりっ
﹇肥料﹈︵名︶1

ひりょう

九864 ピりピリッとふえが鳴りました︒
ひりょう

五342 ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑たいせ
つな品物を作っています︒

十五155図圏

︽ーッ︾

ひるすぎていよよにあかきばらの花

いよよに重くかたむきふかむ
ひるがえる

そのビルディングの一つ

とがった屋根

立ちならぶビルディングのあいだがら︑と

つばめ

ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ
ビルディングのあいだがら︑︿略﹀

ひれふす

︽ーシ・ース︾

その前にひれふしている絵でした︒

十五233 声をたてて︑みんな草の上へひれふすよ

﹇尋﹈←ちひろ

うに︑思わずたおれてしまいました︒
ひろ

ろい

です︒

ひろいはたけの中で︒

海のぬしになりたい︑ひろい海で︑あな

空はひろくておもしろいよ︒

やっとしずかな廣い野原にでました︒

﹁世界は若いものだなあ︒﹂と︑ひなた

この寒い國からあた

この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

あの廣い学校の運動場で︑先生とみなさ

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

九811園

んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

九468團

なり︑︿略﹀︑また廣い海ともなります︒

九710

ちがよいと思いました︒

八柵7 根が横へはるので︑弄いところのほうが育

たかい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八844

はくちょうはく略﹀︑

八832園私は︑廣い世界へでたいと思っているの

ちはいった︒

八6110園

六襯9

した︒

六搦9 トンネルはだんだん深くなり︑廣くなりま

五柵8園

たをけらいにしたいといっています︒

五766園

してやりたい︒

五754園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

三56園

二568 ゆめに︑ひろいのはらをみました︒

一426 せんせいの目のなか︑ひろいな︒

ひろ・い

それがほぐれて︑一列にビルディングをは
書ね

つかれきっていながら︑わらをたたいて

海陸風とよばれているもので︑豊間は海
﹇平伏﹈︵五︶2

から陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒

十四764
ひれふ・す

だいて立っていると︑老人のぼうさんらしい人が︑

﹇広﹈︵形︶28 ひろい 廣い ︽ イ・ーク︾

テニスコートには日本とメキシコの國旗 ひろい ﹇拾﹈ nVいのちびろい・くりひろい・たまひ

﹇翻﹈︵五︶1

3おとなびる

ひるがえ・る

びる
十二775
が美しくひるがえって︑

なれる︒

六4210

のむれが︑かかしの方へとんでくる︒

六412

く︒

六41一

びあがってくる親子のつばめ︒

六381

にひっかかっているかかし︒

六372

ひる ﹇昼﹈︵名︶12 ひる 査3おひる・おひるご ビルディング ︵名︶6 ビルディング
六37一 ビルディングが立ちならんでいる町︒
ろ・おひるすぎ・おひるどき・おひるまえ・おひる
やすみ

ぐんぐんとのびていきました︒

三223 たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑

三778園 だから︑だれにもひるとよるがある
のです︒

六503圏 すんだ青さをもちながら︑ときにはくも
る豊の空︒

六505圏考えごともできそうな︑ああ︑おおらか
な豊の空︒

﹇昼寝﹈︵名︶2

書ま

書間与まつぴるま

うさぎは︑高いびきをかいて︑さも樂しそ

をさましてしまいました︒

さぎさんたちがあまりガヤガヤ話をするので︑目

六鵬9とらさんは︑書ねをしていたのですが︑う

ひるね

九3711團 なん十メートルもある高いすぎやまつの
はえているところは︑豊でもうすぐらく︑
十363 かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜も書一も
なく考えとおし︑

八551

﹇昼間﹈︵名︶2

うに豊ねをしていました︒
ひるま

十一1712 朝も︑豊も︑夜も︑流れやまぬ愛のしみ
ずに︑うるおされ︑やしなわれて︑
みの声さわがしく︑書一の休みもあせがでる︒

十一355圃 庭にかがやくひまわりの花︑あぶらぜ

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので

十三155 これで︑夜と豊とがあるわけも︑春・ 十一2112 毎晩︑家に帰ってくると︑豊まの働きで
す︒

十三244 ダルガスの植林以前は︑ユートランドの
夏は︑壷は暑く︑
送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒

十四552園 水と養分とを吸いとって︑夜も豊も 十三595 それは︑せいの高いマリアがキリストを
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ひろいあげる一ひろう

い草原があるので ︑

十477 家から十二三分ばかり歩いたところに︑廣
十二238 やしきがすこし憂いし︑

十二564 傳説を憎く全品で調べてみると︑よくに
たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十二655 その細いやわらかなものが︑地をうがち
岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒

十一一663 おおつなのようなたくましい根が︑深く
のびてみきをささえ︑廣くのびて枝をやしない︑

十二688 まっすぐに長く切るのこぎりは︑廣いは
ばをもっている︒

十二689 こびきの大のこははばが言いし︑

十三269 あまり廣くもない道の
十四343 こうなってくると︑うちゅうというもの
は︑どこまで養いのか︑想像がつきませんQ

十四877 一面の銀世界となった惑い野原を︑第一
の人が歩いて行く ︒

6

ひろいあげる

ごくささいな感情をひろいあげて︑一首
﹇拾集﹈︵下一︶3

ひろい集める

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

十四864
ひろいあっ・める
︽ーメ︾

妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ

三人の少女は︑その葉をひろい集めて︑

ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

九441団

十1011

ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう

︿略﹀︑遊んでいました︒

十1110

︽ーイ・ーウ・ーッ・

さんにくれるようになりました︒
ひろう

ひとつひろっていっておかあさんの

﹇拾﹈︵五︶29

りますか︒

一613園

しんせつないい人がひろうと︑だい
いじのわるいけんかずきの人がひろ

それでは︑みんな︑あまの川でだいや

ここにいるものは︑みんな︑たまを

もんどをひろってきたのですね︒

一6010囹

一542園

ええ︑いくどもひろいました︒

一541囹しゃしょうさんは︑ひろったことがあ

うと︑ただのいしころになってしまいます︒

一539園

やもんどですが︑

一538園

おみやげにしたいな︒

一532園

ーワ︾

ひろ・う

十五5310 廣いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑
とびついた︒

十五6411 見るなり私は︑おじさんの廣いせなかに

にみちびかれ︑
︵下一︶

十五7310 やがてお書どきになったので︑廣い食堂
﹇拾 上 ﹈

︽ーゲ・ーゲル︾

ひろいあ・げる

うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で

がく略﹀たまごのきみですりえをこしらえて︑

六伽1

いねがよく根をはって育つように︑小石を

わってたべることにしました︒

八985

母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく

ひろい︑土のかたまりをくだいて
九4211国

みなさんのひろった物の中に︑いのしし

たちはむちゅうになっていもをひろいました︒
九8411囹

やしかの角などに手を加えて︑なにかの道具につ

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

かった物があったでしょう︒

そのほかの友だちが︑落ちているやまだの

なかけらでも︑ひろっておきなさい︒

九8510園

九913

やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

舞台のすみからボタンをひろって

じょうぎひろってやったじゃないか︒

たかぎ

して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九9511

九968
くる︒

くもは︑このつばめにひろわれました︒

九989囹
九衛11

少女たちは︑手をとりあってとんでいって︑

小さなのをえらんで︑ひろってきてくれました︒

十124

金次郎は︑︿略﹀いねのなえをひろって︑

みんな負けずにひろいました︒
十一293

十585

大水でいたんだ田の水たまりに植えてみました︒

十ニー02 老人が︑︿略﹀︑なにかさがしては︑それ

こんなものをひろって︑どうするので

また︑まきが少ないと︑近所へ木をひろ

いにいったりしました︒

十二713

すか︒

心置ー012園

をひろってポケットにいれていました︒

いや︑これは︑わたしがひろったので

十ニー06園 なにをひろっているのですか︒

さんちゃんがひろって帰ると︑おとうさん

かわいそうだもの︑ひろっていって︑

その帰り道に︑一わの小鳥のひなをひろい

ひろったなかまですよ︒

四伽1園

八116 茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり
いそいでピオをひろいあげました︒

して︑

五943

五952

かってみよう︒

五9410囹

す︒

九934セルロイドの三角じょうぎをひろいあげる︒
九939そのうちに新しいすみをひろいあげるが︑

ました︒

ふしぎな宝石とされてきたが︑

十384眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら
れる︑

りのかたすみに走りよってかけらをひろいあげ︑

十二385こわした人形のことを思いだして︑いろ

ビロウドーひろま
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十四914 もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ
ろって行ってしまった︒

ビロウド ︵名︶1 びろうど

﹇拾﹈︵ 下 一 ︶ 3

ひろえる

︽ーエ︾

十五828 びろうどや︑にしきにくるまり︑
ひろ・える

になり︑それがだんだんに廣がり︑入りみだれて︑
するが

十五565園私は︑小手をかざして足の下にひろが
友愛の精神が︑もっともっとひろがって

る駿河湾の海岸線をながめ︑

十五808
いきますように︒

よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五聖2

ひろがる

廣がる

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

どんなにはたらきがあっても︑それにあ

つみと廣さがなかったら︑

十二697

ひろしま

とどくのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなの

十四349光が﹈方のはしから︑向こうのはしまで
です︒

ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野

﹇広野﹈︵名︶1 廣野

られて︑

ひろの

を横ぎる↓すじの道となる︒

十四881

十二911

廣場につどうたおとなりどうし︑え顔

ある町角の廣場で︑︿略﹀老人が︑道路

にほころびあいさつをする︒

十一416團

のぞいてみると︑ひとりの小鳥屋が︑夜店 ひろば ﹇広場﹈︵名︶6 建場

をひろげていました︒

八55

はくちょうはみごとな羽を廣げ︑︿略﹀あ

たたかい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八843

十五6611

﹇544園 そうして︑たまがひろえたら︑お月さ ひろ・げる ﹇広﹈︵下一︶14 ひろげる 告げる ︽一 ひろしま ﹇広島﹈︹地名︺1 廣島
ひろしま
ゲ︾3くりひろげる
んのくにのなかまにいれてもらえます︒
そのころは︑新島のおばさんは廣島にお
一547園 たまがひろえなかったら︑どうなりま
すか︒

﹇広﹈︵五︶12

いれてもらえます︒

きれいなたまがひろえたら︑またお月さんの

一552囹 そうして︑つぎのとしのたまひろいで︑ 七463 青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ
くにへ

ひろが・る
︽ーッ・ーリ・ール ︾

をうろうろとみまわしながら︑なにかさがしては︑

三229 大きなえだは四方にひろがって︑

天0︾− 羽をひろげてゆったりと近づいてきた︒
ノ81

四951 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

それをひろってポケットにいれていました︒

風あたりの少いホートンの廣場に︑子ど

ホートンの廣場などに︑かげ絵の舞台を

﹇広広﹈︵副︶1 ひろびろ

いってみれば︑すばらしく美しくて︑

ほんの形だけでも︑廣間の方をさがし

﹇広間﹈︵名︶3 廣間﹇Vおおひろま

十五853囹

てみよう︒

十五839園

ひろま

います︒

五423国︺ひろびうとした︑きれいなところだと思

ひろびろ

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

十三34一

もたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑

十三2711

らんなさい︒

十白陶13園あの船場で遊んでいる子どもたちをご

﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒

すると︑老人は晒場の方を指さして︑

八柵4 もみをむしろの上にひろげてほしました︒

そら︑手をひろげてこちらへかけてく

十ニー12

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒

それから︑まつ白な羽をひろげたかと思う
と︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

九糊2

んという勇ましさであろう︒

事相9 両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な

がら︑

着物のえりを廣げて︑からだに風をいれな
九5711

ひろがって︑ついそこにあるようにみえる

六会6 どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに
八622園 世界は庭の向こうがわまで廣がっている
のだよ︒

ていた︒

八745 あしの上に廣がっている木の枝にものぼっ

立ちどまって︑両手をひろげて深呼吸︒
その写眞帳をひろげてみると︑

皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ
三メートルもあるような羽をひろげた大

ろげてあります︒

十二鵬8

十二967

十二6310 八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑ 十259
ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒
十三211一

みどりの野が廣がりました︒

る︒

十五㎜6園

きな↓わのやまわしが︑

十四4510 ことごとく波にのまれてしまったように︑ 十五2212
死のしずけさがあたりに廣がりました︒

十四649 横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ
りが廣がっているように見えるそうです︒

十四663 けむりがゆらゆらして︑いくつものうず ひろさ ﹇広﹈︵名︶2 廣さ
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ひろめる一ひんしゅ

この廣間のなにものをもおさえている︒

廣める

︽ーメ︾

すこしせの高いのが︑廣間の中にかけこんで達て︑

十五992 もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは
﹇ 広 ﹈ ︵ 下一︶1

十三124 知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を

ひろ・める

﹇鵬﹈︵名︶34

ひわ呂まひわ

まったくとり去ってしまうようになれば︑
ひわ

五963圏 ほんとうは︑まひわというのですが︑ふ

五962園 ひわの子ですよ︒
つうは︑ひわ︑ひわといっています︒

五963園 ふつうは︑ひわ︑ひわといっています︒
なりましたね︒

五968園 おとうさん︑ひわは自由にとべるように

五981 ひわの子は︑それが自分のなかまの鳴き声

五975 その中には︑ひわのむれもありました︒
だと思いました︒

よ︒

五986園 ひわが︑いい声でさえずりはじめました
五991 とびおきてみると︑どこかのねこが︑しの
びこんで︑ひわをとろうとしていました︒

五993 ひわは︑かたのところにけがをして︑ころ
がっていました︒

五996 二三日すると︑ひわは︑もとのように元氣
になって︑かごの中をとびまわっていました︒

した︒

五期5 さんちゃんは︑ひわによくいってきかせま
ひわは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人なつっこい声で鳴

きました︒

五伽5

わは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さん

五梱8 さんちゃんがべんきょうをはじめると︑ひ
ちゃんの本をよむ声をまねます︒

五期3 さんちゃんが︑ハーモニカをふきはじめる

と︑ひわもよろこんで︑︿略﹀まねをします︒

水が︑︿略﹀︑音をたてて流れているのをき

いて︑ひわは︑そのまねをして︑

五皿5

さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし

ますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをします︒

五皿11

すずめがきたとき︑ひわが︑智略﹀︒﹂と鳴

いてみせました︒

五佃2

ひわが︑︿略﹀鳴いてみせますと︑すずめ
みそさざいが︑くらい木の中からきたので︑

は︑おどろいてとんでいってしまいました︒

五型7
五聖2

ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒

ひわは︑感心したように︑いつまでもその

声をきいていました︒

五鵬1

それで︑ひわは︑すっかりそのまねができ

るようになりました︒

五価4

しじゅうからは︑どこかへいってしまいま

いってしまいました︒

しかし︑ひわは︑すぐに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ま

ねをしました︒

五佃2

んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

五㎜9 おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ

ひわさん

ひわの子

ひん←がくようひん・きねん

ひわの子

ひわの子⁝⁝⁝九十四

︹課名︺2

ひわさん︑これからぼくの子だよ︒

﹇鵬﹈︵名︶1

九422團山には︑つぐみや︑ひわがきました︒
ひわさん

五欄3囹
ひわのこ

五37 十二

十二

﹇品﹈︵名︶1

五941

ひん・げいじゅつひん・こうげいひん・びじゅつひ

ひん

はいって

びんOくすりびん・しいくび

五405国白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で

ん

す︒

びんに︑さかなが

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

ほそ長い

びん ﹇瓶﹈︵名︶5
ん・てつびん

をやるから︒

七2311囹

光った︒

ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水

六631 朝日の光で︑アルコールのびんがきらっと

てもってきます︒

六304 あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ

びんもありました︒

三338囹

三335囹

さんちゃんのおかあさんも︑ひわをほめま

いました︒

したが︑ひわは︑いつもそのまねをしては︑

五価7

した︒

山祭10

ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう
ひわは︑それをみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑せき

ちのまつの木におりてきました︒

五㎜1
五雲3

こむように︑さかんに鳴きました︒

旅のひわも︑大よろこびで︑声をあわせて
旅のひわが︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

うたいました︒

五官5
五鵬7

旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木
の上へにげていきましたが︑

五研8

けれども︑旅のひわは︑そのままとんで

かごの中のひわは︑なかまをよびました︒

ひんしゅ

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

﹇品種﹈︵名︶1 品種

さんのことばをつづることを覚え︑

十一一344

かごのひわは︑大よろこびで︑﹁チュイン︑ ピン ︵名︶一 ピン

五佃4

チュイン︒﹂をはじめました︒

五研10

五慾6

ピンセットーフィリップじしん

580

びんぼう

金次郎のうちは︑こんなにもびんぼうで

もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ
﹇貧乏人﹈︵名︶2

びんぼう人

ここだって︑どこだって︑やはり︑お
どこにびんぼう人がいるの︒
ピンポン

ボール︑テニス︑ピンポン︑ラケット︑

︵名︶一

へ

︑る

ひんやり
夏は夏で︑ひんやりとした土べいの日か

げを選び︑風の通り場で遊んでいる︒

十三2712

︵副︶1

スキー︑ラジオ︑ニュース︑レコード︑チフス︑

十四219

ピンポン

十五982園

金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒

十五981園

びんぼうにん

ば︑きりょうのわるいおかあさんもないし︑

十五麗8園

した︒

十一2712

したので︑いつのまにかびんぼうになって︑

八943 品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂という 十一1911 大水で︑田や畑をみんな流されたりしま
のだそうです︒

ピンセット ︵名︶4 ピンセット
さまれて︑明かるいところへだされた︒

六43 小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六53 ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの
六111 時計屋さんは︑さっそくピンセットでねじ
をはさみあげて︑

六113 やがて︑ピンセットでねじをはさんで︑き
かいのあなにさしこみ︑

九604 やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑

ぴんと ︵副︶2 ぴんと

ひんぼん

九6511 やまねこはぴんとひげをひねっていいまし ひんやり
た︒

﹇頻繁﹈︵形状︶1

十五608 私の父とは︑心をゆるした間がらのこと

ひんぱん

﹇貧乏﹈︵名︶9

とて︑両者のつきあいはかなりひんぱんであった︒
びんぼう
だというつもりでした︒

八504 自分は﹁幸福﹂だといわずに︑﹁びんぼう﹂
﹇婦﹈﹇▽かんごふ・かんごふさん

ふいに︑はくしゅがおこった︒

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

七414

﹁ピリピリ︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふい

七544 ふいに︑ボールが︑ぼくのところにとんで
きた︒

十一114

そのとき︑ふいに︑みんなの頭の上が暗

に一そうのボートが近づいてきた︒

十五225

鳥は︑不意のしゅうげきにおどろいて︑

くなって︑

十五292

ふいに

﹁ドン︒﹂という鉄ぼうの音がし

十五328

﹇▽じつフィート

たかと思うと︑
フィート

フィッシュナイフ ︵名︶一 フィッシュナイフ

立ちあがった老博士は︑フィッシュナイ

︹人名︺5

フィリップむルイフィリッ

フをにぎった右手を大きくふりまわし︑

十五751

プ

フィリップ

それは︑フィリップの作品の中にみな

フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで

ぎっている大きな愛の氣持︑︿略﹀ のためなので

十四45
す︒

十四47

いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑
ふ

だから︑フィリップの作品の中には︑

﹃びんぼう﹄でございます︒

十四510

しかし︑フィリップのすなおな心は︑ま

こうしたフィリップの純血さ︑誠実さ︑

せんでした︒

ずしさのために︑すこしもゆがめられたりはしま

十四58

︿略﹀強い眞実の力が︑こもっているのです︒

十四51

八515園

不安

不意

ズ略V︒﹂と︑少年は︑ますます不安を

﹇不安﹈︵名︶1

ふい

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど

それというのも︑フィリップ自身︑︿略﹀

まずしい木ぐつしの子に生まれ︑

十四55

小さな鉄のねじが︑ふいにピンセットには フィリップじしん ︵名︶一 フィリップ自身

﹇不意﹈︵名︶8

六73

さまれて︑明かるいところへだされた︒

六43

ふい

おぼえながら答えました︒

十一651一

ふあん

ふけふけ風よ︑たこあがれ︒

人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

﹃びんぼう﹄はうちじゃたくさんだ︒

ふ

﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はうち ふ 一 ふ

四783

八516囹
じゃおことわりだ︒

﹃びんぼう﹄か︑﹃びんぼう﹄はうち

﹃びんぼう﹄でございます︒

八516園 ﹃びんぼう﹄はうちじゃおことわりだ︒ ぶ 且vいちぶ

八527圓

八525園

八527囹

﹃びんぼう﹄でございます︒

じゃたくさんだ︒

八539囹

びんぼう

﹃ びんぼう﹄か︒

﹇貧乏﹈︵形状︶3

八5310園

びんぼう

581
フィリピンーふえ

フィリピン ︹地名︺2 フィリピン

九172 フィリピンで︑ある年の十月のすえ︑子ど

私は︑いままで試合のまえにこんなふう

しらえて持たせているうちに︑

十一一787

ぶうぶうぶうぶう

︵感︶1

ぶうぶう︑ぶうぶう

ぶた﹁ぶうぶう︑ぶうぶう︒﹂

︵名︶一 プール

二631囹

九274圃秋風にプールの水がゆれている

プール

そういうふうなじゅんかんがおこります︒

にはげまされたことはありませんでした︒

十四714

もがつばめをつかまえました︒

十五409 ローマ字は︑アメリカ・イギリス・フラ

たまがひろえたら︑お月さんのくにの

こんなふうにして︑湯の表面には︑水の ふうん ︵感︶2 ふうん

びいいっと︑しゃしょうさんがふえをふ

﹇笛﹈︵名︶23 ふえ呂はとぶえ

七514

七5011

六182

ふえがまた﹁ピー︒﹂と鳴って︑しあいが

﹁ピi︒﹂と︑用意のふえが鳴った︒

あるきりぎりすはふえをふいています︒

きました︒

一494

ふえ

七247園 はるお感心したように︑﹁ふうん︒﹂

なかまにいれてもらえます︒﹂﹁ふうん︒﹂

一546囹

十四723

これは︑平安時代の町の風景で︑大和絵

へいあん

炭坑の風景︒

﹇風景﹈︵名︶3

うぼうにできます︒

ふうけい
い

十241

そうした風景から︑自分の國を愛すると

いうことを学んでいる日本の子どもさんたちにも︑

十五797

でやわらかにかきあらわされています︒

十一一鵬11

風景5ホートンふうけ

おりているところと︑のぼっているところとがほ

ンス・イタリア・トルコ・︿略﹀フィリピンなど︑
世界の大半につかわれている文字である︒

ふう ﹇風﹈︵名︶18 ふうOかいりくふう・きせつ
ふう・さんこくふう

五984 こんなふうに︑自分でもさえずりはじめま
した︒

六667 どんなふうにお話がすすんでいくか︑樂し
みではありませんか︒

六㎜1 弟は︑こんなふうにして︑﹁はな﹂といっ

六698 第二号がどんなふうになるか︑眠しみです︒

﹁ピー︒﹂と︑ふえがひびいた︒

はじまった︒

ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒

ふうせん尋かみふうせ

七521

﹇風船﹈︵名︶2

七644

ふうせん
ん

すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて

ているんだなと思うと︑きゅうにおかしくなった︒
七291園 どんなふうに書いたの︒

八294
︵名︶3

ぶうちゃん

一ばんはじめに︑ぶうちゃんが かぞえ

﹇封筒﹈︵名︶1

いって

そのあい色のふうとうには見おぼえが

ぶうぶう

すがたといい︑その目といい︑ふえの音と

けれども︑けんぎゅうはおちついて︑ふえ

がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

九848 先生のふえが鳴りました︒

けました︒

九517 たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

九5010

黒うしに乗って︑ふえをふいてきました︒

ノリ◎−

︑20いよいよその日になると︑けんぎゅうは︑

ていました︒

八3011 けんぎゅうは︑やはりふえに心をうばわれ

をふきつづけていました︒

八307

いい︑申しぶんのないけだかさがこもっています︒

八295

くる︑わかい男にであいました︒

二463囹 ﹁ふうせんかな︒﹂
四828 まつの木の枝を立てて︑色紙でおった

ある︒

ぶたは︑

ぶうぶう
十二ひきの

さわぎたてました︒

一一315囹

ふうとう

それからぶうちゃんは︒﹂ぶた﹁ぶうぶ

かぞえて みました︒

二302園ぶうちゃんはしんぽいして︑もう一ど

ました︒

一一295囹

ぶうちゃん

つるや︑ふうせんをさげました︒

七771 旅人は︑思いだすようなふうをして︑
八628園 どうだね︑どんなふうだね︒
んなふうになっただけですよ︒

八6910園 たまごの中にあんまり長くいたので︑あ
九1711 日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき
ますが︑

九7110 いかにもざんねんだというふうに︑しばら

ころして︑だれもいないふうをしていました︒

十二293 こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

︵副︶1

十五546囹

ふうとう

う︑ぶうぶう︒﹂

P0

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑

九725 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ
たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒
九804囹 まずどんなふうにほりますか︒

一一

十一2711 母親と相談して︑戸をしめきって︑息を ぶうぶう

のでしょう︒

十558 どうして︑こんなふうにゆきづまってきた

U2

フェニキアーふかい

582

﹁ピリピリ︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふい

九864 ピリピリッとふえが鳴りました︒
十一114
に一そうのボートが近づいてきた︒

十一134 おりから︑港の方でふえが鳴る︒
十﹇135 ふえの音は︑長くおをひいて消えていく︒
十﹁558圏 ことばはひびく︑あしの葉のふえよ︒
十三3511 はとにふえをむすびつけてとばすのであ
るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒
十三3512 とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

の名も︑だんだんふえてきました︒
二とおりにして︑くきの数のふえるようす

をみることにしました︒

八994

八529

森の中には深いみずうみがあった︒

そこの家の人はふかいため息をつきました︒

ない大きなふかい感じにうたれます︒
八606

四色︑五色と数をましていけば︑その感じ

九362團

︽ーイ・一

なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい

夜になって天の川をみると︑なんともいえ

ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

とちゅうに︑かなり深い小川にかけ渡し

深い森のそばをとびました︒

その細いやわらかなものが︑地をうがち

おおつなのようなたくましい根が︑深く
十二668

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

みえないが深くて長い︒

知識には︑浅いものと深いものがあるが︑

十三88

十三87

深い︑正しい知識を得るには︑

その深く進んだものを科学的知識という︒

その深く進んだものを科学的知識という︒

十三87

しげっていく︒

十二669

のびてみきをささえ︑

十二662

岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒

十二655

た一本橋がある︒

十一602

九帽6

ところの水をとって飲んでみたり

九悌4ずっと上流へいってためしてみたり︑深い

廣く深くほっていくのがいいと思います︒

九812園

中へお立てになりました︒

そこへ着くと︑先生はステッキを深く土の

そこは︑深い谷になっています︒

一メートルあまりも根をはっていました︒

九348團 ちょまの根は︑︿略﹀︑深いのになると︑

はまたふかくなるでしょう︒

九56

がやしました︒

八987 種まきのときとちがって︑こんどは深くた

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

1本ずつ植えたなえが︑だいたい7本ぐら 八964 土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
3本ずつ植えたのは︑9本ぐらいにふえま

いにふえました︒

八棚7
八棚8

したが︑いちばん多いので15本になりました︒

らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ
また︑ちょまはふえる力の強い草なので︑

んだんへってきたそうです︒

九334團
九349團

ふえには大小があるから︑

十三3512

十413

ふかい

深い

﹇民ちゃんのことば数のふえるのには︑お 九781！

45

﹇▽かんがえぶかい・なさけぶかい・よ

︵形︶

﹇▽オブコースフォアジャパン
﹇深﹈

五十音というものは︑︿略﹀︑﹁ちがったか

トンネルはだんだん深くなり︑漉くなりま

もやが深いから︑遠いような︑近いような︑

教室のまどは︑まだねむりがふかい︒

八810

月明かりだ︒

七705

七46

した︒

六搦9

かく考えてみたことはなかった︒

なをならべたもの﹂ぐらいに思って︑それ以上ふ

六柵2

うじんぶかい

カッ・ーク︾

ふか・い

フォア

どろいてしまいました︒

十二3011

海水が茶色にかわるほどになるのである︒

ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑

十三361 はとがむれになってとんで來ると︑ふえ
フェニキア

の音がおのずから和音をふくみ︑
︹地名︺一

十五412 このエジプト文字がフェ＝キアに移って

フェニキア

フェニキア文字となり︑

十五413 このエジプト文字がフェニキアに移って

フェニキアもじ ︵名︶2 フェニキア文字
フェニキア文字となり︑

齢子規りす

十五413 さらに︑そのフェ一一キア文字がギリシア
﹇笛﹈︹話手︺1

に傳わってギリシア文字となり︑
ふえのきりぎりす

ふえふき

筋號勘りす﹁たいへんきれいなもんくをいい

﹇笛吹﹈︵名︶4

ましたね︒

六1910
ふえふき

九507 ﹁ふえふきのたき﹂は︑まつ白な岩のがけ

九507 ﹁ふえふきのたき﹂でした︒
の中ほどに︑小さなあながあいていて︑そこから

鳥だろうと︑

しものふかい朝の野にでたとき︑

水がふえのように鳴ってとびだし︑

大きくなるにつれて︑だんだん地のそこふ

八361

かくもぐりこんでいきます︒

八136
︽ーエ・ーエル︾

八20エ
ふえる

九512囹 おいおい︑ふえふき︒
﹇ 増 ﹈ ︵ 下 一︶8

九516園 ふえふき︑ありがとう︒
ふ・える

三202 えをかいていくうちに︑花の名も︑鳥

583
ふかがわ一ふきつづける

ですから︒

十四85国 なにしろ︑私たちよりふかいものなん

らは︑どんなことばがはいってきたのだろうか

十四272 日本といちばん関係のふかかった大陸か

ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十四329 星と人間とは︑たいして関係がなさそう

で︑

十五765

ふかがわ

深川
そ

ら

私は︑停車場まで送ってくださった博士

ぱしよう

﹇深川﹈︹地名︺1

ふかがわ

のこう意をふかく謝して︑
ふかがわ

深川の芭蕉の家の近くに︑平良という

人が住んでいました︒

十一一702

ぶかっこう

眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の

十四365 むかしからすぐれた人たちは︑星の光の ふかさ ﹇深﹈︵名︶1 深さ
十426
深さのこともわかり︑

ふかまる

︽ーッ︾

それは︑ぶかっこうなみっともないあひる

﹇不格好﹈︵形状︶1

﹇深﹈︵五︶1

宗教も︑科学も︑哲学も︑ふかまって
深み

くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

﹇深﹈︵名︶1

∩深﹈︵下二︶1

ふかむ

しんけんさは︑どうだろう︒
ふか・む

ふきあがる

︽ール︾

すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑
﹇吹上﹈︵五︶1

︵下一︶

1

ふきあげる

︽一

ジュッ︒ふきあがる︒はげしくまわる︒
﹇吹上﹈

高くふきあげられて︑空にきえていくかか

十三251

ふきおく・る

そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

﹇吹送﹈︵五︶1 ふき送る ︽ール︾

みんなの頭の上が暗くなって︑なんだか

﹇吹起﹈︵五︶1 ふき起る ︽ーッ︾

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑
ふきおこ・る

﹇吹掛﹈ ︵下一︶ 1 ふきかける ︽一

大きなあらしがふき起ったような音がしました︒

十五227

ケ︾

ふきか・ける

りをつけてやったりしますと︑やっと生き返りま

五994 さんちゃんたちが水をふきかけたり︑くす
した︒

ふきこむ ︽ーム・ーン︾

すずしいかぜがふきこんできたので︑

﹇吹込﹈︵五︶4

一5110

ふきこ・む

夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑

目がさめました︒
七641

ふきぬける︒

十四675 湯げは︑えんの下やかきねのすきまから︑

空氣がのぼっていくあとへ︑入れかわり

つめたい風がふきこむたびに︑横になびいては︑

十四685

に︑そのつめたい空氣が下からふきこんできて︑

九517

︵五︶ 1

ふきちぎる

︽一

みょうなゆらゆらした光った線や︑うす

﹇吹千切﹈

庭のあさがおの花は︑みんなふきちぎら

︵下一︶ 2 ふきつづける

けれども︑けんぎゅうはおちついて︑ふえ

たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

をふきつづけていました︒

八307

︽ーケ︾

ふきつづ・ける ﹇吹続﹈

れ︑

十一514

ラ︾

ふきちぎ・る

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

十四701

ひるすぎていよよにあかきばらの花 ふきそく ﹇不規則﹈︵形状︶1 不規則
﹇吹﹈←ふえふき

いよよに重くかたむきふかむ

十五156図圃
ふき

︽ーム︾

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑深みや

十三611囹

ふかみ

いったのです︒

十四328

ふかま・る

の子ではなかった︒

八909

ぶかっこう

キューリ1夫人は︑︿略﹀︑物理の時間に︑

中からふかい思想を読みとりました︒
十四3610

先生から︑星をつかめといわれ︑そのことばにふ
かい感動を受けたということです︒

十四604園 しかし︑ぼくは︑そんなよくのふかい︑
身がってなことはいいませんよ︒

十四836 深い雪の中で生活している人々︑

十四867 いますこしふかく考えれば︑さらにおも
しろい場面が発見されるように思われる︒

十五82團 みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか
く

十五199 氷河が無言の流れをきざんでいる深い深
い谷の上を︑

十五199 深い深い谷の上を︑
へなげこんで︑

十五2110 男の子は︑小石を見つけては深い谷の中

し

六368

ゲ︾

ふきあ・げる

三879

ふきあが・る

たけのこや︑ちょうや︑はち︑

十三65

十五278 アルプスの深い谷の中を︑大わしは︑少 ふき ﹇蕗﹈︵名︶1 ふき
年をせにのせ︑少女を下にさげて︑

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒

十五514 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑

十五568園そんなわけで︑私と日本とはふかい関
係があるのだが︑

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五689 おばさんは目になみだをためながら︑
十五734 ふかい思い出にうたれている私の目の前

ふきでる一ふく

584

けました︒

﹇吹出﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

ふきでる

︽ーデ︾

ふきとばす

︽ーサ︾

五3410 ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ

ふき・でる

﹇吹飛 ﹈ ︵ 五 ︶ 4

がふきでています ︒
ふきとば・す

ばされる︒

六326 てっぺんのぬけたかんかんぼうしがふきと

八鵬4 風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

六392囹 かかし﹁ふきとばされたんです︒
からごみをふきとばさせます︒

長いしゅすの服を着て︑

四936

四876

四783

風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん

風がふいてきた︒

ふ

風にふかれてとんでいるうちに︑いっ

ふけふけ風よ︑たこあがれ︒

九637
やまねこは︑黒いしゅすの服をぬいで︑

びか光るずきんをかぶり︑金のうでわをはめ︑

九697
たかぎの服のほこりをはらいながら︑

六糾3

まつ白にこなのふいたほしがきなどをいた

あるきりぎりすはふえをふいています︒

風がふく︒

ひいているもの︑たいこをたたいているもの︑

六183 ハーモニカをふいているもの︑オルガンを

六183

だいて︑

五224

しょになったりわかれたり︑

四956

降ってくる︒

九915

やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび
まつ白な服をつけた少女の立っているよ

つけようとする︒

九972
十五214

なんてかわいらしい服を着ているのだ

うなけわしい山が︑

十五9710囹
ろう︒

ク・ーケ・ーコ︾

十五3110 羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆふ・く ﹇吹﹈︵四五︶49 ふく ︽ーイ・ーカ・ーキ・一
︽ーケ

六364囹︺ああ︑またふいてくるよ︒

ふきぬける

かぜがふきます︒
一372

﹇吹抜 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

七574 ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふいて

ふきぬ・ける

かぜがそよそよとふきます︒
一373

1

ふきはじめる

八294 すると︑集うしにまたがり︑ふえをふいて

七622

ふけふけ風よ︑たこあがれ︒

いよいよその日になると︑けんぎゅうは︑

ここ四五日は大風がふくし︑雨は降るしで︑

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九㎜6 風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

あみもはることはできませんでした︒

九伽2

ちめんに波だち︑

九598 そのとき︑風がどうとふいてきて︑草はい

木はバラバラと実を落しました︒

九495 すきとおった風がザアッとふくと︑くりの

をふいている風である︒

九124 町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物

てくる風であり︑

九122 とうげ道にさしかかったとき︑さっとふい

黒うしに乗って︑ふえをふいてきました︒

八3210

くる︑わかい男にであいました︒

す︒

きました︒

あたたかいかぜがふいてくる︒

ニー45

二651圏

そうして︑風がどちらへ

みずうみのほうから︑風がふいてきま

風がふくと︑にわとりがふわふわふく

ふいている

かぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ

ふいてくる︑あたたかいかぜ︒

れる︒

四144

か︑みてごらん︒

三678園

んとします︒

三409

二653園

しゃぼんだまをふいてあそびました︒

びいいっと︑しゃしょうさんがふえをふ
一494

きた︒

ル︾

︵下一︶

︽ーッ︾

く

四537
した︒

ふ

風がふく︒

あさかぜが︑そよそよとのはらを
一374

ふきま

七641 夏の風がふきこんで︑新聞など動かして︑
ふきぬける︒

ふきのとう ﹇蕗墓﹈︵名︶1 ふきのとう
﹇吹 始 ﹈

十一426圃 ふきのとうでて︑すいせんにおい︑
︽ーメル︾

ふきはじ・める

ふきまわる

五寸2 さんちゃんが︑ハーモニカをふきはじめる
と︑

﹇吹回 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

かがみ

一348園 かぜになって︑どこでもどんどんふ

ふきまわ・る

おかあさん

ふきん

きまわってみたいのです︒
﹇布巾﹈︵名︶1

一328 お日さま

ふきん

服

し一手ぬぐい一ふきん一おへや一
ふく

四783

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

赤いふくをきて︑三かくぼうしをかぶ 四555 その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も

﹇服﹈︵名︶8

四837

ふく

り︑︿略﹀サンタクローズのおじいさんが
五713 おばあさんは︑けがわのふくをきて︑びか

585
ふく一ふくらむ

九地9 夜つゆをみていると︑風がふいてきました︒

四㎜8

四725

︽ーイ・ーキ・ーク︾

はなをふく︒

かめは︑手でなみだをふきながら︑なん
どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑

ゆかをきれいにふきました︒

あせをふきふきあるいていました︒

五806

上でき︒﹂と︑さもまんぞくそうにしき台

かべいたもふきました︒

五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた
一方の手で花たばを取りながら︑一方の
たなか

すると︑窓ガラスをふいていた田中さん
私をせにおいながら︑あせをふきふき歩

福沢諭吉

ふくざわゆきち

あせをふきふき歩かれた
﹇福沢諭吉﹈︹人名︺1

ふくじゅそう

天は︑人のうえに人をつくらず︑人のし
ふくざわゆきち

﹇福寿草﹈︵名︶2

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ
ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ
な子や夜はいろりの火にあてており

三笠1図魍

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

九宙6図圃

ふくじゅそう

たに人をつくらず︒一福沢諭吉

十五813

ふくざわゆきち

十五654

かれた新島のおじさんと︑

十五653

が︑﹁︿略V︒﹂といった︒

十四187

手で目をふきました︒

十一9111

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六㎜4

をおりてきて︑あせをふきます︒

六1810

五807

五294園

あせをふきふきあるいていました︒

五294園

どもおじぎをします︒

十622 風がふいて︑ガサガサ音がしたから︑
十667囹 そちらからふいてくる風にあたっても︑
たちまち死ぬといわれるくらいだ︒

十一351圏 ふくすず風に夕はん差し︒

十一366圏 ひと日のあせもおさまって︑夕風ふけ
ばたいこ鳴り︑

なってきた︒

十一371圃 はぎの花ふく朝風も︑音さえすずしく

れたくぬぎ葉鳴らす︒

十一403團 夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか

さきに近づいた︒

十一427圃 うめもほころび︑こちふけば︑春も目

ると︑ころころところがりだす︒

十三367 ふわふわとまるくなって︑風がふいてく

十四424圃心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

十四416園 朝風がふいてきた︒
雪がふろうが︒

十四765 海陸風とよばれているもので︑平間は海
から陸へ︑夜は反対に陸から海へとふきます︒

十四765 すこし高いところでは︑反対の風がふい
ています︒

十四885 風にふかれたからであろうか︒
の庭の植え木の青めふく見ゆ

十五106図圏 いけがきのすぎの木ひくみとなり家

十五108図野ばらの木の赤きめをふくかきの上に
小さき虫の出でてとぶ見ゆ

ふく

す︒

四717四組の﹁ふくびき﹂︒

﹇福引﹈︵名︶1

ふくびき

三947 ピアノやふくすけをおることもできま

十五674 日曜学校の生徒であった私は︑そのクリ ふくすけ ﹇福助﹈︵名︶1 ふくすけ
﹇拭﹈︵五︶13

スマスに得意の銀てきをふいたが︑
ふ・︿

けしきをながめます︒

二399 たろうは︑あせをふきながら︑あたりの ふくびき

ふくびきあそび

﹇福引遊﹈︵名︶1

ふくびきあそび

﹁なぞあそび﹂﹁ふくびきあそび﹂お正月

までに︑ことばあそびのたねをたくさんこし

四673

らえておきましょう︒

よあけにぱあとまつき色︑つゆをふ

ふく・む﹇含﹈︵四五︶7ふくむ︽ーマ・ーミ・一
ン︾

くんでさきました︒

三496圃

うた︑いわのうた︒

五45 水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の

八510 てのひらで遊ばせたり︑口さきにふくんだ

ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか

えさをとらせたり1
九佃6図圃

わずは鳴くも夏のあさ夜を

九伽2 上流に向かって歩きながら︑ときどき水を

きのこがたくさんあったこと︑りすをみ

ふくんでは泉をさがしていった︒

十二924

ふえには大小があるから︑はとがむれに

そんなことがふくまれている︒

つけて追いかけたこと︑もみじの枝をとってきた
こと

なってとんで來ると︑ふえの音がおのずから和音

十三362

をふくみ︑それこそ天上の音樂である︒

ふくら・む﹇膨﹈︵五︶5ふくらむ︽ーマ・ーン︾

にふくらんでいて︑

七957 よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよう

うにからだをふくらませて向かってきた︒

八705 しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

ほうがすこしふくらんでいました︒

八953 水をとりかえるときにみたらもみのもとの

がでそうです︒

八撹1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ

八餌3 二つにわってみたら︑中に︑青いものがま

ふくる一ふさぎこむ

586

︵ 下 二 ︶ ﹇ ▽ きぶくる

るくふくらんでいました︒
ふくる

ッ︾

ふくれあが・る ﹇膨上﹈︵五︶3 ふくれあがる
︽

十︻7710 夕がた︑コップを病人の口もとにつけた
ときに︑少年はそのふくれあがった顔の上に︑
まちふくれあがってだだをこねだした︒

ふくれる

︽ーレ・ーレ

父兄

ふくろうさん︑がんのなかまをみな

﹇父兄﹈︵名︶2

呂よふけ

ふけわたる

︽ール︾

夜のふけるのも知らないで︑見とれてし
﹇更渡﹈︵四︶1

の外明らかに月ふけわたる

主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

からすの鳴き声がわるいから不幸がある

﹇不幸﹈︵名︶6 不幸

うのさ︒

十五塒4園

みんな不幸のところへにげこんでしま

﹃不幸﹄に行くのをとめることは︑な

﹃不幸﹄をなぐさめてやることがすき

﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

﹇不幸﹈︵形状︶1 不幸

同じ名まえの人も世の中には多いが︑あ

﹇不幸其物﹈︵名︶1

﹃不幸﹂その

そういうわけで︑あれにうっちゃられ

﹇不細工﹈︵形状︶1 ぶさいく

﹇Vちぶさ

ふさぎこ・む

ふさぎこんで下をみつめていた女の子が︑

﹇塞込﹈︵五︶1 ふさぎこむ ︽ーン︾

思わず﹁あっ︒﹂とさけんだ︒

六107

して︑それにはいあがっていきました︒

八217 せみは︑さっそく︑ぶさいくなかっこうを

ぶさいく

ふさ

みじめなものになってしまうのです︒

ると︑ぼくたちは︑﹃不幸﹄そのもののように︑

十五鵬8園

もの

ふこうそのもの

不幸になっている︒

る人は︑幸福なくらしをし︑ある人は︑たいへん

十三1010

ふこう

不幸のなかまにはいってしまった︒

十五柵3園

なのですから︒

十五塒6園

かなかむずかしいのです︒

十五鵬5園

た﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄ですよ︒

あれは︑不幸のほらあなからにげて來

十五948園

などといった︒

十三101

ふこう

てきて︑かしてくれました︒

九789

そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい ふご ﹇番﹈︵名︶1 ふご

れられて︑かぎをかけられました︒

五1810

ふくろの中からだされて︑ほっとしている
母がこしらえてくださったパンを︑ふくろ

と︑︿略﹀また︑かばんの中にいれられました︒

五198
十512
ふくろう

からとりだして︑いぬにやりながら︑
﹇昊﹈︵名︶4

ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり

木の下におりていってしまいました︒

十569

のからだを手でいじりました︒

十569そうしたら︑二年生の男の子が︑ふくろう

た︒

十568私は︑遊び時間にふくろうをみにいきまし

十567妹の作文 ふくろう

十五623 大小二つのくつをちらと見た私は︑たち ふくろう

十五878囹 ﹃みたされたきょえいの幸福﹄で︑
﹇膨﹈︵ 下 一 ︶ 6

︿略﹀︑りっぱな︑ふくれあがった顔をしています︒
ふく・れる

三955 この 一まいの紙が︑いろいろなかたち

ル︾

になったり︑ふくれたり︑立ったりします︒

ふけい

ふけ

かったかい︒

四602囹

四145 風がふくと︑にわとりがふわふわふく ふくろうさん ﹇臭﹈︵名︶1 ふくろうさん
れる︒

いままでぺしゃんこだったさきが︑ふくれてかた

八桝2 いねの花のすんだあとをさわってみると︑
くなっていました︒

それをみようと︑父兄の人たちは︑自分

︽ーッ︾

子どもと父兄と︑いっしょに呼ばれてい
ふける

博士は︑遠い昔を思い出して︑ひとりそ

﹇耽﹈︵五︶1

のときの思い出にふけっていられるようすだった︒

十五586

ふけ・る

るようです︒

十一444

の席で立ちあがります︒

十四5211園 こんな︑十キロもあるような大きなか 十︻443
ぼちゃでも︑それは︑花の一部であるめしべの根
もとが︑大きくふくれただけのものです︒

十四536園 どうしてそのめしべの根もとがふくれ
て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四732 かべや屋根が熱せられると︑それに接し
た空氣がふくれてのぼる︑

ふけわた・る

まう︒

十三345

ふくろ ﹇袋﹈︵名︶5 ふくろOてぶくろ・ひとふ ふ・ける ﹇更﹈︵下一︶1 ふける ︽ーケル︾
くろ

一614 しろちゃんはふくろからだいやもんどを
とりだして︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い い ま し た ︒

ていらっしゃつたので︑

三4710 にいさまがたのおもいふくろをせおっ 十五133︹意向 夜のとこにねながら見ゆるガラス戸
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ふさぐ一ふしぎ

ふさ・ぐ

﹇ 塞 ﹈ ︵ 五 ︶3

ふさぐ

︽ーイ・ーガ・ーギ︾

八721 ﹁︿略﹀﹂と︑あひるの子は思った︒そうし
て︑目をふさいだが︑またさきへとんでいった︒
つ林におおわれた道もない谷まになった︒

九伽8 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

ふざける

︽ーケ︾

﹁入口ふさがず乗ったら中へ︒﹂

︵下一︶ 1

十一543圏
ふざ・ける

︵サ変︶

1

ふさふさする

らいこけたりしながら︑︿略﹀かけだして來て︑

十五9611 小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ

﹇総 総 ﹈

ぶさた δごぶさたする
ふさふさ・する
︽ーシ︾

が二つあって︒

﹇節﹈︵名︶1

ふし

無事

私はそういって︑どうぞぶじにつきますよ

で︑ありは︑ぶじに岸にあがることができました︒

七365

それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑

寒い冬もぶじにこすことができました︒

うにと︑心の中でいのっていました︒

八147
十一一6012

やわらかなボールだったので︑無事に受

長者の望みはとげられた︒

十一一863

ふしあわせ

ボストン︑ニューヨーク︑ワシントンと

け返すことができ︑

十五533

﹇不幸﹈︵名︶1

無事に旅を進めて︑

ふしあわせ

はくちょうは︑その受けてきたまずしさと

ふしあわせとをかえって喜んだ︒

八913

ふしあわせ

フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで

﹇不幸﹈︵形状︶1

ふしぎ

私は︑どのようなおどろきとふしぎが私

﹇不思議﹈︵名︶2

ただそれだけでは︑なんのおもしろみも
ふしぎ

ふしぎなことに︑はちをもった手が︑

あれはふしぎなだいやもんどですよ︒

﹇不思議﹈︵形状︶37

三1510
きました︒

三165園

﹁ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑せんどう

三284園

三281園

いや︑ふしぎでもなんでもない︒

ふしぎだ︑ふしぎだ︒

たちも︑みている人々もいいました︒

三281園

これはふしぎだ︒

するするとおしやかさまの目のまえにのびて

一537囹

ふしぎ

なく︑ふしぎもないようですが︑

十四624

を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒

十二322

ふしぎ

人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑

十四48

ふしあわせ

五8611園黒いかみのけがふさふさして︑まるい目
ふし
﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけて

ふし

﹁︿略﹀︒﹂といって︑みかどへおわかれ

﹇不死﹈︵名︶4

よびながら︑ひとりの子どもがきます︒

五865

ふし

三備4

しみをますたねになるばかりでしたので︑

の手紙とふしのくすりをのこしました︒
三野3 ふしのくすりと手紙は︑かえってかな

三宙3園 その山の上で︑ふしのくすりと手紙
をやきすてよ︒

三宙7 すると︑ふしのくすりをやいたけむり

ぶじ

が︑山の上からいつまでもいつまでもたちの
ぼっていました︒
ふじ 与えぞふじ
﹇無事﹈︵形状︶7

まみつおさんにおったえすることができました︒

五2010 私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま

ぶじ

六157木の葉の船は︿略﹀川の岸につきましたの

三棚1

ふしぎに思って︑その竹を切ってみま

すと︑小さな︑きれいなおひめさまがすわって

ところが︑ふしぎなことに︑手足の力が

いました︒

なくなって︑なにをすることもできなくなつ

三麗9

てしまいました︒

五669 おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん

よしおとみちこが﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂

に︑このふしぎな話をしました︒
六543

といいあつているのをききながら︑ふみおはふし

﹁やあ︑よくあがる︒ふしぎだなあ︒﹂

また︑ふしぎでなりませんでした︒

ぎでたまりませんでした︒
六桝9園

六615

さなぎをふしぎそうにみながら︑

といって感心しました︒

七278 はるお

ふしぎだな︒あんなあおむしが︒

﹁これ︑死んでいるの︒﹂

七3210園

七年の月日がたったころ︑せみの子たちは︑

れいのふしぎなかしこさで︑もう大きくなりきっ

八203

一つのたいこが︑そのうちかたによって︑

あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持

たことを知ります︒

八845

になった︒

水の音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降るよう

九1210

すにもなるのは︑ふしぎである︒

汽車や自動車もかなわないくらいの早さで

すから︑なん百キロの海をひといきにとぶのも︑

九186

それで茶をたててみると︑いままで味わっ

けっしてふしぎではありません︒

九梱11

おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑

たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

それは白いちょうちょでした︒

九悩6

ふしぎふしぎ一ぶす
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九側10 くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ
とみつめました︒

十289 観察すればするほど︑自然のおもしろさも
わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十367 村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑
ふしぎな機械に目をみはりながら︑

十384 眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら
れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十385 しらべてみると︑けっして︑ふしぎでもな
んでもないものであった︒

いったようなあるふしぎなものを感じました︒

十二376 めばえてこようとする心のはたらきと

いるふしぎな冷たいものの名であることを知りま

十二377 ﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて
した︒

ふしぎだな︑おかあさん︒
ふしぎふ

の肉や︑ふしぎなくだものを︑︿略﹀︑ たべたり︑

十五餌3園
﹇不思議不思議﹈︵形状︶1

飲んだり︑

ふしぎふしぎ
しぎ

不自由

なんの不自由もなくくらしているかと思う

﹇不自由﹈︵名︶1

んのりふじの山︒
ふじゆう

八469

﹇不自由﹈︵形状︶4 不自由

と︑友だちがいなかったりしました︒

四紹4園わたくしがこの世に生まれてくるま

ふじゆう

皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく

芭蕉はたったひとりで住んでいて︑なに

﹇夫人﹈ ︵名︶ 1

夫人 δキューリーふじ

婦人δろうふじん

一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人

﹇婦人﹈︵名︶1

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒

十四487

そのころ日本をたずねた外人の中で︑ ふじん

て︑ついにラジウムを発見したのです︒

十四3611 夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

ん・にいじまふじん

ふじん

かにつけて不自由であろうから︑

十二707

られたらたいへんです︒

はみえないらしいので︑ねこや︑すずめにみつけ

八214

子どもたちをすわらせました︒

みんなを立たせ︑不自由な人や︑女や︑

では︑なん百年も︑なん千年も︑人々は不自由

ばんだい

五247囹

ふしぎふしぎ︑はなか

アイウ塩引︑カキクケコから︑ じゅんじゅ

︽1

んにいってみたところが︑

六皿7

ふしくれる

な思いをしました︒

1

マミムメモの二ぎょう

︵下一︶

らでる音は︑ナニヌネノ︑
だけで︑
﹇節榑﹈

ふしくれた手︑ とがった足︑うすきみのわ

ふしく・れる

九衛3

レ︾

く略＞1くもは︑自分ながら
ふ じ
富士山 富

﹇富士山﹈︹地名︺5 ふじ山

るいかたち︑

ふじさん
士山

じ

えの
でした︒
それはふじ山

四833

﹁ ふしぎだなあ︒﹂

じ

十二433囹︺

ふ

これは富
︑士山よりはすこし高く︑四千

ふ

十二川6 おなじみの富士山の絵です︒

じ

富士山や磐梯山のいただきをきわめたのは︑︿略﹀
私がはじめてだろう︒

ふしぜん

助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た

歌を歌っていたおじょうさんも︑そのほ
ふす

︹課名︺2

﹇▽うつぶす・ひれふす

十38七ぶす⁝⁝⁝六十二

ぶす

ぶす

かの婦人たちも︑みんなすくいあげられました︒

十四505

ちが力をおとさないように︑

十四4811

そのときは︑まだ三角測量が行われて ふじんたち ﹇婦人達﹈︵名︶2 婦人たち
﹇不自然﹈︵形状︶1

ふじの山

いってから︑すこしふしぜんだなと思った︒
﹇富士山﹈︹地名︺4

それで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂と

十626 七

ぶすδきょうげんぶす

ぶす

に

日本一のふじの山︒

四746

かもめすいすいとんでいく︑空にほ

空にかすんだふじの山︒

ぶす ︹題名︺1

四燭4圏

四伽7圃

いうようになりました︒

軍帽9

ふじのやま

六鵬1！

ふしぜん

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

十五563園

ふ

十五5512園

百七十メートルばかりの高さがありますが︑

十五196

十一一575 ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か
ら九十九だんの石だんができている︒
十三3211 たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で

あろうと︑トンネルのようなホートンには︑それ
﹁︿略﹀︒﹂と︑さもふしぎそうにいうと︑

が︑ふしぎなほどよくひびきわたる︒
十四226

ばが︑いろいろな國からはいってきて︑日本語に

十四246 私は︑どうしてこんなにたくさんのこと
なったのだろうかと︑ふしぎになってきた︒
うことは︑︿略﹀よくわかっていないようです︒

十四7310 このふしぎなもようがなんであるかとい
十四968 それがゆらゆらともえあがると︑まあ︑
．なんというふし ぎ な こ と だ ろ う ︒

十四観6 人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た
﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑けだもの

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒
十五824
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ぶす一ふたくち

十651 つぎの﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なもの
ぶす

﹃ぶす﹄といって︑おそろしいどくがは

﹇付子﹈︵名︶5

です︒

ぶす

十666囹
﹃ぶ す ﹄ だ よ ︒

いっている︒
十696園

ふ せ ぐ ︽ーガ・ーギ・ーグ︾

不足

き︑ときどき水をとりかえました︒

ふたを取ってみようか︒
ふたでもしておけば︑ひやされるのは︑

思いきって︑ふたをあけてみました︒

十699園
十702
十四7011

しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで

︿略﹀茶わんにふれた部分だけになります︒

十四719
﹇札﹈︵名︶1

机

おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒
電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札
ぶた

ぶた﹁ぶうぶう︑ぶうぶう︒﹂

﹇豚﹈︹話手︺3

二631

ぶた﹁おや︑ひばりさんだ︒﹂

ぶた﹁だんだんはやくなる︒﹂

ぶたOこぶた

ぶたは︑

ぶうぶう

いって

十二ひきのぶたが︑そろって川をわ

﹇豚﹈︵名︶3

十三369

﹇二足﹈︵名︶1

二足

立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二
舞台

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを美しく舞台

人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔

にあらわそうとする望みもあるのだ︒

十二5311

舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家

舞台の作りかた

や頭がみえないようにする︒

十二544

を作っておく︒

十二5410

ときには︑ホートンの廣場などに︑かげ

十二54図 舞台

ところが︑このしばいは︑舞台に出て來

手紙を読みながら︑舞台のまん中に出て

絵の舞台をこしらえて︑そこで︑人形あやつりが

十三342
はじまる︒

十三431
來る︒

ですから︑舞台に出ている人は︑四人の

る人が︑ただひとりです︒

十三444
十三4410

舞台は清らかな︑ごうごうしい︑ばら色

人と話をしているわけです︒

﹁一︑二︑三1﹂と数えながら舞台はし

﹇舞台端﹈︵名︶2 舞台はし

の美しい光に照らされます︒

十五944

九929

そうしてさっさといきかけるが︑舞台はし

まできてとまる︒

九952

で足をとめる︒

舞台の中ほどに大きな木が一本立っている︒ ふたえにじ ﹇二重虹﹈︵名︶1 二重にじ

﹇舞台﹈︵名︶14

九878

舞台のすみからボタンをひろって

︵名︶2

ふたガラス

時計屋さんは︑︿略Vねじをはさみあげて︑

だいじにもとのふたガラスの中へいれた︒

六112

のっている小さなふたガラスの中で︑

六49 自分のおかれているのは︑しごと台の上に

ふたガラス

九281空理 一一重にじ青田の上にうすれゆく

こうして︑ふたり︑じゅんじゅんに舞台を
さる︒

九934

たかぎ

十二477園命のない人形を思うままに動かして︑ ふたくち ﹇二口﹈︵名︶1 ふたくち

くる︒

九968

台のおくになげすてて︑

しかし︑自分の物ではないので︑それを舞

九931

ぶたい

足ほど歩きました︒

十二292

ふたあし

大通りを︑ぶたがぞろぞろと歩いて行く︒ ぶたいはし

さわぎたてました︒

二315囹十二ひきの

たりました︒

二288園

ぶた

．二679

二645

ぶた

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一5110

﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑いちばん早ふだ

﹃ぶ す ﹄ で は な い ︒

十7311園

十698囹

道と思ったのです ︒

くちくえども死にもせず︑みくち︑よくち︑

十747図圏囹 ひとくちくえども死にもせず︑

不正

はくえども︑死なれもせず︒

ふせ 5まちぶせ
﹇不正﹈︵名︶1

﹇防﹈︵五 ︶ 3

﹇不足﹈︵名︶1

不足

どれもこれも不足はなさそうである︒

﹇不足﹈︵形状︶1

かわいいひとりの王女もあって︑なにひと

八948 水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお

ふた ﹇蓋﹈︵名︶5 ふた尋ひぶた・まぶた

つ不足なことはありませんでしたが︑

八374

ふそく

にたつのに︑

六610園 ひとかどの役目をつとめて︑
世の中の役

ふそく

からふき送る砂ぼこりをふせぎ︑

十三251 そればかりでなく︑しげった林は︑海岸

るのはふせがれましたが︑

十三226 アルプス産の小もみを植えたので︑かれ

をふせぐこと︑

五824園 夜は︑はらまきをきちんとして︑
ねびえ

ふせ・ぐ

えしされたときに︑ いつもにっこりしています︒

﹃ 正 義 で あ る こ と の 大 き な 喜 び ﹄ で ︑ 不正がしか

＋五価12囹第一にいわなければならないのは︑

ふせい

ぶふ
すた

ふたこ一ふたつ
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﹇二子﹈︵名︶2

ふたこ

くちくえども死にもせず︑

二つにわってみたら︑中に︑青いものがま

ぎの頭のことであらそっていた︒

八餌2
九53

二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

これは二つの色の組みあわせですが︑

るくふくらんでいました︒

九92

目はふたつ︑みみもふたつ︒

でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ

わたしが︑研究所でどうしてもできな

かったことが︑二つあります︒

十467囹

をなぐった︒

九997囹

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一272

それなら︑あなたの目のなかにふた

目はふたつ︑みみもふたつ︒

三365囹
三449園

人の顔をちょうこくするのに︑一一つのやり

一ぎょうの中にはいっている︒

七675

そこには︑一一つの鳥の家族が︑︼つのうな

かたがあります︒

八676

を二つならべて︑その上でねむりました︒

あきた

先生は︿略﹀︑二つの人形が同じ名まえ

お

が

かみやま

もとやま

秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という

このゆめを実現するために︑ダルガスの
十三419囹

とっておいたほうがいいよ⁝⁝うん︑

ああ︑リックサックも二つある︒

十四814

雪の映画を二つ見た︒

うり二つ︒

小包二つは︑おそらくいっしょには着

十四832

このように︑二つの映画は︑どちらも雪

女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし

た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四943

にえんのあるものであるが︑

十四859

きますまい︒

十四1211團

うん⁝⁝そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝

十三425囹

とるべき手だては︑ただ一一つしかありません︒

十三1912

二つの山がある︒

十二574

であることをわからせようとなさいました︒

十二356

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

かぼちゃの花がさきました︑はかげに 十一一245 めいの民ちゃんは︑一一つ︑満でいえば一

こしかけが二つおいてあります︒
どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑

あせをふきふきあるいていました︒

五294園

四佃5

ふたつさきました︒

三502圃

かぞえながら︑わたっていきました︒

十一233 いちばん下のは︑そのとき二つでした︒
大きなかまどがふたつもあります︒
コつ︑二つ︑三つ︑四つ︑五つ︒﹂と 十一7611 夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

つひかっていますよ︒

一657園

一273

つ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

一116園ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

一112囹ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑いつ

たつ︒まっぷたつ

十745図魍園 ひとくちくえども死にもせず︑ふた ふたつ ﹇二﹈︵名︶41 ふたつ 二つ﹇▽はつめいふ
ふたこ

十五8711園﹃のどのかわいていないときに物を飲

ニー51 ふたこもできました︒

む幸福﹄と︑﹃腹のへらないときに物をたべる幸
福﹄で︑ふたりはふたこで︑

ふたことみこと ﹇二言三言﹈︵名︶2 二こと三こと
十一749 病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑
︿略﹀︑二こと三こと看護婦にたずねました︒

十一842 少年は二こと三ことことばをはさんで︑
ふたたび

家族のようすを話そうとしましたが︑
﹇再﹈︵副 ︶ 1 0

六119 自分がここにはいったために︑この時計ぜ

ふたたび

んたいが︑ふたたび活動することができたのだ
七444 車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた
馬車はふたたび走りだして︑

たび︑しらがの老人のところにもどった︒
八2711

どのおにんぎょうでも︑目は二つですよ︒
ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ

ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに
二つのつつをのばしたりちぢめたり︑かげ
んしているうちに︑はっきりした︒

六通5

したりして︑つくえの上をみたり

六997

く︒

六41一

五872圏

が二つあって︒

十431 そのうえ︑ふたたび︑赤しおがよせてきた︒ 五871園黒いかみのけがふさふさして︑まるい目
一家をふたたびおこすことができました︒

十一301 やがて︑金次郎は︑親類の家からでて︑
︿略﹀︑

十二864 試合はふたたびはげしいものになってい
きました︒

町村が︑いたるところに生まれました︒

十三254 すたれた都市はふたたびおこり︑新しい

十五56図躍歌のもと末ふたたびも︑友の心に
あらわれぬ︒

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

十五5111 祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年 六四2 この一一つは︑両方とも︑マミムメモという

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばさんはふたたび呼び

たび結ばれることになった︒
十五724
かけた︒

591
ふたつきはん一ふたり

﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

て﹁森﹂が作られた︒

十五377
十五572囹 きみは室を二つももっているようだが︑

十五576囹 はじめて見る東洋の青年をひきとった
が︑室は二つあっても︑つくえは一つしかなかっ
た︒

十五622 げんかんへ出かけて︑ふみ石の上にそろ
あなたの一一つの日ロをたましいのどん底

えてある大小二つのくつをちらと見た私は︑
十五柵4囹

二月半

ふたひよこ

﹇二間続﹈︵名︶1

二間続き

かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ

︵名︶1

訓のふたとおりの性質のちがった読みかたがある︒
ふたひよこ

四679
こ︑

ふたまつづき

アマスト大学の助手をつとめていたこ

﹇二人﹈︵名︶65

口Vあわてふためく

ふたりOおふたり・こう

ろ︑寄宿舎で一一間続きの室をつかっていた︒

十五5612園
ふためく

ふたりでいっていらっしゃい︒

ふたり

一443園

おつふたり

母は︑ふたりの兄弟をながめている︒

うちょを︑しいくびんからとりだす︒

七335 兄弟ふたりが︑いま生まれたばかりのちょ
七337

七457 それから︑二三どのおし問答が︑ふたりの

ふたりそろって︑遠くをみまわす︒

あいだにとりかわされた︒

七754

七765 ふたりは︑びっくりした顔で︑甲乙﹁そう
です︒

七769 ふたりは︑なおびっくりして︑甲﹁まった

ふたりは︑いよいよびっくりして︑

くそのとおりです︒﹂乙﹁かた目なんですよ︒﹂

七778

七7810 ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑

﹇二月半﹈︵名︶1

におちつけて︑よくごらんなさい︒

十85 一一月半ばかり︑いなかでくらすうちに︑お

七797

ふたつきはん

ぼくらはふたりになって︑麦のほとす

ふたりはいそいでえきにいきました︒

ふたりの女の子は︑まえにこしかけまし

そうして︑かごの中にいれて︑おばあさ
﹁︿略﹀︒﹂と︑ふたりはいろいろかんが

わたくしは︑ねえさんとふたりで︑クリ
ふたりは︑ふるい小さな家に住んでいまし

ふいにバタバタと足音がして︑小さな子ど
ふたりはそこらをみまわしていたが︑

ふたりはそのとおりにしてみました︒

ふたりは木のそばへ走っていきました︒

さる︒

裁判官は︑ふたりのものに向かって︑

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた

学校帰りの女の子ふたり︑通りすぎる︒

九9211 こうして︑ふたり︑じゅんじゅんに舞台を

九921

九894圏 あんなになかのいいふたりが︒

れてふたりをひきとめている︒

は四︑五︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわか

九886 たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九766 おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ

のますを馬車の中にいれました︒

九739 ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

ました︒

八3211 ふたりは︑天の川で樂しくあうことができ

した︒

八3110 ふたりは︑毎日野原で遍しく遊びつづけま

がつたのも︑むりはない︒

七856園

七854

七826園 ふたりのいうことは︑よくわかった︒

ふたりは︑旅人の両手をとる︒

三415

一447

六76

もがふたり︑おくからかけだしてきた︒

六74

た︒

五653

スマスツリーをつくりました︒

四824

えました︒

三川1

んとふたりでだいじにそだてました︒

三夏2

た︒

三637

れすれにあるきました︒

とうさんには︑子どものお友だちができました︒
十二3411 ﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ

ふたつとも ﹇二共﹈︵名︶2 ふたつとも 二つとも
とも同じ名であることを私にわからせようとなさ
いました︒

二つ三つ

十二佃6 ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと
﹇二三﹈︵名︶3

して代表的なものです︒
ふたつみつ

九436團 つやつやした大きなかきが︑ころころと
一一つ三つ落ちてい る の を み た と き は ︑

つ三つ︑ついたりつかなかったりだったのに︑

十二201囹二三年は︑青い小さな実が︑ほんの二
十五柳12園 それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑
二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒
ふたとおり ﹇二通﹈︵名︶3 ふたとおり 二とおり

六548

きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた
りで︑本をよんでいる︒

七219

六5410

八994 1かぶに3本ずつ植えたのと︑1本ずつ植六286園 ふたりでたのめば︑なんとかなるだろう︒
えたのと二とおりにして︑

十五384 このように︑日本では一つの漢字をふた
とおりに読んできた が ︑

十五387 それで︑たいていの漢字には︑この音と

ふたりいじょう一ふつ
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九佃3 ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒

九983 ふたりだまる︒

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十四川7

ふたりつれています︒

十五209

このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

両親と子どもふたり︑

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑
廣い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ
ふたりはふたこで︑ふたりとも︑足は

だちの手からぬけだそうともがく︒

先生は︑ふたりとも︑まだ上へ上へと登っ

ていかれたが︑

九梱11

とだ︒

十668園 ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに

あたって死んでいるはずじゃないか︒

十697囹

十732園 いったい︑ふたりともどうしたのだ︒

ふたりはふたこで︑ふたりとも︑足は

命をすてておわびをしょうと考え︑

十7310園 あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

十五8711園

ふたりとも手はパンのしんだし︑目は

うどんこです︒

ふたり︑よろよろしながらおじぎをする︒ 十五885園

おかあさんに︑ふたりはありませんよ︒

ふたりとも︑おかあさんにだかれてお

﹇普段﹈︵名︶5 ふだん

﹇縁﹈︵名︶1 ふち

←しろくろぶち

まって︑水の中をのぞきました︒

十541 妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか

ふち

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒

十五455 それまでのものの考えかたや証言では︑

をゆさぶったり︑

十二751

くしらべてみる心がまえを︑つくりたい
つくば
ふだんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸

十275 ふだん自分の身のまわりにあるものを︑よ

用いてきょりを計りますが︑

八339 ふだん︑私たちは︑メートルという軍位を

考えました︒

六595 どうして︑ふだんの話がうたえないのかと

ふだん

くれ︒

十五柵1囹

もものジャムですよ︒

十五8712

︵ふたりの子どもに手をだしながら︶さ

十五備6囹

あの人は︑おまえたちふたりをかわい
﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあいだ
やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり
の目にはなみだが光っていました︒

十五佃7

だきあいます︒

十五佃6

がって︑たいへんしんせつにしてくれるそうだね︒

十五描8囹

あ︑どうぞ︒

十五8910

うどんこです︒

十五8711園

たり︑しずかに食事をしたが︑

十五7310

︿略﹀︑がけの上をそろそろと歩いていました︒

十五218

教師につれられて︑散歩に出て承るのでした︒

十五206

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

十266 ふたりのうれしそうな顔︒

十664 太郎かじゃ︑次郎かじゃというふたりの下
男に︑﹁︿略﹀︒﹂と い い つ け ︑

十681 ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ
き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑

十715 ふたりは︑かわりばんこに指をつっこみま
した︒

十一233 金次郎の下にふたりの弟がありました︒

十一285 そこで︑ふたりの弟は母親のさとに︑
︿略﹀︑あずけられ る こ と に な り ま し た ︒

十一475 ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと
ふたりで立っていた︒

十一671 ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十一685 看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ
て︑へやを歩きまわっていました︒

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

十二242 ふたりのまごというのは︑父母にとって

ふたりつれ

しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話
﹇二人連﹈︵名︶1

自轄車に乗った中学生が︑ふたりつれでな
ふたりとも

ぶち

さあこい︒﹂ふたりともむきになって︑友 ふつ︵感︶3フツ

ふたりとも一さあ︑いいかげんにして

﹇二人共﹈︵名︶10

九8910

帰ろうよ︒

九896囹

ふたりとも

の花畑を横ぎる︒

十236

ふたりつれ

から組みたてられています︒

十三443

十二363 ふたりは︑︿略﹀すいかずらのあまいに ふたりいじょう ﹇二人以上﹈︵名︶1 ふたり以上
おいにひかれて︑庭の小道をおりていきました︒
十二41一 サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ
とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒
十二7610 ふたりは子どものようにわらいました︒
十二7811 ふたりの少年は︑にっこりとわらって︑
﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

十二836 スタンドの人たちは︑われるようなはく
手をふたりに送りました︒

十二価3 大きなげたをはいた女の人が︑おともを

593
ぶつ一ふで

十491囹 アンヨナメテルワ

普通

十五608

﹇二日﹈︵名︶2

二日5ごがつふつ

﹇打通﹈︵名︶1 ぶっとおし

七574 ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふいて
きた︒

ぶっとおし

三時間もぶっとおしに戦いました︒

﹇吹飛﹈︵五︶2 ふっとぶ ︽ーン︾

十二817
ふっと・ぶ

などという氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒

六備9 弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう

だってふっとんでしまう︒

十四448圃心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん

たり︑フットボールをしたりして遊びました︒

六捌6 まつ林の中で︑まつかさで︑まりなげをし

一千六百ぱ一一日同じ フットボール ︵名︶一 フットボール

天幸のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく
十月一日飛行機で

二日間

二日め

︽ーッ・ーリ︾

ぶつぶついいながら︑

えんぴつでかくことも︑ふででかくこ

ともできます︒

そのはんたいに︑ふでをいれるほど︑か

文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ

でをとってかきはじめた︒

十一一174

す︒

えって︑文章がみじかくなっていくことがありま

七554

テーブルの

ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

いぬ

キューリー夫人は︑︿略﹀︑物理の時間に︑

﹇物理﹈︵名︶1 物理

先生から︑星をつかめといわれ︑

十四369

ぶつり

すみで︑﹁︿略﹀︒﹂

十五934

やぶれたところをつくろいかけました︒

九旧10

ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑

九㎜9 水は大きなごろごろした石ころのあいだか

ぶっとこごとをいいながら︑

五216 あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

それから二日間︑ここにそっとかくれてい ぶつぶつ ︵副︶4 ブツブツ ぶつぶつ

﹇二日間︺︵名︶1

﹇二日目﹈︵名︶2

二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑

ぶつかる

そうして︑二日目も︑三日めも︑四日め
︵五︶2

歌を歌ったり︑ぶつかったり︑よろけた
わんぱくこぞうのようなのがく略﹀なに
かにぶつかりながら︑チルチルに近づいて來ます︒

十五餌11

り︑ねむりこけたりしていますつ

十五826

ぶっか・る

もすぎました︒

十一789

五194

ふつかめ

た︒

八731

ふつかかん

く九百九十ぱ

九2212

かわきました︒

八㎜6

か・じゆうにがつふつか・はちがつふつか

ふつか

2日

けれども︑ふつうの人間には︑それが

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒
みつ
ふつう﹁満ぼう﹂でとおっていた私は︑

クッチケルヨ 十五405かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文

︽tタ・ーチ︾

ふつう

見つけられないのだよ︒

﹁フッテ﹂と︑ひとりごとをいいました︒ 十五965囹

﹁フッ ﹂ と 息 を は き ま し た ︒

フッテーハイーイラナイノー
十5011
十5012園

ぶつ

ぶつ ﹇物﹈3かんこうぶつ・のうさくぶつ
﹇打﹈︵五︶3

三572︹國 うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの

ぶ・つ

むちでぶちましょか︒
八703 みにくいあひるの子は︑︿略V︑にわとりか
らもぶたれたり︑つつつかれたりした︒

八896囹 なかまに追いかけられたり︑にわとりに
﹇普通﹈︵名︶12

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑
ふつう

三月ほどのあいだに︑すくすくとせいがのび

三齪8 また︑小人のようだったおひめさまは︑
て︑ふつうの人の大きさになりました︒
五963園 ほんとうは︑まひわというのですが︑ふ
これがふつうです︒

つうは︑ひわ︑ひわといっています︒
九8011園

て︑その役らしく顔をこしらえあげるのですが︑

十634 ふつうのしばいでは︑︿略﹀けしょうをし

なってたおれるところを︑

十一259 ふつうの子どもだったら︑くたくたに

ふっくら

糸がぷっつりと切れて︑魚はにげる︒

︵副︶1ふっと

六8310

ふっと

三965

﹁首︑いたいのか︒﹂たかぎぶつきらぼう ふで﹇筆﹈︵名︶8ふで筆
︵副︶1

こずえの︑細い︑細い小枝のあみ目の先
にも︑はやふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

十三46

ふっくら

に︑﹁いたかない︒﹂ふたりだまる︒

九982

十三116 原因・結果の関係の碧雲なものは︑普通 ぶっきらぼう ﹇棒﹈︵形状︶1 ぶっきらぼう
の知識によって知られ︑
人にもわかるだろうね︒

十三612囹 でも︑ラファエルのうまさは︑普通の
十四332 この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん
でいます︒

でも見えないほどの︑たいへんこまかいちりのよ

十四644 そのしんになるものは︑ふつうけんび鏡 ぷっつり ︵副︶1 ぷっつり
うなものです︒

ふでいれ一ふところ
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をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十三614園 自由にふでをふるって︑りっぱな作品
十五516 大英百科辞典の東洋美術についての説明
は︑プリンタリーのふでになったものである︒

にいじまゆずるのはか

十五696 おじさんが日夜ふでをとっていられたと
かっかいしゆう

いう大きなつくえの上に︑

七379

ふと上を向くと︑私のよこのわかい男の人

が︑︿略﹀両方の手でまどわくをおしています︒

︑
ノ7
40
1王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか
たむけました︒

ことばの記ろくは︑妹の心の写眞になるの

ではないかと︑ふと︑こんなことを考えました︒

十552

看護人は︑しばらく考えていましたが︑
かるい手がふとかたにさわったので︑

ふと思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

十一664
十一724

う五つの文字をきざんだそのおくつき︒

十五721 勝海舟の筆になる﹁新島嚢之墓﹂とい
十五慨5 うれしいような︑樂しいような︑悲しい

さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに

ふでいれ

十二72

﹇筆入﹈︵名︶1

ような氣持をだいて︑この日記のふでをおこう︒

︵副︶25

ふと

れよんひとはこ︑ふでいれひとつ︑

﹇太﹈︵形︶5

ふとい 太い

となかよくテーブルについて︑
ふと・い

︽ーイ・ーク︾

ちょまの根は︑ふといごぼうのようで︑

八1410 あおぎりのふといみきをつたって︑

くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば

九347国

ちのからだをしばりつけようとしました︒

九二11

はじめにまん中になたをいれても︑きっ

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑一方

十四782

大わしは︑太いけずめの最初の一げきで

は太く︑一方は細くなって︑

十五301

少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒

そうにじゅくしていました︒

四371園そこには︑ぶどうが︑たくさんおいし

四384園

四375囚囚 ぶどうをください︒

昔︑あるまずしい人が︑ふとしたことか

ら︑この岩屋からぜんやわんなどの家具のでるこ

りました︒

美しいぶどうに︑かがやくりんご︑序し

ぶどう費りもやって來る︒

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて ぶどううり ﹇葡萄売﹈︵名︶1 ぶどう穿り
十三329

ました︒

ぶどうえんのおじさんのところへ

ぶどうだな

そのとき︑ぶどうだなの下をとおり

﹇葡萄棚﹈︵名︶1

四3610囹

ぶどうだな

て︑あそんでくることかな︒

四291

それから︑ふと︑︿略﹀大陸からは︑ど ぶどうえん ﹇葡萄園﹈︵名︶！ ぶどうえん

ふと氣がついてみると︑いままで先生の

あられはその手にはのらないで︑顔にあ

たったりふところにとびこんだりします︒

十二739

銀座通りをアメリカの一しょうこうが歩 ふところ ﹇懐﹈︵名︶1 ふところ
チルチルがふと見ると︑かれらはみんな

いっ

六鵬3 ところが︑ぶどうのつるに︑角がひっかか

いわれらきりぎりすの生活

六212圏

いで︑かえれたのでしょう︒

たろうさんは︑なぜぶどうをもらわな

とを知った︒

十二618

ピッピッという音がしました︒

一147 ちょうめん二さつ︑いうがみ五まい︑く 十ニー84園 せんだって︑ふと羽を動かしてみたら︑ ぶどう ﹇葡萄﹈︵名︶6 ぶどう

ふでいれ

ふと

と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

二601 おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ

思いだす︒

十三217

十五922

いていたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

十五434

ぎんざ

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五234

とのはずみにくずれたりけり

十五157図魍大きなるなにごともなきばらの花ふ

んなことばがはいってきたのだろうかと思った︒

十四272

て家にもどって行ったりする︒

十三346

いうことでありました︒

アルプス産の小もみを移植してみたらどうか︑と

そうして︑かれがふと思いうかべたのは︑

三701 そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に 十二9411 正男は︑きょ年のいまごろのことをふと
なにかあるのをみつけました︒

四357園 そのとき︑ふと思いだしたことばが
ありますね︒

六64 ︿略﹀などと考えているうちに︑ふと︑自
分のことに考えおよんだ︒

六487圏ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ
おな海の色︒

六494囲ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白
な波の音︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある
木の下へいきました︒

六719 はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった
﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

した︒

六999 そのうちに︑ふと︑おもしろいことを発見
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ふとさ一ふね

ふとさ

﹇太﹈︵名︶2

ふとさ

太さ

とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十二497 古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ

軸量った

びかたや︑なわの色や︑なわの太さなどによって︑

十五349 それで大昔には︑なわを結んで︑その結

﹇太幸福﹈︹話手︺8

いろいろな考えを表わした︒

郭概つた﹁チルチルさん︑ごきげんよう︒﹂

ふとったこうふく
十五8612

んふとった﹃お金持の幸福﹄です︒

十五873 郭概つた﹁わたしは︑幸福なかまでいちば

十五891郭翻った﹁あの男のことは︑きかないほう
がよろしい︒

じ な い で し ょ う ね ︒﹂高話つた﹁青い鳥とね︒

︵名︶

1

﹃ふ

﹁ふ

十五921

﹁ふとった幸福﹂どもは︑せっせと︑い

ぬと︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会の中
にひきずりこんでしまいました︒

わたしは︑幸福なかまでいちばんふ

へ手をさしだしながら︑

とった﹃お金持の幸福﹄です︒

十五873園

す︒

ふとった幸福どもは︑︿略﹀︑いやがる子 十五978園あのふとった子のわらうことはどうで

どもたちをひきずって行こうとする︒

十五9312

方々のうちで︑ふとんほしてある︒

病人のふとんをなおしたり︑

ふながたくさんいます︒

﹇鮒﹈︵名︶2 ふな

一本のぶなの木の下に︑たくさんの白いき

﹇山毛棒﹈︵名︶2 ぶな

や青き葉のかげにきておる

九柵1図國 青ざさをいれやりたればいけのふなは

九332国

ふな

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

十一882 チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

十一763

動かずにいる︑うでをつかみました︒

十一692 一方の手で︑ふとんの上におかれたまま

七671

チルチル﹁ふとった幸福﹂どもがにげて ふとん ﹇布団﹈︵名︶4 ふとん

︽ース︾

それを︑﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひ

行くのを見ながら︑﹁︿略V︒﹂

十五946
十五961囹

ふとりだす

ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の

﹇塩出﹈︵五︶1

どい目にあわせたのだよ︒
ふとりだ・す

十一312圏

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

いも

手をたたいてやりますと︑まさこも︑まる
さやまめ・とうきびよくみのり

ぶな

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

九5311 ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と

のこが︑︿略﹀︑へんな雪山をやっていました︒

このごろふとってきて愛らしくなった民 九518
まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる

．ふなで

﹇船出﹈︵名︶1 船出

大工の子どもや︑︿略﹀りょうしの子どもたちで︑

十二726 そのあたりにいるのは︑川べりにある船

この地球の上でいちばんふとっている ふなだいく ﹇船大工﹈︵名︶1 船大工
みんなびっくりするほど︑とてもほんと

十五8611

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

ね・たすけぶね・だましぶね・にぶね・ぽんぽんぶ

なみ

二208はなほしよるゆめ山川さかなふね

とうとう﹁いちばんふとった幸福﹂が︑ ね・わたしぶね

﹁いちばんふとった幸福﹂チルチルの方

テーブルをはなれて︑

十五8510

だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五834園あれがこの世の中でいちばんふとった ふね ﹇舟﹈︵名︶39 ふね 舟 船皿vおふね・こぶ

そうにしているふとった人たちは︑だれだろう︒

十五833圓うまいものをたくさんだべて︑うれし 十三512 新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑

うと思えないほど︑ふとっていて︑

十五827

﹁幸福﹂︵ぜいたく︶たちが︑

十五823

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十三534

ちゃんをだいてやろうとすると︑

十二2911

もふとってくるようす︒

十一374國

くふとった手をたたきました︒

五534

十五906 あの鳥︑どこにかくれているか︑こぞん ふと・る ﹇太﹈︵五︶12 ふとる ︽ーッ︾

それがおもしろいの︒﹂軸概つた﹁おもしろ

十五914 郭概つた﹁それは︑いつもしごとをしない
ことです︒

十五918

くないはずはないでしょう︒

﹃ふとつ

十五9111 ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チ

﹇太幸福﹈︵名︶1

郭 魁 つ た﹁ほら見たまえ︒

ルチルに向かって︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十五939

た幸福﹄さん

ふとったこうふくさん

た幸福﹄さん︒
﹇太幸福達﹈

十五8912囹 いいえ︑どうもありがとう︑﹃ふとつ
ふとったごうふくだち

︵名︶

ふとつ

4

﹃ふとった幸福﹄たちといっしょに︑

とった幸福﹄たち

十五研2園

﹇太幸福共﹈

不幸のなかまにはいってしまった︒
ふとったこうふくども

とった幸福﹂ども ﹃ふとった幸福﹄ども
た幸福ども

ぶぶうぶぶう一ふべん
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二454園長い竹のさおで︑ふねをこぎます︒
三268 くりぬいて︑ふねをつくるがよい︒

一そうの

六156

木の葉の船は波に流されて︑川の岸につき

ましたので︑

六876圓
さあ︑早く船にお乗りなさい︒

そこに船がある︒

たら︑どうなっていたかしれない︒

十四486

船がしずむひょうしに流れ出たものらし

い一本の大きなまるたに︑

ふぶきはいやだから︒

ブブブブ

﹁そら︑ひっかかった︒﹂く

︵感︶一 ブブブブ

ぶぶん

り︑

ふへい

ふふん

ふたでもしておけば︑ひやされるのは︽

そういう部分からは︑ひえた水が下へお

それに︑人間みたいに不平やわがまま

土の中は︑︿略﹀︒それでたいそうほねがお

﹇不便﹈︵形状︶3 ふべん 不便

るのだ︒

便利とか不便だけで物事を考えないと

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4710囹

れて︑このうえなくふべんですが︑

八186

ふべん

をいわないからね︒

十二484園

﹇不平﹈︵名︶1 不平

十四7112

︿略﹀茶わんにふれた部分だけになります︒

十四7012

部分があっての全体︑

全体︑というつながりをわすれないで︑

いつも︑全体の中の部分︑部分があっての

部分むいちぶぶん・だい

ふふん︑そう思うかい︒

︵感︶1

おきを大きな船が通っていくよ︒

十324

船ばかりではなく︑︿略﹀︑日本の國全

ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと
去年︑みおくっていって︑最後に船の上
汽車にかぎらず︑船でも︑自動車でも︑

ブブウ︑ブブウ︒
六265囹

ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

たとえば︑ふぶきなどもその一つである︒

﹇吹雪﹈︵名︶3 ふぶき

十四868

ふふん

もはみつばちにとびかかりました︒

九梱7

ぶぶぶぶ

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四874

ふぶき

三863

三2610 そこで︑大ぜいのだいくをあつめて︑ふ 六1510園もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっぶぶうぶぶう ︵感︶一 ブブウ︑ブブウ

ねをつくることになりました
三272 なん年か かかって︑ とうとう
六884園

しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど

思うぞんぶん︑長いオールをこいだら︑

茶人たちは︑ここで船をすてて︑

十三599園

十一97園

大きな船だね︒

あれはどこへいく船だろう︒

ぶぶん ﹇部分﹈︵名︶4

十一97園

︿略﹀船は︑ものすごいスピードで走るだろう︒

十一512囹

九伽1

ころでその水でお茶をたてる︒

九慨2

うにからだをふくらませて向かってきた︒

八704

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

いままでみたこともきいたこともな 七103園 渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑

ふねができあがりました︒

三273
い︑大きなふねでした︒

三276 おどろいたのは︑そのふねの早いこと
です︒

つ

三277 かいをそろえてひとかき水をかくと︑
ふねはななつの生なみをのりきって︑鳥のと
ぶように走るではありませんか︒

三2710囹なんという早いふねだろう︒

三285囹あのいきおいのいいくすのきで
くったふねだもの︑

十一98園

三286園鳥のように早いふねだから︑はやとり
という名をつけよう︒

船がいく︒ 十二欄10

でわかれを告げたことや︑

十一7112

ふたりで立っていた︒

十︻475

体だって︑同じことだと思う︒

十一10！1囹

どっちがむずかしいだろうね︒

十324

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

三575圃 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの 十一99園 あんな大きな船の船長と︑コックスと︑
わすれたうたを思いだす︒

三947 一まいの紙で︑︿略﹀︒ふねをおること
もできます︒

四2310團 ぼくは︑大きくなったら︑にいさんと
いっしょに︑ふねではたらきたいと思います︒

船がいく︒

五336 船は︑なんの力で走るのでしょう︒
五517囲 きてきも鳴らさず 船がいく

マッケンナも︑しずんでいく船からほう
おそらくは︑自分と同じように︑船から
なげだされたものでしょう︒

十四474

りだされて︑黒い波の間をおよいでいました︒

十四455

日に日に進歩しています︒

五518囲 きてきも鳴らさず 船がいく
流れました︒

六1411 木の葉は船のようになって︑ありのそばを
﹁ありがたい︒﹂ありはそういって︑すぐ

木の葉の船につかまりました︒

六153
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ふぼ一ふもと

十三332 水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑
﹇父母﹈︵名︶2

父母

水を運んで行かなければならない︒
ふぼ
のことですが︑

十一一242 ふたりのまごというのは︑父母にとって

︽ーエ︾

文雄が︑そのくちた草をとりのけようと

文雄はそれが氣になってしかたがなかっ

とをかこうと決心した︒

十ニー49
た︒

すると︑

十ニー412

十二227

文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ

ふみすべらせ

十564 ここで︑いままでの作文のからをぬぎさっ

ふみつける ︽ーケ

て︑新しい世界にふみだしていこうと思います︒

ル︾

ふみつ・ける ﹇踏付﹈︵下一︶1

ふみとどまる

七889 まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

﹇踏止﹈︵五︶1

だけで︑ちっともたべません︒

︽ーッ︾

1

ふみわける ︽一

うしは︑うまくふみとどまって︑おとなし

ふみとどま・る
八3010

﹇踏分﹈ ︵下一︶

く草をたべはじめました︒
ふみわ・ける

わたしのためには︑いばらの道をもふみ

ふむ ︽ーマ・ーム・ーン︾

うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑

十一一913

子どもたちは︑この黒い土の上に集まつ

カサカサと落ち葉をふんでいったこと︑

て︑足でトントンとふんでみたり︑

十四892

九265図魍麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

氣をつけてね︒

八674園人にふまれないように︑それからねこに

かた足でふんでしまったのです︒

八113

ました︒

七346 足をふまれて︑おこっている女の人もあり

ふ・む ﹇踏﹈︵四五︶6

わけたその足︒

十一173

文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ ケ︾
文雄はこう考えた︒

でをとってかきはじめた︒

十一一174

ろからじっとみつめた︒

二士ー612

また下がきにがかった︒

十ニー59

くあなの中へかくれてしまった︒

十五6010 ことに︑長男に生まれて父母の愛を一身 十型ー53 そうして︑文雄が手をのばすと︑すばや
ふまえる

に集めていた身にとっては︑
﹇踏﹈︵ 下 一 ︶ 1

十二柳8 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

ふま・える

ふみ石

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒
ふみ εあしぶみ・かげふみ
﹇踏石﹈︵名︶2

十729 重い︑大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上

ふみいし
で︑ガチャンとくだいてしまいました︒

ん

二99

ほら︑そこで絵をかいている文雄さん
文雄さんがりっぱな絵かきになるころ
は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二213囹

がいってましたよ︒

十二208囹

ふみおさんは︑﹁︿略V︒﹂といいました︒

十五621 げんかんへ出かけて︑ふみ石の上にそろ ふみおさん ﹇文雄﹈︹人名︺3 ふみおさん 文雄さ
﹇文雄﹈︹人名︺17

えてある大小二つのくつをちらと見た私は︑
ふみお
ふみお 文雄 文雄

ふみお

六513 ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か
げふみをして遊んでいました︒

した︒

六532 ふみおは︑両方のいうことをきいていいま

ふみきりばん

︽ーン︾

新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ
ふみこむ

﹇踏滑﹈︵下一︶1

試合のまっさいちゅう︑︿略﹀︑チルデン

そのときは︑まだ三角測量が行われて

﹇麓﹈︵名︶7 ふもと

四482

その山のふもとには︑大きな木がし

るのでも︑ふもとにあるのでもありません︒

三584 五人の子どものおうちは︑丘の上にあ

ふもと

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

十五563囹

学校から帰ってきたすえの女の子が︑茶の ふめい ﹇不明﹈︵形状︶1 不明

﹇踏込﹈︵五︶1

︽ーセ︾

選手はかた足をふみすべらせてしまいました︒

十二855

る

ふみすべら・せる

まのドアをあけて︑ひょいとふみこんだとたん︑

八111

ふみこ・む

いさん︒

十239

六541 ふみおは︑こういつて︑空をみあげました︒ ふみきりばん︑﹇踏切番﹈︵名︶1
六543 ふみおはふしぎでたまりませんでした︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある
木の下へいきました︒

六556 ふみおがねるまえにそとをみると︑
にわの木の下へいってみました︒

六557 ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑
ふみお

がかを立てて写生をはじめた︒

十ニー33 文雄は︑庭のかたすみに三きゃくをすえ︑
十ニー41 文雄は︑それがかきたかった︒

十一一146 文雄は︑あれこれと考えていたが︑根も ふみだ・す ﹇踏出﹈︵五︶1 ふみだす ︽ーシ︾

ふやす一フランス
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げっているので︑そこをよけてとびました︒
五395国 ふもとになるにしたがって︑木のみどり
がこくなってみえます︒

六襯8 谷川にそって︑山のふもとにでてきました︒

九325国 ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある
森の中の小さな農家ですが︑

むりが立ち︑

九佃2 ふもとへきて︑急停止すると︑ぱっと雪げ
十一412圃 さとはしぐれがしとしと降るに︑ふも
﹇ 増 ﹈ ︵ 五 ︶1

ふやす

︽ーシ︾

との小屋はみぞれして︑うらの山には白雪つもる︒
ふや・す

ちに︑

十﹇299 植えるところをふやしていったりするう

四伽6 冬

ふゆ ︹題名︺2 冬

冬

なつと冬︒

﹇冬﹈︵名︶1 6

十一395 冬
ふゆ

四771 な
四871 冬がきたので︑よろこんでないた︒
五392團 冬がすぎて︑春がきたからです︒
で︑寒い冬もぶじにこすことができました︒

八147 ていねいに生みつけておいてくれましたの
八856 そのうちに寒い冬がきた︒
なに苦しんだか︑

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので
す︒

︵名︶一 ブラシ

その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒
ブラシ

ふらす

︽ース︾

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

﹇降﹈︵五︶1

夜の空︒

六507圃

ふら・す

を持ち︑かた手に大きなブラシをつかんで︑

冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣 十五638 おじさんは︑︿略﹀︑かた手に小さなくつ

この音が︿略﹀︑冬の日には︑いかにも

冬は冬で︑

場に︑子どもたちがたむろして︑

十三2711
十三2711

十三336

冬木

冬じゅう

あの白いブラウスの女の子かな︒

プラタナスのなみ木の下で︑おとうさんは︑

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

プラタナスの葉の大きいのは︑やつでほど

ぶらり

よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

︵副︶2

︽ーシ︾

るよ︒

︹人名︺一 フランクリン

神は︑みずから遍くる者を助く︒

︵サ変︶ 1 ぶらんこする

フ

フランク︒マッケンナも︑しずんでいく

一 フランク・マッケ

羽がぶらりとさがりました︒

四841囹

サンタクローズさんがぶらんこしてい

ぶらんこ・する ﹇鰍 ﹈

ランクリンー

十五776

フランクリン

船からほうりだされて︑

十四454

ンナ

フランクマッケンナ ︹人名︺

八228

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五㎜2

ぶらり

もありました︒

十1112

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

十1010

三人のかわいらしい少女にもあいました︒

十108

くなるころで︑

十911 ちょうど︑プラタナスという木の葉が黄色

湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ プラタナス ︵名︶4 プラタナス

さむざむとした氣持をおこさせる︒

十四745
えていくときには︑

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

十五71図心冬の水一枝の影もあざむかず
十五脳1園
﹇冬木﹈︵名︶1

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒
ふゆき

冬ごし

大空にのびかたむける冬木かな

﹇冬越﹈︵名︶1

九286図閣
ふゆこし

ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの

が︑秋には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアフリ

九183

﹇冬中﹈︵名︶1

カまでもいって︑冬ごしをします︒
ふゆじゅう

八897囹︺冬じゅうひもじい思いをしたりするより
冬の國

﹃冬の國﹄もすぎていく︒

﹇冬国﹈︵名︶1

は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒
ふゆのくに

二647囹
七51園

八879 あひるの子が︑きびしい冬のあいだ︑どん ブラウス ︵名︶一 ブラウス

︽ーゲ︾

﹁そんなにぶらさがっちゃ︑電壺・は動

ぶらさげる

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑ フランス ︹地名︺12 フランス﹇▽ちゅうぶフランス

﹇下﹈︵下一︶1

十三2911

ぶらさ・げる

けませんよ︒﹂とさけんだ︒

十﹁531園

はっぱに︑じっとぶらさがっていました︒

二243園大きなあおがえるが︑とうもろこしの

十一393圃 はじの葉も︑赤く黄色く色づいて︑冬 ぶらさが・る ﹇下﹈︵五︶2 ぶらさがる ︽ーッ︾
のしたくをとりいそぐ 村人の目をなぐさめる︒
すりするばかり︒

十一398圃 冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ
十二717 そのうちに︑冬がきて︑くもった空がひ
くくたれる日が続きました︒

十三155 これで︑夜と書とがあるわけも︑春・

599
フランスご一ふりそそぐ

十73 おとうさんが︑フランスのいなかへいった
ときは︑子どもが大ぜい︑めずらしそうについて
きて困りました︒

九941

両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら

﹇降﹈εあめふり

ないふりをしている︒
ふり

り・てぶり・ひさしぶり・みぶり

十106 そのあたりは︑フランスの國道にそった景 ぶり ←えだぶり・くちぶり・すべりぶり・ちゃめぶ
色のよいところですから︑

あいこになるように︑もう一つなぐってや

おかしいと思ってふり返ってみますと︑そ

と︑︿略Vお寺の屋根や停車場が目についた︒

少年はふり返って︑病人の方をみました︒

こに︑やまねこが︑︿略﹀立っていました︒

九5910
十一848

﹇降掛﹈︵五︶1降りかかる ︽ール︾

いではいない強い眞実の力が︑

十四52 私たち自身の生活を思わずふり返らせな
ふりかか・る

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九梱4 急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ

︽ーイ︾

ふりかける 5おふりかける

になったものにふりかけなさい︒

八437園

では︑庭のいけの水をすくって︑こがね

しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの ふりかけなさ・る ﹇振掛﹈︵五︶1 ふりかけなさる

︽ーサ・一

ふりかえる

ふり返

なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大
きくゆれました︒

﹇振返﹈︵五︶8

うしろをふりかえって︑手まねきをしま

うしろをふりかえって手まねきをしま

る︽ーッ︒ーラ︾

ふりかえ・る

す︒

二484

す︒

一一502

﹁もし︑もし︒﹂甲乙が︑いっしょにふり
返って︑甲乙﹁はいはい︒

七759

すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ
とが曲がっている︒

八565

少年は︑右手に短刀をふりかざし︑︿略﹀︑

ブリキ

でんでんだいこのような︑ブリキのつづ

︵名︶2

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

﹇降頻﹈︵五︶1 降りしきる ︽ーッ︾

︵名︶2

プリズム

さあ︑その白いかべに︑プリズムでわけ

ふりそそぐ

降りそ

ことばは光る︑プリズムのかげよ︒

﹇降注﹈︵五︶4

そぐ ︽ーイ・ーグ︾

ふりそそ・ぐ

十一564圃

た光を写してみますよ︒

十205園

プリズム

しきっているような氣がした︒

鳴らすのであるが︑いかにも雪がしんしんと降り

九128 たいこを︑ひくく︑こまかくつづけてうち

ふりしき・る

リキの屋根に月うつる見ゆ

十五123図閣

みを鳴らしてやって來る︒

十三295

ブリキ

このたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

十五2910

少年はいつ鳥のせからふり落されないも ふりかざ・す ﹇振窮﹈︵五︶− ふりかざす ︽ーシ︾

﹇振落﹈︵五︶2

つのをふりあげのぼりだす︒
ふりおと・す

十五264

ス︾

のでもない︒

鳥は︿略﹀︑その重荷をふり落すように︑
︿略﹀おりて行きました︒

十五282

ふり落す

こすくすくのびて︑しずくすおうとででむしが︑

十一324圏

る︒﹂と︑げんこをかためて右手をふりあげる︒

九㎜3

ゲ・ーグル︾

十143 フランスのいなかによくみかける︑赤いか ふりあ・げる ﹇振上﹈ ︵下一︶ 2 ふりあげる ︽一
わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒
すか︒

十1410園 日本とフランスとは︑どちらがきれいで

きたないところもあり︑

十15一 フランスだって︑きれいなところもあり︑
十16一 フランスのいなかの子どもから︑自分の國
のことをきかれたときは︑

ば︑イギリスではイギリスのことばを話すよ︒

十168圓 そりゃあ︑フランスではフランスのこと
十168園 フランスではフランスのことば︑

十172冨太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで
も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒

ふり

九406団

十一6310 少年の父親というのは︑去年︑しごとを ふりおろ・す ﹇振下﹈︵五︶1 ふりおろす ︽ース︾
さがしにフランスへいったのですが︑

十四43 けれども︑フランスのルイ・フィリップ
の名は︑すこしちがった特別なひびきをもって︑
私たちの心をうつのです︒

ンス・︿略﹀など︑世界の大半につかわれている

十五408 ローマ字は︑アメリカ・イギリス・フラ
文字である︒

フランスご ︵名︶2 フランス語
も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒

十173園 太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで

﹇振﹈︵名︶2

十四2310園 クレヨン︑ズボンはフランス語︑
ふり

四702 こころは︑ふりがやむと︑なりもとまる︒ 八583 いままでのぼってきた方をふり返ってみる

ふりだす一ふる

600

右手を大きくふりまわし︑

雲が空うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒
十519

ーキ・ーク︾

やはり︑いぬは︑ふり向かないので︑

十一343圃麦のとりいれことなくすめば︑はい色 ふりむ・く ﹇振向﹈︵五︶5 ふり向く ︽ーイ・ーカ・

七336 庭には︑日光が降りそそいでいる︒

十二319 午後の日光は︑︿略﹀︑みあげる私の顔に

そのとき︑私をふり向いて︑﹁ゴメンクダ

門からもどってきて︑道にでたとき︑あと
まだ︑いぬが氣にかかるのか︑ふり向くと︑
いつでもすこし悲しそうにしているの

は︑だれもふり向いてくれないからです︒

十五皿11園

十539

をふり向きました︒

十5212

をいいました︒

サイッテハイッテクノヨ﹂と︑おとなびたこと

十529

降りそそいでいました︒

十二832 まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ
しがさんさんと降りそそいでいました︒

ふりだ・す ﹇降出﹈︵五︶3降りだす︽ーシ・ース︾

四924 雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお
をだして︿略﹀降ってくる雪をながめる︒
くの家をたずねて雨具をかりることにしました︒

十二65 すると︑にわか雨が降りだしたので︑近

﹇振立﹈

︵下一︶

2

ふりたてる ︽

十五458

プリンタリー

よべの大雪まだ降りやまぬ︒
プリンタリー
プリンタリーが︑日本政府から頼まれて︑

︹人名︺5

十一422圃

十四835 雪が降りだしてから︑だんだんつもるよ ふりや・む ﹇降止﹈︵五︶1 降りやむ ︽ーマ︾
うす︑

テ︾

ふりた・てる

1

ふりつづける

︽ーカ︾

プリンタリーは︑まんぞくそうに赤絵の
プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ

大英百科辞典の東洋美術についての説明

十五518囹

プリンタリーじいさん

︹人名︺

プリンタリーさん

プリンタリーじ

﹇降﹈︵四五︶53

ふる 降る ︽ーッ・ーラ・一

は︑私のプリンタリーじいさんがね

学校から

かえる

とき︑くにざかいの

でも︑雨がふると︑どこかで休んで

きのう︑学校からかえるとき︑雨が

その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も

四709 こころは︑ふればなる︒

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

四555

は︑かさをさしかけてあげました︒

四328豊島がびしゃびしゃふるので︑わたくし

ふっていました︒

四316團

いると思います︒

四258国

山に︑ゆきがふっているのをみつけました︒

二376園

一﹇137 大あめがふりました︒

二52園 ふるあめですか︒たべるあめですか︒

リ・ール・ーレ・ーロ︾

ふ・る

十五4412丸面はハギンスというものですが︑じつ

いさん

一

すると︑あなたは︑そのプリンタリー

︹人名︺一

は︑プリンタリーのふでになったものである︒

十五516

きつけられていろいろな僥物を集めた︒

十五501一

はちをながめながら︑その話のさきをうながした︒

十五473

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え

雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお
四933

降る︑降る︒

降る︑降る︒

四938

降っている雪を上からみると︑白くて︑

降ってくる雪はみんな黒い︒

黒くはない︒

四954

降ってくる︒

四936 風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん

どこにも降る︒

四935 右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑

四933 さかんに降る︒

四933

をだして︿略﹀降ってくる雪をながめる︒

四931

四921しかし︑降ってくる雪は︑まつ黒だ︒

四921 降った雪はまつ白だ︒

ちらちらちらと雪が降る︒

四884圃

︵下一︶

ソ︾

十五4511

四875 雪が降るのだろうか︒

キ︾

鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって來たのも︑

︽

六柵2 角をふりたてふりたて走りました︒
降りつづく

そのころのことであった︒

﹇降続 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

六鵬2 角をふりたてふりたて走りました︒
ふりつづ・く

九193 九月の中ごろ︑きゅうに十二月の二丁と同
﹇降 続 ﹈

じ寒さになり︑雨が降りつづきました︒
ふりつづ・ける
︽ーケ︾

なしに︑どんどんふりつづけます︒
ふりはなす

︽

三809 雨は︑みんなのいうことにはおかまい
﹇振放 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ふりまく

九8810 つかまれている手をふりはなそうとする︒ プリンタリーさん

ふりはな・す

﹇振撒﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーシ︾

七412 私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑さんのおまごさんでしたか︒

ふりま・く

ふりまわす

せなかから︑腹までふりまかれて︑
﹇振回 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十五752 老博士は︑フィッシュナイフをにぎった

ふりまわ・す
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ふるい
ふる

五43 山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ
がおりる︒

六262 雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ
ろ︒

六263園雪が降ってきた︒
六307 雪がたくさん降ってきます︒

六584 雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる
道で︑はき物に雪がついてころびました︒
七622 雨が降る︒
九114 つぎには︑雨の降るところであった︒

九125 もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降っ
てくるところをあらわしたひびきである︒
九1210 ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降る
ようすにもなるのは︑ふしぎである︒

ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

九217 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か

十二7112

まだなにも降ってきもしないのに︑
みんなは︑雪が降ったら︑なにをして

﹁︿略﹀︒﹂などと︑はやしたてていました︒

芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ

十一一7212囹
遊ぶの︒

十一一744

こんなに降るのによくきたな︒

がたから降ってきました︒
十一一7510園

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート
心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

十三363
十四424圏
雪がふろうが︒

空から降る雨︑あれだって水ですよ︒

前日雨でも降って︑土のしめっていると

十四5811囹

十四671

そうして︑ひょうが降ったり︑かみなり

ころへ日光があたって︑

十四686

その美しい雪が数かぎりなく︑天上から

が鳴ったりします︒

十四844

空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四8412

その雪が︑どこで︑どのようにしてでき

て︑それをくわしく観察してみると︑

十四852

︽ーッ・ーリ︾

んが︑やっぱりながいみみをふりふり︑わた

やっぱりながいみみをふりふり︑

くしたちをよびました︒

まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに

みんな︑手をふってみおくります︒

一4610
四佃5
六187

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

ふっています︒

いっしょに首をふりながら︑

六柵8

七75園 なんども手をふりながら︑先生にさよう

ぎょしゃは︑こんどは︑すずをガランガラ

ならをして走って帰る子ども︒

ン︑ガランガランとふりました︒

九634

医者は︑まったくだめだといわんばかり

九柵3 ぼぐたちも︑みんなつえをふって︑それに
答えた︒

十一7911

民ちゃんをだいてやろうとすると︑かぶ

に頭をふりました︒

十二2912

たまりかねた二ひきのうさぎが︑うしろ

りをふって︑﹁︿略﹀︒﹂というのでした︒

うしろから手をふり足をふって︑

から手をふり足をふって︑おうえんをはじめまし

十二鵬9
た︒

十一一柵9

ふたりは︑ふるい小さな家に住んでいまし

みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

家がたっていました︒

五773

た︒

五654

ふんだんに降ってくる雪の中から︑一ひ ふる・い ﹇古﹈︵形︶8 ふるい 古い ︽iイ︾

たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑

十四8511

雪はひっきりなしに降ってくる︒

らの雪をとらえて︑

十四902

ふる

小雪の降った元日の朝︑

まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

おおきなむしめがねをもったおじいさ 十二988 このように︑古い時代のことがはっきり

だけで︑ちっともたべません︒

七889

ねのたまと︑

へやのなかでは︑しろいきものをきた 六994 いっか︑おじいさんにいただいた古いめが

﹇振﹈︵五︶14

十四撹2

一4610

ながいみみをふりふり︑

もちものをしらべています︒

おんなの人たちが︑ながいみみをふりふり︑

一4510

ふ・る

九381團書でもうすぐらく︑日があたらないので︑
雨の降ったあとのようにぬれています︒
スキーをするには︑ちょうどよかった︒

九脳6 まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
九伽2 ここ四五日目大風がふくし︑雨は降るしで︑
あみもはることはできませんでした︒
こすくすくのびて ︑

十一321圏 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの
十一388圃 かきねににおうきんもくせい︑しとし
とと降る秋雨に︑ちれば山にはまったけが︑
がしとしと降るに ︑

十一411圏 はい色雲がたちこめて︑さとはしぐれ
十一633 雨の降っている三月のある朝︑
が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

十二7110 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪 一4510

ふるいおこす一ふれあるく

602

わかるいとぐちとなったのは︑

十四276園 それが︑あまり古い時代にはいってき
て︑長いあいだつかっているうちに︑もともとか
らの日本語のように思われてきたのだ︒

十五443園古い僥物そっくりですね︒

ふるいおこす

︽一

十五514 日本の古い美術に対する愛着がふかく︑
﹇奮起﹈︵五︶3

日本美術工藝史十二巻という大作を著わした︒
ふるいおこ・す
シ︾

十363 かれは︑豊強をふるいおこして︑夜も書も
なく考えとおし︑

十一679 少年は︑勇氣をふるいおこして︑その後
からついていきながら︑

ふるいたつ

した︒﹁ぼくの父 は ど う し た の で し ょ う ︒ ﹂
﹇奮立 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽

ッ︾

十一753 少年は︑三関をふるいおこしてたずねま
ふるいた・つ

ふるう

︽ーッ︾

る二少年のことを思っては︑ふるいたって戦い︑

十二8110 私はスタンドから一心におうえんしてい
﹇ 振 ︺ ︵ 五 ︶1

十三614園 自由にふでをふるって︑りっぱな作品

ふる・う

をたくさんのこしたのはえらいよ︒
フルート

十二494

古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ

古はがき一まい︒

とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十二497

わるい知らせをききはしまいかと︑おそ ふるはがき ﹇古葉書﹈︵名︶2 古はがき

ろしさにふるえながら︑その名をいいました︒

十一656
父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ

とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑

十︻793

荒れ庭にしきたる板のかたわらにふ

ぶるぶる

せみの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑

︵副︶1

ふるぼ・ける

﹇古惚﹈︵下一︶1 古ぼける ︽ーケ︾

もようも︑はっきりとしてきます︒

八242

ぶるぶる

るばちならび赤き花さく

十五104ロ凶魍

それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ ふるばち ﹇古鉢﹈︵名︶1 ふるばち
息ぎれ

ていなければ︑ふるえてもいません︒

十四461
﹇古切﹈︵名︶2

古ぎれ︒

ふるぎれ

十二495

古ぎれを︑はば二十ニセンチ︑長さ三十

センチぐらいにつぎあわせて︑図の形に切る︒

十二529
古く

︽ーッ︾

天下におそるべきなにものもなく︑わが

﹇振舞﹈︵五︶2 ふるまう

十五611

私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ

れられて行っても︑思うぞんぶんにふるまった︒

ままいっぱいにふるまっていた︒
そうせい

十五618

ふるま・う

京都時代のもの︑なつかしい数々の写眞があった︒

あやつりは文樂よりもっと古くから 十五732 手には︑古ぼけたアマスト時代のもの︑

﹇古﹈︵名︶3

十二461園

ふるく

まき絵は︑日本のすぐれた工二品の一つ

あったし︑

十二桐3

ふるさと

古くから日本といちばん関係のふかかっ

で︑古くから外為人にもてはやされてきました︒

十四272

﹇古里﹈︵名︶1

た大陸からは︑

ふるさと

古新聞

かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ

羽をふるわせている︒﹂母﹁空色にふれて︑

くちばしから血をだして︑︿略﹀︑からだを

ふるわせてもう虫の息です︒

八118

すこしずつのびるのね︒﹂

七323園

くなった葉をふるわせ︑

七108

パリーに出て︑市役所のガス係という職 ふるわ・せる ﹇震﹈︵下↓︶3 ふるわせる ︽ーセ︾
についたとき︑ふるさとにのこした母へ送ったつ

十四512

﹇古新聞﹈︵名︶4

ぎの手紙の中にもよくうかがわれます︒
ふるしんぶん

古新聞二まい︒

︵名︶一

十二494

フルート

九64 オルガンのほかに︑バイオリンとか︑フ

古新聞を二まいとも八つに切って︑その

くおんがきこえてきた︒
ふれ ﹇▽おふれ

朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩

﹇触歩﹈︵五︶1

十三3112

ふれある・︿

いて來る︒

ふれ歩く ︽ーイ︾

六鵬7 ちょうど︑空からブルン︑ブルンというば

首のほうからもかぶせてまるくしてから︑ ぶるんぶるん ︵感︶一 ブルン︑ブルン
鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で
作って︑のりでとめる︒

十二5012

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

十二509

うち一まいだけを正方形にする︒

十二499

ふるえ声

ルートとか︑ほかの叢誌を︑いっしょにあわせて
﹇震声﹈︵名︶1

ひいてみたらどうでしょう︒
ふるえこえ

ふるえる

︽ーエ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑ふるえ声でいいながら︑い

﹇震﹈︵ 下 一 ︶ 4

つでもにげだせるかっこうで︑

十6811

ふる・える

あの家ののき下につくった古巣がなつかし
いのでしょう︒

九251

八242 明かるい光がさっとさすころになると︑せ ふるす ﹇古巣﹈︵名︶1 古巣
みの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑もようも︑
はっきりとしてきます︒

603
プレー一ぶん

プレー

プレー

フレー︑フレー

﹁プレー︒﹂試合がはじまりました︒

︹人名︺

一

フレデリック・

﹁フレー︑フレー︒﹂と︑大声をたてる︒

︵感︶一

︵感︶一

十二837園

ふれ一ふれ一
七5111
フレデリックダルガス

ダルガス
十三2210 長男︑フレデリック・ダルガスは︑父の
﹇触︺

︵下一︶

3

ふれる

︽ーレ・ーレル︾

質を受けて︑植物の研究がすきでしたが︑
ふ・れる

七324園空氣にふれて︑すこしずつのびるのね︒

nVおふれる

もって動いているように感じはじめました︒

十二3712 私の手にふれるあらゆるものが︑生命を

︿略﹀茶わんにふれた部分だけになります︒

十四7012 ふたでもしておけば︑ひやされるのは︑

﹇風呂場﹈︵名︶1

ふろ場

七663 ふろからみてる十三夜さん︒

ふろ ﹇風呂﹈︵名︶1 ふろδおふろ
ふろば

こういわれたら︑

十二8710 ふろ場の中で湯をかきまわしている父に
フロレンス ︹地名︺2 フロレンス

十三567園 本物はね︑いま︑イタリアのフロレン
スという町の絵画館にかざってあるよ︒

ながれたりして︑だんだん下におちてくる︒
うさぎのせなかをさかさになでると︑毛が
わたが︑︿略﹀︒ふわふわとまるくなって︑

ふわふわととびます︒

七951
十三366
ふわふわする

︽ーシ︾

自吻血のチューブのようにふわふわした︑

︵サ変︶3

風がふいてくると︑ころころところがりだす︒
七294園

ふわふわ．する

その中に︑わたのようなふわふわした毛が︑

黒っぽい︑かわいいあおむしは︑

七958

ふわりと

重みのかかった枝のつけね︑ふわふわし

いっぱいはいっていました︒

十ニー62
︵副︶1

た軽い葉︑

ふわりと

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十四棚8

四197

みんなはそれぞれあいての人をきめて

まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ

から︑文を書きました︒

四202

ん﹂にきめて︑つぎのような文を書きました︒

四227 ﹁にいさん﹂にあてて文を書きました︒
四303 ﹁くみの人みんな﹂にきいてもらいた

﹁みんな﹂に知らせたいといって︑つぎ

いといって︑文を書きました︒

のような文を書きました︒

四315

四342園かずこさんの書いた文で︑なにか氣

のついたことはありませんか︒
四345 みんなは︑もう一ど︑かずこさんの文を

つぎのような文が︑はりだされました︒

よみなおしました︒

五793
七591

太郎が︑こういう短い文を書いた︒

﹁こくご一﹂の文を大きな声で歌う︒

こんなのは︑みじかくなった文ですが︑

六628 みじかい文
十235

樂しかったさまざまなことが︑こまかに︑

﹇分﹈■いっぶんかん・いっぶんはん・さん

十二909

ふん

じっぷん︒しじつぶん・じゅうごうっぷん・じゅう

十二918

なる︒

十一一939

太郎と同じ文であるが︑その中にたたみ

ほかの人がこれと同じ文を書いたとして

文をなおすことはつまり心を練ることに

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938 文を書くときには︑よく手をいれること

も︑

十一一926

こまれていることは︑太郎とはちがっている︒

十二9112

この文の中にたたみこまれているにちがいない︒．

たろう

にさんぶん・にじっぷん・やくはちふんにじゅう
ふん

うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう

﹇糞﹈︵名︶2

びょう
ふん

七9010
きました︒

うさぎのふんはまんまるです︒

﹇分﹈5いいぶん・いくぶん・きょうだいぶ

七911

ん・さんげんぶん・なにぶん・にけんぶん・もうし

十三5611園レオナルド・ダ・ピンチだの︑ミケラぶん
ンジェロだのという天才の集まっていた︑美術の

文

ぶん
﹇文︺︵名︶21

十二959

あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

読む人の心がひかれるのは︑ものごとを

︿略﹀ちがったことを心の中に思いうかべる︒

こんな短い文であるが︑読み手によって︑

なじことです︒

十四8910

四192置文を書くことは︑お話をするのとお

ぶん

中心のフロレンスで︑研究しているうちに︑

四145 風がふくと︑にわとりがふわふわふく

ふわふわ ︵副︶5 ふわふわ
れる︒

お話があいてなしにはできないよう
に︑文もあいてなしには書けるものではあ
りません︒

四282国 ふわふわとして︑氣もちがいいだろう 四194園
な︒

四951 ひろがったり︑あつまったり︑ふわふわと

ぶんか一ぶんらく

604

﹇文化﹈︵名︶2

文化

どうがどらにあたる︒

十三301 歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん

︽ーシ︾

七521

﹇踏張﹈︵五︶1

ふんばる ︽ーッ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑くもは︑足をふんばって身

がまえをしました︒

九㎜1

ふんば・る

のこったものがふんとうした︒

まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ ふんとう・する ﹇奮闘﹈ ︵サ変︶ 1 ふんとうする

えって︑文章がみじかくなっていくことがありま
七683

十五3911 かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう す︒

ぶんか
に大きな発明で︑

あとのやりかたは︑文章をきりつめていく
あの文章は︑ずいぶんへただったろう︒

のと同じです︒

七684

十五5510園私が日本をおとずれたころは︑西洋の しく書きたすのににています︒
文化をとり入れることがさかんなときで︑
ぶんがくしゃ ﹇文学者﹈︵名︶1 文学者
九576園

十二3910

九579園文章はなかなかうまいようでしたよ︒

十四42 世界の名高い文学者で︑．その名のわが國
に知られている人は︑けっして少なくはありませ

ませんか︒

同じ題の作文でも︑︿略﹀人によって︑

たものもあるが︑

十二558
十四897

いるところです︒

九㎜5 あぶが︑足をひっかけて︑ブンブンいって

ぶんぶんぶ一ん

︵感︶2ブンブンブーン

九蜘9 ブンブンブン︑ブンプンブーンと︑遠いと

文章は︑どのようにも書きあらわされる︒
どのような文章でも︑読む人の心がひか
れるのは︑ものごとをあたたかくながめた人に

九梱3 ブンブンブーン︑羽音がだんだん近づいて

十四8510

ふんだんに降ってくる雪の中から︑一ひ
ぷんと

かぜがふくと︑くわのはのにおいがぷ

︵副︶1

らの雪をとらえて︑

ぷんと

三411

んとします︒

きます︒

ぶんぶんぶん

ブンブンブン

また︑飛行機という文明の利器が︑このし

﹇文明﹈︵名︶1 文明

日本には︑文色といって︑りっぱな人

﹇文楽﹈︵名︶4 文樂

十二4510園

いまいった文樂は手でつかうのだが︑

文樂のほかにまだあるんですか︒

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

そのほか︑指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑

十二4511囹

近しばいがある︒

十二446園

ぶんらく

ごとにっかわれたということを︑

九239

ぶんめい

ころで羽音がしました︒

九伽9 ブンブンブン︑ブンブンブーンと︑遠いと

︵感︶一

ころで羽音がしました︒
よって書かれた文である︒

かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文
文題

みんなが﹁遠足﹂という同じ文題で書い

﹇文題﹈︵名︶1

十二929

ぶんだい

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒

十五405

十四899

てっぺんにたどりつきました︒

また︑文章に書きつづられて有名になつ ぷんぷん ︵副︶1 ぷんぷん
六鵬9 ぷんぷんおこりながら︑びっこをひきひき︑

るということは︑なんとすばらしいことではあり

それなのに︑こんなりっぱな文章が書けぶんぶん ︵副︶一 ブンブン

ん︒

十四511 文学修業のためにパリーに出て︑市役所

ぶんがくしゅぎょう ﹇文学修業﹈︵名︶1 文学修業
のガス係という職についたとき︑
ぶんかこっか ﹇文化国家﹈︵名︶1 文化國家
國家をきずくために︒
﹇分家﹈︵名︶1

分家

十二掴7 平和な國日本を作るために︑また︑文化
ぶんけ

文章

十二454囹 ほら︑分家のおじいさんの議すきな
じょうるりさ︒
﹇文章﹈︵ 名 ︶ 1 6

七474 思っていることを︑はっきり書きあらわそ

ぶんしょう

うとすると︑文章が︑だんだんくわしくなってい
きます︒

んだんはっきりします︒

ても︑書かれたことがそれぞれちがってくるのも︑
七478 文章は︑心の鏡のようなものです︒
七479 心がはっきりとしていますと︑文章も︑だ ふんだん ︵形状︶1 ふんだん
七4710 心がくもっていると︑いくらなおしても︑
﹁ドッジボール大会﹂という文章が︑二へ

文章のくもりはとれません︒
七481
んあります︒

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三2912

七552 文章は︑くわしくしさえすれば︑はっきり ふんどう ﹇分銅﹈︵名︶2 ふんどう
写しだすことができるとはかぎりません︒

七555 そのはんたいに︑ふでをいれるほど︑か

605
ふんわりする一へ

三585 おりればみずうみへでられますし︑の

三813

いきました︒そこへお日さまの光が

あったし︑

十二461園 あやつりは文樂よりもっと古くから 三475 なりました︒そこへ︑おおくにぬしのみ

三の

三㎜4 まいにち︑のや山へ竹をとりにいき
三鵬9園 ましたが︑﹁どこへいくのもいやで

いこうか︒﹂おとう

四292

おじさんのところへいって︑あそんで

四222団 わててわのぞとへにげました︒する
四236團 そのときは︑山へくりひろいにいき
四265團んごさんは︑どこへいってもきれいね

三備5
は︑すうっとそとへでてしまいました
三価3 といって︑みかどへおわかれの手紙と
三備9
って︑しずかに天へのぼっていきまし
四62 す︒どんなところへでもとどけてくれ
四125 ︑とおいとおい町へいくことができ
四175 をもって︑おふろへいくのがみえるの
四219団 らって︑わの中へもぐりこもうとし

やらなければ︒﹂﹁︿

でたいんだもの︒﹂

四381園

︑だまってうちへかえってきました

︒おばさんのうちへいって︑いもほり
でたいんだもの︒﹂

四533

四413 にちまいにち︑北へむかってたびを
四499 っちゃんのところへあつまりました︒

みずうみのところへいこうと話しあい

いったらいいか︑

四873

四777 ちら︑手のなる方へ︒く一くじゃくの
四782 せきしないで学校へ︒ふ一ふけふけ

はいていく︒学校へかよう子どもたち

うぶ︒早くうちへおかえり︒ちょう

一﹁さあ︑あっちへ いってあそぼう︒

ぎをして︑海の方へいってしまいます

四9910園

四棚8

しています︒そこへかめがでてきま

いったの︒﹂ピー細

四撹5

四㎜10園

三768囹 てね︑よその國へ いくんですよ︒﹂﹁︿
三777園たたちのところへ かえってくるので

四脳10囹

礼にりゅうぐうへおつれしょうと思

三798囹こら︑雨︑あっちへ いけ︒﹂バーバラが

いくのかなあ︒﹂と

四974 ころがします︒そこへうらしまたろうが

四906

四903 はじめて︑かいどうへぬけて︑おとなり

︒おとうさんは︑町へいって︑まだかえ

いって︑それから

三7410 ︑いま︑丘のかげへ しずむところでし

でました︒﹁︿略＞Q

でようね︒﹂それか

しずかにしずかに

ふいているか︑み

もみ
うんなは どこへも いけません︒﹁︿

四294

三6310もりへでます︒左へ いけばたきへで
いけばたきへ でます︒﹁︿略﹀︒﹂
三6310︒左へ

かいた字を︑どこへおくってあげまし

︒わたくしは︑学校へいくときとかえ

は︑となりのへやへいきます︒

かきたいところへいって︑そこでか

からむこうのりくへいってみたいと
もうひと足でりくへあがろうという

三987

三912

いこうよ︒﹂と︑
し

三6010囹
あわないと︑どこへもいけないじゃな

ふんわり・する ︵サ変︶1 ふんわりする ︽ーシ︾
三586 木のあるところへでられます︒ある
三6710 青々とした中に︑ふんわりした︑小さな︑ 三594園﹁いや︑みずうみへおりようよ︒﹂と︑
白い雲がとんでいました︒
三602 あわないと︑どこへもいけません︒そ
三603 いけません︒そこへちょうどおとうさ
三604園になって︑﹁どこへいこうかね︒﹂と

三304園

三118 はんたかのところへやって︑いろいろ

一［

三432
三451

三759囹さまの光︑ どこへ
三766園日さまってどこへ

二509
も︑となりのへやへいってしまいます 三756日さまは丘のかげへ しずんでいきまし
V
いきました︒そこへ︑ひとりのおじい

二492

でました︒みずう

一 へ5うみべ・きしべ・はまべ

﹇辺﹈︵名︶

いけばもりへで

へ

でます︒左へいけ

へ皿Vせんせいとみなさんへ

三6310 右へいけばもりへ

︵格助︶鵬

一396
一437園 お月さんのくにへいくんだよ︒いそ

三656

一315 ︒この足で︑どこへいくでしょう︒
三641園
でます︒﹁どちらへ
お月さんのところへいったゆめをみ 三649囹か左かどちらかへ

﹁313 ︒この足で︑どこへいったでしょう︒

ヘ

三617囹おりてみずうみへ
三634をおりてみずうみへ
三639 た︒みずうみを右へ

へ

九305図圏
歩みくる胸のへにちようとびわかれ

へ

一448囹
お月さんのくにへおいでのかたは︑ 三657園
︒﹁だって︑もりへ
一448囹
かたは︑こちらへおならびください︒ 三659囹
いました︒﹁たきヘ
﹇466園
︑あちらのへやへいらっしゃい︒﹂お 三665園
ターが︑﹁どっちへ
一554囹 お月さんのくにへいれてもらえます 三678囹て︑風がどちらへ
一591
しろちゃんのうちへいきました︒しろ 三682 ︒雲は︑もりの方へ
Q
おとうさんが︑山へのぼってきます︒
三695園
︒﹁はじめにもりへ
三695園︑それからたきへ
三746 っすぐにまどぎわへ

一一

R9

二482 ら︑となりのへやへいこうとして︑き
U 二のばめん そこへ︑じろうがでてき
一一

S8

T7

四鵬6 いてあります︒そこへ︑かめがうらしま

五678

日︑おじいさんは海へやってきました︒海

んすずめと

どこへいく︒

六467圃︑かけかけ︑どこへいく︒

のさかなのところへいって︑家をもらっ 六473圏

かきの秋

おちばの︑

のさかなのところへいって︑たのんでお

六548

れてきました︒そこへきゅうりが流れてき

また︑にわの木の下へいってみました︒動

六546園 ましたが︑﹁ここへきてごらん︒ほら︑

して︑つぎの雲の方へどんどん走っていき

五6811園

︑どうぞこちらへ︒﹂うらしまは︑あ

四鵬9園

じいさんは︑また海へやってきました︒海

六558

︑しゃぼんを水の上へおいたら︑つるつと

えの方にある木の下へいきました︒そうし

五706

五702囹

六624

六544

五691

四丁1

おばあさんのところへ帰りますと︑おばあ

六637

＞︒﹂おじいさんは海へやってきました︒海 六524

四佃4 して︑きゅうに家へかえりたくなりま
四伽1 ﹂りょうしは︑そばへよって︑よくみま
山712

んは︑とぼとぼと海へやってきました︒海

五7210圓

らいに︑﹁あちらへっれていけ︒﹂とい

が︑みほのまつ原へでてきます︒りょ

四梱3園
五7211

のない足どりで︑海へやってきました︒海

かれて︑それぞれ家へ帰りました︒ふみお

︒ふたりは木のそばへ走っていきました︒

四齪2園 す︒では︑こちらへ いただきましょう︒
五749園

れがないと︑天へかえることがで

四重3 がら︑だんだん天へのぼっていきます
五758

三十銭でどこへでも旅をすることが
私は︑

六7510

六7410

した︒﹁︿略﹀︒﹂学校へいくとき︑雪だるま

ことをつぎからつぎへと考えました︒たと

五158

ずぐずいわずに海へいっておいで︒﹂お 六555

五84園よ︒さあ︑改札口へいこう︒﹂パチン︑

おばあさんのところへ帰りました︒みると

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこへ︑中学校に通ってい

きよせました︒そこへ︑村の子どもたちが

六709

五772

音をさせて︑海の中へおよいでいってしま

五855

五7611

ど︑
こへいくの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
︒ ﹁ きみは

あ︑みんなこちらへおいで︒﹂と︑おく

よう︒さあ︑ここへおいで︒﹂子どもた

五163 になりました︒そこへ配
︑たつをする人が
五166園

五912園

ゆうからは︑どこかへいってしまいました

六868

でないているそ
︒こへひとりの年よりがで

六805園にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい
六806園るが︑私は毎日山へいって︑鳥やけもの
六817囹り︑にいさんは山へいらっしゃって︒﹂
六826囹いさ︒わたしは山へいこう︒﹂編齢駒の﹁ほ
五888囹

五924園んな︑もっとまえへでてごらん︒それ︑
あさん︒あした山へつれていって︑はな

んが︑友だちと︑山へわらびをとりにいき
五988囹

五942

五七6

五㎜4園がってやるよ︒山へはなしてやりたかっ
いっしょにむこうへとんでいこうよ︒空
どを︑つぎからつぎへときかせました︒そ

五鵬8園
五餅7

五柳8 きかせました︒そこへ︑さんちゃんが学校
五皿9 すぐにまつの木の上へにげていきましたが

101

︑ さっきのつつの中へ︑ちょうど︑するす

六895 いな水だな︒﹂そこへ女の人がでてきて︑
六909いらっしゃる︒そこへ︑さっきの女の人が
六916園そのかたをこちらへこあんないしなさい
六919囹あ︑どうぞこちらへ︒﹂ほおりのみこと
六931園まいました︒そこへ年をとったかたがあ
六931園︑私に海のこてんへいくようにと教えて
六933囹それで︑いまここへやってきたところで
六937園もを︑みんなここへよび集めるように︒
六943囹りますので︑ここへはまいっておりませ
六961園いをちょっとここへよんできてくれない
！、

102

六112とのふたガラスの中へいれた︒そうして︑
六227園︒きみたち︑どこへいくの︒﹂ハーモニ
六229囹さ︒﹂あり三﹁うちへ帰るところなんです

！、

113

六43 て︑明かるいところへだされた︒ねじは︑

六364園いそうに︒根の方へおりていらっしゃい

！、

五173囹ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて
五183べていって︑北の方へいく友だちと︑南の
五183く友だちと︑南の方へいく友だちと︑西の
五184く友だちと︑西の方へいく友だちと︑東の
五184く友だちと︑東の方へいく友だちを︑それ
五193れて︑どんどん︑南へはこばれました︒二
五202がら︑あちらこちらへまわりました︒しげ
五217いながら︑出口の方へでていきました︒し
︑﹃おじさん︑駅へおいでになるのでし
五298園
が︑ぼくは︑かたへのせて持っていきま
五305園
五359 ッコにつんで︑そとへはこびだします︒ほ
だ︑ほっかいどうへいったことはありま
五421團
んは︑あさひがわへおよめにいっていま
五434團
五546略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこへ︑となりのごろうさ
五556ませんでした︒そこへ︑受持のやまもと先
といっしょに︑学校へいきました︒もう︑
五5511

六414むれが︑かかしの方へとんでくる︒35親

さん︑わたしを海へはなしてください︒
五663園

五669おじいさんは︑うちへ帰って︑おばあさん

六422園で︒﹂親つばめ﹁南へひきあげるついでだ
山449尊が向こうの山の方へとんでいったんだよ

た子で︑來年小学校へあがります︒糸を持

いう氣持は︑ どこかへふっとんでしまった

おかあさんのところへいった﹁
︒︿略﹀︒﹂お

91010

5

■」＿
■⊥＿
一竃＿
一巳＿

五6610た
園よ︒それが︑海へ帰してくれ︑お礼は
そうして︑青い海へはなしてやったよ︒
五671園

！、

115

へ一へ
606

607

へ一へ

六宙2 と思いました︒うちへ帰って︑そのたこを
六柵4 っすぐではなく︑上へ弓なりにまげるので
六佃−〇

おかあさんのところへとんでいって︑﹁︿略

六伽−o園 しちやんのところへ持っていってあげる

と︑みんなはあちらへこっそりわたりまし

て遊びました︒そこへ︑おさるさんがやつ

六桝9
六榴6
六伽4
六佃5
ころころと︑下の方へころがりこんでいき

からくると︑こちらへかくれ︑こちらから

わっていると︑そこへちょろちょろと︑り

六伽−o

六糊1園 まうから︑どこかへいってくれたまえ︒
六欄9 ま向こうのやぶの方へいってしまいました
六柵11囹 た︒﹁いいところへきてくれた︒おなか

七510れた︒つぎからつぎへと︑子どもたちがや

七99囹が︑わたしのそばへやってきた︒毎年︑
七103園岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒
七105園を乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒先生のおしご
七302 をみつけた︒﹂そこへ︑はるおが帰ってく
七344園
﹁もうすこし︑中へはいれませんか︒﹂﹁
七358園
︒おばさんのうちへは︑もう二どもいっ
七361園
﹁もうすこし︑中へいれてくださいませ
七369囹﹁どうかして︑中へいれてやれませんか
七384園うちに︑さきの方へいらっしゃい︒﹂う
七393おじさんの目のまえへ︑つきだしました︒
七397から︑つぎからつぎへ︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
七491は︑センターが外野へでてしまったので︑
七506ぼくたちは︑コートへでていった︒たかや
七613す黒い雲は︑どこかへいってしまったのに
七751園てくる︒甲﹁どこへいったのだろうね︒
七753園 つた︒さて︑どこへいったものかしら︒
らくだを︑どこかへっれていったのにそ
七7811園

七757 もみえない︒﹂そこへ︑ひとりの旅人がや

七793園あ︑けいさつしょへ︑いっしょにいって

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七
57555351504948454039302928262424199996665594939292929085
ぎのふんを︑水の中へいれてみたらうきま

さい︒あまり遠くへいかないうちに︒﹂

八5811 と︑大きな川が遠くへ流れている︒ぼくは

八581 は遠足でみはらし台へいった︒山のおねを

八649 そういって︑どこかへいってしまった︒そ

八659 つれて︑水のところへおりていった︒さっ

て︑指さきへもかたへもとまるようになつ

だんなれて︑指さきへもかたへもとまるよ

とまらせたり︑かたへ乗せたり︑てのひら

かみだしては指さきへとまらせたり︑かた

に︑うさぎのところへいってみたら︑暑い

八777 たので︑そこから中へはいっていった︒中

八769 ひゃくしょうの小屋へやってきた︒小屋は

八753

八747 ヤ︑ピシャとぬま地へはいってきた︒あわ

八732 いた︒すると︑そこへ二わのがんがやって

八723 なぬまのあるところへやってきた︒そこに

八722 さいだが︑またさきへとんでいった︒こう

八672園 きな世界の鳥小屋へつれていってあげる

︑
50
ノハ01つた︒さっと水の中へとびこんだ︒﹁︿略﹀

ら指さきやくちびるへとびあがり︑とびつ

をぬぎかえて地の上へでていきます︒しか

びっくりして茶のまへにげこみ︑そこにす

とき︑とつぜん︑上へ飛行機でもとんでく

八844

八832園

八815園中へもぐってそこへいくと︑それはさっ

八815囹︒それに︑水の中へもぐってそこへいく

田807 てばかりいた︒そこへ︑さわやかな空氣と

い國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

﹁私は︑廣い世界へでたいと思っている
ているなかまのそばへ︑とんでいってとま

八847 首をはくちょうの方へさしのべ︑自分でも

した︒王さまは︑庭へおでになりました︒

は︑そのままどこかへいってしまいました

にかけだし︑天の川へ落ちこもうとしまし

八899 ︑はくちょうのほうへおよいでいった︒は

八893園だかい鳥のところへとんでいこう︒私の

八874 は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒そこ

八869 いれてあるたるの中へとびおり︑こんどは

八866 まり︑牛乳なべの中へとびこんだ︒たちま

八863 おりをくだき︑うちへっれて帰った︒する

八851 あの鳥の名も︑どこへとんでいったのかと

つかっかと小屋の中へはいっていきました

とりのいる家のまえへいって立ちました︒

ました︒おりから南へ飛行中だったつばめ

は︑もっともっと南へとんでいくのです︒

八㎜6 しています︒根が横へはるので︑廣いとこ

八964 深くほると︑根が下へのびすぎて︑あとで

八924 おかあさんのところへ走っていって︑もら
かってある家のまえへいって立ちました︒

九178

八916 ちょうたちは︑そばへおよいできて︑くち

しく思って︑その家へ︑幸福をわけておい

九194

﹂が︑いろいろな家へたずねていきました

ている︒ぼくはうちへ帰って︑おじいさん

ら︑その人のところへ幸福をわけておいて

ませんでした︒そこへ︑王さまの病氣をな

帝は︑そのままそとへでて︑また馬車を走

さきみちている野原へおりてきました︒そ
︑そっとこてんの中へおはいりになりまし

とまりました︒そこへなかまが集まってき

︑ピシャと︑どこかへいってしまった︒﹁︿

ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

を持って︑かごの中へいれたら︑キューと

てこないので︑小屋へ頭をいれて︑だきあ
︑だきあげて︑そとへだしました︒だすと

色のうさぎは︑おくへはいってでてこない

7671178865982691092752966109515441010
囹

てくれました︒そこへ着くと︑先生はステ 十478 原があるので︑そこへっれていこうと思っ

十352 は︑上京して機械館へ毎日かよった︒銀色

九762

十5310 りのそりと︑どこかへいくところでした︒

キロほどある貝つかへいきました︒先生が

九203 ったほどです︒協会へは︑電話が︑ひっき
九7811
チッキを深く土の中へお立てになりました

十541 ました︒妹は︑そこへいって︑水おけのふ

十529 ︑よその家の門の中へ︑はいっていこうと

イコゥ

九781一

さい︒いずれ学校へ帰ってから︑もう一

アドコヘイッタノ

九2110のあたたかいところへ運ぶために︑飛行機

九7910園

さがしている︒そこへやまだが帰ってくる

トガ

九222 スをこえてヴェニスへとんでいきました︒
九243 ︑昨年また︑同じ巣へもどってくるという
九9311

九868園

十498囹

九25与 わけても︑自分の家へいそいそと帰ってき

十543

︑角などを︑ここへすてました︒それで

九292囲 ばったかな 羊雲へ下雲へ夕やけうつり

十544園

十604 して︑おもての通りへでていらっしゃった

ツトガ﹂﹁アドコヘイッタノ﹂は︑そ

れて︑山のスキー場へいった︒まえの日に

十597 たべてから︑山の方へいって︑たくさん取

︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒﹁ハ

九餌4

ちょうど小まつの中へとびこんだところで

をつきながら︑そこへ集まった︒﹁︿略﹀︒﹂

九292囲 かな 下半へ下滝へ夕やけうつりさる
九価2

九312国 ています︒こちらへきてから︑もう四ヶ
九衙1

九313團 なります︒こちらへきたときは夏の暑い

十602園 あさんに︑﹁そとへでて︑あかちゃんに

九糊3

いるようだ︒ふもとへきて︑急停止すると

九321團 ︒ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

十608 ﹂といって︑月の方へ手をやったら︑あか

りとも︑まだ上へ上へと登っていかれたが

十669園 も用心して︑そばへもよらぬことだ︒わ

ふたりとも︑まだ上へ上へと登っていかれ

十672 めは︑そのへやの方へは︑顔も向けないよ

高望11

けんだ︒みんなそこへいくと︑いま︑いし

九㎜11

減量5

十677園

九322国 に畑にでたり︑山へたきぎをとりにいっ

九十11をはげましては上流へたどっていった︒大

十6910園

九332団 みえます︒この湖へつりにいくのが︑い
九341国 っしょに︑この湖へつりにいけたらと︑

九338團 に近い蓋しもの方へとりにいきました︒

九旧2

十7211 しまいました︒そこへ︑だんなが帰ってき

において︑あっちへいこう︒ぐずぐずし

いで︑風を向こうへやってくれ︒﹂﹁︿略

九369国 みでした︒また山へ登るほそ道の両がわ

お月さんのところへいきたいと思います

十一97囹 よ︒あれはどこへいく船だろう︒﹂﹁︿

九摺3園

流が流れこむところへくると︑ときどきあ

九3611團た︒手にとってロへいれると︑つめたく 九旧4 みたり︑ずっと上流へいってためしてみた
九373團ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく 九搦11囹 お月さんのところへいってみたいと思い
九413国 なって︑ぼくは山へいくのが良しみにな

十一111囹

日本を正しい方へつれていくのさ︒﹂﹁

十一98囹 ね︒きっと遠くへいくんだろう︒﹂﹁︿

九416国になれたのと︑山へいくたびに︑めずら 九粥2園 お月さんのところへとんでいったあの白
九418国ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には 十73 ︑フランスのいなかへいったときは︑子ど

︑そこから遠い空へにげていった︒

んおとうさんのそばへきて︑さまざまなこ
もおとうさんのそばへこない女の子もあり
たろう

︒おとうさんのそばへきて︑あいさつをし
＞︒﹂と︑太郎がそばへきて︑外國ではどん

十一2310

も︑子どもをよそへやってから︑夜にな

らおきて︑遠い山へいって︑しばをかっ
︒まきをとりに山へいく︑そのいき帰り

は︑わたしが山へいって木を切ってき
十一255

十一243園

お

二
十一1512

十125
十127
十167

十149

十一118 さんにボートの方へかけていった︒

十912

十75

て︑朝早く工事場へいきました︒たくさ

い季節でした︒どこへいっても︑遊びたわ

九494 つた小道を︑上の方へ登っていきました︒

九4111團︑いつのまにどこへ渡っていったのか︑

十一222

た︒そういういなかへは︑めったに日本人

九499囹く馬車で︑東の方へとんでいきましたよ 十107 のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんもよ
九514園き馬車で︑西の方へとんでいきましたよ 十1012 との石がきのところへきては︑遊んでいま

た︒﹁︿略﹀︒﹂﹁南へいったなんておかし

十119 ︑おとうさんのそばへくるようになりまし
九524園く馬車で︑南の方へとんでいきました︒
九536囹︑馬車で︑南の方へとんでいきましたよ 十121園 して︑本のあいだへでもはさんでおきた
九538園

九543 なかやの木の森の方へ︑新しい小さな道が
九559 うは︑だんだんそばへいきましたが︑びっ

︒そういう遠い國へいくと︑自分の國の
右から左︑左から右へといききするのであ

十176園
十347

26

2了

28

28

35

九569園 ︑いますぐにここへもどっておいでにな
︒﹁さあ︑おうちへお送りいたしましょ

しも柱︒学校へいそぐ子どもらの︑

まの暑さはどこへやら︒ くわをかつ

をかりて︑かわらへいって︑あき地にま

郎でしたが︑そこへいってからは︑いよ

たいて︑家から家へやってきます︒百文

109127610
並樹
41

九6211 をかりました︒そこへ四方の草の中から︑
九738園

十十十十十十

へ一へ
608

609
へ一へ

十一49エ いきます︒北海道へいって︑じゃがいも

十一4811 いっしょに北海道へいきます︒北海道へ
十一一3310

十二2810

十二2710囹

は︑ぼったりそこへすわりこんでしまい

これ持って学校へいきましょうね︒﹂

十四712流れて︑そこの方へ向かって動きます︒
十四713 ︑ぎゃくに上の方へのぼって︑表面から

十︻503 どうしても北海道へいこうと思う︒北海

階から母のところへかけおり︑指さきで ＋四7112は︑ひえた水が下へおり︑そのまわりの

十一504 うと思う︒北海道へじゃがいもをつくり

十一一3611 手をといの口の下へやりました︒冷たい 十四721 の水が︑そのあとへ向かって流れ︑それ
十四722 ︑おりた水のあとへとどくじぶんにはひ

十一824 いって︑少年の方へとんできました︒少

十一611 ︑三人は︑川の中ヘドブンと落ちこんだ

十一545間あけずに中ほどへ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十一543圃

十三487

十三3911

十二6110

十二604

十二581

たいている︒とやへ追われて行く︑白い

十三3612

おじさんのところへ行きました︒おじさ

から︑つくえの方へ走りよって︑ひきだ

︑またそちらの方へ走って行く︒五

ときはいつもここへきて︑岩屋の入口で

だしたことはあとへひかないので︑おと

ちは︑けっして村へでてきてはならない

＋四重12 ない國へ︑上の方へと︑神さまのおそば

しそうに︑上の方へ︑地面から高くはな
＋四二−〇
＋四棚12 ︑なみだもない國へ︑上の方へと︑神さ

十四㎜1 て神さまのおそばへ行ったおばあさんを

十四7511んできて︑森の上へかかると︑飛行機は

十一834囹 つの人のところへっれていかれたのだ

十三547

れました︒くぎへかけるようにしたほ

さとにのこした母へ送ったつぎの手紙の

人形だけを舞台へだして︑つかう人の

十一847 ︑少年を自分の方へひっぱりました︒少

十四512

十二5311

十一859園 く︑あしたうちへ帰りますから︑もう

十四102国

がず乗 っ た ら 中 へ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

十一523 ︑どうやら乗車ロへもぐりこむことがで

十一867園 たんです︒ここへっれてきたときには

十四㎜1 ︑神さまのおそばへ行くかのようにのぼ
さりてとなりへとびぬ ガラス戸の
十五114図魍

十一636 院の門ばんのまえへいって︑一通の手紙 十一一713 が少ないと︑近所へ木をひろいにいった 十四764は反対に陸から海へとふきます︒すこし
十四782ちゅうから横の方へそれてしまって︑一
十一6310 さがしにフランスへいったのですが︑数 十二797園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁日本へいきたくない︒﹂﹁︿
十一641 日まえ︑イタリアへ帰ってきて︑ナポリ 十二833 でいました︒そこへ両選手があらわれま 十四844く︑天上から地上へ降ってくることなど
十一6412 のために︑ナポリへよこしたのでした︒ 十二9011 よかったこと︑山へいったこと︑弟やい 十四912 ︒かたほうはどこへいったか︑つい見い
十一652 その父親のところへっれていくようにと 十三107 よいといった方角へ移って困った人もあ 十四926その屋根うらの家へ帰ることもできなか
十一678 り返しながら︑中へはいりました︒少年 十三108 るいといった方角へこして︑つこうのよ 十四953女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両
十一691 人のかたのところへさげて︑一方の手で 十三1210 や月が︑東から西へまわっているように 十四962がやくほのおの方へのばした︒と思うと
十一723
それからそれへと︑いろいろ考えま 十三152 ︑自分で西から東へ一回着します︒また 十四976 ︑その女の子の方へずっとよってくるで
十一783
それからそれへと長々と話しかけて 十三363 花びらがホートンへちらちらと降ってく 十四987 の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒
十四994園
神さまのところへ行くのだ︒﹂と︑女
十四997が神さまのところへのぼっていくのだと

＋四7512 ︑しぜんと下の方へおしおろされるかた
十四764 ︑書間は海から陸へ︑夜は反対に陸から

十一875囹 からすぐにうちへ帰って︑おかあさん

つかれも︑どこかへけしとんでしまって

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこへ先生がいらっしゃつ

十四4612

十四1912

が︑﹁大洋を西へ西へと航海して陸地

﹂そこで死人の方へ向いて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十四5412園

十一928

十二410園

十四567囹

えんがわの日なたへ持ちだして︑日光を

十五233て︑みんな草の上へひれふすように︑思

十五232して︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

＋五2110
けては深い谷の中へなげこんで︑それが

﹁大洋を西へ西へと航海して陸地にで

めっているところへ日光があたって︑そ

ています︒そこへ細い根をのばして︑

十二410園

十四633

＋五2210ろいてその音の方へ顔を向けて見ると︑

十二84 ので︑学校から家へもどってきました︒

十四672

うですが︑そこへっれて行ってあげる

十ニー54 すばやくあなの中へかくれてしまった︒

十一一87 いって︑母のそばへかけよりました︒そ

十五2311の大わしのせの上へ︑がけの中ほどから

十五237そのがけの下の方へゆったりとんで行く

十五244を見つけて︑そこへひつじをつれており

のぼっていくあとへ︑入れかわりに︑そ
十四6910

十四684

十ニー98園

十四712重くなり︑下の方へ流れて︑そこの方へ

﹁︿略﹀︒﹂﹁そこへいくと︑こおろぎさ

十二256 ければ︑ものかげへっれていって︑用を

が︑それを日なたへ持ちだして︑じかに

十二272 こっちからあっちへいくとなると︑すぐ

へ一へいわ

610

＋五2710
落ちるように︑下へ下へとおりて行きま

十五263うで︑高い木の上へでもとまろうものな
十五265も早く谷底の地面へおりてしまわなけれ
十五268から︑安全な場所へおりなければならな

＋五2512しだいに︑下の方へ落ちるように舞いお

十五253 の子のからだが下へ落ちないように︑そ

とびつき︑その上へ乗りうつって︑両足
＋五2412

闇へ︑氷と雪の中へ︑まっさかさまに落
＋五2410

十五245すと︑急に目の前へ︑大きなわしがひと
十五247 の女の子は︑どこへ持って行かれるかわ
十五249ば︑千ひろの谷間へ︑氷と雪の中へ︑ま

十五㎜6圓

十五948囹

十五947園

十五8611

十五8511

な不幸のところへにげこんでしまうの

う︒みんなどこへ行くの︒﹂光﹁みんな

福﹂チルチルの方へ手をさしだしながら 十四4810

︑子どもたちの方へやって來ました︒光

十五8310園私たち︑あそこへ行ってもいいの︒﹂

十五8212

ですよ︒私も下へ行くのですよ︒小さ

十五欄2圓着ています︒外へ出ればいつでも︑こ

十五997囹

は︑これから下へ帰ってから︑どうい

十五757

情のことば︒日本へ帰ったら︑新島夫人

十四428圃

る

︽ーセ︾

十四123團

そうすりゃ︑なにがこようと︑平氣

そうすりゃ︑なにがこようと︑平氣

頭から大波をかぶっても︑平氣で歌を続

へいきんさせ

﹇平年作﹈︵名︶2 平年作

平年作は︑1平方mに3・5副のげん米が

5いちへいほうメートル・やく

これは平年作ということになります︒

じゆうにへいほうメートル

へいほうメートル

八欄8

ります︒

とれるのですから︑これは平年作ということにな

八梱6

へいねんさく

わらかくするためなのです︒

かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや

へいきんさ・せる ﹇平均﹈︵下一︶1

けていました︒

じゃないか︒

十四437圃

じゃないか︒

うだろう︒どこへ來たのかしら︒﹂光﹁

︑右手の方のおくへ向かって歩いて行っ

十五9410園

︶ぼくは︑どこへ行っても︑だんだん

ル﹁ぼく︑うちへ帰りたくないや︒お

ひろげてこちらへかけてくる︒あれが

返事はいつもはっきりと︒
へい

空氣または日光のごとく平ぼんなれよ︒

平ぼんにしていだいなれよ︒

ユートランドの平野には︑八百年あまり

﹇平野﹈︵名︶2 平野

十五816

へいわ

これを生かすのは︑みぞをほって水をそ

﹇平和﹈︵名︶5

平和むせかいへいわ

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑

十三206

前には︑よくしげつた森林がありました︒

十三202

へいや

十五818

十五815 平ぼんなれよ︒

口の﹁へ﹂の字がのびたりちぢんだりする︒ へいぼん ﹇平凡﹈︵形状︶3 平ぼん

へ

喜び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長い

十五⁝⁝9囹

いっしょにお寺へ行って來ましょう︒

＋五2710るように︑下へ下へとおりて行きました
＋五2810 ︑鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさ

十五描1圓

十五構11園

十五715圓

＋五2812っき通し︑鳥を後へひつくり返すように

十五掴6

にできないことでも平氣でやれる︒

十五291 で︑ぱっと︑地面へすばやくとびおりま
へ

四748

へ

＋五3010とずさって︑岩角へ身をよせかけたとき

六323

2

＋五3210いをして︑下の方へ︑谷の中へ落ちて行
十五3211として︑思わず後へたおれかかりました

＋五3210
下の方へ︑谷の中へ落ちて行きました︒

﹇塀﹈︵名︶一

へい

とうきよう はこね

十五333 の自分のすくい主へ手をさしだしていま

平

かきねの上からのびあがってみたり︑
へいあん
﹇平安時代﹈︵名︶2 平安時代
へいあん

でやわらかにかきあらわされています︒
かまくら

これは︑平安時代の町の風景で︑大和絵

へいあんじだい

へいのすきまからのぞきこんだりしました︒
安時代

三口10

十五526たがた︑東部某日へ見学の旅にのぼった
十五528各地の大学者たちへのていねいなしょう
てみえたあなたへのごちそうに︑日本
十五569囹

十二価10

作品を東京や箱根へ費りだすことにした
十五4911

十五5911だ
囹︒さあ︑うちへ行こう︒﹂と︑あっ

どう

十五602 こみ︑一路自たくへと車を走らせた︒同

心術の中で︑とくにすぐれたものの一つです︒

十二塀2

平安時代の終りから鎌倉時代にかけての

十五α11園う︑いいところへっれて行ってあげる
きょうと

明かるい世界の空とんで︑平和のうたを

五444團 平和のはとだ︒

五448圃

平氣

おしめカバーをさせたままほっておくと︑

﹇平気﹈︵形状︶5

十二255

へいき

十五621そいそとげんかんへ出かけて︑ふみ石の
十五657とおばさんは京都へひきあげられたが︑

うたおうよ︒

十五661 ようの手紙を京都へ送ったりした︒その

民ちゃんは平氣でそこらをはいまわっています︒

十二醜1 これをみても︑平和を愛した古代の人た

十二482囹

ところで人形しばいだが︑これは人間

十五6811ら︑主なき書さいへ私をみちびいた︒﹁︿

十五663を二まい︑満ぼうへと名ざしで送ってく

611
へいわ一べつ

平和

平和と自由の光がさしてくる︒

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒
十四4011園
﹇平和﹈︵形状︶1

十四411 平和と自由︒
へいわ

平和國家

十二嗣6 平和な國日本を作るために︑また︑文化
﹇平和国家﹈︵名︶1

國家をきずくために︒
へいわこっか

あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ︑つ

十三264 がまん強い実行と︑熱誠な共力によって︑

﹇平和主義﹈︵名︶1

平和主義

いに︑今日のような平和國家をうち建てました︒
へいわしゅぎ

十五7311 平和主義の旗がしらとしてその名を知ら
へえ

れていた老博士は ︑

︵感︶6

六393園 ふきとばされたんです︒きょうの大風

へえ

﹁なあんだ︒さとうだ︒﹂﹁へえ︒﹂

に︒﹂子つばめ﹁へえ︒

十711園

動かすんでしょう ︒

十五朋8光いよいよベールをかぶって︑﹁︿略﹀︒﹂
へき画

ミケランジェロとラファエルは︑前後

﹇壁画﹈︵名︶一

十三572囹

へきが

して︑そこからローマに出て︑へき画をかいたり︑
へき面

美しいしょう像などを︑たくさんかいた︒

ペキン

ああ︑日本︑まさに立つべし︒

父母の愛を一身に集めていた身にとって

十五182図圏

は︑天下におそるべきなにものもなく︑

十五6011

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

の愛する子どもなのだから︑人種的な区別など︑

十五7411

あるべきはずはない︒

いねの花のすんだあとをさわってみると︑

ペスタロッチ

︹人名︺1

くなっていました︒

ペスタロッチ

いままでぺしゃんこだったさきが︑ふくれてかた

八梱1

と指さされるままに︑顔をあげてへき面 ぺしゃんこ ︵形状︶1 ぺしゃんこ

﹇壁面﹈︵名︶一

十五691

へきめん

︹地名︺2

を見あげると︑おじさんの大きな写眞があった︒
ペキン

ペキンの町には︑ホートンが︑あみの目

この老人は︑ペス黒鼠ッチという人でし

﹇下手﹈︵形状︶4 へた

十ニー17
た︒

九478 字はへたで︑すみもがさがさして指につく

へた
へこたれる

みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の

︽ーレ︾

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

のように通じている︒

十三266
十三332

べし

よくきいてみると︑じょうずなのもあ

あの文章は︑ずいぶんへただったろう︒

祖父たちの間に結ばれた心が︑なん十年

﹇隔﹈︵下一︶一 へだてる ︽ーテ︾

たび結ばれることになった︒

の月日をへだてて︑いま︑まごたちによってふた

十五5111

へだ・てる

耳ざわりでいやがっておいでだろうと思いました

十二ー95園 いや︑わたしはあんまりへたなので︑

るし︑へたなのもある︒

十一一1812囹

九576囹

くらいでした︒

︵下一︶1

水を運んで行かなければならない︒

十四373

へこた・れる

生活にもつらい思いをしていますが︑そんなこと
にへこたれてはいけません︒

ぺこぺこ
おなかがぺこぺこなところだ︒

︵形状︶1
六柵11囹

十二4410園 へえ︑そんな大きなものを︑どうして ぺこぺこ

いつ⁝⁝え︑うちに來たんですか⁝⁝へえ

﹁出頭すべし︒﹂と書いてもいいとい

わが祖國︑やがて立つべし︒

べつ

うさぎさんは︑びっくりぎょうてん︑みん

あさがおの花は︑みんなふきちぎられ︑

﹇糸瓜﹈︵名︶一 へちま

﹇別﹈︵名︶2 別

へちまの葉は︑みんな下向きになってしまった︒

十﹁514

へちま

な地面にべたんとうつぶしてしまいました︒

六㎜9

私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新 べたんと ︵副︶1 べたんと
このゆめを実現するために︑ダルガスの
このおじょうさんこそ︑ほんとうにこの
十五178器財

歌を歌った人というべきです︒

十四4911

とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1912

しい日を待つことを知りました︒

十二394

えばよかったと︑いちろうはときどき思うのです︒

九754図国

明日出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九715置場圓

これからは︑用事これあるにつき︑

十三393園 眞ちゃんが︑帰って來たんですか⁝⁝ べし︵助動︶9べし︽ベキ・ベシ︾呂まさにたつ

﹁へえ︒﹂私たちは︑あまり多いのに

ん⁝⁝へえ⁝⁝そんなにしんせつだったの︒

十三426園 そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝う

おどろいた︒

十四221囹

十一一124 そうして︑ページをはぎとって︑たべて

ページ ︵名︶1 ページ呂いちページ
しまったということです︒

十五柵7園あすこに︑ずっと後の方に︑ベールを

ベール ︵名︶3 ベール
かぶったままで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃6園 さあ︑そのベールをおとりください︒

べつ一へび
612

十二3612 別の手に︑はじめのはゆっくりと︑次に
は早く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

べつ

別

﹃︿略﹀︒﹄と︑べつのやぎがいいまし

﹇別﹈︵形状︶6

十五745 いでん学上の能力のちがいは別として︑
べつ
二2710園
た︒

八966 ひたさない種もみをまいたところには︑べ
つにしるしをつけておきました︒

十一833囹 おまえはべつの人のところへっれてい
かれたのだな︒

十二7010 自分は︑その近所に別に家をかりて住む
ことにしました︒

十三317 むかしものがたりをやるつもりなのだが︑
さるは︑とちゅうできよとんとしてやめてしまつ
たり︑とんでもないべつのことを演じたりする︒
十四6310 お話することがどっさりありますが︑そ
﹇別世界﹈︵名︶！

別世界

れは︑また︑いっかべつのときにしましょう︒
べっせかい

︵名︶11

ベッド

別世界にいったような樂しい氣がするよ︒

十二459園 人間のしばいとちがって︑みていると
ベッド

十217 男の子がベッドにすわっている︒

少年がベッドのそばのもとの場所に帰る

いうちに︑少年は立ちあがりました︒

十一8710

看護婦が︑小さなすみれの花たばを︑

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一911
十﹇922

小さなベッドに横たわりながら︑

すみれをベッドの上にちらしながら︑

ベッドの上のコップの中から取ってきました︒

十二391

ヘッドライトにたよって現場に近づく︒

ヘッドライト

︵名︶一

十244

ヘッドライト

べつに

けれども︑べつに氣がつきません︒

﹇別﹈︵副︶1一

四345

べつに

べつべつ

べつべつ

ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに

﹇別別﹈︵形状︶一

べに←うすべにいろ

ふつうのしばいでは︑︿略﹀︑おしろいやべ

﹇紅﹈︵名︶2

したりして︑

六997
べに

にでけしょうをして︑その役らしく顔をこしらえ

十636

あげるのですが︑

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさして

語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

十五755

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

﹇紅薔薇﹈︵名︶2 べにばら

十五142図圃大きなるべにばらのひと花思わぬを

めやぎのおちぢ︑一つ一つかおる︒

十﹁569圃

べにばら

ほかのがんは︑また︑みんなをだまして

びっくりさせるのだろうと思って︑べつに氣に

四4810

へのへの

ゆららにあかく開き満ちたる

お話の題はべつにきめませんから︑かって へのへの一

もかけないでとびつづけました︒
六668

六42図 へのへの

六34図 へのへのへ

へのへのへ3へのへのへ

六35図 へのへのへ

六37図 へのへのヘ

﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

﹇蛇﹈︵名︶7 へび

きませんが︑大きな

ぞうは︑大きなへびみたいなものさ︒

へびがやってくることがあります︒

四552 島にはかりうどは

二358圓

へび

六45図 へのへのもへ

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六454 ﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

六38図 へのへのもへ

六31図 へのへのもへ

立っている︒

六316

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる へのへのもへ5へのへのもへ

私は︑べつにいそぐこともありませんでし

けれども︑べつににげだそうとはしません

につぎを考えてください︒

九拝4

でした︒

十485
たので︑

十674

が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

いつもは︑いちばんびりにいるばかり
﹁べつにかわりはございません︒﹂と︑

遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵
本などを持って遊ぶわけではない︒

十三282

看護婦は答えました︒

十一7411圏

で︑べつに用もないようだが︑

十一67園

十一666園じゃあ︑第四号室のいちばん向こうの 十702 べつにどっきもたたず︑
ベッドだ︒

十一674 開いたドアのまえまできますと︑その中
にはベッドが二列にならんでいました︒

十一687 看護人は︑一つのベッドの頭の方に立ち
どまって︑カーテンをあけて︑

十一737 その人たちは︑しんさつをはじめて︑一

白い茶わんにはいっている湯は︑日かげ
で見ては︑べつにかわったようすはなにもありま

十四699

十一739 医者がすぐそばのベッドまできました︒

せんが︑

つ一つのベッドのそばに立ちどまりました︒

十一7311 医者が︑まだとなりのベッドをはなれな

613
へま一へる

いきなり

へびの

くびに

四625 みると︑なかまのがんが︑へびからぬけ
かっちゃんは︑

だそうとして︑もがいているところです︒
四627
かみつきました︒

四628 さすがの へびも︑いきがくるしくなつ
たので︑力をゆるめました︒
十二635 そのうちにからだがだんだん長くのびて︑
おしまいにへびになってしまった︒

十三67 すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑
︵名︶一

へま

たけのこや︑ちょうや︑はち︑へびや︑とかげや︑
へま

十654 いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ

﹇部屋﹈︵名︶ 3 8

へやn▽おへや

しそうなことを︑なんでもやります︒

まをやったり︑だまされたりなど︑よわい人間の
へや

一458 へやのなかでは︑しろいきものをきた
おんなの人たちが︑︿略﹀︑もちものをしらべて
います︒

一468 つぎのへやで︑こしをかけてまってい

一466囹 さあ︑あちらのへやへいらっしゃい︒
ますと︑

いこうとし

一491 へやには︑きれいなはながかざつてあ
りました︒

二474 ところ へやの中
て︑きゅうにたちどまります︒

二482 それから︑となりの へやへ

いってしま

二492 いちろうは︑となりのへやへいきます︒
一一509 じろうも︑となりの へやへ
います︒

三339園 へやのすみに︑かれ木が立っていま
した︒

四伽3 いままでくらかった へやが︑あかるく

朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや

なりました︒

七933
に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

茶色のうさぎがはいっているへやに︑えさ
想うさぎの生まれた︑右から学ばんめのへ

がなかったので︑

七936
七938

けさ︑いってみたら︑左がわのへやに︑毛

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

七955

がたくさんぬけていました︒

あたたかなへやにはいってさ︑
たちまち︑牛乳がへやの中に流れたので︑

八825園
八867

おかみさんは手をたたいておこった︒
へやはいそいであたためられ︑︿略﹀︑つば

へやにはいってくる人があると︑たちまち︑

めたちのとまるところがつくられました︒

九2010

九212

そのかたや︑頭や︑手にとまりました︒

おくのへやのおしいれには︑﹃ぶす﹄と
いって︑おそろしいどくがはいっている︒

十666園

はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな
いようにしていました︒

十671

だんなは︑ちょいちょいあのへやにはいる
が︑べつに︑からだにさわりもしないのだから︑

十674

ふたりは︑それをあいずのようにして︑ぬ
き足さし足で︑そっとおくのへやに近づき︑

十682

一つのまるいつぼをみつけ︑へやのまん中
そうして︑大きなへやの︑開いたドアの

にかかえてきました︒

十693
十一673

まえまできますと︑

大きなへやはうす暗く︑あたりにははげ
しいくすりのにおいがただよっていました︒

十一684

看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ
て︑へやを歩きまわっていました︒

十一686

十一687 その大きなへやのはしまでいくと︑

十一734 みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑

夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

へやの向こうのはしにはいってきました︒

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十一7611

十一814 そのへやのすぐそばの︑ドアのぞとに足

ひとりの男が︑看護婦に送られながら︑

音がきこえて︑

そのへやにはいってきました︒

十一819

十二275 いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ

やにはいっているというように︑

た人形のことを思いだして︑

十二384 へやに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわし

しめきったへやで︑人の動きまわらない

十三475 そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた
赤いへや︒

ときだと︑ことによくわかります︒

十四6412

十四907 女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出

その女の子は︑中のへやをすっかり見と

たときは︑脱ぐつを足にひっかけていた︒
十四9610

へり←かわべり

厳いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑

おすことができた︒

十五5310

﹇縁﹈︵名︶一

へる

︽ーッ・ーラ︾

七604 スリッパのへりをひとまわりして︑帰って

へり

いった︒

へ・る ﹇減﹈︵五︶4

らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ

七177園 このまえより︑なの花がへっているわ︒

んだんへってきたそうです︒

九335国

壷飾10 ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水

﹃腹のへらないときに物をたべる幸

かさがへっていた︒

十五8710囹

ペルーべんきょうする

614

福﹄で︑

二83

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえでいったので︑

でも︑おぼうさんが赤いおびをおしめに

へんなもんだな︒

みんなわらいました︒

五882園

五5710囹

ベル ︵名︶3 ベル
九622囹 おい︑さあ早くベルを鳴らせ︒

五884囹

なに︑へんじゃない︒

なると︑へんでしょう︒

十一733 半時間ばかりたつと︑ベルの鳴る音がき
こえました︒

十三375 電話のベルが鳴る︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

へんだなあ︒

んちゃんの本をよむ声をまねます︒

五㎜11

六539園

十452 今日︑血行の産地は︑ペルシア湾︑セイロ

ペルシアわん ︹地名︺1 ペルシア湾

ン島をはじめとして︑オーストラリアや南洋の

へん

あおむしが︑へんな色にかわっている︒

ペンをにぎっている︒

空中の温度の変化︑︿略﹀︑さまざまな條

﹇変化﹈︵名︶1 変化

十四848

へんか

勉学

つくえのまん中にチョークで線をひき︑

﹇勉学﹈︵名︶1

件によって︑雪のけっしょうがちがうわけを︑
べんがく

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑たが

十五579園

ス︾

いに向かいあい︑勉学にいそしむことにしたが︑

べんがく・す ﹇勉学﹈︵サ変︶1 勉学す ︽

植物︑鉱物︑地質等をこのんで勉学す︒

十五5810図 右回ホランド先生︑︿略V︑化学︑生理︑

ぼくは︑夜︑勉強をすましてから︑

金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑

そのうえ︑夜おそくこっそりと勉強を続

十二83

サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

家をはなれて勉強にでかけていましたが︑

こんなことを考えて︑きみも勉強を続

べんきょう・する﹇勉強﹈︵サ変︶9べんきょうす

けるんだね︒

十三617園

とりのようになって︑勉強をはじめたのです︒

十二412

十一2810 夜の勉強には油がいります︒

けました︒

十︻289

いっしんに勉強がしたくなりました︒

十一269

八579園勉強もそのとおりだ︒

六餅10

わは︑ズ略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑

五㎜8 さんちゃんがべんきょうをはじめると︑ひ

がく︑︿略﹀などのべんきょうをします︒

四117

二年生も︑これでべんきょうをしまし

あひるの子は︑水の上を車のようにくるく べんきょう ﹇勉強﹈︵名︶1一 べんきょう 勉強O

きのこはみんないそがしそうに︑ドッテコ
さあ︑なんだかへんですね︒

四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物
へんだよ︒

姉だけにわかるへんなことばをいってい

私は︑その少年の持っていたペンをかり

こくご︑しゃかい︑さんすう︑りか︑おん

二593園

ます︒

十二782

クレヨン︑ペン︑ナイフ︑ゴム︑ランド

て︑サインをしてやりました︒
セル︑ピアノ︑オルガン︑バイオリン︑

十四209

そのペンをにぎってごらん︒

た︒

おべんきょう

たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ

自分でもおどろくほどへんな大きな声をだした︒

九896囹

は︑みなかごの中にいれておきました︒

九862

九717園

ドッテコと︑へんな樂隊をつづけていました︒

九529

コと︑へんな樂隊をやっていました︒

九519

るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑

八848

七2610囹

へんなたこだな︒

六桝5囹

ベルン

島々であるが︑日本産のものは︑ことに名高い︒
︹地名︺一

十五194 スイスの首府のベルンの町からながめる

ベルン

と︑

ヘレンケラー ︹人名︺2 ヘレン・ケラー
の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑日

十一一397 これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ
本語になおしたものです︒

十二423 そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を
﹇辺﹈︵名︶5

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒
へん

いというんだね︒

四469園 さあ︑きょうは︑どのへんにならびた

のいりえだったのです︒

九7711園 むかし︑このへんは︑波のおだやかな海 十二251

して︑あなをほったり︑

十三283 そのへんを走ったり︑地面にこしをおろ ペン ︵名︶5 ペン
十五323 少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ
じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒
十五9710囹 このへんでは︑みんなお金持なの︒

十五711囹

おじさんのつかいなれたペンですよ︒

﹇Vいっぺん・ごろっぺん・とおりいっぺ

ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑

﹇遍﹈

へん

十五712園
へん

十五712圏
﹇ 変 ﹈ ︵ 形 状 ︶15

ん・なんべん︒にさんべん・にへん
へん
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へんさん一ほ

る

勉強する

︽ ー シ・ースル︾

一5410園 そんなときには︑ はなれぼしに

がっこうにはいって︑べんきょうしてくるので

す︒

ある

九956

たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑返

事をしないでさがし物をつづける︒
くもは︑なんといって返事をしていいかわ

からないので︑そのままだまっていました︒

寸胴9

るのだ︒

絵のぐをつかって時間をかけて絵をか

くより︑写眞のほうがずっと便利なわけだけれど︑

十二481囹

十二佃8 お金がなかったときにくらべて︑お金が

いたってべんりにできています︒

できてからはどれほど便利になったか︑

十四109團

太郎かじゃと次郎かじゃは︑声をそろえて

十6611

なかだかなや︑ひらがなを作りだすようになった︒

十五394 その漢字から︑日本語を表わすのに便利

﹁たいへん焼物がおすきのようですが︑

﹂と︑あいさっともつかず︑返事と

ほ

返事をしました︒

二595囹 三年生も︑これでべんきょうしました︒ 十1511 この返事に︑少年も満足したらしく︑
七711囹 みんなが勉強する教室にはいって︑こし

かけてみたり1

あなたは

十五4410

八831園たまごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火 十一442 みんな元氣のいい返事をして立ちます︒
花をだすことを︑せいだして勉強するのだね︒

﹇編集﹈︵名︶1

へんしゅう

へんしゅう

︽iスル︾

﹇帆﹈︵名︶1 ほ

八704 しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

うにからだをふくらませて向かってきた︒

ほ5はしりほ

ぼくらはふたりになって︑麦のほとす

﹇穂﹈︵名︶14

八皿1

いねのほがではじめました︒

いまにもほがでそうです︒

ほがでそろいました︒

八皿7 ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう

主意7

りのほがでました︒

八皿4 葉のついているもとのところがら︑黄みど

八皿3

がでそうです︒

八齪1 いねのほのさきがふくらんで︑いまにもほ

ていく︒

七661 雨あがりの麦のほ︑子どもと子どもとかけ

まのほをしいて︑その上にねるがよい︒

三487園早く川の水でからだをあらって︑が

れすれにあるきました︒

三416

ほ

そんなに大きくはありませんが︑これを ほ ﹇歩﹈Oごろっぽ・よんぽ

﹇編集﹈︵サ変︶一

へんしゅうをすることにきめました︒

それから︑二組︑三組と︑じゅんじゅんに

る

へんしゅう・する

六696

へんしゅうす

六566

もっかない答えかたをした︒

九4610團 樂しく元氣で勉強してください︒
ら︑どんなにしあわせでしょう︒

十1711囹 ことばを愛することを知って︑勉強した

十一506 デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ
くは︑いい農夫になろう︒
いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

十二693 しかし︑いつも勉強してみがきをかけて
十二705 はい句を勉強することに心をきめました︒

キ︾

編集で

じょうずにくぎって︑きれいに︑むだのないよう

編さん

︽

﹇編集出来﹈︵上一︶1

にへんしゅうするのは︑むずかしいことでした︒

﹇編纂﹈︵名︶1

きる

へんしゅうで・きる

へんさん

したりした︒

十五512 日本人のための英語教科書の編さんまで
へんじ ﹇返事﹈︵名︶12 へんじ 返事δごへんじ

おもしろく編集できないだろうか︒

三6210 みんなも声をそろえてへんじをしまし 十四896 こんな場面を︑映画独特の手法によって︑
た︒

い︑高い︒﹂といいました︒
べんり

でも︑生きた人間のほうがうまくやれ

﹇便利﹈︵形状︶6

十一一478囹

べんり

便利とか不便だけで物事を考えないと

るし︑それに便利でしょう︒

ころに︑人間の美しさやおもしろさが生まれてく

十二4710囹

便利

四299 じぶんでじぶんにきいてみても︑なか べんとう 皿vおべんとう
ぺんぺんぐさ ﹇草﹈︵名︶1 ぺんぺんぐさ
なかはっきりした返事をしてくれない︒
三528圃 いなかのやねのべんぺんぐさは︑コロ同
四748 へ−返事はいつもはっきりと︒
八422 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいましたが︑王女は
なんの返事もしま せ ん ︒

九198 協会では︑喜んでつばめのせわをする返事
をしました︒

をしました︒

九583 いちろうは︑思わずわらいだしながら返事

ほ

ほ一ほう
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ま

なものがたくさんはえていましたQ
八津8 花のさいているほもみつけました︒

八価8 どのいねのほも︑すっかり黄色になってお
じぎをしています ︒

てみました︒

八鵬1 こんどは一かぶのほの数をみんなでしらべ

八櫛2 1本ずつ植えたかぶには︑ほが10ぐらいつ
いていました︒

ま

ほう

方

星のきれいな夜空︒

います︒

ほうで︑

﹁︿略﹀︒﹂

三688囹
三691園
た︒

﹁もりの方︒﹂みんなの心があいまし

もりの方︒

お

おにさんこちら︑手のなる方へ︒

みずうみのほうから︑風がふいてきま

四496下の方から︑てっぽうの音がひびいて
きました︒

四537
した︒

四777

かめは︑ていねいにおじぎをして︑海の
そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた

五184

五184

五183

あまりこんでいましたので︑みんな︑ぶつ

東の方へいく友だちを︑

西の方へいく友だちと︑

南の方へいく友だちと︑

した︒

西の方をみると︑日がしずんでまもない空

がちらちら光っていました︒

五862

下の方から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふ

その声をきいて︑はとが下の方をみますと︑

しをつけてよびながら︑ひとりの子どもがきます︒

かりうどが矢をつがえているではありませんか︒

六172

六291 おや︑だれかたずねてきたらしい︒﹂あり

花のみつをわけてあげよう︒﹂あり一が︑

一︑二が戸の方をみています︒

六304

ああ︑

おくの方からみつをびんにいれてもってきます︒

またふいてくるよ︒

六363園根の方へおりていらっしゃい

六414 つむじ風のように︑列をつくったつばめの

ぼくが目をさましたときには︑おびみた

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六448囹

いきます︒

六524 そうして︑つぎの雲の方へどんどん走って

木の下へいきました︒

六544 ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

トンネルのさか道に足をすべらせて︑ころ

ころと︑下の方へころがりこんでいきました︒

六伽10

の方へいってしまいました︒

六柵9 うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ

みあげました︒

六榴5 しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を

さあ︑いまのうちに︑さきの方へいらっ

さんたちの方をのぞきました︒

しゃい︒

七384園

そうに私の方をみていましたが︑

七399 はじめ︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配

の人たちに︑心の中でお礼をいいました︒

五5311 そういいながら西の方をみると︑小さな星 七408 私は︑さぶろうの方に近よりながら︑車中

に︑大きな星が光っていました︒

五531

を通ったら︑おくの方でうぐいすの声がした︒

五465

おつかいにいくとき︑うらの竹やぶのそば

五303園小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま 六㎜3 とらさんは︑そっと首をのばして︑うさぎ

ました︒

ぶっとこごとをいいながら︑出口の方へでていき

五217

わけてくれました︒

東の方へいく友だちを︑それぞれひとかたまりに

南の方へいく友だちと︑西の方へいく友だちと︑

はしからしらべていって︑北の方へいく友だちと︑

五183

方へいってしまいます︒

四川7

雪をながめる︒

八燗6 1本のほに︑多いのは180ぐらいずつつ 四931 雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお
をだして空のほうをみあげて︑降ってくる
いていました︒
一

四747 ほ
﹇方﹈︵名︶捌

二403 すると︑とおくのほうでも︑﹁︿略﹀︒﹂と

ほう

なきます︒

二405 すると︑むこうのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂とさ
けびます︒

と き︑

かげの

二675 そのとき︑かげの ほうで︑﹁︿略﹀︒﹂と
その

いう声がする︒
二694

まがって

すこしたって︑かげのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂となく︒

一一705
﹁︿略﹀︒﹂とい う 声 が す る ︒

三413 いちろうくんが︑ 右の 方に
いってしまいました︒

した︒

三443囹ぼくらのほうがまけるかもしれない︒
三643園 ﹁右の方︒﹂と︑女の子たちがいいま

した︒

三645園 ﹁左の方︒﹂と︑男の子たちがいいま

んで

三682雲は︑もりの 方へしずかにしずかにと
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ほう一ほう

まったので︑

冬じゅうひもじい思いをしたりするより

そういって︑水の中にとびこみ︑はくちょ
水をとりかえるときにみたらもみのもとの
もみのもとのほうから︑はりのようにほそ

八969

水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒

ひたさないほうは︑まだめがでません︒

はるか下の方に美しい湖がみえます︒

ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの

九328團

黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

いちろうは︑いそいでごはんをたべて︑谷

東なら︑ぼくのいく方だねえ︒
とんでいきましたよ︒

九514園やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方へ

九501囹

へとんでいきましたよ︒

九523囹

やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の方

やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

へとんでいきました︒

九536囹

そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒

みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

九543
九561

九651園 わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

きゅうな坂にかかると︑まえの方で︑のだ

たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑

それは︑やめたほうがいいでしょう︒

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒
九956

九717圏
九価10

いしい先生も︑ずっとうしろの方から︑

先生が︑又略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

二上2

﹁︿略﹀︒﹂と︑のだ先生がつえでさされる

﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒

九研3

軍略﹀︒﹂と︑いしい先生がうしろの方か

方をみると︑

九㎜2

泉はどうしても支流のほうにはなくて︑

ら追いたてるようにいわれた︒

九慨6

た︒

た︒

ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た

くさん取ってきた︒

十597

十688

ふつうのしばいでは︑︿略﹀︑能のほうでは︑

はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな

次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

いようにしていました︒

十672

めんをつけます︒

十637

ら︑あかちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

九499園やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の方 十608 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやった

川にそった小道を︑上の方へ登っていきました︒

九494

たおとなの人が︑︿略﹀登ってくるのがみえます︒

九409團また︑下の方の山道を︑しょいこをつけ 九紫9 くもは︑首をねじって上の方をみあげまし

落し︑

九395国上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたたき 九伽5 くもは︑きっとなってその方をみつめまし

ども湖に近い川しもの方へとりにいきました︒

九338団

が︑

九18一

ちがよいと思いました︒

八柵7根が横へはるので︑廣いところのほうが育

八975

い︑白いめのようなものがでました︒

八956

ほうがすこしふくらんでいました︒

八953

うのほうへおよいでいった︒

八899

は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

八898園

るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑

七4810 ぼくのほうは︑センターが外野へでてし 八847 あひるの子は︑水の上を車のようにくるく
七495 それで︑内野の人はいっしんになったので︑
かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒

七512囹 じゃんけんをして︑いいほうのボールを
つかいなさい︒

七514 ぼくらのほうのボールをつかうことになつ
た︒

七515 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
ン凶夢まで︑外野にでてしまった︒

七527 どちらが勝ったかと思って︑心配している
と︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒
七5210 このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ
くあいてにあたって ︑

七956 よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよう
にふくらんでいて︑

八56 小鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほ
うがいいかもしれません︒

八9一 ピオのほうでも︑その氣になったらしく︑

ます︒

八2210 ただ︑腹の下のほうだけが皮にかくれてい

八545 なさけのある人とみえて︑台所の方からお
むすびを一つにぎってきて︑

と︑

八583 いままでのぼってきた方をふり返ってみる
八612 ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま
わるほうがすきであったからである︒

いいか︑歩いていたほうがいいかさえも︑わから

八707 あわれなあひるの子は︑立っていたほうが
なかった︒

かった︒

八708歩いていたほうがいいかさえも︑わからな 九515囹西なら︑ぼくのうちの方だ︒

ほう一ほう

618

ずっとおくびょう者でした︒

十7111 太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな
く︑わるちえがあったから︑

十一46 川上の方をながめると︑
十一911園 そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ
ろう︒

ていくのさ︒

十﹁111園 いいコックスが日本を正しい方へつれ
十一118 子どもたちは︑いっさんにボートの方へ
かけていった︒

十一134 おりから︑港の方でふえが鳴る︒
どまって︑

十一688 看護人は︑一つのベッドの頭の方に立ち
十﹇696 少年は︑身をおこして父親の方をみまし
た︒

﹁チチロ︒﹂男はそういって︑少年の方

十一767 病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑
十一823
へとんできました︒

十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと
で︑

十一847 父親は︑少年を自分の方へひっぱりまし
た︒

十一848 少年はふり返って︑病人の方をみました︒
十一8411 少年は︑また︑病人の方をながめました︒

十一861 父親は︑じっと少年をみつめていました
が︑やがてまた︑病人の方をみました︒
十一8612 病人は︑やはりじっと少年の方をみてい
ました︒

十一9012 そのうちに︑ちょっとわきのほうにいっ
ていた看護婦が︑
十ニー12

老人は廣場の方を指さして︑

十一928 そこで死人の方へ向いて︑

十二258

はじめはいやがっていた民ちゃんも︑よ

時間をかけて絵をかくより︑論調のほ

生きた人間のほうがうまくやれるし︑

ごれていないほうが島蔭がいいので︑

十二478園
十二4712園

首のほうからもかぶせてまるくしてから︑

うがずっと便利なわけだけれど︑

十二507

手は︑手さきのほうをいれて︑穴に糸を

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

十二534
通してぬいつける︒

昔からいい傳えられたというだけのもの

のほうが多い︒

十二557

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か

子どもたちのかけていく方に︑自分も

ら九十九だんの石だんができている︒

十二576

十二7311

いっしょにかけだしたいと思いました︒

ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い
遠くの方からひびいてくる︑いろいろな

けやきのこずえの方を︒

十三43
十三285

子どもたちは︑またそちらの方へ走って

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

行く︒

三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑つ

つくえの方をちらちら見る︒

十三36！2
十三395
十三3911

せっかくの記念品だから︑とっておい

くえの方へ走りよって︑ひきだしをあける︒

十三424園

絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で

しばらくして︑うらの方で︑もの音がす

たほうがいいよ⁝⁝
十三435
る︒

十三533

すってあります︒

その右の方に︑もうひとりの子どもがよ
りかかっている絵です︒

十三535

十三611囹︼くらべてみて︑うまさからいうと︑ラ

が︑きはつ油をおつかいになったほう

くぎへかけるようにしたほうがいいと

ファエルのほうがうまいかもしれないが︑

か︑

十四103團
十四117團

かれは︑歌の声をたよりに︑その方にお

二の人はるか遠くの方を指さして︑

みんな﹁一の人﹂の見ている方を遠く見

がいいのです︒

つめる︒

十四383

十四399
﹁︿略﹀︒﹂

十四485

湯げのお話はこのくらいにして︑こんど

よいで行きました︒

十四697

十四712

十四712

その反対に︑茶わんのまん中の方では︑

そこの方へ向かって動きます︒

湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四713

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

ぎゃくに上の方へのぼって︑

ぎゃくに上の方へのぼって︑

十四713

飛行機は︑しぜんと下の方へおしおろさ

けいあたためられるので︑

十四756
十四7512

︑

︑

︑

竹を割るときには︑うらのほうから割る

木を割るときには︑もとのほうから割る

れるかたむきがあります︒

︾

十四776
・刀しし

十四777

はじめにまん中になたをいれても︑きっ

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

がいいという教えでした︒

すると︑

十四7710

十四782

うらのほう︑いいかえると︑竹の先のほ

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

十四783

619
ほう一ほうおうどう

ぼう

下の方にいる女の子を元氣づけるために ぼう

舞いおりて行きました︒
十五2612

うから割ってみると︑

十四784竹の先のほうから割ってみると︑

くるくる舞いをして︑下の方へ︑谷の中

みんな右手の前の方に︑光をとりまいて

できた大聖間のようなものがあらわれます︒

十五8211
かたまってしまいます︒

ほう

﹇棒﹈︵名︶3

ぼう5てんびんぼう・ぶつき

﹇帽﹈与うんどうぼう

けらいたちは︑足をぼうにしてさがしまわ

いまいった文樂は手でつかうのだが︑

ぼうえんきょう

今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで

これで︑いっか︑おとうさんのお話にき

ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

自分で望遠鏡を組みたてて︑それで天体

﹇延命﹈︵名︶2 ほうおう

十二餌9 屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

りにほうおうがついているからだといわれ

十二桝6 ほうおう堂という名まえは︑屋根のかざ

ほうおう

を観察し︑数学でこまかに計算した結果︑

十三1410

鏡をのぞいてみた︒

八592 ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠

遠鏡をのぞいて真しんだ︒

六梱4 ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望

六鵬8

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六㎜11囹

星をみせますよ︒

五557園

﹇望遠鏡﹈︵名︶6

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

そのほか︑指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑

十二4512囹

くとれました︒

八佃1 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ

りましたが︑やはりみあたりませんでした︒

八4611

らぼう・やぶからぼう

十五3210
へ落ちて行きました︒

十四7812 はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ
て︑

を上にして︑上からはものをうちこむと︑まつす

十四793木のほうは︑これと反対に︑もとのほう 十五822 園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で
ぐに割れて︑

十四793 これと反対に︑もとのほうを上にして︑
十五8212

右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑

十五839園王子の方をさがしてみよう︒

チルチル︑すこし横の方に立っているひ

﹁光﹂の方へ行き︑ふたりは長いあいだ
︵感︶3

望遠鏡

﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブルぼうえんきょう

十四798園 しずむほうがもとだよ︒

した︒

をはなれて︑︿略﹀︑子どもたちの方へやって來ま

十五8511

十四8510 どちらも雪にえんのあるものであるが︑
私はあとのほうの映画に心をひかれた︒

十四913 もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ
ろって行ってしまった︒

ほう

だきあいます︒

十五佃6

まで︑ちっとも出て來ないのは︒

十五佃7園ずっと後の方に︑ベールをかぶったま

が︑﹃考えることの喜び﹄のとなりにいます︒

十五塒9空事の方には︑﹃しごとをしあげる喜び﹄

と多いのだよ︒

十五981園お金持よりびんぼう人のほうが︑ずつ

しい︒

十五891囹あの男のことは︑きかないほうがよろ

とりの﹁幸福﹂を指さして︑

十五8810

十四962女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが 十五861一 チルチルの方へ手をさしだしながら︑
やくほのおの方へのばした︒
の方へずっとよってくるではないか︒

十四976 ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子
十四987 女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒
十四川10 うれしそうに︑領しそうに︑上の方へ︑
十四川12 上の方へと︑神さまのおそばへ行くかの
ようにのぼって行った︒

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五2111 それがコトコトと音をたてて下の方まで
十五2112 女の子は︑あぶない足どりで︑山の上の
方に︑

れを追いでもするように︑

十五221 また下の方にちらばっているひつじのむ

これは︑九百年ほどまえに作られた平

びよう

ほうおう堂

うにも︑ほうおうという鳥の美しいすがたがあら

﹇鳳鳳堂﹈︵名︶3

ほう︑なにをやるかな︒

十二悩4

十二悩1 ほうおう堂

ほうおうどう

われていることに氣がつくことでしょう︒
﹁ほう︒﹂とか︑﹁あれもそうか︒﹂と

ほう︑また︑すごいのがくるぞ︒︑
かいいながら︑

十四215園

六355園

十五2210 みんなが︑おどろいてその音の方へ顔を 二458園
向けて見ると︑

十五237 見ると︑そのがけの下の方へゆったりと
んで行く大きなやまわしのつめにっかまれて︑

十五2512 しだいしだいに︑下の方へ落ちるようにぼう ﹇坊﹈呂あかんぼう・きかんぼう

等院という建物の中にある名高いほうおう堂です︒

どういん

方角

りにほうおうがついているからだといわれ

十二梱5 ほうおう堂という名まえは︑屋根のかざ
﹇方角﹈︵名︶4

十一77園

一本バックをやると︑ボートは向きを
それとも︑心の中で考えごとをしていて︑

かえて︑︿略﹀︑新しい方向に進んでいく︒

十四887
思わず方向がちがったものであろうか︒

それは︑せいの高いマリアがキリストを

その前にひれふしている絵でした︒

だいて立っていると︑老人のぼうさんらしい人が︑

十三595

十三72 どこともしれぬ方角の︑遠い︑はるかな ぼうさん ﹇坊﹈︵名︶1 ぼうさん尋おぼうさん

ほうがく
空のおくで︑鳴いているからすの声も︑

十三104 たとえば︑移轄をするのに︑方角がよい
とかわるいとかいい︑

ほうし

そのころの教会のぼうさんたちは︑天動

δかげぼうし

その説を人に教えてはならない︑といいました︒

説を信じていましたので︑ガリレオを呼びだし︑

十三157

十三107 しかし︑よいといった方角へ移って困っ ぼうさんたち ﹇坊達﹈︵名︶1 ぼうさんたち
た人もあれば︑

ほうき

十三107 わるいといった方角へこして︑つこうの
﹇箒﹈︵名︶5

よくなった人もある︒
ほうき

し・さんかくぼうし︒むぎわらぼうし

三721 そこで︑バーバラは︑だいどころからほぼうし ﹇帽子﹈ ︵名︶ 15 ぼうし ←かんかんぼう
うきをもってきてはきました︒

ほうき星

方言

﹇方形﹈︵ 名 ︶ n V せ い ほ う け い
﹇方言﹈ ︵ 名 ︶ 1

方言でできた小歌のあることを︑

﹇方向﹈ ︵ 名 ︶ 2

方向

きいて知っていましたから︒

ぼうしもかぶらず︑がいとうもきていませ
きょうは︑ぼうしをかぶっているな︒

車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた

私のまえにもぼうしがきた︒

十一一344

﹁ピン﹂﹁コップ﹂﹁ぼうし﹂など︑たく

先生がぼうしを持ってきてくださったの

さんのことばをつづることを覚え︑

十二361

三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

で︑私は暖かい日なたにでかけるのだと知って︑

十三377

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

で來て︑受話器をとる︒

十三3811

それは︑頭のぼうしで︑日︑水︑土︑は

るまわしながら︑樂しそうなようす︒

十四574

ぼうしかけ

ぼうしかけがならんでいます︒

﹇帽子掛﹈︵名︶1

ちたちだということがわかりました︒

ぼうしかけ

﹇宝石﹈︵名︶3 宝石

三314囹
ほうせき

まじりけのない宝石のようなものでありますから︑

七558 心にはっきりとえがかれた一つのかたちは︑

十384 眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら

にしきにくるまり︑金だの︑虞珠だの︑

れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十五828

■うえぼうそう

宝石だのを︑頭にいっぱいつけています︒
ほうそう

ものごとの原因と結果との関係や︑その

そのバクテリアにもおとる小さな人間が︑

算したりするではありませんか︒

引力の法則を発見したり︑うちゅうの大きさを計

十四355

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑

十三94

きまった法則を知る︒

十三92 種々のことがらの関係を明らかにして︑

そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう ほうそく ﹇法則﹈︵名︶3 法則

ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

七444

そういってから︑老人にぼうしを返した︒

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

九912

のぼうしがみえます︒

十一818

ほうたいをもっていたがんが︑手早く

みると︑一方の手にあつくほうたいをし

くるくるとまきつけました︒

四546

九466國もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪 ほうたい ﹇包帯﹈︵名︶2 ほうたい

七456

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七442

金がその中にたまった︒

七441

しを︑そばの人の手に渡した︒

七4311

七57園

ん︒

六282

五807 竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん ニー66 はととまととんぼぼうししかからす
すずめめだかかめめじろ
じょうのくものすをはらいました︒

五809 むすびめがとけて︑ほうきがおちました︒
を持って︑木の葉をはきよせました︒

五854 りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

﹇箒星﹈︵名︶1

五867 りょうかんさんは︑ほうきの手をとめて︑
ほうきぼし
からだといったり︑
ぼうきれ

十三912 でんせん病がはやると︑ほうき星が出た
﹇棒切﹈︵名︶1

十五353 ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑はも

ぼうきれ

セ

おとうさ

のなどでしるしをつけてしめすことも行われた︒

ん

ほうけい
1き

ほ三

、

5
つ

つ

十

げ

13
ん
は

ほうがく一ほうたい

620

621

たひとりの男が︑看護婦に送られながら︑

七43 中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑
ぼうっとあらわれる︒

八333 天の川は︑なん千なん万という星がかさな
りあって︑あのように︑ぼうっとした銀の川のよ

法廷︒

﹇法廷﹈︵名︶1

法廷

うな光をはなっているようにみえるのです︒
ところ
ほう年

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑
ある︒

十五347 これは︑記おくのためにも必要な方法で
十五366 形のないものは︑この方法では表わすこ
とができない︒

も簡軍に書き表わす方法がないものであろうか︒

十五429 日本のことばをもっとも正しく︑もっと
十五456 そこで︑日本の手工業も︑外学から新し

田に赤絵町を作って住み︑この赤絵製作の方法が
﹇方方﹈︵名︶5

ほうぼう

方々

他にもれないように︑保護されていた︒
ほうぼう

七671

おどろいて︑方々をさがして歩きました

方々のうちで︑ふとんほしてある︒

七808園
が︑みあたりません︒

﹇坊﹈︵名︶3

しゅしゅしゅ⁝⁝﹂
ぼうや

十五6211囹

よ

う

けき

ぼう︑ぽぼう

ぼうや

ょ

ほけきょ︒﹂

おじさんのくつは光っているのに︑ぼ

︽ーサ・

うやのくつはほこりだらけだから︑行くのはいや
だといっているのですよ︒

かわいいぼうやだな︒
ほうりだす

おくびょう者が︑きゅうにいきおいづき︑

﹇放出﹈︵五︶2

十五643囹
ほうりだ・す

十712

ーシ︾

せんすをほうりだして︑自分も指をつっこみまし
た︒

りだされて︑黒い波の間をおよいでいました︒
ほお

り一りんごのような赤いほお︒

けたり︑おどったりします︒

四754

ぼ一いさんたち

ほおにはあせがったわっている︒

︵名︶1

四917

しゃしょうさんたちも︑ぼ一いさんたちも︑

みんなく略Vうさぎさんでした︒

少年はそのふくれあがった顔の上に︑き

﹇頬笑﹈︵名︶2 ほおえみ

十一7711

ほおえみ

﹁水のほおえみ﹂とか︑﹁あけぼののむ

わめてかすかなほおえみがうかんだのをみた
十五953

らさき﹂とか︑︿略﹀などがあらわれます︒

そのことばをきいて︑そこらの乗客は思

﹇頬笑﹈︵五︶3 ほおえむ ︽ーミ・ーン︾

すると︑馳老人は︑ほおえみながらポケッ

大空がほおえんでいる︒

やいた鳥は︑肉を切るナイフとホークと

︵名︶一 ホーク

︵感︶一 ホーケ

また︑﹁ホーケ︒﹂と鳴いた︒

うぐいすの声がした︒﹁ホーケ︑ホーケ︒﹂

ほおじろδうちのほお

いたるところの山野に︑いちばんたくさん

なぜなら︑ほおじろだけしか責っていな

かったのですから⁝⁝︒

八57

いる鳥といわれるほおじろです︒

八48

じろ

ほおじろ ﹇頬白﹈︵名︶5

というようにきこえた︒

五466

ほ一けほ一け ︵感︶一 ホーケ︑ホーケ

五468

ほ一け

をせなかに立てたまま︑テーブルからとびおりて︑

十四975

ホーク

十四403園

ガラスのかけらばかりでした︒

トに手をいれましたが︑とりだしてみせたものは︑

十ニー08

わずほおえんだ︒

十一539

ほおえ・む

さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ

﹇頬﹈︵名︶3

二512

ほお

一4910

清水選手の試合を見物しようと︑方々の ボーイさんたち
湯の表面には︑水のおりているところと︑

國の人々が︑そのコートを目がけて集まりました︒

十二8210
十四724

き

う

方々から急いでかけよって來た﹁喜び﹂

のぼっているところとがほうぼうにできます︒
十五柵9
たちは︑

二695園

ほうほけきょ

、

ほうてい
七7910
﹇豊年﹈︵名︶1

五405團 この花がよくさく年は︑ほう年だといい
となく︒

、

十五484はん主からゆるされた十六人だけが︑有 十四455 マッケンナも︑しずんでいく船からほう

い方法を学んで︑

ほ

ほ

﹁ほう︑ほけきょ︒﹂﹁ほう︑ほけきょ︒﹂

o

ほ

Lコ

ほうねん

ます︒

となく︒
︵感︶1

二696囹

、

2

ほ
け

五玉う﹁ぼう︑ぽぼう︒﹂みんな﹁しゅしゅ
二655園

ぼうぽぼう

ほうねんまつり ﹇豊年祭﹈︵名︶1 豊年まつり
方法

十一383團 きょうはうれしい豊年まつり︒
﹇方法﹈︵名︶7

九244 近年になって︑いろいろな方法でこのこと

ほうほう

をしらべてみますと︑やはりそうであることがわ

冤

九3811国母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに 五123園 ぼうや︑ここですよ︒

かりました︒

一

ぼうっと ︵副︶2 ぼうっと

ぼうっと一ほおじろ

ほおじろじしん一ほおりのみこと

622

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八83 同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの
八138 ほおじろの声をきくと︑ピオのすがたがあ
りありとうかんできて︑思わずなみだぐみます︒
十一1312 あれは︑あわてもののほおじろだ︒
ほおじろじしん ﹇頬白自身﹈︵名︶1 ほおじろ自身
かたのちがいだろうと思う人もありましょうが︑

八88 それは︑鳴きかたのちがいではなく︑きき
そればかりでなく︑ほおじろ自身︑翌々のなまり
のようなことばをもっているのだそうです︒

ほおずき

八56 小鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほ

ほおじろや ﹇頬白屋﹈︵名︶1 ほおじろ屋

﹇酸漿﹈︵名︶1

うがいいかもしれません︒
ほおずき

ほおずり

わずは鳴くも夏のあさ夜を

九佃6図心 ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか
﹇頬擦﹈︵名︶3

十五川2囹 いいえ︑これは︑おまえたちのほおず

ほおずり

りと︑おめめと︑だっことで織ったのですよ︒
十五川7園 おまえたちがほおずりをするたびに︑
私の着物に︑月と日の光がさしてきてね︒
いるときでも︑ほおずりをしてもらえば︑すぐそ

十五穐1園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして

﹇頬 擦 ﹈

︵サ変︶

1

ほおずりする

のなみだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒
ほおずり・する
︽ーシ︾

十一832 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと
︵名︶13

ボート

で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒
ボート

た︒

三635 みずうみにはボートがうかんでいまし
三636 みんなはボートにのりこみました︒

まん中には︑おとうさんが

こしかけて︑

そこで︑おとうさんは︑ボートをこいで

ボートをおこぎになりました︒

三639

三655
ぐるぐるぐるぐるおまわりになりました︒
なによりおもしろいのは︑大学のボート

がいつもここで練習していることだ︒

十一410

こどもたちは︑︿略﹀︑そのボートをなが

めては︑いろいろな話をしあつて得しむ︒

十一53

ボートの向きをかえたりひき返そうと

したりするときには︑

十一68園

一本バックをやると︑ボートは向きを

かえて︑あぶないところがらぬけだして︑

十一75園

﹁ピリピリ︒﹂と︑ふえが鳴って︑ふい

に一そうのボートが近づいてきた︒

十一114

たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で

あろうと︑トンネルのようなホートンには︑それ

十三3211

夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ

が︑ふしぎなほどよくひびきわたる︒

ままれてもわからないほどである︒

十三338

十三34一 ホートンの竃場などに︑かげ絵の舞台を

こしらえて︑そこで︑人形あやつりがはじまる︒

十三349 ホートンに面した家々の門には︑﹁れん﹂

早春になると︑はとぶえが天から鳴って

が書かれてある︒

十三3510

中庭のあんずがさいて︑花びらがホート

きて︑ホートンをにぎわわせる︒

十三363

︹五道︺2

ホートン風景

ンへちらちらと降ってくるのも︑このころである︒

四

ホートン風景

ホートン風景⁝⁝⁝二十⊥ハ

ホートンふうけい

十三265

十三27

四

このあいだのレースで勝ったボートだ

あ︑大学のボートだ︒

これを最初にいいだしたのは︑十六世紀

︹地名︺一 ポーランド

六803

なんだ︒﹂櫨論8の﹁にいさんは毎日海へでて︑

裾論8の﹁にいさん︑お願いがあります︒﹂

六822

それがどうした︒﹂棚論剖の﹁お願いがあるの

どういうことだ︒﹂穂論剖の﹁きょう一日だけ︑

そんなこと︑いやだよ︒﹂爾論切の﹁たった一

いくら一日でも︑いやだ︒﹂穂論8の﹁一どつ

日だけでいいのです︒﹂

六8110

私につりをさせてくださいませんか︒

六813

です︒﹂

六811

鳥やけものをとっていますね︒﹂

魚をとっていらっしゃるが︑私は毎日山へいって︑

六805

ほおりのみこと ﹇火遠忌命﹈︹話手︺29 編論駒の

いう人です︒

の中ごろに死んだ︑ポーランドのコペルニクスと

十三141

ポーランド

十一116囹

子どもたちは︑いっさんにボートの方へ

十一116園
よ︒

十﹇118

おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

かけていった︒

十四502

ナがおよいで行ったように︑やがて︑一そうの
ホートン

ペキンの町には︑ホートンが︑あみの目

︵名︶1一

ボートが︑やみをぬって助けにきてくれました︒
ホートン

十三266

ホートンは一本のトンネルのようになつ

ホートンというのは︑小路のことである︒

のように通じている︒

十三暫4

十三267

一見︑なんのかわったところもないよう

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三278

冬は冬で︑風あたりの少いホートンの廣

な︑このホートンではあるが︑

十三2711

場に︑子どもたちがたむろして︑

623
ほおりのみこと一ぼ一ん

つりばりを

ほおりのみことは︑ぐっとおのみになって︑
裾論捌の﹁私は︑ほでりのみことの弟︑ほお

臆論8の﹁ああ︑おいしい水︒

六906
六921
りのみことです︒﹂

穂論8の﹁じつは︑海でつりをしていたら︑

このつりばりではございませんか︒﹂

つりばりを︒﹂麗論鉤の﹁そうです︒

つりばりをとられてしまったのです︒

六925
六9210

六977

ほおりのみ

みつかって︑ほんとうによろしゅうござい

臆論8の﹁あ︑これだ︒

六979

﹇火遠理命﹈︹人名︺9

ました︒﹂舗場﹁ありがとう︒

ほおりのみことはつりざおをひきあげる︒

ほおりのみこと

そんなにつりがしたいのか︒﹂裾論8の﹁あの

りがしたいのです︒ ﹂

六824
大きなたいをつってみたいのです︒﹂
わたしは山へいこう︒﹂裾醗8の﹁ほんとう︑

にいさん︒﹂

六827

六829 このつりざおを持っていくがいい︒﹂

裾 論 抽 の ﹁しまった︒︿略﹀︒あ︑

裾論的の﹁どうしてつれないのだろう︒

裾 論 抽 の ﹁ あ り が とう︑にいさん︒

六832
六842

とられた︒

やつぽりえものがなかったんですか︒﹂

六847 さ︑弓矢を返すよ︒﹂二等8の﹁にいさんも
六849

六839

おまえは︑なにかつったか︒﹂裾跳8の﹁いい こと

え︑つれませんでした︒

ほおりのみことは︑海べでないている︒
ほおりのみことは︑木をみあげて︑編冷駒の

女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに
ほおりのみことは︑ぐっとおのみになって︑

さしあげる︒

六904

﹁ははあ︑この木だな︒

六888

どうしたのだ︒﹂鷹醗8の﹁つりばりを魚にと 六867

られてしまいました ︒ ﹂

六853

おまえからいいだしておいて︒﹂穂論8の﹁に

麗論駒の﹁ 申 し わ け が あ り ま せ ん ︒

とられたって︒﹂臆論胡の﹁はい︒﹂

六858

六856

六862
いさん︑ゆるしてく だ さ い ︒ ﹂

六905

た︒

七5210

このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ

くあいてにあたって︑ちょっとのあいだに︑勝つ

ボールは︑すばやくあちこちにとんだ︒

ボールがピュッととんできた︒

ことができた︒

七542

ふいに︑ボールが︑ぼくのところにとんで

七54一

きた︒

七544

九273圃 すみきったボールの音や秋の風

十一一821 やわらかなボール

十一一839 目にもとまらぬボールが︑．ネットの上を

ボールはたましいのこもった生きものの

右に左にと︑ゆききしました︒

ようになって︑はねとびました︒

十二831一

十二841 一つのボールを中心にして︑両選手はと

もう然とたちなおって︑電光のような

ぶ鳥のようにかけまわりました︒

ボールをうちだしました︒

十一一8410

しかも受けやすいところに︑送ってやったのであ

十一一8512 清水選手は︑ボールをやわらかくして︑

ります︒

十二863 チルデン選手は︑とりみだしたしせいで

臆論切の﹁つりばりは魚にとられてしまうし︑

ほおりのみことをあんないしてでてくる︒

はありましたが︑やわらかなボールだったので︑

六873

六917

ほおりのみことは︑こしをかける︒

編歯駒の﹁ああ︑おいしい水︒

にいさんにはしかられるし︑困ってないていたの

六921囹私は︑ほでりのみことの弟︑ほおりのみ

︵名︶一

ボールばこ

八63 その一わを買い︑小さなボールばこにいれ

ボールばこ

スキー︑ラジオ︑ニュース︑レコード︑

ボール︑テニス︑ピンポン︑ラケット︑

六9110
裾論∂の﹁なんのこてんですか︒﹂年より﹁海

ほおりのみことのまえにさしだしながら︑

ぼくらのほうのボールをつかうことになつ

しぜんにふんどうがどらにあたる︒

﹁ボーン﹂と︑かわいらしい音をたてる︒

十三301

てもらって︑だいじに持って帰りました︒
じゃんけんをして︑いいほうのボールを ぼ一ん ︵感︶一 ボーン

ボール←フットボール・メデシン

十四219

です︒

六878

七514

つかいなさい︒

七512園

︵名︶15

海の神﹁このつりばりではございませんか︒﹂

六975

ことです︒

無事に受け返すことができ︑

麗読8の﹁木にのぼるのですか︒﹂年より﹁そ

の神のこてんです︒

うです︒

六882

編論8の﹁おや︑あんなところにいどがある︒

な︒

六892

臆論凶の﹁すみませんが︑そのいどの水を一

ボール

六889 木をみあげて︑争論8の﹁ははあ︑この木だ ボール

六902

ぽいください︒﹂

まカ、一iまカ、

624

七755園砂のほかに︑なにもみえない︒
ほかにまだ︑知っていたかね︒

ほか

七8110囹

﹇外﹈︵名︶85

一306 ほかにありませんか︒
それはほかでもありません︒

ほか

七8411園

ほかのうさぎがかんだのです︒

あおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜみが

九87 ﹁風﹂ということばに︑ほかのことばをつ

九65 ほかの樂器を︑いっしょにあわせて

ときには︑あらしや︑そのほかの思いがけ

けてみましょう︒

このほかに︑オーストリア動物園の人たち

ないさいなんに︑あわないともかぎりません︒

九188
九231

さるすべりラジオのほかに声もなし

がひき受けて送ったつばめを加えると︑

九295図團

ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま
そんなものはほっておいて︑ほかの子ど
ほかのものは︑一わだってこんなすがた

このほかに︑大きな︑黒くてひらたい貝

たかぎ・やまだ

たくさんいます︒

い

九876 人

れてふたりをひきとめている︒

は四︑五︑六︑そのほか数人が︑それぞれにわか

九885 たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

そのほか友だち大ぜ

九422国そのほか︑名のわからない美しい小鳥が

がとれますので︑

九336團

んだんへってきたそうです︒

九335團 らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ

このほか︑五十光年のところに光っている

のに︑うちのむすめは︑こうしてはたらきつづけ

だ︒

ほかのものよりうまくおよぐといってもいい︒

八693園

あみをはり︑．かくれていて︑ほかの虫が

ほかのものと同じようにおよぐし︑いや︑ 九912 そのほかの友だちが︑落ちているやまだの
かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

八689園あの一わをのけたほかは︑みんないい子

をしていない︒

八654園

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八644園

わるほうがすきであったからである︒

八612

星があります︒

八358

ているのは感心なことだ︒

八2810園

﹁ジージi︑ジージi︒﹂と鳴きはじめました︒

八245

七942

一一105旧くさのなと︑とりのなと︑そのほか
﹃︿略﹀︒﹄と︑ほかのものがいいまし

のものとに︑わけたらいいどおもいます︒
た︒

二3210囹

きまるか

三257園 日のあたるようにするには切るより
ほかにしかたがあるまい︒
三601 ほかの 子どもたちは︑ どう
まっています︒

三613 ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑
まっていました︒

四489 ほかのがんは︑また︑みんなをだまして

ほかのがんは︑右や左からかっちゃん

びっくりさせるのだろうと思って︑

四503
ほかのものは︑あとになり︑さきにな

をだきかかえました︒

四507
りして︑はげましはげまし︑さけびました︒

四佃3でる人うらしまたろうたいえびその
ほかいろいろな魚

九幽10

ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上

ひっかかると︑︿略﹀かみころすなんて︑

ほかのことを考えないで︑みっちりしご

研究を重ねたすえ︑ついに核をさしいれる

かぶきや︑ほかのしばいとも︑いろいろち

がうところがあります︒

十633

きて︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

ときに︑ほかの母貝のがいとうまくを切り取って

十445

とをやってくれ︒

十334園

をすべっていく︒

すると︑ほかの子どもたちも︑又略﹀︒﹂と 十199

3本ずつ植えたかぶには︑いちばん多いの
この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

オルガンのほかに︑バイオリンとか︑フ
ひいてみたらどうでしょう︒

ルートとか︑ほかの樂器を︑いっしょにあわせて

九64

みると︑まえとはちがつた感じがします︒

九510

で16︑ほかのは︑だいたい12ぐらいでした︒

八鵬3

喜んだ︒

八9111

いい︒

五364 ガスも石炭からとれるし︑そのほか︑いろ 八695園 ほかのものよりうまくおよぐといっても

五232園 まだほかにあるの︒
いろのくすりも石炭からとれます︒

六183 そのほか︑ハーモニカをふいているもの︑
オルガンをひいているもの︑

六683 このほか︑﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑
きれいに写生しました︒

六襯2 このほかに︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえな
かった︒

六m6 一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ
うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒

七747 人 甲と乙︑ほかに︑ひとりの旅人︒
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十一216 ぽかの人たちは休んだりむだ話をしてい
るのに︑金次郎は︑すこしも休まず働くので︑
郎は︑ほかの人たちにすまないと思いました︒

十一2110 しごとがじゅうぶんできないので︑金次

は︑ほかにないでしょう︒

十一591囹 おとうさん︑こんないいにくいことば

︿略﹀父親らしいところはありませんでした︒

十﹁702 ひたいと弓形をしたまゆとのほかには︑

いってしまいました︒

十一732 看護婦は︑ほかにはなんにもいわずに
十一762 が︑ほかになにといってすることもでき
ませんでしたから︑病人のふとんをなおしたり︑
ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

十一915園 ほかになにもあげるものがありません︒
十一一3410

いますと︑サリバン先生が︑ほかの大きな人形を

文樂は手でつかうのだが︑そのほか︑

文樂のほかにまだあるんですか︒

私のひざの上において︑
十二4510囹
十一一4511囹
指でつかうもの︑︿略﹀︑いろいろ種類がある︒

十二4910 ほかのはよくもんでのばしておく︒
も︑

このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

十二926 ほかの人がこれと同じ文を書いたとして
十一一983
かつおなどをたべました︒

十二㎜7 じょうもん式土器のほかに︑やよい砂土
はにわには︑このほか︑うまや︑いぬや︑

器というのがあります︒
十一一皿3

鳥などをこしらえたものがあります︒

十二価6 それは︑民主主義ということばをほんと
うに生かしていくよりほかに道はありません︒

十三173牧場と︑もみと︑しらかばの森林と︑近
海の漁場のほかには︑鉱山があるのでもなく︑

十三246

農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑その

ほかわずかのものにすぎませんでしたが︑
いろいろはいってきている︒

十四238園英語だけではなく︑ほかの國からも︑
そのほかのことばは︑みんな英語だ︒
リズムとか︑ハーモニーとか︑そのほか︑

十四242園
十四269

助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た

コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑
十四4811

ちが力をおとさないように︑

歌を歌っていたおじょうさんも︑そのほ

かの婦人たちも︑みんなすくいあげられました︒

十四505

します︒

ほかのことはわすれても︑この土のこ

十四557囹ほかに︑だれもいませんから︑私が申
十四597囹

とうとう一つの眞理だと思われたので︑

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒
十四808

それをその場にいない人や︑遠くにいる

そのことをほかの人々に傳えるうちに︑

十五346

人に知らせるためには︑文字に書くか︑またほか

母半身しんじゅぼがい

ほかの﹁喜び﹂たちを見ながら

﹇母貝﹈︵名︶11

十五柵8
ぼがい

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

ができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒

十393園もし︑母貝の中に︑核をさしいれること
十396

だいいち︑母貝は︑その核をそとにはきだ

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな

この赤しおのために︑母貝はみな死んでし

して︑受けつけなかった︒

十3911

十414
まった︒

十416

あるとき︑うめが︑母岩の中をしらべてい

おしにがかった︒

十4110

研究を重ねたすえ︑ついに核をさしいれる

母貝は︑ほとんど死んでしまった︒

るうちに︑一つの半円形の眞珠を発見した︒

十445

十431

ときに︑ほかの母貝のがいとうまくを切り取って

幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ

きて︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

た︒

十448

第二︑第三と母貝を開いていくと︑どれに

も眞珠が︑きよらかにかがやいているではないか︒

十4412

みた︒

こんなものが︑まだほかにもあります 十4410 幸吉は︑望みをかけた第一の母貝を開いて

に特別の表わしかたをしなければならない︒

か︒

そのほかに︑色絵をつける赤絵屋もあっ

十五4610園
十五482

ほかの外昔人にも話してあげましょう︒ ほかな・る ﹇他﹈︵五︶1 ほかなる ︽ーリ︾

たが︑

心に思ったことを︑はっきりと写しだすと

十五504園

ぽかぽか

︵副︶2

︵副︶1

ほかほか

ぽかぽか

それこそほんとうのまる

やきの鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをたてて︑

十四972 やいた鳥が

四162 せなかがほかほかあたたかい︒

ほかほか

いうことにほかなりません︒

七687

ほかの者にまで会っているひまはない
ほかの﹁幸福﹂ども︑どっとわらいくず

十五969園
よ︒

れる︒

十五㎜8

ほかの人たちはなにをしょうとしてい
ほかの﹁大きな喜び﹂たちを呼ぶ︒

十五㎜10園
るの︒

十五柵3

ほがらか一ぼく
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﹇朗﹈︵形状︶3

ほがらか

十四671 春さきなどの︑ぽかぽかあたたかい日に
は︑

ほがらか

で︒

十四433囲 くちびるに歌をもて︑ほがらかな調子

いられるのか︑それを︑こう話してやるのだ︒

十四443圃 そうして︑なんでこんなにほがらかで
十四4711 こんなきけんのせまった中で︑なんとい

れちゃった︒

三803園ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ

ぼくのうちをかいたのです︒

ぼくがいっしょにひくと︑かるくな

三832圏ぼくはだいだい色にするからね︒
るかしら︒

四184園
四229国

四239團ぼくは︑大きくなったら︑にいさんと
いっしょに︑ふねではたらきたいと思います︒

四281團ぼくをのせてくれないかな︒
一ばんおしまいだっ

四924雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお
を だして 空のほうをみあげて︑降って くる

四585園ぼく︑よきょうをするよ︒
四598囹よし︑ぼくがさがしてくる︒

いこう︒

四516園こんどは︑ぼくがかわって︑かついで

たもの︒

うおちついた︑またなんというほがらかな人だろ
ポキン

ぼくは︑きのうは
四4410囹
︵感︶一

う︒

ぼきん

ぼく

てくると︑うれしくなります︒

九388團 ポキンという音がして︑ガサガサと落ち
﹇僕﹈︵代名︶謝

二245囹一あんまりいうがにているので︑ぼく︑

ぼく

はじめはきがっきませんでした︒
二312園 こんどは︑ぼくがかぞえてみよう︒

持てそうもない物︑

五297園そこで︑ぼくは︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

五302囹 ぼくにも持てそうですがら︒

その人は︑﹃︿略﹀︒﹄ときいたので︑ぼく

かったのですが︑ぼくは︑かたへのせて持ってい

五305園 その荷物は小さいわりに︑なかなかおも
きました︒

五309園

ぼくにはすこしおもかったんですが︑と

は︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒

てもうれしいんです︒

五3011園

五319園 その人は︑トランクからこの本をだして︑

︿略﹀︑ぼくにくれました︒

五386團 ぼくも︑三年生を受け持っている︒

紙を書いてもらって︑きみの受持の子どもたちに︑

五386團こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手

ぼくのうちには︑うしが十三とういます︒

それを送ってあげよう︒

五407團

五434團 ぼくのねえさんは︑あさひがわへおよめ

五438團

五436團

ぼくのすきな花は︑あさがおです︒

ぼくのうちは花屋です︒

てもらいました︒

にいっています︒

二412園 ぼく︑たろうだよう︒

五435團 ぼくはねえさんから︑よくうたをおしえ
きょう︑ぼく︑とてもうれしかった︒

ぼくは︑はっと思って︑すぐ立って︑そ
そのとき︑どこかの女の人が︑ぼくに氣
ぼくは︑もう大きいんですから︒

一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても

ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみん

五柵1囹 ぼくの友だちのさんちゃんだよ︒
六239園ぼくがひょうしをとってあげる︒
六394園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

五鵬11囹 ぼくはおともができないのさ︒

﹁ぼくも︒﹂といいました︒
五592園
五㎜3園 ひわさん︑これからぼくの子だよ︒

なみてしまいたいな︒

五5810囹

あれが︑ぼくのみつけた二ばん星かなあ︒

五229園

五295園

五588圏

ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを

五251園

がついて︑﹃︿略﹀︒﹄といって︑

五248園

の人をすわらせてあげました︒

五242園

ついた︑わかい人がいるんです︒

五241囹

雪を ながめる︒

ぼくは︑さっぽろまで︒
五167園
二414園 ぼくがたろうだよう︒
ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて
五172囹
二432園ぼくがわるかったよう︒
名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒
三395 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ

うくん︑左のかたにはみよこさん︒
三427 ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑
どんどん走ってかえりました︒
どっちが多いか︑くらべてみょうではないか︒

三436圏一 きみの なかまと ぼくの なかまと︑

三444囹 ぼくが︑きみたちのせなかの上を︑か
ぞえながらとんでいくから︑むこうのりくま
でならんでみたまえ︒

もらうんだから︒

三454囹ぼくは海をわたってきたかったのだ︒ 五285囹 ぼく︑きょう︑とてもうれしいんです︒
三7910園雨にぼくの いどをいっぱいにして 五287園 ぼく︑こんな本をもらいました︒
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ぼく一ぼく

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

六447園 ぼくが目をさましたときには︑おびみた
いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

た︒

六7310園 ぼく︑どっちだかわからなくなつちゃっ

したりして︑つくえの上をみたり

六996 ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつに
六棚2 こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし
ていられなくなった︒

六梱4 ぼくは画用紙をとりだした︒

六醜4 ぼくはこうひとりごとをいいながら︑そと
をのぞいてみた︒

六鵬6 ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして︑
つれてきた︒

六鵬8 そうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいてもらっ
た︒

六皿4 ぼくとおかあさんは︑かわるがわるこの望
ぼくも︑もちろんわらった︒

遠鏡をのぞいて噛しんだ︒
六価10

六鵬6 そこで︑ぼくもひとつまねをしてやろうと
ぼくは︑ここだと思って︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

思った︒

六鵬9
た︒

六田4 ぼくのまねはしくじった︒

六研4 しかし︑ぼくは︑このおかげで︑おもしろ
いことに氣がついた︒

六柳10 ぼくは︑夜︑勉強をすましてから︑ひとり
で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ と 考 えてみた︒

六佃8 ぼくは︑いままで︑ものをいうときに︑声
がはなからでるかでないかということを︑考えた
ことがなかった︒

六㎜1 これはおもしろいそとぼくは思った︒

そこでぼくは︑自分ではなをつまんで︑は

なのあなから息がもれないようにして︑﹁ナ﹂︑

六鵬7

それでぼくは︑思わず声をたててわらって

﹁ノ﹂︑﹁ネ﹂︑﹁二﹂︑﹁ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒

六㎜6
しまった︒

ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと

ぼくは︑︿略﹀みんなをわらわせてやろう

きにならったからよく知っているが︑

六麗11

六佃8

ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

などという氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒

六伽8
六椥11

ぼくにもちょうだい︒

ぼくは︑うれしくてたまりませんでした︒

ました︒

六桝2園

六桝2園ぼく︑くるみだいすきなんだ︒
きみたちが︑ここでわいわいやっていて

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑

六義11囚回

ぼくのほうは︑センターが外野へでてし

んめいにやった︒

七4810

はじめに︑ぼくの学校とひがし村の学校と

ぼくは︑うれしさでいっぱいになった︒

まったので︑

七505

七4910

ぼくもあてられた︒

が︑しあいをすることになった︒

七517

七5311

ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン

あいてのセンターは︑ぼくをねらった︒

七5110 ぼくは氣が氣ではない︒

七541

ふいに︑ボールが︑ぼくのところにとんで

ターに渡した︒

ぼくは︑うれしくて︑胸がどきどきしてい

ぼくはよこだきに受けとめた︒

きた︒

七544
七544

た︒

七547

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ

ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょうけ

八581

ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠

ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった︒

ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ

一日もわすれたことはありません︒

ぼくは︑こちらへきてから︑おとなと

九346国母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

この湖へつりにいけたらと︑いつも思っています︒

九341国 ぼくは︑先生やみなさんといっしょに︑

森の中の小さな農家ですが︑

九324国ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある

いっしょに畑にでたり︑

九321国

とを︑

九316国

鏡をのぞいてみた︒

八592

をしたら︑

けてみようと思って歩きだした︒

六㎜2囹ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

八577 ぼくはうちへ帰って︑おじいさんにその話

そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角を︑

ぼくも︑かけっこのなかまにいれてくれ

ぼくはきつねに追われてなんかいやしな

んだよ︒

六号2園
いんだ︒

たまえ︒

六型10園
六悩3園

おってしまってもいい︒

七2311園ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水
をやるから︒

七297園ぼくは︑あおむしは︑かくれみのをきて
ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの

いるようなものだと思った︒

七299囹

はっぱを︑とりかえてやるのが署しみだ︒

七488

七301囹弟が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒

で︑三日間かかりました︒

九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から
ぼくだっていやだ︒
九8810園

十一510園

十一510園

ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ

ぼくもきみに賛成だ︒

る︒

十一63園

それを思うと︑ぼくは胸がわくわくす

十一65園ぼくはトップがこぎたいな︒

ぼくが力をいれて︑一本バックをやる

と︑ボートは向きをかえて︑

十一74園

十一79囹

ぼくは︑︿略﹀︑コックスのまえにす

十一78園ぼく︑これがうれしいんだよ︒

十一712園

さっきから︑きみはだまっているけれ

ぼくはからだもいいし︑息もつづく︒

いや︑ぼくがいけなかったのさ︒

ぼくもそうさ︒
ぼくもわるかったよ︒

十一86囹

わって︑整調をやってみたいな︒

ぼくがあんまりじまん話をするもんだか

十一95圓けれども︑ぼくにはなかなか︑よしき

ほっかいどう

じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の

つがるかいぎょう

ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたの
十一473

ぼくは︑船のかんぱんに︑おかあさんと

ぼくの二年生のときだった︒

十一489

みんなちぢうしで︑ぼくによくなれてい

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その

おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一481

いつも本を読んでいた︒

十一4711

た︒

十一477

ふたりで立っていた︒

十一475

は︑ぼくの二年生のときだった︒

十一472

いなかを思いだす︒

十一466

めているのさ︒

そういう男には︑ぼくがなることにき

たとはいえない︒

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせんする︒
それで︑ぼくも負けまいと思ったんだ︒

百五十メートルほど登ったとき︑ぼくが︑

十一109園
といった︒

まくま一
︑ いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

ずっとつづけていきたいと思います︒
ぼくは︑みんなといっしょにはたらきたい
と思います︒

ぼくがいるために︑うちの中が明かるくな
ぼくがいるので︑みんな詳しい氣持になる

るように︑できないものでしょうか︒

十312
十313

ようにできないものでしょうか︒

ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

ぼくは︑この学校では︑かけがえのないひ

ぱにそのつとめをはたし︑

十3111

十322

九515園西なら︑ぼくのうちの方だ︒

とりであることを︑ほこるようになりたいもので

ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四
ばんをこぐんだ︒

十一58園

す︒

九811園ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑
廣く深くほっていくのがいいと思います︒

ぱなからだになるだろう︒

九834囹ぼく︑先生におたずねしてみよう︒

九梱1

をなぐった︒

九993園ぼくの首をひっかいたのはだれだ︒
九997囹でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ

ないか︒

ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ
九9810園

九898園はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒
は十五六分ほど登るのですが︑
九373團ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく 九899園ぼくだってやるよ︒
のが︑すきではありませんでした︒
九3811團 母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに
かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九392團 かれ枝のたくさんついている高い木をみ
つけると︑兄かぼくがのぼる役をひきうけました︒
﹁︿略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはがん

ばっておりませんでした︒

九404團

九407国 すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた
りをみまわしますと︑

九413国秋になって︑ぼくは山へいくのが序しみ
になりました︒

九424国ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね
ずつほりおこすことにしました︒

かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

一ユ；幽

L

rコ2

．＿

九448團 この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで

九449團ぼくはみなさんにあってお話がしたいと
思いましたが︑

﹁小公子﹂のセドリックは︑︿略﹀︑ぼく

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒

九455囲 ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋
九462国

にはまだ︑セドリックほどわかりません︒
んで書きだしました︒

九465團 ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜

7子3鷺5劃蕪幽
旧ご

九九九
九九
十

九571園ええ︑ぼく︑いちろうです︒

九501墨東なら︑ぼくのいく方だねえ︒

30を2二又1皿8101ら101101101

十

ぼく一ぼく

628

また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一493 ぼくは︑おとうさんと同じように︑ちぢ
うしをかって︑自分でバターをつくります︒

十一503 ぼくは︑大きくなったら︑どうしても北
海道へいこうと思う︒
くは︑いい農夫になろう︒

十一507 デンマルクの農業のことを勉強して︑ぼ
十一6111園ぼくは︑とめられているから渡らない︒
十一622園 はじめ︑ぼくがことわると︑よわ虫だ
といってわらうのです︒

十一623囹 ぼくはくやしくなったので︑︿略﹀︑自
分からさきになって渡ってしまったのです︒
十一709園 ぼくがわかりませんか︒

十一707囹ぼくですよ︒

十一726圏

﹁ぼくの父はどうしたんでしょう︒﹂

十一8510園
﹁ぼくの手をにぎった︒﹂

ほら︑あんなにぼくをみています︒

うすこしここにいさせてください︒

十一859園ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も

十一8912園

え︑あなた︑ぼくを知っているの︒

やえ子︑ぼくのステッキを持っておく

身がってなことはいいませんよ︒

十五647囹
れ︒

十五871園

ぼくは︑ほんとうにすみませんが︑

ちょっとのまも行かれないのです︒

﹁だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていく 十五8912園

んですから︑しぼんでしまいます︒﹂

十一9112囹

ぼくにはだれも教えてくれるものがあ

十五996園

︵光に︶ぼくは︑どこへ行っても︑だ

十五996園また︑ぼくを知っている子がいる︒

十一924園ぼく︑記念に︑この死んだ人にのこし 十五986園 ﹁ぼく︑あの子たちとおどりたいなあ︒﹂
ていきます︒

きみ︑ぼくを知らないの︒

十五9911園だって︑ほんとうに︑ぼく知らない︒

十五999園

んだん人に知られてくるね︒
お客さん︑ぼくの知っている人⁝⁝

ぼく︑わかった︒

十五川5園 ぼくは︑あなたのおうちの幸福のかし

ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの︒

十五棚3園
らですよ︒

ぼくのがある︒

十五梱8園

ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう

福﹄です︒

十五醜5園 ぼくは︑あなたにっかえる﹃健康の幸

たいせつなものです︒

十五麗6園 ぼくは︑きれいではないが︑いちばん

ぼくひとりでつかうのは︑

ぼくは︑その絵を見ると︑
んちがっているのにおどろきました︒

ぼくには︑よくわかりませんが︑
ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

十三578園
十三602

十三609園

ぼくには︑そのうまさがよくわからな

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

ぼく︑ここに五日のあいだいました︒

ぼくは︑いちばんじみなものです︒

だから︑あのかぼちゃは︑みんなぼく

ちしてあげなかったら︑

十四602囹

しかし︑ぼくは︑そんなよくのふかい︑

のものだといってもいいのです︒
十四603園

でもぼくは︑まだわかいから︑あの人

でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

のわらうのを見たことがありません︒

十五鵬1園

ぼく︑おかあさんがそんなお金持だと

十五塀2園 だって︑ぼく︑その兄弟にあったよ︒

は知らなかった︒

十五m12園

十二栩7 この絵は北斎という江戸時代の人のかい

ほくさい

ここにいたいや︒
ほくさい
﹇北斎﹈︹人名︺1 北斎
ほくさい

十四5911園ぼくがとびまわって︑かふんをなかだ 十五M9園 ぼく︑うちへ帰りたくないや︒
十五M10園 おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくも

十四594園

十五悩2囹 それから︑ぼくは︑まだなかまのうち

ぼくは︑︿略﹀くらべてみると︑ずいぶ

え︑ぼくに⁝⁝いらないよ︒

ぜいたくというもんだ︒

ぼく︑三郎⁝⁝

ぼく︑三郎⁝⁝

十一一183園
りません︒

8
12
8

3

6

、

6

十一711園ぼくは︑おとうさんの子どもですよ︒
と︑少年は口早にききました︒

十一7210囹 それでぼくがきたのですが︑どこがわ

﹁けれど︑ぼくってことがわからない

﹁ぼくの父はどうしたのでしょう︒﹂

﹁ほんとうに︑ぼく︑うれしい︒﹂

園園ぜ園囹園園園
いけれど︒

ぼく︑あの人におくすりを飲ませてあ

十一856園 いつも︑ぼくがそばにいないといけな
十一858園 ぼく︑とても思いきれないんです︒

いのです︒

十十十十 十十十十十
三三三二のニニニニニ
55 54 42 41 ｝ま 41 41 40 38 38

おじさんは︑いつでもぼくをみていま

ぼく︑いけないんです︒

5434す104
園囹園園』園園

げるのです︒

十 十十十十 十十
一す一一一一ん一一

3

3
9

るいのでしょう︒

85。85858584で了5了5

5
囹

629
まくさし、
1まくさし、一

ぼくじしん一ぼくら

630

たもので︑浮世絵といいます︒
ぼくじしん ﹇僕自身﹈︵代名︶1 ぼく自身
ます︒

十五齪5園 まず第一に︑ぼく自身をしょうかいし
ぼくじょう ﹇牧場﹈︵名︶1 牧場
しらかばの森林と︑
北西

十三172 デンマルクは︑みどりの牧場と︑もみと︑
﹇北西﹈︵名︶1

十四769 われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏

ほくせい

季の南がかった風になるのです︒
ぼくそう ﹇牧草﹈︵名︶1 牧草
十三207 これを生かすのは︑︿略﹀︑じゃがいもか
﹇僕達﹈︵代名︶34

ぼくたち

牧草を植えることにありますが︑
ぼくたち

ぼくたちのかりているやしきのまわりに

たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

九432團
ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生

も︑大きなかきの木が三本あります︒

垣立2
九脳9

その声にはげまされて︑ぼくたちは︑いっ

ぼくたちは︑リックサックをせおって︑

につれられて︑山のスキー場へいった︒

玉傷5
しょうけんめいに登っていった︒

九㎜11ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文
ぼくたちも︑みんなつえをふって︑それに

字にすべりおりた︒

九m2

それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

答えた︒

九百9

べり︑おりてはまた登った︒

す︒

十五㎜4園

り︑

十五齪2園

三ぼん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた

小鳥が︑はばたいてでて︑くるくる︑く
ぼくたちは︑たいへん急いでいるので

あなたの知っているのは︑ぼくたちだ
ぼくたちは︑いつだつて︑あなたのま
ぼくたちは︑あなたといっしょに︑た
ぼくたちは︑わらったり︑歌を歌った
でも︑ぼくたちがなにをしていても︑

十五棚12圓

べたり︑飲んだり︑目をさましたり︑

十五伽12園

わりにいるのですよ︒

十五㎜11囹

けですよ︒

十五㎜11園

ないんだってさ︒

この人︑まだぼくたちに会ったことが

十五902園

るくる︑ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめる︒

十一159

ち強い男の子だ︒

十﹁105σ頑国

四568囹 ぼくたちのたびが︑あんまりおくれる 十一105囹 それはぼくたちだ︒
から︒

﹁先生︑ぼくたちは動いたり息をしたり

﹁ぼくたち︑まちがっていないの︒﹂

四9710園 だって︑ぼくたちが つかまえたのだも
の︒

六769園

五134囚囚

するから︑生きているんでしょう︒﹂

六772囹 ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑
生きているんでしょう︒

七495 それで︑内野の人はいっしんになったので︑
かえって︑ぼくたちのほうが勝ってしまった︒
七506 ぼくたちは︑コートへでていった︒
七522 思いがけなく︑ぼくたちの勝となった︒

九351團 小さなぼくたちの畑がようやくかいこん

七546 ぼくたちの勝である︒
されて︑

九417団ぼくたちがこの村へきたころは︑
九4211團 母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく

あなたには︑なんにも見えないし︑

十五悩6園それは︑ぼくたちのなかまでいっとう

ぼくたちは︑よくいっしょに遊ぶので

快活なのです︒

十五価10園
すもの︒

ぼくたちのなかまから︑いちばん美し

に︑みじめなものになってしまうのです︒

十五鵬8園ぼくたちは︑﹃不幸﹄そのもののよう
十五柳8囹

それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

いものがいなくなってしまうわけですからね︒
十五研11園

︹課名︺2

ぼくの発見

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒
ぼくのはっけん

ぼくら

六34九ぼくの発見⁝⁝⁝九十九
六991九ぼくの発見

かたを

くんで︑くさはら道を

ぼくらはくさはら道をあるいてかえり

﹇僕等﹈︵代名︶20

三393

ぼくら

ました︒

三402 ぼくらは

ぼくらはふたりになって︑麦のほとす

あるいてかえりました︒

三415

れすれにあるきました︒

三443園ぼくらのほうがまけるかもしれない︒

五443圃 ぼくら︑日本の子どもらは︑はとだ︒

五451團 ぼくら︑日本の子どもらは︑つぼみだ︒

五457圃 ぼくら︑日本の子どもらは︑星だ︒

た︒

七514 ぼくらのほうのボールをつかうことになつ

しんばんの先生のあいずで︑ぼくらは場所

ンターまで︑外野にでてしまった︒

七515 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
七524

どちらが勝ったかと思って︑心配している

をこうたいした︒

七527

631
ほぐれる一ほし

と︑十一たい十で︑ぼくらのほうが勝った︒

ぼくらですいせんしょうよ︒

ほぐれる

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒
﹇解﹈︵ 下 一 ︶ 1

ぼける

︽ーケ︾Oねぼけ

シャツ︑ボタン︑ポケット︑ズボン︑

﹇惚﹈︵下一︶1

ほけん ←アイリッシュナショナルほけんがいしゃ

しょう︒

ほこ

﹇保護﹈︵名︶1

保護εどうぶつほこきょう

︽ーサ︾

ほし

︹課名︺2

星

星

﹁かわらのすなは︑みんなちいさな

ほしも︑あさの風も︑みんなの

星のきれいな夜空︒

世界の空のかず多い︑かがやく星のその

に︑大きな星が光っていました︒

五532 西の方をみると︑日がしずんでまもない空

一つ︒

五4510圏

五458圃光った星だ︒

五458間ぼくら︑日本の子どもらは︑星だ︒

なかよくあそびましょう︒

四814圃星のきれいなこのよるを︑みんなで

四747 ほ

しずかな︑星の光る夜でした︒

四556 さいわい︑雨もふらず︑風もふかない︑

みましたね︒

四233国あのまどから︑にいさんとよく星を

ものです︒

三943 よるの

二207ねえさんはなほしよるゆめ山川

ほしみたいですね︒﹂

﹁529園

がひかっているでしょう︒

一527回忌そら︑ところどころに︑おおきなほし

きぼし・よばんぼし

し・にばんぼし・はたおりぼし・はなれぼし・ほう

ほしさま・おほしさん・ごばんぼし・さんぱんぼ

星与いちばんぼし・お

五32七星⁝⁝⁝五十二

﹇干﹈尋ものほしざお

五524 七
ほし

ところが明治になって︑はん主の保護が

なくなったうえに︑

︽ール︾

廣場につどうたおとなりどうし︑え顔

ほし

﹇星﹈︵名︶85

母校

尋ひなたぼこ

ぼこ
﹇母校﹈︵名︶2

ほし

ぼこう

当時︑母校札幌農学校の教師をしながら︑
校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒

十五605
母國

この二少年が︑遠い母子の選手のために︑

﹇母国﹈︵名︶1

十五悩5
ぼこく

十二812

保護する

勝つことをいのってくれていることを知って︑

この赤絵製作の方法が他にもれないよう

﹇保護﹈︵サ変︶1

十五484

ほこ・する

ほこり皿vすなぼこり・つち

ほこりだらけ
おじさんのくつは光っているのに︑ぼ

﹇埃﹈︵名︶1

たかぎの服のほこりをはらいながら︑

﹇埃﹈︵名︶1

に︑保護されていた︒

ほこり
ぼこり

九915

ほこりだらけ

十五6211園

ほこる

学校では︑かけがえのないひとりであるこ

﹇誇﹈︵五︶1

うやのくつはほこりだらけだから︑
ほこ・る

十323

とを︑ほこるようになりたいものです︒

十一417圖

ほころ・ぶ﹇綻﹈︵五︶3ほころぶ︽iビ・ーン︾

ふきのとうでて︑すいせんにおい︑う

にほころびあいさつをする︒

十一427圃

五544囹

そういいながら西の方をみると︑小さな星

それより︑ほら︑もっともっと高いとこ

がちらちら光っていました︒

五5311

その口もとがほころんで声さわやかに 五538園 だいだい色の大きな星だこと︒

めもほころび︑こちふけば︑

十五693

ぼさぼさ
ぼさぼさのいけがきの上である︒

︵形状︶1

﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであった︒

七733

ぼさぼさ

十二205園 この実のかげは黄色くぼけているで

る・ふるぼける

ぼ．ける

十四201一

トに手をいれましたが︑

十二ー08 すると︑老人は︑ほおえみながらポケッ

ケットにいれていました︒

十ニー02 なにかさがしては︑それをひろってポ

一6410 おもわずぽけっとをさぐりました︒

だいやもんどをひとつとりだして︑

一559 ぽけっとからうずらのたまごほどある

ポケット ︵名︶5 ポケット ぽけっと

なれる︒

六429 それがほぐれて︑一列にビルディングをは

ほぐ・れる

︽ーレ︾

十一92囹ぼくらは︑きみについていきさえすれ

でもよくわかっている︒

ぼくらのいやなことなど︑きみはなん

ぼくら の し た い こ と ︑

ぼくらのっかれているとき︑

ぼくらのはりきっているとき︑

きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい

8888。88
98
1110109
囹囹園囹 園囹

十五485

七5210 このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ かい
くあいてにあたって︑

九821 ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの

十十

ぞきにいってみる と ︑

驤鼈

十十十十
一一一一

ほし一ほし
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うに︑四ばん星−赤い星︒
五548 空のまん中に︑大きな星が光っていました︒
の星をみつけることは︑できませんでした︒

五5410 空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ

五553 もうすっかりくらくなっていて︑争いちめ
﹁さっきみつけた星は︑どれだったかし

んに︑星がでていました︒

ら︒﹂

五554囹

五557囹 今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで
星をみせますよ︒

五562囹あそこに大きく光っている星ですよ︒
五578園 ﹁ねえさん︑あれが星なの︒﹂
五579園 ﹁星ですよ︒﹂
五587囹 ﹁ほんとうに︑夜の星ってきれいなもの
ね︒﹂

んなみてしまいた い な ︒ ﹂

五5810園 ﹁ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみ
五845 ささきくんは︑星をしらべるといいました︒

夜の空︒

六506圏 くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

七92 星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ
ヨン画と同じだ︒

ちが︑︿略﹀をしたりして遊んでいました︒

八271 そこには︑星のかんむりをつけたむすめた
八332 天の川は︑なん千なん万という星がかさな
りあって︑

のですから︑

八335 この星は︑一つ一つがはっきりとみえない
八3310 星のきょりになりますと︑これでは︑もう
まにあいません︒

とのきょりは︑二十分や三十分ではありません︒

八348 光のとどく時間ではかると︑あの星と地球

八351

十四296

どうも日本人は︑むかしから︑あまり星

それは︑空にかがやいている星です︒

ですから︑星のおとぎ話は︑日本にはあ

私は︑あなたがたに星を見るようにすす

﹁星を見たってなにになる︒﹂

天上の星とあなたがたとは︑あまりにか

めましたが︑

十四321

まりありません︒

十四298

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297

だまのような星がばらまかれて︑

さて︑空の星は︑地球からどのくらいの 十三3311 青みがかった明かるい夜空に︑なんきん

きょりにあるのでしょう︒

三十光年の星もあります︒

二十光年の星もあり︑三十光年の星もあり

八353

このほか︑五十光年のところに光っている

ます︒

八353

八358
星があります︒

八359百光年の星もあり︑一千光年の星のむれも
一万光年の星もあります︒

十四323

十四322囹

あり︑

八359 一千光年の星のむれもあり︑

十四3311

けれども︑星をこまかく観察したことか

星と入間とは︑たいして関係がなさそう

星によってみちびかれ︑星によって生き

星によって生きているといっても

この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん

この太陽系は︑ぎんが系といわれる星の

地球をとりまいている天の川の内がわに

このぎんが系全体が︑星の世界の全部か

あるたくさんの星のむれなのです︒

十四339

大きな集まりの一部分にしかすぎないのです︒

十四335

でいます︒

十四332

十四3210

ているといってもいいすぎではありません︒

十四3210

ですが︑じつは︑ふかいつながりがあるのです︒

十四328

ら︑農業が進歩したのです︒

十四325

けはなれているために︑

八3510 一万光年の星もあります︒

十万光年の星もちらばっています︒
八3510

九旧1 星が光りだしました︒
九伽3 くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光

青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の

星はだんだんきれいに光ってきました︒

る星をみあげていました︒

十44

九㎜3

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の
作製に失敗したわたしは︑星にもあたら

世界なども︑しらべていきたいと思います︒

十284

十471園

むかしは︑星を見て世の中がみだれると

ないでしょう︒

いったり︑

十三911

火星や金星・木星などのような星は︑太
陽のまわりを︑︿略﹀︑まわっていることがわかり︑

十三138

十四3511

を︒

十四359

あのぎんが系に負けないほど大きな星の

大空の星をながめていると︑はてしのな

みなさん︑ごらんなさい︑あの天上の星

世界が︑なおいくつかあるのです︒

十四341

太陽のまわりをまわっている星の一つだ︑ というと︑なかなかそうではありません︒

これをわく星といいます

ということもわかりました︒

十三1311

そういう星

が一の空にえがく道は︑だえん形であって︑

十三145

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星
の夜であれば︑またさらに美しい︒

十三3310

633
ほしい一ほそい

い︑遠い世界にひきこまれるような氣がします︒

﹁うちのおばあさんは︑家がほしいとい

いおけがほしいといっています︒﹂

うのです︒﹂

十四361 まことに︑星の光は︑声のないことばで 五695園
す︒

わしもほしいな︒
﹁こんなたこ︑ほしいなあ︒﹂

おまえは水がほしいのか︒

ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑

五918園

十四364 むかしからすぐれた人たちは︑星の光の 五8711囹
中からふかい思想を読みとりました︒

十四369 物理の時間に︑先生から︑星をつかめと 六価10園
いわれ︑

六価11

このトンネルがほしかったのさ︒

﹁わたし︑おかあさんにひと目あったら︑

それから︑三人の少女に︑歌を歌ってほし

﹇干柿﹈︵名︶2

ほしがき

ほ・す ﹇干﹈︵五︶8

ほす

︽ーシ・ーセ︾

方々のうちで︑ふとんほしてある︒

四755 ぬ一ぬれたものはほせ︒

天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

もみをむしろの上にひろげてほしました︒

七671

八㎜6

八㎜4

のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

かわきました︒

んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒

八佃2

八柵4 ほしてすぐ︑もみすりをするものではない

ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

看護婦がもうふをほしている︒

と思いました︒

十216

ポスト

とりどもはひなたぼこ︒

十一407圏

︵名︶3

ます︒

三916 このポストもみんなのものです︒
三919 きんじょの人たちもこのポストにいれ

ポストにいれられると︑
友だちといっしょ

﹇細﹈︵形︶20 ほそい 細い
︽ーイ・ーク︾

ほそいろうそくも立てました︒

光っている︑ほそい糸のような ものは

なんでしょう︒

四捌7

ワシントンと無事に旅を進めて︑

ナイヤガラのたきをながめ︑
ボストン︑

︹地名︺一 ボストン

になりました︒

五162

ほそ・い

ニューヨーク︑

十五532

ボストン

友だちがほしくなるのはやはりこんな

ポスト

﹁じゃあ︑お願いだから口をださないで

だれでも幸福のほしくない人はありません

てほしい︒

十四379 もし︑くしゃくしゃするようなことが 八462園 そのほんとうに幸福なものをさがしてき

十四3612 夫人は︑星はつかまなかったのですが︑ 六梱3園
あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒
から︑

十四379 星は︑きっと︑あなたがたに力をあたえ 八499
てくれるにちがいありません︒

ほしがき

晩だ︒

十一一761園

いと頼みました︒

十134

もう︑命はほしいとは思いません︒﹂

九柵7囹

ほしいね︒﹂

十四9810 それが︑高く︑高く︑しだいにのぼって︑八7910園
大空の星のようにかがやくのを見た︒
十四9811 たしかにそれは星であった︒
﹁かがやく小さな星よ︑おまえはいつ

たいなんだろうか ︒ ﹂

十四9812囹

十四992 じっと見つめているうちに︑一つの明か
るい星が落ちるのを見た︒
光のおをひいた︒

十四993 その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い

おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ

ほし草

四8210

ほしがきにするために︑母がかわをむい ⑫かぼそい
﹇干草﹈︵名︶1

ほし草にかげおとしとぶとんぼかな

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

材料は︑ま四角な紙と︑ 骨にするほそい竹

六柵4

星の光

ほしのひかり

ほそい雲が︑ますますほそくなる︒

︹課名︺2

十四24 三 星の光⁝⁝⁝二十九
十四291 三 星の光

ほそい雲が︑ますますほそくなる︒

九284図國

ほしくさ

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

九4310国

白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

十四996 星の落ちるときは︑なにかのたましいが 五224
﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑むか

神さまのところへのぼっていくのだと︑

十五鵬9囹

しの神さまのような︑金ぴかの着物を着て
みだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

十五佃2園 ほおずりをしてもらえば︑すぐそのな

︽1・ーイ・ーカッ・

十五佃4囹おかあさんの目の中には︑星がいっぱ
ほしい

七584
ほし場

親ぜみが︑
あのほそくとがった口のさきで︑

せんたく物のほし場︒

﹇干場﹈︵名︶1

七584

．ほしば

八145

﹁金のさかなさん︑おばあさんが︑新し 十2012

﹇ 欲 ﹈ ︵ 形 ︶13

いある︒
ほし・い
ーク︾

五683囹

ほそながい一ほっかいがんとくゆう
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かたい皮にあなをあけて︑
八166 虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
ほそいとがった口をもっています︒
ずかずつすっているせみの子たちは︑

八193 ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ

にいて︑ほそい木の根のしるをすっていますが︑

八1911 せみの子たちは︑はじめにはあさいところ

す︒

八938

わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

首のほうからもかぶせてまるくしてから︑
一まい一まいに

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒

十二508
日本紙を細長く切って︑

よくのりをつけてはりかためる︒

十二512

ぽたぽた

根もとに︑ぽたぽた落ちています︒

︵副︶3

ポタリポタリ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ボタンをとる︒

九972 やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび

九9611

九985園

このボタンをみたまえ︒

おい︑ボタンついたか︒

つけようとする︒

九991囹

そのボタンをつけてもらわない︒

九皿4園 ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに

﹇牡丹﹈︵名︶1

ぼたん

十四201一 シャツ︑ボタン︑ポケット︑ズボン︑
ぼたん

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

七734 ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま

︹話手︺2

ぼち

﹇宛﹈︵名︶1

﹁ポチ﹂あて

四274たろうさんは︑﹁ポチ﹂あてに書きました︒

ぼちあて

二657ぼち﹁空があかるくなってきた︒﹂

二623ぼち﹁わんわん︑わんわん︒﹂

ぼち

こんできた︒

もうそうちくも重荷にたえず︑つばき ぼたん ︵感︶一 ボタン
七597 ボタンと音がして︑まりが︑そとからとび
だれかのかさのしずくが︑私のくつの上

︵副︶一

たまったつゆが︑しずくになって︑ポタリ
ポタリと落ちてきました︒

九鴇2

ぽたりぽたり

にぽたぽたと落ちてきたりした︒

十﹇526

の上にぽたぽた落す︒

十﹁424圃

七563

ぽたぽた

八957 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ ほそみち ﹇細道﹈︵名︶1 ほそ道
九369團 また山へ登るほそ道の両がわに︑
い︑白いめのようなものがでました︒
もうほそくなってきえてしまいました︒

九542 すこしいきましたら︑谷川にそった道は︑
十二651 根のさきは毛より細い︒

十二653 その細いやわらかなものが︑地をうがち
岩をおしわけ︑深く廣くのびていく︒
らみあって︑葉を育て花をさかせる︒

十二664 それからでた細い根が︑つなのようにか
十一一686糸のこは糸のように細く︑ひきまわしは
ひじょうにせまい ︒

ふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

十三44 細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑はや ほたる ﹇蛍﹈︵名︶7 ほたる
五432国

そちらでも︑ほたるはとびますか︒
あ︑ほたるだ︒

︵副︶1 ぽちっと

ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ
＋四8812

ぽちっと

︵名︶1 ぼちさん
ぼちさん
﹇411 ほたる︒
ぼちさんはのりましたか︒
きのう︑はじめてほたるをみかけました︒ 二622囹

五433團

ほそ長い

ほたるを三びき︑つかまえました︒

十三576 おじさんは︑そういいながら︑目を細く

七577

十三44 細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑
して︑︿略﹀ようなようすをなさいました︒

5

ぼたん

花火やほたる︑とんぼの目だま︑一つ
ボタン

舞台のすみからボタンをひろって
﹁これきみが落したボタンだろう︒﹂

たかぎ

﹇釦﹈︵名︶8

一つ光る︒

十一565圃

れことなくすめば︑はい色雲が空うちおおい︑

に︑

岸特有

﹇北海岸特有﹈︵名︶1

北海

私の父は︑同志社を守り育てるために︑

ほっかいがんとくゆう

北海の地をすてて︑

十五668

ほっかい

﹇北海﹈︵名︶1 北海

十二価8 こうして︑みんなの歩調がそろったとき

十一339間ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい ほちょう ﹇歩調﹈︵名︶1 歩調

そこへ細い根をのばして︑︿略﹀のは︑ 七725

たいへんなほねおりです︒

十四5412囹

︵形︶

ぐに割ることができなかったのに︑
﹇細長 ﹈

九969園

くる︒

はいって 九968

細長い

十四782 一方は太く︑一方は細くなって︑まつす
ほそなが・い
︽ーイ・ーク︾

三335園 ほそ長い びんに︑ さかなが
いました︒

七565 家と家とのあいだに︑ほそ長く光っていま

635
ほっかいどう一ほど

十三251 しげった林は︑︿略﹀︑さらに︑北海岸特
﹇北海道﹈︹地名︺12

ほっかいどう

有の砂丘を︑海岸近くでくいとめました︒
ほっかいどう
ほっかいどう

をしていらっしゃるのです︒

五96園じろう︑せきをあけて︑あのぼっちゃん
﹁ぼっちゃん︑さようなら︒﹂

をかけさせておあげ︒
五126園

と︑

ほっと

ふくろの中からだされて︑ほっとしている

︵副︶4

五199

ほっと

北海道北海道
五239園ぼっちゃん︑おかけなさい︒
五384 そのかたは︑ほっかいどうで︑やはり先生 五249圓 ぼっちゃん︑あなたもおかけなさいな︒

五392團 ほっかいどうは︑いまがいちばんたのし
いときです︒

十一459

私はほっとしました︒

五421團私は︑まだ︑ほっかいどうへいったこと

五4110團 ほっかいどうのみなさん︒

なんてかわいらしいほっぺたをしてい
ぽつぽつ

﹇火照命﹈︹話手︺15

鵬こで駒の

￨の

六855

六852

六848

六845

麗認翻の﹁とられたって︒﹂

一戸剖の﹁どうしたのだ︒﹂

龍王8の﹁おまえは︑なにかつったか︒﹂

裾認8の﹁おもしろくなかった︒

六857饗8の﹁一﹂
うなんて︒

六8511 赫認剖の﹁だいじなつりばりをなくしてしま

にいさん︑ゆるしてください︒﹂裾認8の﹁い

や︑ゆるすことはできない︒﹂

六864

ホテル

六921囹私は︑ほでりのみことの弟︑ほおりのみ

︵名︶2

ことです︒

ホテル

ここかしこに立っています︒

十五202 そこには︑氣持のいい︑小さなホテルが

メリ軍人の一家族が來て︑

十五204 このユングフラウの山中のホテルに︑ア

ぽけっとからうずらのたまごほどある

くすのきは︑いままでみたこともきい

どこからどこまでつづいているのか︑

三撹10 そのうつくしさはたとえようもなく︑

どのあいだに︑すくすくとせいがのびて︑

三撹7 小人のようだったおひめさまは︑三月ほ

わからないほどになりました︒

三231

たこともないほど︑大きな木になりました︒

三226

だいやもんどをひとつとりだして︑

﹁5510

ど・なるほど

ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野ほど ﹇程﹈ ︵副助︶ 92 ほど ﹇▽さきほど・なかほ

てってあせがでる︒

九鵬8 だんだんのぼり坂になると︑からだがほ

民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて ほて・る ﹇火照﹈︵五︶1 ほてる ︽ーッ︾

︵副︶1

と

少年がベッドのそばのもとの場所に帰るほでりのみこと ﹇火照命﹈︹人名︺1 ほでりのみこ
少年はほっとして︑思わず後へたおれか

かりましたが︑

十五3211

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一8710

はありません︒
やそのさきの島々まで︑
ほっかいどう

八46 北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

いなかを思いだす︒

ぽつぽつ

るのだろう︒

十五979園

四263團りんごさんのほっぺたの赤いこと︒

十一466 じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海道の ほっぺた ﹇頬﹈︵名︶2 ほっぺた
十一476 北海道の家には︑うしが四頭いた︒
十一4810 おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑
また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十一491 北海道へいって︑じゃがいもをつくりま

十一一2411

ほでりのみこと

を横ぎる一すじの道となる︒

十四8712

す︒
いますが︑ちょっときいてもわかりません︒
十一4911 日本のこくぐらは︑北海道だといいます︒
ぽつりぽつり ︵副︶1 ぽつりぽつり

海道へいこうと思う︒

十﹁503 ぼくは︑大きくなったら︑どうしても北
十一504 北海道へじゃがいもをつくりにいこう︒

ぽっかり ︵副︶1 ぽっかり
六804 Uの﹁なんだ︒﹂
十一4610 じゃがいも畑のうねの向こうに︑いつも 六808臆溺の﹁そうだ︒
ふ じ
ぽっかりとういていたえぞ富士︒
六
8
1
2
V
の
﹁
どういうことだ︒﹂
ぼっこ ﹇▽ひなたぼっこ
六818
uそんなこと︑いやだよ︒﹂
ぼっち←ひとりぼっち
六821 Wの﹁いくら一日でも︑いやだ︒﹂
ぼっちゃん ﹇坊﹈︵名︶5 ぼっちゃん
六823 Wの﹁そんなにつりがしたいのか︒﹂
五93囹 どこかのおばあさんとぼっちゃんが︑
六
8
2
5
Wの﹁そううまくつれるものではないよ︒
六828
饗8の﹁このつりざおを持っていくがいい︒
乗ってきたよ︒

麗罰

命乞 穂認 裾蔚 臆認 編認

ほど一ほど
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﹁それほどきれいなのなら︑こてんに

家のすみずみまで光りかがやくほどなので︑
三鵬3園
よびたい︒﹂

三麗6 お月さまが一どに十もでたかと思われ
るほど︑あたりがあかるくなりました︒

四863 ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど
雪につもられて︑だまっている︒

四梱1 この光をだすために︑どれほどたくさ
んの人が︑はたらいていることでしょう︒

四梱3 これができあがるまでには︑どれほど苦
・いをしたことでしょう︒

四慨9これを作りあげるまでには︑どれほど手
かずがかかっていることでしょう︒
五403團 あたりが美しくなると︑私は︑なんだか︑
ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五722 それから三日ほどたって︑おばあさんはお
じいさんにいいました︒

六94 ねじはこれをきいて︑とびあがるほどうれ
しかった︒

電車が︑ひっきりなしにゆききしている︒

六3710 夕やけの大通りを︑豆つぶほどの自動車や

しを︑新しい葉にうつす︒

七249 兄は︑ニセンチほどに大きくなったあおむ

どたっているかしら︒

七253園 たまごをとってしらべてから︑なん日ほ

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

七354 私とさぶろうとは︑まるで︑一つからだに

でっくのですから︒

七3510園 それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど
七554 はんたいに︑ふでをいれるほど︑かえって︑
文章がみじかくなっていくことがあります︒

七559 よけいなことばは︑ちりほどもあってはな

土の上︑一センチほどのところで︒

りません︒

七596

ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ

という︑うちじゅうの人愚者がいました︒

八42
私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

ヴェニスいきの汽車に︑とくべつにあたた

かくした貨車を一つつけて送ったほどでした︒

九225

は十五六分ほど登るのですが︑

九361團 たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から

せん︒

九462團 ぼくにはまだ︑セドリックほどわかりま

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半

百五十メートルほど登ったとき︑ぼくが︑

べりに道もあったが︑

九伽4 はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

ら︑やめて帰ろうといった︒

九麗9 つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

九㎜4

へいきました︒

九762 みんなで︑学校から四キロほどある貝つか

でかたづけてくださいました︒

九6911囹

の数といったら︑三百でもきかないほどでした︒

ニミリほどある︑白いうじのようなよう 九6110 みんな赤いズボンをはいたどんぐりで︑そ

きな︑安心なところはないというように

八94

八149
ちゅうが︑はいだして︑

地表から一メートルほどのぼったところに︑

死ぬことなど考えられないほどにぎやかに

小枝がわかれていました︒

八218

八253
鳴きたてたせみも︑

﹁光年﹂を斯学として計算しなければなら

ないほど︑遠いきょりであります︒

八3411

今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど

まえに発した光だというわけになります︒

八356

五百メートルほどさきに︑ひきあげてある

観察すればするほど︑自然のおもしろさも

この自動織機が︑どれほど大きな役わりを

幸吉は︑あわつぶほどの核をこしらえて︑

ある小さな生物が︑海水いちめんにふえて︑

そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい

すこしも休まず働くので︑かえって︑お

となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一218

にさいていました︒

十5312

海水が茶色にかわるほどになるのである︒

十414

それを︑母貝の体内にさしいれてみた︒

十395

はたすことであろう︒

十377

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十287

高いところにのぼるほど︑大きな世界が 十1112 プラタナスの葉の大きいのは︑やつでほど
もありました︒

世界じゆうで︑あの人ほどりこうな人は

小船がある︒

八573

八5910園
みえる︒

八819囹

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

ありはしないから︒

八841

その首をはくちょうの方へさしのべ︑自分

首をもっていた︒

八848

いなごが6びきほどいまし
まだ︑日ばしの下の赤色が︑親つばめほど

いねの害虫

でもおどろくほどへんな大きな声をだした︒

八悩7
た︒

九161

﹁︿略﹀︒﹂という運動に全面民が︑加わっ

こくありません︒
九202

たほどです︒
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ほどく一ほどなく

十一4410 弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進
みました︒

いだすことのできないほど︑﹃いいえ﹄というこ

十一628園 命を失うようなあぶないときでも︑い

﹁五日ほどまえだと思います︒﹂

とばはいいにくいのだ︒
十一663園

十二51園 ﹁大洋を西へ西へと航海して陸地にで
あったのが︑それほどの手がらだろうか︒﹂

十ニー67 おじさんからゆずってもらったもので︑
子どもにはりっぱすぎるほどだった︒

十三123

理由のないことを信ずる迷信は︑今日︑

きゅうしゅう

世の中にどれほど害をなしているかしれない︒

九州ほどの本田と︑三つの島からなつ

トンネルのようなホートンには︑それが︑

ている︿略﹀國であります︒

十三174
十三321一

夜のホ！トンはまつ暗なので︑はなをつ

ふしぎなほどよくひびきわたる︒

十三339

これは︑いまから五百年ほど前に︑イ

ままれてもわからないほどである︒

十三539團

タリアのラファエルという画家のかいたもので︑

十四341

十五3711

おかあさんと私とは︑おたがいに︑

千七百年ほどまえであるが︑

を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑

十五596 ことばみじかにその関係を物語る私の顔

十五827 みんなびっくりするぼど︑とてもほんと

うと思えないほど︑ふとっていて︑

ていて︑

十五827 とてもほんとうと思えないほど︑ふとつ

十五川11園戸や窓のやぶれるほど︑いっぱい﹃幸

かべをたたき落し︑屋根をもちあげる

福﹄でつまっているじゃないの︒

十五齪1園

︽ーイ︾

なにが幸福といって︑これほどの幸福

ほどの喜びをこしらえているのですよ︒

十五m3園

﹇解﹈︵五︶1 ほどく

は︑世の中にありませんよ︒
ほど・く

十二佃2

ほとけさま

この美しい︑りっぱなほとけさまは︑い

仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま

まから千三百年ばかりまえに作られたもので

十二皿7

﹇仏様﹈︵名︶2

切って︑にげていってしまいました︒

日本は︑見ちがえるほどりっぱな國に 九齪10 みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい

一方のはしから︑向こうのはしまでとど
たしかに︑人間は︑バクテリアにもおと

﹇施﹈︵五︶2 ほどこす ︽ーシ・ース︾

をおまもりします︒
ほどこ・す

て︑一種の手術をほどこすことを発見した︒

いい氣持になって︑自分が水の中にひ 十446 ほかの母貝のがいとうまくを切り取ってき
ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た

同じ教育をほどこし︑同じ機会を與えて︑

十五748 親としてみれば︑自分の子女にはすべて

ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の

それも︑お湯が熱いほど︑もようがはっ ほととぎす ﹇時鳥﹈︵名︶1 ほととぎす

とのもを見ればよきつくよなり

十五121図圃

たができるだろう︒

十五785 けれども︑きみたちは︑ほどなく︑みか

石を取るが早いか︑目の前ニメートルほ ほどなく ﹇程無︺︵副︶2 ほどなく
漢字が中國から日本に傳えられたのは︑

どまでせまって來たこのあくまの胸をめがけて︑

十五3012

十五65図圃六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

きりします︒

十四707

いへんこまかいちりのようなものです︒

十四645

たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒

十四4611

るほどの小さなものでしょう︒

十四353

くのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなのです︒

十四349

世界が︑なおいくつかあるのです︒

あのぎんが系に負けないほど大きな星の ほとけさま

なっていくのです︒

十四3112

それほどはなれてはいないのだ︑

十四149国事

思っているのです︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天 十四1011国 それほど︑たえずおかあさんのことを
にものぼるほどうれしかったのです︒

十二292 立ちあがると︑民ちゃんは︑はじめて二
足ほど歩きました︒

していたときの私ほど幸福な子どもを発見するこ

十二393 この日が自分にもたらした喜びを思い返

ケラーは︑生まれて一年半ほどたったと

とは︑むずかしいでしょう︒
十一一40一
き︑大病にかかって︑

十二9310 心を練るほど︑ことばがみがかれてくる︒

十二梱7 赤色のすやきの土人形で︑高さは一メー
トルほどあり︑

十一一鵬3 これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて
作られた日本のお金です︒

びよう

十二鵬8 お金がなかったときにくらべて︑お金が
できてからはどれほど便利になったか︑
どういん

十二餌2 これは︑九百年ほどまえに作られた平
等院という建物の

十二㎜7 これをキリスト教の宣教師が日本に傳え
たのは︑三百五十年ほどまえのことです︒
ど苦心したかわかりません︒

十二冊2 この本を日本語になおすのには︑どれほ

ほとばしりでる一ぽぼうぽぼう
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十五冊12囹 ほどなくあらわれるあすの日を待ちな
がら︒

︽ーデ︾

ほとばしり・でる ﹇遜出﹈︵下一︶1 ほとばしりで

ポトン

ほとんど

た︒

十四9410

十五197

両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい

水と養分とを吸いとって︑夜も書も

送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒

十四553園

そのほとんどいただきまで高山植物のさ ほねぐみ ﹇骨組﹈︵名︶1 骨組み
七676 はじめ骨組みをこしらえておいて︑

きみだれているけいしゃ面を︑

﹃清い空氣の幸福﹄で︑ほとんどすき
ほぬの

新しい勇氣や空想をもうて︑春は︑また︑

﹇帆布﹈︵名︶1

︵名︶

10

ほね

骨

﹇▽せぼね・たてぼ

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒
﹇骨﹈

ま四角で︑骨が二本しかついていないたこ
材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹
紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

六稲7

つぎに骨のとりつけです︒

それでたいそうほねがおれて︑このうえな

骨は︑たて骨とよこ骨の二本です︒

ほねおり

どんな小さな根っこでも︑すっかりとり

こわれたりした道具や︑たべたけものの

からだをじょうぶにして︑身代をもとの
﹇骨折﹈︵名︶1

ほねおり

ようにしたいものだと︑ほねをおっていました︒

十一202

九833囹骨で作ったものらしいよ︒

骨や︑角などを︑ここへすてました︒

九799囹

おりました︒

のぞいておかないといけないといわれて︑ほねを

九3411團

くふべんですが︑

八185

六冊8

ごでまにあわせました︒

六帽6

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒

二恩4

です︒

六国2

ね・むだぼね・よこぼね

ほね

十三512

ほぬの

とおっています︒

十五皿8園

ようなものは︑ほとんどいなかった︒

調節ができるとか︑ほのおがゆれたり

そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑

その小さなほのおが︑その子には︑もえ

その小さなほのおが︑その子には︑もえ

ほのおは︑その小さなマッチ費りのむす

女の子は︑小さな︑つめたい足を︑かが

と思うと︑そのとき︑ほのおは消えてし

ほのおが明かるくもえあがった︒

ホノボノ ほのぼの．

うすむらさきにほのぼのと︑明かるくそ

﹇灰灰﹈︵副︶3

アサノソラ

五

ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの

ポポウ

﹁ぽぼう︒﹂

︵感︶3
二712園

﹁ぽぼう︒﹂

ぽぼう

ぽぼう︑ぽぼう

ポポウ︑シュシュシュシュシュシュ︒

ぽぼうぽぼう ︵感︶1

三862

二712園

ぽぼう

心をひきつけてやまない︒

十三343

五 アカルクソマルー七

六601囲ウスムラサキニ 七ホノボノトー

まる朝の空︒

六497圃

ほのぼの

十四9710

まい︑ろはなくなってしまった︒

十四963

やくほのおの方へのばした︒

十四962

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒

十四9512

さかる大きなほのおのように思われた︒

十四955

さかる大きなほのおのように思われた︒

十四955

十四953 明かるい︑赤いほのおがかがやきだした︒

しないとか︑

十四104国

十548

十一851 すると︑少年のたましいのそこから︑ 十五497 しかし︑このような美術品を買い求める ほのお ﹇炎﹈︵名︶9 ほのお

る

どっとことばがほとばしりでました︒

九549 いちろうは︑顔をまっかにして︑あせをぼ

ぼとぼと ︵副︶1 ぼとぼと
とぼと落しながら︑その坂を登りますと︑
ぽとぽとぽと ︵感︶一 ポトポトポト

にわかにパラパラパラ︑ポトポトポ
ほとり

トというおとがきこえました︒

三796
﹇辺﹈︵名︶3

九桝5 近くまでくると︑いい味の水は︑左の岸の

ほとり
ほとりを流れていた︒

十三482 山の湖水のほとり︑﹁ます﹂小屋のラン
プが︑きゅうに暗くなりました︒

十五531 とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり
︵感︶一

にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑
ぽとん

﹇殆﹈︵ 副 ︶ 9

またしても︑ポトンと音がする︒
七608
ほとんど

天ーm5 5かぶをのこして︑ほとんど85㎝になりま
ノ
した︒

がたをみせなくなってしまいます︒

十一月のはじめになれば︑もうほとんどす
九1610

十432 そのため︑母貝は︑ほとんど死んでしまつ
た︒

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒

十一791 看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか
十二麗11 そのころまで︑人間のからだがどうなつ
ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑

639
ほほえみ一ほりつける

ほほえみ

ぽぼう ︑ ぽ ぼ う ︒

﹇微笑﹈︵名︶1

一一636囹

十三191 かれは︑その胸に國運回復の計画をたて︑

ほほえみ

その顔にほほえみをたたえて︑

﹇誉﹈︵名︶1

ほまれ

五9一 ポ︑ボー︑シュー︑シュー︑シュ︑シュ︒

ぽぽ一 ︵感︶一 ポ︑ポi
ほまれ

十二825 世界のほまれ︑デビスカップを︑日本で
﹇褒言葉﹈︵名︶1

ほめことば

は︑はじめてもらうことになります︒

十五336 両親の喜び︑おおぜいの人たちのほめこ

ほめことば

﹇野 里 ﹈

︵下一︶

2

ほめたたえる

とば︑それはいまここでいうまでもありません︒

︽ーエ︾

﹁︿略﹀︒﹂といってほめたたえた︒

ほめたた・える

十3611

ほめる

︽ーメ・ーメル︾

﹁ほら︑どうなるか︑きをつけてみて
ほら︑あそこをごらん︒

いなさい︒﹂

三753園
五118囹

五543園それより︑ほら︑もっともっと高いとこ

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

の思い出にふけっていられるようすだった︒

十五721一

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑

﹇掘当﹈

︵下一︶ 1

ほりあてる

︽一

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

十五756

ほりあ・てる

はるおさん︑ほら︑あなたのみつけた二 ほり ﹇掘﹈ひいもほり

ろに︑四ばん星II←碧い星︒

五565園
ばん星よ︒

テ︾

苦労してかいこんした畑のいもをほりお

大きなうねのはだが地われしているのを

︵下一︶ 1 ほりくぼめる

つくり︑泉をくんでつれの茶人と茶をたてて︑

九関7 茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石でどてを

︽ーメ︾

ほりくぼ・める ﹇身受﹈

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九429團

こすのは︑溢しく︑うれしいことでした︒

九426團

ずつほりおこすことにしました︒

九425團ぼくのうちでは︑五日めごとにひとうね

しました︒

九424團かきの色づくころ︑畑のいもをほりおこ

ース︾

にかをほりあてたらいいが︑

手あたりしだいにやって︑ぐあいよくな

ほら︑みてごらんよ︒

ほら︑羽がだめだから︒
ほら︑よくわかるよ︒

五僻2園
六442園

︹人名︺5

ぜひカーネギー博物館に館長ホランド博

ホランド博士

話に聞きいっていたホランド博士は︑
ホランド博士は︑︿略﹀︑ひとりそのとき

この人形は︑はにわといって古代人のは

そこでみんなは︑ほりだしました︒

ほりだされた石炭が︑山のようにつまれて
九817

かからほりだされたものです︒

ル︾

ほりつ・ける ﹇彫付﹈︵下一︶1

ほりつける ︽ーケ

十二棚5

います︒

五361

室友ホランド先生︑自然科学にもっと ほりだ・す ﹇掘出﹈︵五︶3 ほりだす ︽ーサ・ーシ︾

ホランド先生

九809囹

六546園

ほら︑左のむねのところに手をあててご ほりおこ・す ﹇掘起﹈︵五︶4 ほりおこす ︽ーシ・

らんなさい︒

六792園

ほら︑そこで絵をかいている文雄さん

ほら︑あんなにぼくをみています︒

﹁ほら︑のんのさん︑のんのさん︒﹂

十一8510囹

十607園

十二208園

がいってましたよ︒

ほら︑分家のおじいさんの聾すきな
ほら見たまえ︒

じょうるりさ︒

十一一454囹
十五939囹

ほらあな

あれは︑不幸のほらあなからにげて來

﹇洞穴﹈︵名︶1

十五585

︿略﹀についてくわしく話し︑

十五553

士をたずねるようにとおっしゃった︒

十五5210

ホランドはくし

もきょうみを有し︑

十五588図

︹人名︺一

5ダブリュージェーホランドはくし

た﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄ですよ︒

十五価4囹

ほらあな

十五3310 まつ白な山までも︑朝日の中のこの勇ま
﹇ 褒 ﹈ ︵ 下 一︶7

しい少年をほめたたえているようでした︒
ほ・める

した︒

五聖10 さんちゃんのおかあさんも︑ひわをほめま

五㎜8 おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ
んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

ほら

ホランドせんせい

六198囹 みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか ホランド
な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑ほめてくださいました︒

七287園 きょうね︑評語の時間に︑先生にほめら

六伽3

れたの︒

七305囹 きょう︑先生にほめられたんですって︒
﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑なでてやったり︑

︵感︶14

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ きいてみたりするのです︒

八711

ほら

一一434園 ほら︑ちゃんとあやまるだろう︒

ほりはじめる一ぼろぼろ
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﹇掘始﹈

︵下一︶

1

ほりはじめる

と︑紙にすりあげる人との共同作品なのです︒

十二川10 絵をかく人と︑それを木にほりつける人
ほりはじ・める
︽ーメ︾

ほりもの

六伽3 五ひきのうさぎさんたちは︑めいめいにあ
﹇彫物﹈︵名︶1

なをほりはじめました︒
ほりもの

十二佃7 ふたつとも鎌倉時代の作で︑ほりものと
して代表的なものです︒

ほ・る﹇放﹈︵五︶3ほる︽ッ︾
もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八644園 そんなものはほっておいて︑ほかの子ど
八683園 ほっておいてください︒

﹇彫﹈︵五︶2

ほる

︽

ッ・ール︾

民ちゃんは平氣でそこらをはいまわっています︒

十二254 おしめカバーをさせたままほっておくと︑
ほ・る

うんけい

十一一526 あなの両わきを切りこんで︑手さきをま
るめ︑指の線をほる︒

ほる

︽ーッ・ーラ・iリ・ール︾

十二佃4 右の仁王さまをほったのは運慶だといわ
﹇掘﹈︵五︶29

れています︒
ほ・る

くださったトンネルですよ︒

五103園 ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって
五354 これは︑石炭をほっているところです︒
﹁あなをほって︑トンネルをこしらえて

遊ぼうよ︒﹂

六伽1園

六搦5 まえ足でほっては︑うしろ足で土をはじき
だしました︒

ことにまえ足は︑︑いつもトンネルをほるの

土の中は︑たとえ一壷センチ歩くにも︑ト

にっかいますから︑

八181

八184

せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな

ンネルをほっていかなくてはなりません︒

八209

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ

を地表に向けてほっていき︑

八964

﹁きょうは︑このかたの畑をすこしほら

て︑あとでなえがよくとれないそうです︒
九787囹
せてもらうことにします︒﹂

それで︑ここをほると︑そういうものが

みつかることがあるのです︒

九7910園

ひとっこれからほってみることにしま

私たちは︑もう︑ほってみたくてうずうず

九801囹
しょう︒

九802

まずどんなふうにほりますか︒

していました︒

九804園

九8511園

さあ︑あと三十分ほってみましょう︒

十247 工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ

ダルガスは︑戦いの間︑橋をかけたり︑

て︑石炭をほっている︒

地面にこしをおろして︑あなをほったり︑

みぞをほって水をそそぎ︑平野の雑草を

道路をつくったり︑みぞをほったりするときに︑

十三194

コ

十三206
カりとりヘ

ホルスタイン

賠償として︑シュレスウイヒとホルスタ

︹地名︺2

土でおだんごのようなものをこしらえたり︑

十三284
ホルスタイン

職いによって失われたシュレスウィヒと

インという︑作物のよくできる二州をとられまし

十三1710
た︒

十三258

タバコ︑カルタはポルトガル語︑キセ

︵名︶一 ポルトガル語

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑
ポルトガルご

5うぬぼれる・ききほれる

ルとカボチャはカンボジア語だといわれている︒

十四241園
あっちこっちほってみて︑なんにもみつ ほれる

﹁ありそうなところをほってみます︒﹂

ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく

女の子は︑︿略V両足をそろえて︑ぼろ

さんはいっていた︒

ぼろぼろ

︵副︶1

ぼろぼろ

の着物を着ていても︑わかるだろうね︒

十五M7園あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ

ぼろの着物の下で重ねて︑

十四948

ぼろぼろ

國のおこるかほろびるかは︑このときに

﹇滅﹈︵上一︶1 ほろびる ︽ービル︾

ぼろを着ても心はにしき︒

﹇橿櫻﹈︵名︶1 ぼろ

九805囹

これで三十分ほりました︒

︵形状︶3

さだまり︑

十三187

ほろ・びる

十四828

ぼろ

九8010囹

からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒
﹁ぼくは︑どこか一つのところをきめて︑

まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西

廣く深くほっていくのがいいと思います︒﹂

九812園

九815園

に四五十メートルほってみることにしよう︒

九849園

十四9311

先生は︑︿略﹀︑ひとりでたんねんにほって ぼろぼろ

私たちは︑だんだんしんけんになってほり

おいでになります︒

九821

九828
ました︒

してほっています︒

七662 もみじがまっかで︑山のいもをほっている 九847 だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに
人が二三人目

でトンネルをほりながら︑

八159 せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足 九848 みんなはほる手をとめました︒
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ほわた一ほんとう

ぼろこぼす︒

ほわた

六395 ぼく︑もう帰れないんだ︒﹂なみだをぼろ
﹇穂綿﹈︵名︶1

十一325圃岸のやなぎのほわたがとんで︑

ほわた

んすぎ・いっぽんばし・いっぼんみち・くほん・さ

ほん ﹇本﹈︵名︶30 ほん 本与いっぼん・いっぽ
んじつぼん・さんびやくごじつぼん・さんぼん・し

旅の記念として︑本のあいだへでもはさ

金次郎は︑一さつの本をみつけました︒

与おぼん

夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

﹇盆踊﹈︵名︶1

ぼんおどり

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒
ぼん

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑

﹇本気﹈︵形状︶1 本氣

九州ほどの本國と︑三つの島からなつ

本國

はるえは本氣になっていいました︒

﹇本国﹈︵名︶！

きゅうしゅう

呂とうほくほんせん

ている︿略﹀國であります︒

十三174

ほんごく

六717

ほんき

こちと︑こよい介しいぼんおどり︒

十一368圃

ひとりの子どもが︑立って本を読んでいる︒ ぼんおどり

んでおきたいのです︒

十121園
十194
十一2512

それは﹁大学﹂といって︑かん文で書い
いつもその本を手からはなさず︑くり返

たむずかしい本でした︒

十一264
十一2611

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒
十一292

ちほん・じゅうごほん・じゅうさんぼん・なんぼ
十一4711

これを油にかえて︑本を読み続けました︒

ん︒にさんぼん・にじつぼん・にほん・はっぼん・

ほんせん

二429囹

二428園

ほんとうだとも︒

ほんとう︑おとうさん︒

いただいた童話の本に︑人形が夜中に ほんとう ﹇本当﹈︵名︶21 ほんとう
いんさつ機も外國から渡ってきていまし

ほんとうは︑まひわというのですが︑ふ

ほんとうは︑それでうれしかったんです︒

ものでございます︒

三柵2園ほんとうは︑わたくしは月の世界の
五256園

人体のことを絵いりで説明した本を︑い
まから百八十年忌えに︑日本で出版したものです︒

六827囹

ほんとう︑にいさん︒

ほんとうだ︒

﹁︿略﹀︒﹂と答えましたが︑ほんとうは︑

七271園ほんとうだ︒
七315園ほんとうだね︑にいちゃん︒
七327囹ほんとう
ひげだね︒

たこを作るのははじめてです︒

六備10

六957囚囹 ほんとうです︒

六271園

つうは︑ひわ︑ひわといっています︒

五962囹

この本を日本語になおすのには︑どれほ
知識は︑︿略﹀︑自分で本を読んだり︑考
だまっていられず︑本を書いて︑地動説
それに︑うちはやけなかったから︑本

﹁ほんとうか︒﹂

﹁ほんとう︑おじさん︒﹂

の熱雷がいる︒

八828囹ほんとうですよ︒
十一626園﹃いいえ﹄といいきるには︑ ほんとう

ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑ 八397園
よく理科の本などにある︑︿略﹀の水の

十五7910私のつくえの上には︑日本のみなさんが 十二442囹

流れと︑同じようなものになるわけです︒

十四715

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒

十三5411

だってたくさんある︒

十三418園

を強くとなえました︒

十三1510

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三83

ど苦心したかわかりません︒

十二m1

てしっかりしたものとなりました︒

十二麗11

この本によって︑日本の医学は︑はじめ

十二皿6

たから︑こんなりっぱな本ができました︒

十一一佃9

集まっておどりだす話がありましたよ︒

十二438園

いつも本を読んでいた︒

ろっぽん・ろっぽんあし

一143 ほん一さつ︑ちょうめん二さつ︑いうが
み五まい︑くれよんひとはこ︑
よんでいらっしゃいます︒

一一522 おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を

にうけとります︒

二529おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手

﹁ぼく︑こんな本をもらいました︒﹂

四伽5 本もよめます︒
五287園

五314囹 すると︑その人は︑トランクからこの本
をだして︑

五848 いのうえさんは︑耳語の本にでていること
﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

ばを︑五十音にわけてみるといいました︒
五㎜11

﹁︿略﹀︒﹂と︑本をよむようなひとりごと

んちゃんの本をよむ声をまねます︒
五価1
をいいました︒

五伽6 ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ
むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

七219 きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた
りで︑本をよんでいる︒

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八84 同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

ほんどう一ほんとうに
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十三385園 ほんとう⁝⁝こんどの日曜ね︒

十四971 やいた鳥がtそれこそほんとうのまる

十四302 かりにそれがほんとうのことだとしても︑
やきの鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをたてて︑

十五827 みんなびっくりするほど︑とてもほんと
うと思えないほど︑ふとっていて︑

十五旧3園 ほんとうだ︒
本道
ほんとうに

﹁本道は遠いから︑近道をしょう︒﹂

﹇本道﹈︵名︶1
﹇本当﹈︵副︶53

十一5911園

ほんどう
ほんとうに

一︻3710園空は︑ほんとうに青い色でした︒
みるのは︑ほんとうにたのしいものですよ︒

六192園
うQ

六442囹

いました︒

ほんとうにいい氣持だ︒

ほんとうにあのかかしが帰っているだろ

ほんとうにほしそうな口ぶりなので︑

六978囹︺みつかって︑ほんとうによろしゅうござ

六柵11
﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑

ほんとうにきれいね︒
私は︑ほんとうに困ってしまいました︒

七329園
七363

七437芸所しい音節をきかせてくださる心持を︑
ほんとうにありがたく思います︒

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人
そのほんとうに幸福なものをさがしてき
ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつか

むりに書くと︑自分がほんとうに思ったり︑

とうにゆかいであった︒

感じたり︑考えたりしていることとは︑ちがった

十556

ほんとうにきみのいうとおりだ︒

ものになります︒

十一88囹

まあ︑ほんとうに思いがけないことも

﹁ほんとうに︑ぼく︑うれしい︒﹂

ピッピッと鳴いていたときには︑ほん

ほんとうに感心な子だ︒

十一8312園

あるものだ︒

十一909園

十一844囹

十一一181園

あいさつにしても︑ほんとうに感謝の心

とうにおかしいようでしたけれど

持をこめていうときと︑

十一﹇895

十二備5 民主主義ということばをほんとうに生か

遠い︑はるかな空のおくで︑鳴いている

していくよりほかに道はありません︒

き写しで︑

私はすぐにこれをためしてみましたが︑

かなは︑日本の文化にとって︑ほんとう

ぼくは︑ほんとうにすみませんが︑

十五槻1一

十五備4囹

バイオリンとピアノ合そうなど︑はじめ

ほんとうにおかあさんの目だ︒

十五9911囹だって︑ほんとうに︑ぼく知らない︒

ちょっとのまも行かれないのです︒

十五901園

に大きな発明で︑

十五3911

ほんとうにそのとおりでした︒

十四779

歌を歌った人というべきです︒

このおじょうさんこそ︑ほんとうにこの

おとうさんのお写眞は︑ほんとうに生

だから︑ほんとうにつれて行ってくだ

からすの声も︑ほんとうにのんびりとして︑

十三74

十三386園
ほんとうにわしは幸福ものだ︒

十四4910

さいよ⁝⁝
わたしは︑もうほんとうにくたびれた︒

ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが
ほんとうに幸福であったが︑すこしもいば
これが︑ほんとうにめになるのでしょうか︒

ドドンとなる大だいこの音は︑ほんとうに

十四143團

八482園

ほんとうにしちめんちょうのひなかしら︒

るものではありません︒

八465

てほしい︒

八462園

の着ているシ．ヤツを王さまにお着せするのです︒

八458囹

いていくのは︑ほんとうにおかしなものです︒

三997園 みなさんが大きくなってから︑それを 八213 こしを高くして︑ひょつくりひょつくり歩
三世9園 ほんとうにおなごりおしゅうございま
す︒

ころでございます︒

四鵬6園 りゅうぐうは︑ほんとうにきれいなと

四m10園 ほんとうにお礼の申しようもござい
ません︒

八625園

生餌6囹長いあいだ︑ほんとうにおせわにな

八655圓

あれは美しくはありませんが︑たちはほ

りました︒

五307囹
ほんとうにすまなかったね︒

八692園

7

林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

うちよせる波の音をきいているようであった︒
九㎎10

九

八958

らなかった︒

八932

みちあふれていた︒

八888

んとうにいいんです︒

五3110園
それで︑ほんとうにうれしいんです︒

五424国ほんとうに︑ 一どいってみたいと思いま
す︒

五545圓 ﹁ほんとうに︑はるおさんは目が早いの
ね︒﹂

ね︒﹂

五585園ほんとうにきれいだな︒
五587園 ﹁ほんとうに︑夜の星ってきれいなもの
五602園ほんとうに︑きれいにさきましたね︒
自分もほんとうに役にたっているのだ︒
六129園

643
ほんとに一ま

てのことなので︑ほんとうにうれしく思いました︒
﹇本当﹈︵副︶2

ほんとに

十五旧9 ほんとうにみんないい同級生であった︒
ほんとに

四567囹 ほんとによかったね︑かっちゃん︒
︵名︶一

ポンナフ

六706園 ほんとに歩くとおもしろいな︒

十102 そのいなかの町には︑ポンナフという石の

ポンナフ

ほんに

﹁ほんに︑これは上等の黒ざとうだ︒﹂

﹇本﹈︵副︶1

橋があって︑

ほんに

﹇本﹈︵連体︶3

ほんの

ふたりは︑かわりばんこに指をつっこみました︒

十714園
ほんの

いたりつかなかったりだったのに︑

︵感︶2

ボン︑ボン

るくポンポンとたたきました︒

ぽんぽん

︑30

ボンボンどけい

ポンポン船

﹇本物﹈︵名︶3

ボン︑ボン︑ボン︑ボ．

本物

ぼんやり

本流

︽ースル︾

ま

ひらいたとおもったら︑みるまにつ

つぼんだとおもったら︑みるまにひ

こんなことをかんがえているうちに︑

心に思ったことは︑いつのまにかきえ

いつのまにやら天人は︑春のかすみ

いつのまにか︑しじゅうからは︑どこかへ

﹁あっ︒﹂というまに︑川の中におちてし

そのうちに︑しかさんは︑いつのまにかは

ちょっとのまに︑いなくなってしまった︒

いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑
七752園

毎日はれ︒

七651

ぐれてしまいました︒

六窟10

なく︑きれいにはれわたっていました︒

六556 そとをみると︑空はいつのまにか︑雲一つ

まいました︒

六138

いってしまいましたが︑

五価6

に︑大きな星が光っていました︒

五531 西の方をみると︑日がしずんでまもない空

につつまれて︒

四価1圏

てしまいますが︑

三979

いつのまにか︑ねむってしまいました︒

二565

らいた︒

一205圏

ぼんだ︒

一197圃

き・まつぴるま

かのま・とこのま・ひるま・ひろま︒ふたまつづ

きゃくま・すきま・たえま・たにま・ちゃのま・つ

ゆうだちとかけて︑なんととく︒ボンボま ﹇間﹈︵名︶29 ま 間尋いわま・おおひろま・

﹇時計﹈︵名︶一

ノ了− ﹁ボン︑ボン︒﹂と︑空で鳴った︒
八7311 ﹁ボン︑ボン︒﹂と︑また鳴った︒

四701

ぼんぼんどけい

﹇船﹈︵名︶一

ンどけいととく︒
ぽんぽんぶね

︵感︶一

もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで

かけていく︒

七657

ン

ぼんぼんぼんぼん

ほんもの

十二201園青い小さな実が︑ほんの二つ三つ︑つ 三856 ボン︑ボン︑ボン︑ボン︒
十四9411

だから︑この絵も︑本物をごらんになつ

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ
本物はね︑いま︑イタリアのフロレン
︵副︶3

かあさんがぼんやりみえるかやの中

長い物がぼんやりみえる︒

ぼんやりする

たかぎ︑首をさすりながら︑その場にぼん
︵サ変︶1

あたりが美しくなると︑私は︑なんだか︑
﹇本流﹈︵名︶1

念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
みると︑もうそれはただの水であった︒

九桝7

ほんりゅう

ぼんやりするほどたのしい氣がします︒

五402国

ぼんやり・する

やり立っている︒

九978

九262圏

六撹5

ぼんやり

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

十三567園

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒

十三564園

ているだろうと︑思ったからです︒

一本のマッチで一ほんのたった一本の 十三5410

マッチで︑火をともすことができたならば︑
てみよう︒

十五839園 ほんの形だけでも︑暫間の方をさがし
ほんのり ︵副︶3 ほんのり

四価4圏 かもめすいすいとんでいく︑空にほ
んのりふじの山︒
の星をみつけることは︑できませんでした︒

五549 空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ

本ばこ

九帽7夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと
しらみかけてきました︒
﹇本箱﹈︵名︶1

六㎜8 ぼくは︑だいじに本ばこの上にのせておき

ほんばこ

ました︒

ぽんぽん ︵副︶2 ポンポン ぽんぽん
ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六櫨5 うさぎさんたちは︑まつかさを一つ︸つ︑

八309 そのせつな︑けんぎゅうは︑うしの首をか

ま一まあ
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八238 みるまに︑羽はすらりとのび︑からだの色
もこくなっていきます︒

十五掴10

マ

見るまに︑︿略﹀︑なにかにぶつかりなが

ま

まつに月︒

ら︑チルチルに近づいて姫ます︒

ま

もしやと思って︑はなをつまんで﹁マ﹂︑

﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑

六罷4

四7710

八733 どちらもたまごからはいだしてまもないも ま 2
のであった︒

九4110團 いつのまにどこへ渡っていったのか︑い
まはもういなくなりました︒

まあ︑受けとりをおみせ︒

まあ︑よろしいではございませんか︒

五291園

ありがとう︒しかし︑きみは小さいから︑

六242園

まあいいや︑こんないいときにあそばな

まあいいよ︒

五301園

四価1園

九421国 そのかわりまた︑いつのまにかがんが まあ ︵副︶24 まあ
渡ってきました︒

九444国 いつのまにか葉がすっかり落ちつくして
はだかになった木の上に︑

九767 みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま
す︒

いで︑いつあそぼうというんだね︒

六285

きみは︑︿略﹀日本の学徒︑大島くん

まあ︑そうだね︒

な晩だ︒まあ︑火をたきつけておくれ︒﹂

十三588囹

おおしま

十五548囹

まあ︑そのようなありさまで︑せっか

でしょう︒まあ︑かけたまえ︒

十五557園

たいていはまあ︑育ちのわるいものば

くのおたずねもむだになるようなわけだが︑

十五8311囹

というのは︑その鳥をあまり上等とは

︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ︑

かりだけれど︑人はわるくないんだよ︒
十五893園

おいでなさい︒

十五9011園

まあ︑どうあなたがやってみたって︑

思わないからです︒だが︑まあいいでしょう︒

十五㎜3園あなた︑あの女の人を知らないのです

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

十五佃4囹

おすでなければいいが︑まあ︑かってお

十五佃12囹 光﹁まあ︑だまっておいでよ︑ いい子

西なら︑ぼくのうちの方だ︒けれども︑

おかしいな︒まあ︑もうすこしいってみ

も︑まあ︑もうすこしいってみよう︒

だから︒﹂

﹁まあ︑たろうさんのよくねている

︵感︶25 まあ

﹇648園

まあ

一651ま
園あ︑おかしな人︒

こと︒﹂

二507囹 ﹁まあ︑きれいなりんご︒﹂

まあ︑うぐいすさんよ︒
二698園

﹁まあ︑かわいいねじ︒﹂

﹁まあ︑よくできましたね︒﹂

七317圓まあ︑まあ︒

六伽2園

六鵬−o園 まあ︑よくみえるね︒

るわ︒

六711園 ﹁まあ︑よくできたのね︒﹂
六898囹まあ︑りっぱなかたが︑水にうつってい

六82園

あなたのお考えをうかがいたいと思いま 四伍3園 なんとまあ︑いいけしきだろう︒
したのです︒まあ︑ゆっくりお休みください︒

九6011囹

やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ
たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒

九725

か︒まあ︑よくごらんなさい︒
まあ︑たまごを生むか︑︿略﹀︑火花をだ

まあ︑おねがいしてみよう︒

ぞきにいってみると︑先生のかごの中には︑いつ

九823 ぼくらは︑ときどき手をとめて︑そこをの

よう︒

九528囹

まあ︑もうすこしいってみよう︒

九515園

すことを︑せいだして勉強するのだね︒

八8211園

いてみよう︒

八791園

やまだ︑さがし物のよう

のまにか︑︿略﹀などがたまっています︒

九931 しばらく︑間
すで地面をみながらでてくる︒

九悩4 いいにおいをかいでいると︑いつのまにか︑
︿略﹀からだのいたみもきえていきました︒

十2412 みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒
十一1911 大水で︑田や畑をみんな流されたりしま
したので︑いつのまにかびんぼうになって︑

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一8810 チチロは︑いよいよよくせわをして︑ 九538園 南へいったなんておかしいなあ︒けれど
た︒

十四8211図圃世の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒
十四884 おそらく︑まっすぐに歩こうと思ったの
であろうが︑いつのまにか曲がってしまう︒

﹁友だちがほしくなるのはやはりこん

まあ︑まかせておけ︒
十二761園

十726園

かりましょう︒

十五901囹 ぼくは︑ほんとうにすみませんが︑ 九803囹 まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとにか
ちょっとのまも行かれないのです︒
の中にひきずりこんでしまいました︒

十五921 こんな話をしているまに︑︿略﹀︑えん会
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七317園 まあ︑まあ︒

﹁まあ︑おまえは︑わたしをわすれたの

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

七735 ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま

かい︒﹂

九襯3囹

まあ︑そう︒

十一8312園 まあ︑ほんとうに思いがけないことも
あるものだ︒

十一一299園

十四359 まあ︑なんというしずけさでしょう︒
十四952 まあ︑なんといううれしいことだろう︒
十四968 それがゆらゆらともえあがると︑まあ︑
なんというふしぎなことだろう︒

いったりします︒

︽マイ︾

﹁日のあたるようにするには切るよ

まい

ふたりは︑いっしょにふわりとまいあがった︒

十二293

まいあさ日がでると︑この木の西がわ

でて

いなかったら︑

まいあさ

お日さまはまいあさかえってきます

雲さえ

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

きつけましょう︒

六618 毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書

あえますよ︒

三788園

よ︒

三786囹

のなん十という三々が︑日かげになります︒

三233

能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい まいあさ ﹇毎朝﹈︵名︶6 まいあさ 毎朝

舞を舞ったり︑

十632
︵助動︶13

三258園

まい

これはただのにんげんではあるまい︒

りほかにしかたがあるまい︒﹂

三白5囹

﹁どうかして︑かぐやひめを月の世界

の人にわたさないくふうはあるまいか︒﹂

三柵10園

自分でえさをとったり︑遠いところまで

とんでいくことはできまいよ︒

五9611囹

八482圓世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒ しらえて持たせているうちに︑
八656園なにしろ︑水にいれてやらなければなる 十一一711 そうして︑毎朝早くきては︑芭蕉のおき

︽ーリ・ーリル︾

サアッという羽音をたてて︑空中に風を

急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女

羽ばたきも苦しげに︑しだいしだいに︑

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245

まき起して︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

十五232

美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑

九419国ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には

おりる

やまだ︑みせまいとしてからだをねじって まいお・りる ﹇舞降﹈︵上一︶5 まいおりる 舞い
それで︑ぼくも負けまいと思ったんだ︒
﹁このわけをあてはめれば︑自分のゆめ

少年は︑もしやわるい知らせをききはし
まいかと︑おそろしさにふるえながら︑

十一655

小包二つは︑おそらくいっしょには着

もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ

下の方へ落ちるように舞いおりて行きました︒

十五2512

十五262

マイクル

うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

そのとき︑マイクルが︑﹁︿略﹀︒﹂といい

︹人名︺9

マイクルがいいました︒

三615

三742

マイクルがたずねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

三725 マイクルがたずねました︒

三6510

ました︒

マイクル

このものすごいありさまを映画化するこ

十四1212團
きますまい︒

十四8612

まいあがる

舞いあ

その一つに日本の青年をとまらせて︑

とは︑たやすいことではあるまいが︑
十五574園

﹇舞上﹈︵五︶2

そのせわをしてはくれまいかと︑
まいあが・る

それから︑まつ白な羽をひろげたかと思う

︽ーッ︒ーリ︾

九糊3

がる

おばあさんは︑女の子をうでにかかえて︑

と︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

十四梱8

ないうちに︑いどから水をくみあげたり︑

十四974 そのとき︑まあ︑どうだろう︒

九975

まい︒

十五971囹まあ︑なんてかわいらしいのだ︒
十五978囹まあ︑あのふとった子のわらうことは

かくす︒

九梱9囹

どうです︒

十五鵬11囹 まあおまえたち︑ここにいたの︒

十3811囹

﹁まいの手﹂といったり︑﹁︿略﹀︒﹂とか

も︑実現できないことはあるまい︒﹂

十五柵11園 それに︑このきれいな着物は︑まあ︑
なんでこしらえたの︒

い︒

十五備11園 まあ︑おまえ︑見たことがなかったか

﹁まあまあ︑この鳥は︑いくつもげいが

まあまあ ︵感︶2 まあまあ
五価9囹

まあまあ︑かかしさんですね︒

できるのね︒﹂

六3811囹

まい ﹇枚﹈ 5いちまい・いちまいいちまい・いちま

いのかみ・いちまいのシャツ・いちまいめ︒ごま
い・じゅうまい・にまい・にまいとも・よんまい

七138

けませんか︒

四慨3園 天人のまいをまって︑みせていただ

まい ﹇舞﹈︵名︶3 まい 舞■くるくるまい

まあまあ一マイクル

まいご一まいばん
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おかあさんが おっしゃいました︒

四412

三十ぱのがんは︑まいにちまいにち︑北

四412

へむかってたびをつづけていました︒
五416團まいにち︑たくさんちぢをしぼります︒

こんどはマイクルがたずねました︒
三7610

三806﹁︿略﹀︒﹂と︑マイクルがいいます︒
五617園

三十ぽのがんは︑まいにちまいにち︑

マイクルがいいました︒
三8110

︽ーン︾

毎日

こうして︑まいにち︑たっしゃで生きて

毎日あせだくだったね︒

どの家からも︑おとなの男の人が︑毎日

佐吉は︑上京して機械館へ毎日かよった︒

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒
十352

先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

ひとりずつでて働くことになりました︒

十一211
十二715

その声は︑毎日ききなれている曾良の声

らえるので︑

です︒

十二758

﹁ちかごろ︑満ぼう先生はいかが︑毎

それは︑毎日ぼくたちを照らす光に︑

そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさ

と幸福とがますのですよ︒

十五柵7園

二つ三つずつ新しい光線を加えていくのです︒

十五餅11園

日お話いたしおります︒﹂

まいにち︑わたり鳥のむれがとんできます︒ 十五614團

近所の人たちは︑まいにち︑こまった︑こ

六273園

にいさんは毎日海へでて︑魚をとってい

いつのまにか︑葉ばかりのさくらになって︑

毎日書いてきたあさがお日記︒

毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ
九612園

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

どうも︑毎年この裁判で苦しみます︒

ばからさっていった︒

七99園

たしのそばへやってきた︒

七98園

私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ まいねん ﹇毎年﹈︵名︶6 毎年

七645

毎日なにかかわったことをしでかしては︑

十二578

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

山村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑
十二582

︽ール︾

日本には︑毎年︑約二百万人の人が生ま

おにに人間をくわせてやるというのであった︒
十三1012
れるが︑

毎晩

学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に

まいばん

﹁︿略﹀︒﹂といって︑まいにちまいばん

あつまってきて︑

三二8

﹇毎晩﹈︵名︶3

舞いのぼる︒

十一421圏

まいのぼ・る ﹇舞上﹈︵五︶1 舞いのぼる

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

まいばん

ふたりは︑毎日野原で樂しく遊びつづけま

はたおりひめは︑毎日はたをおりながらな
飛行機は︑それから毎日のように︑アルプ
毎日の生活のらんざっとあわただしさの中
われわれは︑どんなにでも毎日の生活を︑
十1010

ゆたかに︑樂しくすることができる︒

十65

に︑それを失っている︒

十512

スをこえてヴェニスへとんでいきました︒

九222

きました︒

八324

した︒

八3110

みんなをおどろかせたり感心させたりします︒

八109

毎日はれ︒

七651

ていますね︒

六806園

らっしゃるが︑

六805園

まったといっていました︒

五塵1

五973

いけるのは︑だれのおかげだろう︒

五649園

のは︑だれかしら︒

それでも︑まいにちあのつるをのばした

マイクルはみどりがすきでした︒
三8110
まい子

三839﹁︿略﹀︒﹂と︑マイクルがききました︒
﹇迷子﹈︵ 名 ︶ 1

﹇舞込﹈︵五︶1舞いこむ

四83 まい子をうちまでおくりとどけてくれ

まいご

ます︒

まいこ・む
來たものだ︒

十五598園 じつにあずらしい日本人が舞いこんで

そ

︽ーチ・ーッ︾

四榴5圃圏 月の 都の 天人たちは︑ みんな

まいじょうず ﹇舞上手﹈︵形状︶1 まいじょうず

﹇舞立﹈︵五︶2舞いたつ

ろってまいじょうず︒
まいた・つ

かと思うと︑こんどは影画をあおりたて︑

十五305 わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった

て︑ぱっと一まず舞いたちましたが︑

十五313 大わしは︑この思わぬいたでにおどろい
まいちもんじ ﹇真一文字﹈︵名︶1 ま一文字
字にすべりおりた︒
まいにち

九㎜11 ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文
﹇毎日﹈︵名︶30

三117 そこで︑まいにちかしこいでしをひと

まいにち

りずつ︑はんたかのところへやって︑

三期4 おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を
とりにいきました︒

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

世界じゅうの人の心をつなぐ糸を︑ま

いにちあつかうところです︒

四68
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まいもどる一まえ

めでた︑めでたとさかなたち︑みんな

くるくるまいながらおちていくかかし︒

六986圏国

六3510

毎晩︑家に帰ってくると︑

てでる︒

能は︑そのうたいにつれて︑役者が美しい

十一125

あげはのちょうが︑まつのかげから舞っ

舞を舞ったり︑

十632

でまうやら︑うたうやら︒

十ニー812園 毎晩鳴いているうちに︑すこしずつ
︽ーッ︾

十一2112

まいもどる

じょうずになっていくようです︒
﹇舞戻﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーッ・ーリ︾

八92ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

まいもど・る

まいる

ぐまいもどってきます︒
﹇ 参 ﹈ ︵ 五 ︶6

15

まう

舞う

︽ーイ・

ウ・一

舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶ

まえ

前δいちにんまえ︒う

やなぎのわたが︑どこからともなくたく

﹇前﹈︵名︶齪

ちいさな川が︑うちのまえをさらさら
いまはおいでになりませんが︑まえには

まえからも︑やりたいと思っていました

ついた︑わかい人がいるんです︒

五3010園

つばめが︑私のすぐ目のまえを︑いった

が︑なかなかできなかったのです︒

りきたりします︒

五429国

みると︑まえに住んでいた︑ふるい小さな

まえにでてみました︒

五551 食事をすませてから︑またちょっと︑家の
五773

なま水をのまないことや︑ねるまえにたべ

家がたっていました︒

ないことや︑︿略Vなどを︑話しあいましたQ

五826

さどが島においでなさったことがあった︒

五904囹わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

五924園みんな︑もっとまえへでてごらん︒

六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど

が弓矢を持って通りました︒

六457 かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

ふみおはふと氣がついて︑まえの方にある

ねが︑いちめんにつづいている︒．

六544

木の下へいきました︒

それから︑まえにならったのを思いだして

はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった

﹁よみかき﹂のところを︑ふと思いだしました︒

六718

書いてみました︒

六608

五年の人たちも︑六年の人たちも︑そ 六556 ふみおがねるまえにそとをみると︑

はちをもった手が︑するするとおしや
ひょうほんしつのまえです︒

ている︒

六975

弟は︑まえに︑﹁︿略﹀︒﹂ということばを︑

六齪8 うさぎさんたちのまえに︑大きなしかさん

そのようにいったことがあるのではない︒

六鵬1

しながら︑

海の神は︑ほおりのみことのまえにさしだ

ふたりの女の子は︑まえにこしかけまし 六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ

目のまえに︑高い︑高い山がそびえて
五241園ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを

いました︒

四531

えにかざりました︒

四251團そうして︑みつちゃんのしゃしんのま

た︒

三637

三334囹

かさまの目のまえにのびてきました︒

三161

のまえの人たちも︑これをつかいました︒

二599囹

おいでになったにちがいありません︒

一一557

とながれています︒

一378

え・にさんにちまえ・ひゃくはちじゅうねんまえ

でまえ・おひるまえ・さんかげつまえ・すうじつま

まえ

さん舞ってくる︒

十三365

りによって︑

十二佃10

海もわらい︑たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

三1410 おしゃかさまはたくさんのでしをつれ 十一148 せみも鳴き︑ちょうも舞い︑まっさおな

まい・る

て︑王さまのこてんにまいりました︒

魚どもをよんでまいりました︒

思って︑ここまでまいりました︒

四価1園 お礼に りゅうぐうへ おつれしょうと
六9310園

六943囹 たいだけは︑病氣でねておりますので︑
ここへはまいっておりません︒

︵五︶

﹁満ぼうがまいりましたよ︒﹂

九611囹 じき︑どんぐりどもがまいりましょう︒

﹇舞﹈

十五7111囹
ま・う
ワ︾

四競3囹 天人のまいをまって︑みせていただ

エ・ーッ・

けませんか︒

四撹5園 それでは︑お礼にまいましょう︒
ことができません︒

四搬6園 でも︑そのはごろもがないと︑まう

まわずにかえっておしまいになるでしょう︒

四槻8園 はごろもをお返ししたら︑あなたは︑

四榴6圏圖黒いころものそろいでまえば︑月

四三3 天人は︑それをきて︑しずかにまいます︒
はまつ黒︑やみの夜︒

四柵8圏園白いころものそろいでまえば︑月
は十五夜︑まんまるい︒

四悩2 天人は︑まいながら︑だんだん天へ の
ぼっていきます︒

まえ一まえ
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があらわれました︒

七177圓 このまえより︑なの花がへっているわ︒
七192園 このまえきたときは︑風が強かったから︑
ちょうちょがでなかったんですね︒

七393 いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお
じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七442私のまえにもぼうしがきた︒
七447 ｪ﹀︒﹂といって︑青年のまえにすすみ
でた︒

八582 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

八568 まえのよりはまっすぐだが︑

いって立ちました︒

八537 こんどは︑うさぎのかってある家のまえへ

を し か め て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とたずねました︒

八522 いやなものでも家のまえに立ったように顔

て立ちました︒

八5111 こんどは︑にわとりのいる家のまえへいっ

い る の を み て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八512 まずしいこじきのようなものが家のまえに

した︒

天
ノ0
50
1その家のまえにいって︑﹁幸福﹂が立ちま

まえに発した光だというわけになります︒

八356 今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど

ぜい人が立っているので︑

八53あるデパートのまえのうすくらがりに︑大

という︑うちじゅうの人読者がいました︒

八42 ちょうど十年ほどまえ︑私のうちに︑ピオ

だけで︑ちっともたべません︒

七889 まえにたべのこした古い草は︑ふみつける

しく書きたすのににています︒

七571 つむじ風が︑わたしのまえを走っていく︒
七683まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ

「〈

みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

しきが目のまえにひらけてくる︒

八5810
い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒
けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

天略﹀︒﹂

九餌5

きゅうな坂にかかると︑まえの方で︑のだ

スキーをするには︑ちょうどよかった︒

九佃6

そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

先生が︑ズ略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

九価10

まえより強く空氣をうち︑とぶことができ

九悩6

おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

これは︑まえにさしいれておいた核によっ

思うことがどんどんと書けていたまえのこ

こしをうしろにひき︑せんすの手だけをま

えにつきだして︑あおぎつづけていました︒

十6812

ろが︑うらやましくさえなりました︒

十559

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

十4112

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑

十111

目のまえのばらの花が動いています︒

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒
年をとったはくちょうが︑新しいはくちょ

えに︑もうつかれきっていた︒

八6010

た︒

八884
八9210
うのまえにきて頭をさげた︒

にわとこの木でさえ︑新しいはくちょうの

まえに枝をたれた︒

八936

この音と︑ほかの音とをいっしょにひいて

まえより元氣で︑からだもしっかりして

まえ向けるすずめは白し朝ぐもり

みると︑まえとはちがつた感じがします︒

九510
九302図圃
きました︒

九323團

まえは︑もっともっといろいろな魚がい

方に美しい湖がみえます︒

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進

園長さんのまえにでて︑だんをあがり︑

大ぜいの目のまえで︑﹁︿略V︒﹂とさけん

太郎は︑まえから父に︑﹁︿略﹀︒﹂とかた

まえからあぶないといっておいた︑あ

の橋を渡ったのではないかね︒

十一615園

くとめられていたのである︒

十﹁603

だ弟よ︒

十﹁4512

両手をずっとさしのべて︑

十一456

天略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒

十一441！ そうして︑園長さんのまえに向いたとき︑

みました︒

十一4410

となしくこしかけています︒

十一437 ようち園の子どもたちは︑そのまえにお

まえにすわって︑整調をやってみたいな︒

九327国家のまえをちょっとでると︑はるか下の 十一711園 みんながさせてくれたら︑コックスの
九335団

たそうです︒

ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜
こしから大きなかまをとりだして︑ザック

んで書きだしました︒

九465團
九6210

黒い︑長いしゅすの服を着て︑どんぐりど

ザックとやまねこのまえのところの草をかりまし
た︒

九637

いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ

ものまえにすわっていました︒

九751

たかぎのまえにじょうぎをつきだして︑

みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま

りをいれたますを持って立っていました︒

九768
す︒

九961
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まえあし一まえあし

十一636 ナポリの大きな病院の門ばんのまえへ
﹁五日ほどまえだと思います︒﹂

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒
十一663園

十一673 そうして︑大きなへやの︑開いたドアの
まえまできますと︑

十一881 その熱心とそのしんぼう強さとは︑まえ
とすこしもかわりませんでした︒

うんぜんだけ

十二238 父がまえからそういうときのことを考え
て︑

みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑︿略﹀︑

まえの海で顔をあらうのを樂しみにしていた︒

十二569

十二776 スタンドには︑はじまるまえからたいへ
んな見物人でした︒

にはげまされたことはありませんでした︒

十二787 私は︑いままで試合のまえにこんなふう

が︑いまから三四千年もまえの貝です︒

十一一976 みたところ︑なんのかわりもない貝です

年ばかりまえに作られたものであります︒

十二繊9 りっぱなほとけさまは︑いまから千三百

びょうどういん

十二佃3 これは︑千二百年ほどまえに︑はじめて
作られた日本のお金です︒

十二脳2 九百年ほどまえに作られた平等院とい
う建物の中にある名高いほうおう堂です︒
十一一柵7 これをキリスト教の宣教師が日本に傳え
たのは︑三百五十年ほどまえのことです︒

十三202 ユートランドの平野には︑八百年あまり
前には︑よくしげつた森林がありました︒
十三2911 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑
その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三539團 これは︑いまから五百年差ど前に︑イ
タリアのラファエルという画家のかいたもので︑

十三577 目を細くして︑ありありとその絵を目の

前に見るようなようすをなさいました︒

老人のぼうさんらしい人が︑その前にひ

である︒

大もとをたずねれば︑エジプト文字から出たもの

十五477 有田に焼物がはじめられたのは︑いまか

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

前に立った私は︑

十五536 守衛にみちびかれておくまった館長室の

十五719 町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

のおはか︑その前に立ったおばさんは︑

士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑日記をくりひろげ

十五734 思い出にうたれている私の目の前で︑博

十五822 園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で

みんな右手の前の方に︑光をとりまいて

できた大廣間のようなものがあらわれます︒

かたまってしまいます︒

十五8211

十五992 ﹁幸福﹂のむれ︑まえよりはすこしせの

高いのが︑廣間の中にかけこんで覧て︑

十五伽3 校長先生のお話を聞いていると︑ずっと

﹇前足﹈︵名︶8

まえ足

まえのことが思い出されてきた︒

が︑すぐ︑まえ足をおろしてしまいました︒

かたくそれにしがみついて︑

八2110 虫は︑それにとりつくと︑まえ足のつめで

にっかいますから︑たいへんかたく︑

八1711 ことにまえ足は︑いつもトンネルをほるの

でトンネルをほりながら︑

八158 せみの子どもたちは︑自分の小さなまえ足

いれていました︒

七947 あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

七907

足で︑耳や顔をなでていました︒

七903 ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ

だしました︒

六伽5 まえ足でほっては︑うしろ足で土をはじき

まえあし

わたしが行ったとき︑この絵の前には︑

れふしている絵でした︒．

十三595
十三5911園
一台の長いすがおいてあったが︑

おふたりの営倉は︑いま︑この手紙を

書いているつくえの上︑私の前においてあります︒

十四1311国

わたしたちの前に︑朝がきた︒
來客を前にして︑客間で歌っているのと︑

十四418園
十四463

しかし︑それも︑前の温度のむらとなに

ちっともちがわないような歌いかたです︒
十四7311

なん百年という前からつくられて︑子に︑

か関係があることだけはたしかでしょう︒
十四802

美しく火のともった家々の前を︑そろそ

まごにと傳えたことではないかと思います︒

十四935

それがもえ続けている間︑大きなろの前

ろとかなしげに通って行きながら︑

十四9510

けれども︑前よりはもっと罪しそうなよ

にすわっていた︒

十四㎜2

うすをしていた︒

急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女
石を取るが早いか︑目の前ニメートルほ

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245
十五3012

どまでせまって來たこのあくまの胸をめがけて︑

血まなこになって目の前のてきを相手に
目の前の美しい︑大きなユングフラウの

しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

十五326
十五338

漢字が中國から日本に傳えられたのは︑

いまから五六千年ぐらいまえに︑

まつ白な山までも︑

十五359
十五3711

ローマ字は︑まえにいったように︑その

千七百年ほどまえであるが︑

十五41一

まえかけ一まきつく
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その足をなめたので︑

十506 黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

前だれ

十211 まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑

まえかけ ﹇前掛﹈︵名︶1 まえかけ

﹇前垂﹈︵名︶1

風にゆれている︒

まえだれ
さんはいっていた︒

が白くなり︑こしもまがってしまいました︒

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど

十二748

ゲ︾

六328

曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

﹇蒔絵﹈︵名︶2 まき絵

まき絵は︑日本のすぐれた工藝品の一つ

ど

﹇蒔絵書棚﹈︵名︶2

まき絵書だな

江戸時代にできたまき絵書だなです︒

まき絵書だな
え

十一一m7

十一一柵4

まきえしょだな

で︑古くから外國人にもてはやされてきました︒

十二棚2

ものです︒

に︑金や銀のこなをまいて︑もようをあらわした

十二柵8

まきえ

かかしが風にまきあげられる︒

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑
四416 きちんとそろえたようになってとんだ
り︑まがってつりばりのようになったりしま
まきあ・げる ﹇巻上﹈ ︵下一︶ 1 まきあげる ︽一
した︒

四863
雪につもられて︑だまっている︒

ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふいて
すこし歩いてからふり返ってみると︑足あ
山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

十三1111

まっすぐなことや曲がったことは︑知識

熱いところとつめたいところとのさかい

をもととして考えなければならない︒

十四727

九1911

その意馬は︑たいへんなはんきょうをまき

サアッという羽音をたてて︑空中に風を

おこしました︒

十五23一

大きな風をまき起すようにして︑少年の

まき起して︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

十五306

周囲をおおい包むいきおいでせまって來ました︒

その小さなマッチ判りのむすめは︑自分

﹇巻毛﹈︵名︶2 まきげちゃん

ぴょんちゃん︑まきげちゃん︑みんなわ
一607囹

まきつく

︽ーイ・ーキ・

まきげちゃんも︑おともだちとなかの

たくしのうちにいたきょうだいです︒

一572

まきげちゃん

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった︒

十四934

おそらく︑まっすぐに歩こうと思ったの まきげ ﹇巻毛﹈︵名︶1 まき毛

で︑光が曲がるために︑

十四884

与えまきもの・たつまき・どうぶつえま

どうしてこんなに曲がるのか︒

であろうが︑いつのまにか曲がってしまう︒
十四885
﹇巻﹈

き・はちまき・はらまき

まき

まき

﹇蒔﹈呂たねまき・もみまき

﹇巻付﹈︵五︶5

いい︑やさしいこになりました︒
ーク・ーケ︾

まきつ・く

まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに︑

﹇薪﹈︵名︶3

十﹁2610

まき

ッ・一 まき

まがって

また︑まきが少ないと︑近所へ木をひろ
いにいったりしました︒

十一一η2

き起す ︽ーシ・ース︾

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる まきおこ・す ﹇巻起こす﹈︵五︶3 まきおこす ま

首をもっていた︒

八842

しきが目のまえにひらけてくる︒

八581

とが曲がっている︒

八566

きた︒

七573

いろにくふうして︑うまくはりつけました︒

十四9312ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく 六㎜7 まがっているのでめんどうでしたが︑いろ

七776園 そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が二三

まえば ﹇前歯﹈︵名︶3 まえ歯
本ぬけてはいませんか︒

七8111園 らくだのまえ歯が︑二三本ぬけているこ
とまで︒

七8310園 では︑まえ歯のぬけているということは︑
なぜわかったのか︒

まがいもの ﹇紛物﹈︵名︶1 まがいもの

ま顔

︽ーセ︾

︽

足もひどく曲がってやぎのようですし︑

十4510 かつて︑パリーの影干商たちが︑幸吉の手 九562 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑
﹇真顔﹈︵名︶1

になる養殖眞珠は︑まがいものであるといった︒
まがお

まかせる

六欄4 たぬきさんが︑ま顔になっていうので︑
﹇任﹈︵下 一 ︶ 1

まかせ 呂ちからまかせ
まか・せる

まがたま

十726園 まあ︑まかせておけ︒
﹇曲玉﹈︵名︶1

曲がる

十二梱10 手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

まがたま

﹇曲﹈﹇Vひ と ま が り
﹇曲﹈︵五 ︶ 1 4

まがる

まなどがかざつてあります︒
まがり
まが・る
ル︾

三413 いちろうくんが︑ 右の 方に
いってしまいました︒

三川3あまりしんぱいしましたので︑かみのけ
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まきつける一まぐろ

る︑竹や木のことをいうのです︒

七126 あさがおのつるがまきつくように立ててあ
七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな
くなった豆のつる︒

七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな
くなった豆のつる︒

十388 眞珠母貝の中に︑砂のような小さなものが
いりこみ︑それに︑貝のだす眞転質がまきつき︑

︵下一︶

まく

1

まきつける ︽一

九鵬4

九883

つくえやいすを重ねて︑つかう人のかく

まく1

まくがあく︒

十二549
れるところを作り︑まくでかくす︒

三郎の声が終るころ︑しずかにまく︒

おくへ向かって歩いて行って︑黒いまく

雲のまくがあがると︑

十三4310

十五831

十五822

まく

︽iイ・ーカ・ーキ・一

をあげて︑すがたをかくしてしまいます︒
﹇蒔﹈︵四五︶15

水車をくるくるまわし︑たんぼに水をいれ︑

人間が來て︑まいてくれたのだった︒

ものです︒

十四611園

いちばんいい種を︑來年もわすれずに

まいてもらうことができさえずれば︑

十四617園

まく ︽ーイ・ーカ︾皿Vとりま

まかぬ種ははえぬ︒

﹇巻﹈︵五︶8

十四829
ま・く

四936 風にふかれて︑うずをまいて︑どんどん

く

そうして︑その一まいをぐるぐるとまいた︒

降ってくる︒
六棚5

大きさにまいて︑

六二6 ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ

ふだんはく略﹀︑大川の波の音がバサリ

﹇枕﹈︵名︶1 まくら

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

﹇真暗﹈︵形状︶1 まくら

まくらのそうし

枕草子

まくらのそうし

︹題名︺1

げんじものがたり

あの有名な源氏物語や枕草子などは︑

このほか魚では︑たい︑さば︑まぐろ︑

﹇鮪﹈︵名︶1 まぐろ

十二985

まぐろ

すべてこのかなによって書かれた作品である︒

十五402

まくらのそうし

家々みなまくらなり

九備2図閣

まくら

バサリと︑まくらにひびくのでしたが︑

十二752

まくら

とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十一一497

かれそうになりました︒

九槻3 そのうちにみつばちのからだも︑つなにま

とまいた︒

まいた紙を糸できりきりとまいて︑

りきりとまいて︑動かないようにした︒

六川7

六棚7 きちんとはまったとき︑まいた紙を糸でき

五605園おまえが︑たねをまいたのでしたね︒
五607園この春まいたのです︒

六梱9 つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

水のすむのをまって︑むらのないようにま
ひたさない種もみをまいたところには︑べ
たべのこしのめしつぶまけばうちつど
一にぎりのあぶらなの種をかりて︑かわ

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ
まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

に︑金や銀のこなをまいて︑もようをあらわした

十一一佃9

らまめ・えんどうみなまいた︒

十一397圏

らへいって︑あき地にまいておきました︒

十一2812

うすずめの子らと日なたぼこする

九摺4図鑑

つにしるしをつけておきました︒

八966

きました︒

八965

めがでるということです︒

八949こうすると︑なわしろにまいてから︑早く

五6210園
たねはおかあさんがまいたのだけれど︑

すね︒

五608園たねをまいたから︑こんなにさいたので

はたけにも水をまいていく︒

五71

ケ︾呂ばらまく・ふりまく

ま・く

十398 うまく貝の中に核がのこり︑眞珠質がまき まく ﹇膜﹈←がいとうまく
﹇巻付﹈

つけば︑成功するわけであったが︑
まきつ・ける
ケ︾

牧場
牧場

くるくるとまきつけました︒

四547 ほうたいをもっていたがんが︑手早く

十三38

まきば ︹題名︺2 牧場

十三505 牧場
﹇牧場﹈︵名︶3

五411團 けさも︑まきばにだしてやりました︒

まきば

十三496 牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑
きりぎりすが︑思しい景色の中でわらう︒
十三506 牧場の泉を︑そうじに行って來るよ︒

まぎれ ﹇紛﹈︵名︶2 まぎれ■くるしまぎれ・た
いくつまぎれ
九窩11 ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい
味がはっきりと感じられるようになった︒

﹇幕﹈︵名︶8

れもないうまい水であった︒

九伽3 そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ
まく

一まく

まって︑音樂会をしています︒

六178 まくがあくと︑きりぎりすが大ぜいあっ

六309

まけ一マサチュセッツしゅう
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かつおなどをたべました︒

まけ ﹇負﹈︵名︶1 負けOおおまけ
十二867 わずかな点のちがいで︑清水選手の負け
となりました︒

まける

負ける

︽ーケ・

六佃6 紙の上でいろいろとまげぐあいをしらべ︑

まげぐあい ﹇曲具合﹈︵名︶1 まげぐあい

﹇負﹈︵下一 ︶ 1 3

ちょうどいい長さにひごを切りました︒
ま・ける

﹁これぐらいの風にまけるものか︒﹂

︽ーゲ・

せいのひくい︑おかしなかっこうの男が︑

眞心

三47

三43

まさお﹁はねかえる︒﹂

まさお﹁やあ︒﹂

まさお

かずお

あくる日︑太郎は︑友だちの正男と一雄

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男がいうと︑ 一雄はす

わたしのげたをひっかけて︑正男のあ

まさおさん

正男は︑きょ年のいまごろのことをふと

︹人名︺3

すると︑まさおさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といい

まさおさんは︑あいての人を﹁おかあさ

ん﹂にきめて︑

四201

ました︒

二611

まさおさん

思いだす︒

十二9411

とを追っかけて道まででていたのよ︒

十二297園

ぐ賛成した︒

十一5912

と三人つれで︑

十一599

まさお
その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口 まさお ﹇正男﹈︹人名︺4 正男正男

ひざをまげて︑手に皮のむちを持って︑

九556

九567
おまごさん

を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

まご

ふたりのまごというのは︑父母にとって

﹇孫﹈︵名︶3

十二242

まご

なん百年という前からつくられて︑子に︑

のことですが︑

十四802

まごにと傳えたことではないかと思います︒

﹇真心﹈︵名︶2

ものです︒

まこころ

たとい︑からだはこちらにいても︑こ
眞心こめて教えてくださった世界的魚類

学者デビッド・スター・ジョルダン博士は︑

十五527

のまこころを書いてお送りして︑

十四161團

まこころ

三444園 ぼくらのほうがまけるかもしれない︒ 十五519囹 じつは︑私は今右衛門のまごにあたる

ーケル︾

六324圏

﹁そのかわり︑ぼくが負けたら︑この角

を︑おってしまってもいい︒﹂

六悩3園

六鵬2 しかさんも負けてはいません︒
九926 こんどは負けたらしくたちどまって待って
いる︒

九棚9園 それで︑ぼくも負けまいと思ったんだ︒

曲げる

みちこさんまことさんよしこさん

十四361
す︒

十四842

まさお

おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も

︹人名︺4

まさご

うひとり遊びができますが︑

五525 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを

まさご

まさごが︑﹁︿略﹀︒﹂というので︑

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒
五529

まさこをおかあさんにわたして︑

くふとった手をたたきました︒

五534 手をたたいてやりますと︑まさこも︑まる
五5411

ゆうがた︑おとなりのまさこちゃんと︑

五533園まさこちゃん︑

一 マサチュセッツ

ばん星みつけたのね︒

あのいけのそばまでさんぽしてきました︒

四247団

まことに︑星の光は︑声のないことばで まさこちゃん ︹人名︺2 まさこちゃん

まさお

マサチュセッツしゅう ︹地名︺

ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑
︹話手︺2

まことにきれいな形をしていること︑
まさお

十二244

六佃2囹 なんです︑まさおさん︒
まごたち ﹇孫達﹈︵名︶2 まごたち
まさお
ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと まさおちゃん ﹇正男﹈︹人名︺1 正男ちゃん
いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

十444 よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑ 十二235
十585 みんな負けずにひろいました︒

たちによってふたたび結ばれることになった︒

十736囹私が負けて︑ドサリととこのまにたおれ 十五5111 なん十年の月日をへだてて︑いま︑まご
たはずみに︑

ニー65

よしこさんまことさんみちこさん

﹁まことさんは︒﹂

まことさんのかいたことば︒

二202

一356圏

一332

十一499 おとうさんに︑負けないように働きます︒まことさん ︹人名︺4 まことさん
ん︒

十四84嗣︺じゅみょうにも負けなければなりませ
十四341 あのぎんが系に負けないほど大きな星の
世界が︑なおいくつかあるのです︒

まげる

十四357 人間の力というものは︑うちゅうにも負まことに ﹇誠﹈︵副︶2 まことに
けないくらい博大で︑
﹇曲﹈︵下 一 ︶ 3

ーゲル︾﹇▽おりまげる・ねじまげる

ま・げる

まげるのですから︑めんどうでした︒

六葉5 よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

653
まさに一まず

州
十五587図 マサチュセッツ州アマスト大学に入学︑
まさに

北側の第八号室に入る︒
﹇正﹈︵副︶1

十五182図魍 ああ︑日本︑まさに立つべし︒

まさに

まさにたつべし ︹課名︺2 まさに立つべし

十五22 一 まさに立つべし⁝⁝⁝四

十五41 一 まさに立つべし
十五29 まさに立つべし

まさにたつべし ︹題名︺2 まさに立つべし

まし

﹇増﹈︵形状︶1

﹇増﹈皿Vひまし

まし

十五161 まさに立つべし
まし

まじりあ・う

﹇混合﹈︵五︶1

まじりあう︽ーッ︾

愛情とかなしみとのまじりあった︑

しみじみとしたそのちょうしに︑

十一787
まじりけ

はっきりとえがかれた一つのかたちは︑ま

﹇混気﹈︵名︶1

七557

まじりけ

﹇混﹈︵五︶5

まじる

︽ーッ︾

じりけのない宝石のようなものでありますから︑
まじ・る

はんたかもおしゃかさまのはちをもつ
しょうかをうたっている声が︑オル

て︑でしの中にまじっていました︒

三152
三382園

ガンにまじってきこえてきます︒
この中には︑親つばめもいますが︑ことし

生まれた子つばめが︑たくさんまじっています︒

九156

あふれそうな乗客にまじって︑どうやら
外接からはいってきたことばが︑いろい
﹇真白﹈︵形状︶1

ま白

まじわる

︽ーレ︾

学校へいそぐ子どもらの︑息はま白に
﹇交﹈︵五︶1

ます

しゅにまじわれば赤くなる︒
﹇升﹈︵名︶3

ぎょしゃは︑さっきのどんぐりをますにい
ふたりは馬車に乗り︑ぎょしゃはどんぐり

いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ
﹇増﹈︵五︶6

ます

︽ーシ・ース︾

ふしのくすりと手紙は︑かえってかな
しみをますたねになるばかりでしたので︑

三備3

ま・す

りをいれたますを持って立っていました︒

九751

のますを馬車の中にいれました︒

九7310

れて︑はかってさけびました︒

九729

ます

十四8110

まじわ・る

舞いのぼる︒

十一421圏

ましろ

ろまじっていることをくわしく話してくださった︒

十四205

乗車ロへもぐりこむことができた︒

八898囹冬じゅうひもじい思いをしたりするより 十一522
は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

六M2 ま四角で︑骨が二本しかついていないたこ

ましかく ﹇真四角﹈︵形状︶5 ま四角

です︒

六柵3 材料は︑ま四角な紙と︑骨にするほそい竹
はじめに半紙をま．四角に切りました︒

二本と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒
六号8

六帽8 なが四角から︑ま四角に切る切りかたは︑
いっかおかあさんに教えていただきましたから︑

まじめ

男は︑きゅうにまじめになって︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇真面目﹈︵形状︶3

ときにつけたすじがたてについています︒

六柵1 紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った
まじめ
九595

といいました︒

九㎜9 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま
じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒
十一7310 医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑
まじめな顔をした老人でした︒

九55 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ

おとめの数をまして︑田植え歌勇ましく︑

はまたふかくなるでしょう︒

十二604

知識は︑人から教えられたり︑︿略﹀︑考

一心にはたらいた︒

十三85

えたり︑調べたりして︑しだいにましていく︒

十三86 自分のつとめをはたしていくために︑知

3

躍 マス ます

︽マシ・マショ・マス・

そのうえ︑毎日︑新しい力と︑わかさ

識をますことは︑たいせつなことがらである︒

︵助動︶

と幸福とがますのですよ︒

十五佃8園
ます

ます・おはようございます・どういたしまして

マセ・マチョ︾ ←ありがとうございます︒いただき

一107園
たたまをかぞえましょう︒さきに︑し

一111園
いたまをかぞえましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

つかいます︒いきもっかい

つかいます︒めもっかいま

かく

一153は︑くちを

っかいます︒こころもっか

五

一154ます︒めも

︒もう一どやりましょう︒﹂
一1110圓

一115園
いたまをかぞえましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

一155す︒いきも

﹁163えんぴつも

一162には︑てを

っかいます︒まだあります︒

つかいます︒かみもっかい

つかいます︒えんぴつもつ

一156 ︒こころも つかいます︒じをかくとき

一164す︒かみも

うたをうたいました︒それから︑こ

一165います︒まだあります︒なんでしょう︒
一221
﹂

一236らっぱのようにしました︒﹁くつがなる

一234のようにうこかしました︒﹁うたをうた

一233
のところはこまりました︒そこで︑りょ

一231
げんきよくあるきました︒﹁みんなかわ

一226
だちと てを つなぎました︒﹁のみちをい

一223かんがえて おどりました︒わたくしは︑

の

もしろいゆめをみました︒ゆうべ︑おと

ました︒ゆめをみました︒ゆうべ︑おも

つつかきねにさきました︒ゆめをみま

﹇5010 まわってきていいました︒﹁︿略﹀︒﹂天竺

︻508

一265︒﹂ことりもねむりました︒らじおもね

人の

一266 ︒らじおもねむりました︒くさもきも

くさもきもねむりました︒十二
一267
一287いろいろにかわります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

一288園目でなにをみましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
一289み
園 でなにをききましたか︒﹂十三手
一302なげる︒まだあります︒足となかのい
一306しる︒ほかにありませんか︒この手で︑

ぎつぎとかいてみました︒ただおさんの
一321
﹁343み
囹たいとおもいますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂天
一344﹀
園︒﹂﹁かぜになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
一346り
園たいとおもいますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
一351ん
園はなにになりますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
一352し
囹ははなになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
一357﹀
園︒﹂﹁うみになります︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略
かぜがふきます︒かぜがそよそ

﹁364﹂
園﹁ことりになります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
一372なる

一373
がそよそよとふきます︒あさかぜが︑そ
一375
よとのはらをふきます︒川がながれて
一376︒川がながれています︒川が︑さらさら

さらとながれています︒ちいさな川が︑
一377

さらとながれています︒いぬがはしつ
一381
いぬがはしってきます︒しろいいぬが
一382

いったゆめをみました︒

一521

一517

﹁515園

一512囹

︿略﹀︒﹂﹁さあねましょう︒﹂よにんは

んねるにはいります︒みなさん︑どう

たので︑目がさめました︒もうあさで

すず

かに︑わたしがいますよ︒みんなもう

川がながれていました︒﹁︿略﹀︒﹂ひと

︵六︶

んなもうこいていますよ︒木もはえて

一523

やしょうさんがきました︒ ︵七︶ 天略

うさんも目をあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿二

山の

よ︒木もはえていますよ︒せんせいの

一528

十七

そばにたっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ぐうとねてしまいました︒

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とききますと︑どこかで︑天

一541園

一5310園 になってしまいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一542圓

ふた

そいでえきにいきました︒﹁︿略﹀︒﹂かく

一544園

たら︑どうなりますか︒﹂おとうさん

にいれてもらえます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︵二︶

せいきがよんでいます︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

一545園

というこえがしました︒

んなこえがきこえます︒だんだんわた

﹇547園
一555囹

一548

へいれてもらえます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

おとうさんがききました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

このかわらにきます︒そうして︑たま

いくどもひろいました︒このお月さ

のばんがちかづきました︒へやのなか

つたことがありますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ものをしらべています︒かたなだの︑て
あげられてしまいました︒

一557囹たまをもっていますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

わた

したちのぼんがきました︒かばんをあ

一558園ここにもつています︒﹂といって︑ぽ

︵三︶

あけてなかをみせますと︑﹁︿略﹀︒﹂おん

おベ

はもうついていました︒まどのとこ

︵八︶

一563

くさんならんでいました︒しろちゃん︑

人がやさしくいいました︒つぎのへや
かけてまっていますと︑おおきなむ

一568

て︑手をとりあいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑わたくしにみせました︒

たくしたちをよびました︒おじいさんは

一574

一5610
きし

みみをみてききました︒﹁︿略﹀︒﹂と

一575囹
くいらっしゃいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ ︵

︵四︶

いてみながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂そう

ていたかわかりません︒あなたはい

はんをおしてくれました︒

四︶

一5710

きしゃがきました︒かくせいきの
えが︑またひびきました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

一585園
一591

一589

ごちそうしてくれました︒ ︵十︶ ﹁︿略

たけのなかにありました︒おじいさんも

やんのうちへいきました︒しろちゃんの

て︑おれいをいいました︒それから︑そ
もつをもってあげました︒わたくしは︑

手をとってあげました︒よにんがむ

一601

一596

一485し
園ゃはすいています︒ごじゅんにゆ

かよくこしをかけました︒へやには︑き

︵五︶

きが

さんがふえをふきました︒きしゃはす
はすぐはっしゃしました︒

一605園

いいこになりました︒はねちゃんも

一604園んきなこになりました︒ぴょんちゃん

ながかざってありました︒びいいっと︑

8

2

いぬがはしってきます︒しろいこいぬ
一384
ようにはしってきます︒あさがおのは
一386
がおのはながさきました︒あさがおの
一387
はながいつつさきました︒うすももいろ
一388

一534

4314108754210741075264326432

も︑みんなわらいました︒しゃしょうさ

ぴょんぴょんとびました︒ここが一ぼ
一244

をうえにさしあげました︒二ばんの﹁
一241

39
39

一238は︑あしぶみをしました︒﹁はれたおそ

一246ろかったとおもいます︒ 十一 あいさ

39
42

48
49

4

一262もりうたがきこえますQ﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

39
42
42
43
44
44
44
44
45
45
45
46

46

46

46

46

46

4了

48

48

48

48

109
49

6

48
49

ます一まず
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一608さ
囹しいこになりました︒おかげさまで

一607囹いいこになりました︒まきげちゃん

ニー02園

二98

らいいとおもいます︒﹂といいました

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒はるこさんは

らいいとおもいます︒﹂といいました

いろいろかんがえました︒ふみおさんは

二227園

二223囹

二217囹

二215園

ろはあそびをしました︒よしこさんの

なに大きくなりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ので︑やめてきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

P19

U

んおもしろくなりました︒

二

えにっ

ずかしいとおもいましたが︑だんだん
はをならべてみました︒かたちのに
ものをならべてみました︒ちがったのを
いうかえてならべました︒おばさんの

たのをならべてみました︒いろいろか

ニー27

Qをみっついただきました︒ひとつはま

T園

の花にきていましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

あついとおもいました︒びょうきでは

ぶらさがっていました︒あんまりい

きかけてしぼみました︒みてくださ

さんとまっています︒これからうん

じめはきがっきませんでした︒﹂﹁︿略

りがながれてきました︒きゅうりが︑

つがながれてきました︒きゅうりが

うに︑川がありました︒くつがなが

おはなしをしてきました︒きょうは︑い

R園

︵二︶ さだ

Q園

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒﹂

つの中にはいりました︒﹃︿略﹀︒﹂と

まいはしがありました︒二ひきのや

二273園 まん中でであいました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑

つのやぎがいいました︒やぎとやぎ

どりいろをしていました︒おさらにの

をおしあっていました︒そのうちに︑

ニー35

二283囹

とおちてしまいました︒﹂

二277園 きのやぎがいいました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑

二284囹

二281囹

︒にわに川ができました︒あめがやん

二288園

らにのせてかざりました︒大あめがふ

やんで︑にじがでました︒大きなにじ

二289園

た︒大あめがふりました︒にわに川が

まをふいてあそびました︒赤や青やむ

ニー36

さきのたまができました︒ふたこもで

R

P

ニー46

二佑3

ことばあそびをしました︒はじめにし

二296園

二294園

ちゃんがかぞえました︒﹁︿略﹀︒﹄ぶう

ずをかぞえてみました︒一ばんはじ

二311囹

十一びきしかいません︒﹃︿略﹀︒﹄ころ

んがかぞえてみました︒やっぱり十

十一びきしかいません︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略

二3010囹

二306園

二303園 一どかぞえてみました︒﹁︿略﹀︒﹄やつ

めにしりとりをしました︒ただおさん
ものをしてあそびました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

すをかけていました︒しまいまで

T

いたいとおもいましたが︑かねがな

つづけて︑あそびました︒よしこさん

Q14園

二213園

P

ニー64

ところをわたりました︒きをつけて

って川をわたりました︒あさいとこ

すみ

ニー48

二291園をつけてわたりましたから︑みんな
二292園うのきしにつきました︒きしにあが

︵三︶

P た︒ふたこもできました︒まんまるい
ニー52 お月さまがのぼりました︒あんな大き

ニー37

X園

二266園

S園

二261園

Q

二248囹

U囹

二244園

二面7園

Q園

と﹂までもありました︒どうしてです

U囹

ニー03

ニー07

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ただしさんは

一609
んはおれいをいいました︒ズ略﹀︒﹂﹁︿略

一616さ
囹んにさしあげます︒どうぞおかあ
一618 ︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

つぎ

ことばをかきつけました︒そうして︑ひ

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂そこ

ニー010囹らいいとおもいます︒﹂といいました
ニー11

よ

ニー15

︵十一︶

おどりがはじまりました︒きゅうにあ
︒﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

おじいさんがいいました︒おんがくに

︵二︶

ニー25

ニー110

﹁

けをおどりまわりました︒わたくしは︑
︵十二︶

ニー22

手をとっておどりました︒おとうさんも

P16 どおりにわけてみました︒わけている
ニー18 うにかわっていきました︒はじめはむ

りがあかるくなりました︒でんとうでも

にたまをおしつけました︒

P0

きなこえでうたいました︒﹁︿略﹀︒﹂わた

れて︑うと う と し ま し た ︒

こえで目がさめました︒おもわずぽ

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると︑まさ

で︑みん な わ ら い ま し た ︒

一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一

ぽけっとをさぐりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

あいうえお

一658た
園つひかっていますよ︒﹂といって︑
一651に
0 だきあげてくれました︒

U10

二44囹なであつめてみましょう︒﹂﹁あたま一
二65園さい︒まだありますよ︒﹂﹁あかい

W3

二72 ︑又略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁あ
二73園よくおもいっきましたね︒では︑﹃あ
二76囹を︑あつめてみましょう︒﹂﹁あさがお

二9一 なかきとめておきました︒ ︵三︶ 先生

二86くことばをあつめました︒それから︑﹁
二88くことばをあつめました︒おしまいに︑
二89くことばをあつめました︒あつめたこ
二95園ちゃになっています︒なんとかして︑
二96囹えることはできませんか︒﹂とおたず
二97とおたずねになりました︒みんなは︑い

Q3 Q3

Q4

Q5

Q6 Q6 Q6

Q6

1096321061764

一一
一一

一［

一一
一［
一一

62
62
62
63
63
63
64
64
64
64
64

P2

P3

P4 P4

P5

Q0 P7

一一

一一

一一
一［

一一
一一
一［
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︑大 さ わ ぎ を し ま し た ︒ ﹂

︵四︶

くに

ってさわぎたてました︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略

二314園 ばり一びきたりません︒十二ひきの

二313園 んがかぞえてみました︒けれども︑や

二319園

二315囹

二323園 のめくらがありました︒そのうちの

と︑またたずねました︒するとみん

かのものがいいました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑

﹃︿略 ﹀ ︒ ﹄ と い い ま し た ︒ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と ︑

二3210園

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒こんなはな

二327囹

二336圏凹

二333囹

二438

二439
二455園

二445園

七

かげえ

きよくあるきだします︒かっこうが︑と

くでしずかになきます︒
しい︑ではやりますよ︒さあ︑いぬだ
で︑ふねをこぎます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

くしがやってみましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒
﹁︿略﹀︒﹂﹁ちがいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

おいをかいだりします︒それから︑とな

りんごをもっています︒うれしそうに︑

いちろうがでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂手に

二456囹
二464園

二476

Q

二479

ゆうにたちどまります︒うしろをふり

二483

って手まねきをします︒

ろうの手にわたします︒三略﹀︒﹂いちろ

二のばめん

︑じろうがでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂いちろ

おとがしてきました︒﹃︿略﹀︒﹄と︑

二338囚囚

二486

二484

なりのへやへいきます︒

うつかいがいいました︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略

二489

もってとびまわります︒上になげては

二341囹

二3310囹︒ぞうがとおりますから︒﹄と︑ぞう

二492

なげて︑よろこびます︒それから︑じろ

さわらせてくれませんか︒﹄﹃︿略﹀︒﹄

つかいにたのみました︒ぞうつかいは
二498

二496

二343園

二345園

て︑ぞうをとめました︒六人制めく

二355園

二352囹

﹃︿略﹀︒﹄といいました︒四人めのめ

って︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄三人

でて︑こういいました︒﹃︿略﹀︒﹄二ば

二502

二501

二499

しばらくかんがえます︒うしろをふり

ごをたべようとします︒けれども︑それ

三のばめん

二3410園 そばによってきました︒はじめのめ

二348園

二359園

二504

をさちこにわたします︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

が︑走ってでてきます︒﹁︿略﹀︒﹂じろう

四のぼめん

二362囹 ﹃︿略﹀︒﹄といいました︒五人めのめ

二506

て︑手まねきをします︒

二365園 ｪ﹀︒﹄といいました︒おしまいの

らりんごをもらいますQ﹁︿略﹀︒﹂こう

ろうを手まねきします︒じろうが︑走つ

が︑走ってでてきます︒又略﹀︒﹂こう
︑いちろうをよびます︒いちろうが︑走

こに︑三人が立ちます︒おかあさんは︑

が︑走ってでてきます︒おかあさんの

ゆめと

ずかになでてやります︒

八

おとうさんもあります︒おじいさんも

なことをかんがえました︒わたくしには

は︑おいでになりません︒いまはおい

おじいさんもあります︒けれども︑おじ

ひろいのはらをみました︒なの花が︑い

まはおいでになりませんが︑まえには
ったにちがいありません︒それは︑どん
︑ねむってしまいました︒ゆめに︑ひろ

ちめんにさいていました︒ちょうちょも

ら︑あるいていきました︒そこへ︑ひと

うちょもとんでいました︒わたくしは︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑そのかたは︑

じいさんがでてきました︒みると︑わた

︑にこにこなさいました︒ ︵二︶ 先生

だはたらいてきました︒二年生も︑こ
二592園

おはなしをなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂ここ

二594園べんきょうをしました︒三年生も︑こ

五のばめん
り︑おどったりします︒きゅうにおど

やへいってしまいます︒

て︑しずかになります︒そうして︑きゆ

︑これをつかいました︒﹂ここまでお
二5910園

二595囹でべんきょうしました︒四年の人た

X

に走ってたちさります︒六のばめん

二602 ゆめをおもいだしました︒先生は︑つづ

二367園 ぽをもっていいました︒﹃︿略﹀︒﹄めく

二515

二513

んでいらっしゃいます︒﹁︿略﹀︒﹂とい

︑かえっていきました︒空は︑ほんと

﹃︿略﹀︒﹄

二517

︑さちこの声がします︒﹁︿略﹀︒﹂さちこ

二603 づけておっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂九

二398園︺

い るのをみつけました︒

二525

二523

生がはいってきます︒そうして︑これ
二605園

二376圓

二392 ︑山へのぼってきます︒たろう﹁おとう

二379園

ろう﹁ええ︑休みましょう︒﹂たろうは︑

おかあさんにあげます︒おかあさんは︑

二5210

おかあさんにあげます︒とうとう︑おか

︑りんごをかえします︒さちこは︑また

︑﹁︿略﹀︒﹂となきます︒すると︑とおく

P のけしきをながめます︒どこかで︑かっ

二403 ︑﹁︿略V︒﹂となきます︒たろうが︑斎き

二534
﹁︿略﹀︒﹂とさけびます︒たろう﹁おうい︒

二532

二406

二404 ﹁︿略﹀︒﹂とさけびます︒すると︑むこう

二613 かんがえて︑やりましょう︒ ︵一︶ し

ごを手にうけとります︒けれども︑また 二606園︑これをつかいますよ︒ですから︑こ
二607園わいがってやりましょうね︒﹂九春

のそばにかけよります︒大きなりんご

たけ

8648631978776548765217
56

二528

二372園 らいってしまいました︒﹂ ︵五︶

53

54
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54

54
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55
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5了
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5了

5了
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むかえにでかけましょう︒﹂みんな﹁で
よう﹁みんなのりましたか︒﹂みんな﹁の

か︒﹂みんな﹁のりました︒﹂巳漣う﹁ぼち

﹁ぼちさんはのりましたか︒﹂ぼち﹁わん

三159
三162
三163

三166

そのわきにならびました︒そのときで
まえにのびてきました︒それをみた
つくりしてしまいました︒王さまは︑﹁︿

＞︒﹂とおっしゃいました︒王さまは︑す

門のぞとにいますので︑このはち

かの手でございます︒あれは門のぞ

＞︒﹂とおっしゃいました︒おしゃかさま

三168囹
三172

てんにあがってきました︒はんたかの

かをおよびになりました︒はんたかは︑

三169囹
三173

三174

な光がさしていました︒

ことば

三178

名は十四あつまりました︒あつめたこ

三

三182
三183
三184
三185
三191
三192
三193
三194

ばにえをかきそえました︒手わけして︑

花の名をあつめました︒二くみは虫
虫の名をあつめました︒巻くみは魚
魚の名をあつめました︒暫くみは鳥
鳥の名をあつめました︒花の名は十
名は十二あつまりました︒虫の名は十
名は十五あつまりました︒魚の名は十
名は十三あつまりました︒鳥の名は十
三195

しらべることにしました︒えをかいて
だんだんふえてきました︒先生が︑こく

大きな木をみあげました︒あるちえの

ひとりびとりよみました︒﹁︿略﹀︒﹂ズ略

らこちらにわかれました︒あとで︑でき

先生がおっしゃいました︒みんなはあ

することになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

んで︑海をわたりました︒そのおかげ

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そののち︑

いる人々もいいました︒すると︑あの

うに走るではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑﹁︿略﹀︒﹂とこぎました︒おどろいたの

んどうがのりこみました︒そうして︑﹁︿

ふねができあがりました︒いままでみ

っくることになりましたなん年かかか

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこで︑大ぜ

いうことになりました︒すると︑あの

たおすことができました︒こんどは︑切

こりが︑切りはじめました︒長いあいだ

︑切ることになりました︒こんな暑き

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこで︑切る

おじいさんがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂みん
︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おじいさんは

876228285421964310962．1
とどくようになりました︒大きなえだ

が︑日かげになります︒こごになると︑

らないほどになりました︒まいあさ日

三229

三234

が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

三232
三236

三323園つるつるしています︒あがったとこ
三326囹えがはってあります︒﹃︿略﹀︒﹄とか
三327園﹄とかいてあります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

すぐになっています︒右がわはきょ
三204とをおかきになりました︒﹁一くみの人 三311囹
三208 いい虫とおもいますか︒﹄三くみの人 三313園どがならんでいます︒まどから光が
三216 しろのかべにはりました︒みんなおも 三313囹がさしこんできます︒ぼうしかけが
三217
おもしろがってみました︒ 四 はやと
三314園けがならんでいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
三222 のくすのきがはえました︒たいへんな
三315囹 かいだんをかきます︒かいだんはは
三224 ぐんとのびていきました︒なん年かた 三317園ようになっています︒きれいにそう
三227 ︑大きな木になりました︒とうとう︑そ 三318囹うじがしてあります︒一だんあがる
三321囹 ようすがかわります︒てすりはつる

三202

三197

26

﹁みんな︑そろいましたね︒﹂みんな﹁そ

︒﹂みんな﹁そろいました︒﹂巳紳う﹁では

︑ かけてあげましょ︑おしゃかさま

というでしがいました︒はんたかは
︑ものがよくいえませんでした︒おしゃ

︑おおもいになりました︒そこで︑まい

おしえることにしました︒一年たちま

ました︒一年たちました︒けれども︑な

も︑なにもおぼえません︒二年すぎま

ません︒二年すぎました︒まだなにも

まだなにもおぼえません︒三年になり

せん︒三年になりました︒やはりかし

はりかしこくなりません︒おしゃかさま

のおかおをみつめました︒﹁︿略﹀︒﹂はん

かをおよびになりました︒﹁︿略﹀︒﹂はん

心の中にしまいました︒そのうちに︑

いうことがわかりました︒きれいなこ

ｪ﹀︒﹂とさとりました︒ある日︑お

くることもわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂と

まねきにあずかりました︒おしゃかさま

中にまじっていました︒こてんのい

のこてんにまいりました︒はんたかも

んのいり口まできますと︑門ばんがは
︑とおしてはくれません︒しかたがあ
ん︒しかたがありませんから︑はんたか
門のぞとにのこりました︒こてんでは︑

きにおつきになりました︒でしたちは

25
25
25
25
25
26

26
26
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27
2了
2了
2了
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30
30

︒﹂みんな﹁でかけましょう︒﹂喫煙う﹁み
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むかいあっています︒はきものがき

がたくさんあります︒ぎょうぎよく

ながはいっていました︒なの花の大

なもけいがありました︒青色やちゃ
さんならんでいました︒お米や豆を

るいびんもありました︒へやのすみ

れ木が立っていました︒そこに︑はく

においがしてきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

二ひきのっていました︒ナフタリンの

やせいをしていました︒まつ露なか

花がさしてありました︒みんながそ

三376圏

でねそべっています︒かなあみにか

三378園 にして︑ねています︒ときどき目を
三379囹 てわたくしをみます︒うさぎの目は
三383園 ってきこえてきます︒﹂先生がこくば
たのしい学校にしましよう︒きれいな
かえり

三387
六

なきょうしつにしましょう︒﹂とおかき
﹂とおかきになりました︒

三388

vとおっしゃいました︒訪うさぎは

そのとおりにしますと︑

からだはす

でのことをはなしました︒天略﹀︒﹂白う

とおたずねになりました︒白うさぎは

とがいらっしゃいました︒このかたは︑

もたまらなくなりました︒そこへ︑おお

ぐ海の水をあびました︒するといた

〉。

います︒ひまわりもの

三423

三417

ちになってしまいました︒ぼくは︑学校 三527圃 ﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ いなかのや

のよこ道をかえりました︒﹁︿略﹀︒﹂ひと

なってとんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂みよ

三533圃

三53！圃

三525圃

三523圃

いいました︒
﹁︿略V︒﹂と

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

すれすれにあるきました︒たんぽぽの

います︒いけには︑きん

三426

ってみたいと思いました︒ある日︑は

っていってしまいました︒ぼくらはふ

わりものびて

くさんはえて

います︒白いくもが水

三433

三428どん走ってかえりました︒三白うさ

三414

びきおよいで

います︒その声がよく

います︒やねのところ

三438

三434

大ぜいつれてきました︒白うさぎは

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わにざめは︑

と︑わにざめがいましたので︑これは

すてましょか︒
三563食しろの山に

三535圃

おてんとう

声がよく ひびきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

三441

いる人もあります︒かなづちで︑く

いる人もあります︒のこぎりをひ

三448

三447

﹂といってわらいました︒わにざめは

うとおりにならびました︒白うさぎは︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わにざめは︑

あるのでもありません︒ 丘のちょう
三584 こ一

三573圃

三567圃

三566圃

58

58

8

7

6

うたをわす

うたをわす

のぼれば大

でられます︒ある 日︑みん

︑デビッドがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ジ

︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デ

であそびにでかけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

るところへ

みずうみへでられますし︑

えそ
︑ れもなりません︒

三572間ぎのむちぶ
でちましょか︒ いえいえ

えそ
︑れもなりません︒

のこやぶにいけましょか︒ いえいえ

いる人もあります︒ガタガタ︑トン

三457

︑たいそうおこりました︒いちばんし
はいたくてたまりません︒はまべでし
しくしくないていました︒そのとき︑

とおたずねになりました︒白うさぎが
でのことをはなしますと︑そのかたが

58

3

ら︑わたっていきました︒もうひと足

がふたつもあります︒火がもえてい
︒火がもえています︒おゆがわいて

三459

しりとってしまいました︒白うさぎは

三463
三464

三467
三468

59

6

三4410

おゆがわいています︒ゆげがもうも

三462

あるところにきました︒白いうさぎ

きいなとおもいました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂先

なながしもあります︒こづかいさんの

んがかかっています︒大きなながし

もうとたっています︒大きなうに︑

三564圃え︑それは なりません︒ うたをわす

いえいえ

当国﹀︒﹂といいました︒ がん がん

をこしらえて いました︒かんなをつ

﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

ズ略﹀︒﹂と いいました︒こどもは旨

りすはしら

うぐいすは

ずめがないて

三416

もとのようになりました︒ 八 高い
三392 ひばりがないていました︒ぼくらはく
三493圏ちやの花がさきました︑ あんなとこ
三394をあるいてかえりました︒ぼくがまん
三494囲
なところにさきました︒ よあけにぱ
三403をあるいてかえりました︒さようなら
をふくんでさきました︒ かぼちゃの
三405 たいながらあるきました︒くわばたけの 三496圃
三501圃ちやの花がさきました︑ はかげにふ
三4ーエ においがぶんとします︒﹁︿略﹀︒﹂いちろ
げにふたつさきました︒ かなかなぜ
三502魍
三504圃にゆれゆれさきました︒ 石やさん

三389

1095464110

水にうつって

きたい と お も い ま し た ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

やせいをしていました︒わたくしも︑

46

4了

47

47

48

48

48

48
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33
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34
34
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35
35
35
35
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るのをまっています︒﹂ズ略﹀︒﹂三略
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︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑デ

︑デビッドがいいます︒ほかの子ども

んがおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂みん

道をさがしてみましょう︒﹂と︑おか

マイクルがたずねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

んながこうさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂マイ

三731

︒﹂マイクルがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと 三729 ＞︒﹂みんながいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

三7310

るまわりをなさいました︒そのとき︑

三6510

三663

ぎまるかまっています︒みんなの心が

︑ジュデーがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

︒﹂みんながこたえました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

三666

三733

三668

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

と︑どこへもいけません︒そこへちょ

三742

三743園

ちにおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂女の

女の子たちはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

三744 さんがおっしゃいました︒それで︑みん

三6610

ちにおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂男の

三672
三674

ユデーはこういいます︒﹁︿略﹀︒﹂デビッ

ビッドはこういいます︒﹁︿略﹀︒﹂そこで

おしえてくださいました︒みんなはそ

三746

ぐにまどぎわへでました︒﹁︿略﹀︒﹂おか

男の子たちもいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

みんなはそこをみました︒お日さまが
三76一

ターが大声をあげました︒みんなでさ

黷V57 げへしずんでいきました︒﹁︿略﹀︒﹂ピ二

んがおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂バi

なでさがしまわりましたが︑ゆかの上

しずかにとんでいます︒﹁︿略﹀︒﹂おとう

い雲がとんでいました︒雲は︑もりの 三749

んなは空をみあげました︒青々とした 三748

三676

三687

三684

三682

黷U710

るかおまちになりました︒ほかの子ど
︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い い ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ お と

うして︑まっていました︒そのとき︑

一におききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
︒﹂ジュデーはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︒﹂デビッドはいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿誓

三762
三765

デビッドがたずねます︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

さんがおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

上にはもうみえませんでした︒﹁︿略﹀

﹀︒﹄っていってます︒﹂バーバラがい
みんなの心があいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

三767

︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂みん 三763

三692

さんはおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂それ

三6810

三688囹

みんなの心があいましたから︑いっしょ

三694

おもしろくあそびました︒

ターは大声でいいました︒ゆかの上に︑ 三786園

かあるのをみつけました︒﹁︿略﹀︒﹂ピー

ごはんをたべていました︒そのとき︑ピ

三785

三782

日さまはとられません︒雲さえでて

あさかえってきますよ︒だれにもお

︑ジュデーがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂ にじ

︑デビッドがききますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

マイクルがたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ところまでのぼりました︒そうして︑そ

三697
三703

三788園

三787囹

三7610

三699

ボートにのりこみました︒三人の男の

三706

かしたものがあります︒﹁︿略﹀︒﹂デビッ

︑まえにこしかけました︒まん中には︑

うしろにこしかけました︒ふたりの女

︒﹂デビッドがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おか

道をこしらえています︒むちゅうであ

なばであそんでいます︒すなで︑トンネ

︑まいあさあえますよ︒﹂ にじ 五
三712

トをおこぎになりました︒みずうみを

三793

三793 ゆうであそんでいましたので︑だれひと

りて︑つまんでみました︒けれども︑つ

三795

三714

つまむことはできません︒﹁︿略﹀︒﹂バi

三716

︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おか

いけばもりへでます︒左へいけばた

三718

三716

三722

三7110

もってきてはきました︒けれども︑は 三797 んなは空をながめました︒雨でした︒﹁︿

さんがおっしゃいました︒そこで︑バー

︑デビッドがいいます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑マ

︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

するひまもありませんでした︒にわか

女の子たちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

男の子たちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿青

三799

いうおとがきこえました︒みんなは空

男の子たちがいいました︒また︑心が

三802

三809

んどんふりつづけます︒みんなはどう

三806 ︑マイクルがいいます︒雨は︑みんなの

きだすこともできません︒やはりゆか
マイクルがたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂おか

ゆかにのこっています︒﹁︿略﹀︒﹂マイク
ききかえしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂みん

三723
三725

三723

三727

るおまわりになりました︒もうみんな
︒﹂バーバラがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂マイ

なはどこへもいけません︒﹁︿略﹀︒﹂バー

心があわなくなりました︒そこで︑おと

三796

んはおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

いけばたきへでます︒﹁︿略﹀︒﹂おとう

さんがおっしゃいました︒そこで︑デビ 三792

三709

お日さま

ートがうかんでいました︒みんなはボ

りてみずうみへでました︒みずうみには

うえてへんじをしました︒みんなの心

一一

一一
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63
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﹂とおききになりました︒﹁︿略﹀︒﹂ジュ
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わまでにげて
いきました︒そこへお日

いきました︒そのうちに︑

にじもきえて いきます︒ピーターは︑は

かくこともできます︒えんぴつでか

かくことができます︒にわの花も︑
︑かくことができます︒クレヨンでか

三価1園

三餌9圓もおよめにいきません︒いつまでも

三思7

三鼎6

たもおいでになりました︒けれども︑か

じいさんにたのみました︒その中には︑

三鵬4

三価3

︑なん人かのこりました︒それで︑かぐ

あきらめてしまいましたが︑さいごまで

ことわってしまいました︒たいていの

にいたいと思います︒﹂といって︑ど

↓どでもか

かくこともできます︒また︑この一

かくこともできます︒ひらがなをか

よめにいくといいました︒けれども︑か

﹂とお思いになりました︒それで︑おじ

することができませんでした︒かぐや

三価6
三下10

三鵬4

おたちよりになりました︒家にはいっ

高湿9園もいやでございます︒﹂といって︑か

てたびたびすすめましたが︑﹁︿略V︒﹂と

三筆10

三鵬8

三鵬7 ＞Q﹂とおっしゃいました︒おじいさんは

いつまでものこります︒一まいの紙に

三流3

いつまでものこります︒口ではなした

を︑どこにかざりましょう︒紙にかい

かえろうとなさいました︒すると︑かぐ

さまがすわっています︒﹁︿略﹀︒﹂とお

＞︒﹂とおっしゃいますと︑かぐやひめは

うにみえなくなりました︒みかどはび

めはやっぱりききませんでした︒みかど

こへおくってあげましょう︒どんなと

三章5

かぐ

三柳9
十三

三㎜3

三柳10

三佃6まおかえりになりました︒そののち︑

三鵬4 すがたをあらわしました︒みかどは︑﹁︿

る竹が一本ありました︒ふしぎに思

三鵬9

さまがすわっていました︒おじいさんは

三柵5

かなしそうにみえました︒十五夜がち

えこむようになりました︒あきがきて

三鵬10をさしあげておりました︒ある年の春

三期7をたててなきだしました︒おじいさんと

三㎜3

までだまっていましたが︑ほんとうは

でだいじにそだてました︒それからと
がねがはいっていました︒おじいさんの

三島8

﹁︿略﹀︒﹂とこたえました︒この思いが

らなければなりません︒﹂とこたえま

そのわけをたずねました︒かぐやひめは
んかねもちになりました︒また︑小人の

のものでございます︒この十五夜に
という名をつけました︒おじいさんは

三m6

三m5園

三柵2囹
ると︑すぐなおりました︒世の中の人

三㎜3園
まわりをとりまきました︒そうして︑か

人の大きさになりました︒そのうつく

らにのせてかえりました︒そうして︑か

お手紙をくださいましたので︑かぐやひ

の竹を切ってみますと︑小さな︑きれ

ぶをみまわしていますと︑ねもとのび

竹をとりにいきました︒ある日のこ

いさんがすんでいました︒おじいさんは

vとおっしゃいました︒

えをはこんでくれます︒先生が︑﹁︿略＞

まきえてなくなりますが︑紙にかいた

にかきえてしまいますが︑紙にかいた

三惑8

のぞきこんだりしました︒

かくことができます︒大きな字でも︑

94196531321953927543196542975431
かくこともできます︒かん字をかく
かくこともできます︒ローマ字をか
かくこともできます︒心に思ったこ

三脳1

︑かくことができます︒はやくかくこ

96

96

96

96

の光がさしはじめました︒ すると︑色リ

︒﹂ピーターが いいました︒ピーターは

にじが空にかかりました︒﹁︿略﹀︒﹂ピー

︒﹂マイクルが いいました︒マイクルは
︒﹂ジュ↓アーが いいました︒ジュデーは

︒ ﹂ バ ー バ ラ が いいました︒﹁︿略﹀︒﹂デビ

なりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿重

いらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂と

︒ ﹂ デ ビ ッ ド が いいました︒﹁︿略﹀︒﹂その

でて

︑﹁︿略＞Q﹂と いいました︒みんながみ

できます︒ふねをおるこ

一まいの

96

9了

98

﹂とおききに

した︒みんなが みますと︑そのあまだ

︑マイクルが ききました︒﹁︿略﹀︒﹂だん

小さなにじが みえました︒ 十 ひびき
かきとって みましょう︒ていしゃば
︒ばしゃもとおります︒ じどうしゃも

を︑

いぬも走って いきます︒わたくしは︑学

どうしゃもとおります︒ いぬも走って

きにここをとおります︒ このはしがな
いれます︒きんじょの凹

なかったらどう しましよう︒このボス

きを︑ここに

このポストに いれます︒くさをちぎっ

たら︑とめてやりましょう︒ こうえんに

おることが

た の し ま せ て くれます︒﹁︿略﹀︒﹂この

おることも できます︒ピアノやふく
できます︒この

おることも できます︒きつねや︑だま
おることが

かくことが できます︒おとうさんの

たり︑立ったり します︒この 一まいの

96

9了

9了

9了

98

＞。
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三梱8

三m1

いろいろかんがえました︒あまりしん

さんもびっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

三川2 あまりしんぱいしましたので︑かみの

三m3もまがってしまいました︒みかどがこ
三川5 うにお思いになりました︒それで︑たく
三川7 ださることになりました︒いよいよ十
三川8 いよ十五夜になりました︒おじいさんの
三皿1 でいっぱいになりました︒おばあさんは
三 3 やひめをだいていました︒おじいさんは
でばんをしていました︒夜中になつ

三撒6 りがあかるくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂けら

三皿4
三鞭8 ︑弓に矢をつがえました︒ところが︑ふ
三冊2

のっておりてきました︒すると︑しめ

三章10 なくなってしまいました︒そのうちに︑

三佃3 がひとりでにあきました︒そうして︑お
することもできません︒かぐやひめは

三佃5 そとへ でてしまいました︒もう︑ひきと

三備6

おしゅうございます︒せめて月夜に

三備9囹 をしたいと思いましたのに︑ほんとう
ｧ10囹

つくしくかがやきました︒そこで︑よう

いち知らせてくれます︒こうえんのせ

せは︑ここからきます︒学校にはいる

と︑ここに知らせます︒うえぼうそうの

四2110国いってしゃがみます︒あちこちまわ

四217團ろきょうしています︒わたくしは︑た
四219團ぐりこもうとしました︒みんなは︑﹁︿

四215團えようかと考えました︒ねずみたちは

にわとり

にあてて書きました︒﹁︿略﹀︒﹂のぶ
と﹂

四249国どきをとってきました︒そうして︑み
四252團のまえにかざりました︒みつちゃんの
四254国しない日はありません︒お話をする
四255国るような氣がします︒お花をかざる
四257團 ︑ときどき思います︒でも︑雨がふ

四246国
もう半年もたちますね︒きのうのゆ
四248團でさんぽしてきました︒おみやげに

四243

四221團いと中にはいりました︒ねずみたちは
四222團わのぞとへにげました︒すると︑そと
四223團ねこがおいかけました︒もうすこし
四225国の中ににげこみました︒そこを︑わた
四226團うまくつかまえました︒﹂たつおさん
四227 あてて文を書きました︒﹁︿略﹀︒﹂すみ
四228団きのうえをかきました︒なんのえか︑
四231團 ︑はしらもかきました︒まどもかき
四232團た︒まどもかきました︒あのまどか
四233團 とよく星をみましたね︒にいさんは
四237団 りひろいにいきましょうね︒ぼくは︑
四241團らきたいと思います︒﹂すみこさんは︑

じなどもしてくれます︒もし︑人がな

はりここにとどけます︒ここはゆうび

どをおくってくれます︒いそぐときに

でもとどけてくれます︒もっといそぐ

ぼうをうってくれます︒どんなところ

かけて︑話ができます︒世界じゅうの

をとりついでくれます︒﹁︿略﹀︒﹂と声

のをまもってくれます︒もっとたいせ

だをまもってくれます︒火事がおこら
︑氣をつけてくれます︒こんざつする
とせいりしてくれます︒まい子をうち
くりとどけてくれます︒ここは︑水の

くさんうえてあります︒よくみがいた
ンとはたらいています︒ここはびょう
んなあつまってきます︒こくご︑しゃか
いったりきたりします︒ここから︑とお

のべんきょうをします︒ここはえきで
いくことができます︒とおいとおい
のがここにとどきます︒どこも︑この
二

四258團んでいると思います︒さようなら︒﹂
四262する つもりで書きました︒﹁︿略﹀︒﹂たみ

なって生きています︒

て︑はたらいています︒町ぜんたいが︑

四274 ポチ﹂あてに書きました︒﹁︿略﹀︒﹂とし

なることができませんでした︒そうし

るものではありません︒﹂先生がこう
四195園
四197 てから︑文を書きました︒まさおさんは

四285 ことに︑氣がつきました︒﹁︿略﹀︒﹂せつ

三雲9園

いそうでございます︒﹂ともうしあげ

三軍1 ＞︒﹂ともうしあげました︒みかどは︑﹁︿

三耀6

四278するつもりで書きました︒﹁︿略﹀︒﹂きよ

四268 ﹂をあいてに書きました︒﹁︿略﹀︒﹂たろ

四206国 ︑わのぞとにでました︒ ねこの一び

四202のような文を書きました︒﹁さっき︑み
みをしてあそびました︒みんなで手
四203国
四204団 で︑わをつくりました︒ ねずみが三

三道6 におたずねになりました︒お．つきのも

そのとおりにしました︒すると︑ふし

三桁5 おいいつけになりました︒おつきのも

四303 いって︑文を書きました︒﹁︿略﹀︒﹂かず
うきで休んでいます︒それで︑みんな
四306国
ねこのわた

四2010團︒﹄とおっしゃいました︒ みんなは︑﹃︿

三描2

649538479429426521952864
四212団略﹀︒﹄とこたえました︒

1313121212111198887776666555444

三柵10 というようになりました︒

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四

三期8もたちのぼっていました︒それで︑この

三価10天へのぼっていきました︒みかどは︑そ

三価8

三国6 にはごろもをきせました︒かぐやひめの

三価4 のくすりをのこしました︒天人は︑いそ

三M5 ばあさんにわたしました︒天人がはこ

一一

四309團
四402囹︺

四399囹

四396園
氣がついてやめました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いだして︑ころしませんでした︒﹂﹁︿略

しようではありませんか︒おてがみを

四311国てもいいと思います︒わたくしは︑う
四斜3国 あげようと思います︒﹂かずこさんも︑
四413

たびをつづけていました︒ものさしで

つたりしてくれます︒あなたがたは︑

四315 のような文を書きました︒﹁きのう︑学

四445

四442

四437

四435

四426

それにさんせいしました︒ところが︑﹁︿

大きな声でさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂みん

がんは目をさましました︒ゆうべは︑ぬ

うぎょく空をとびました︒けさも早く

しまうことはありませんでした︒ズ略﹀

四316国︑雨がふっていました︒わたくしが
四417 ようになったりしました︒ときには︑か
四318国 の子がないていました︒どこかの中 四42！ かけるようになりました︒ゴムのように
四321團 いるわけをききました︒男の子は︑げ 四423 ちぢむこともありました︒どのように
四326團 おをすげてやりました︒雨がびしゃ
四329国 さしかけてあげました︒そのとき︑
四332国 とばを思いだしました︒はなおがで
四334国 ていってしまいました︒女の生徒さ
四337團 ︑わかれていきました︒﹂ 四 心に
四345 の文をよみなおしました︒けれども︑べ

四479

四478

四477

うなかたちになりました︒はたけをこ

なってとんでいきましたが︑やがて︑ま

のむなげにあたりました︒三十ぱのが

みんなはそうきめました︒あさの風は︑

四346 ︑べつに氣がつきません︒﹁︿略﹀︒﹂ここ

四343囹 いたことはありませんか︒﹂先生にこ 四475

四348囹ばに︑氣がつきました︒﹂ここまでい

い山のそばにきました︒その山のふ

ないでとびつづけました︒かっちゃんは

四481

ようにおちていきました︒﹁︿略﹀︒﹂下の

のことだかわかりません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四491

音がひびいてきました︒二十九わの

四352

四494

ところへあつまりました︒かっちゃんが

V︒﹂と︑声をたてました︒ほかのがん

四497

いうことがわかりました︒力のつよい

そこをよけてとびました︒よく木のか

四363園

四499

四488

四365 しばらく考えていました︒そのとき︑

四501

︑下からうけとめました︒ほかのがん

四483

四367圏﹈んなことがありました︒﹂といって︑

四503

やんをだきかかえました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略

たことばがありますね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

四3610園

四504

はげまし︑さけびました︒﹁︿略﹀︒﹂二は

四357園

四371園なの下をとおりました︒そこには︑ぶ

四508

四362園 たのです︒わかりますか︒そこにいな

四372囹 にじゅくしていました︒わたくしは︑

四5010

ことが︑わかりますか︒﹂みんなは︑

四374園 てしょうがありませんでした︒思いき

すげなければなりません︒だれも︑ばら

おつかいにいきました︒そのとき︑

ぎのような話をしました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略

四376園 ﹄といおうとしました︒そのとき︑

するものはありません︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略

四368

四378園えたものがありました︒それは︑おか

四515

四513

なくなってしまいました︒おもいかっ

音が︑ひびいてきました︒下からねら

四3710圏 ねをしてはいけませんよ︒﹄という

たしがおんぶしましょう︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁

ちへかえってきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
が思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四5110

四517園

四382園
四393

いなことではありません︒どうかする

ｪ﹀︒﹂とさけびました︒山びこがむ
︑どんどんでかけました︒天略﹀︒﹂又略

︑もう一わがみえません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

わのかおがそろいました︒けれども︑も

んはたのしんでいました︒二十九わの

みて︑にこにこしました︒﹁︿略﹀︒﹂こう

がんたちもあつめました︒二十五わ︑二
︑だんだんそろいました︒かっちゃんは

花をかざったりしました︒すっかり用

なおだんごを作りました︒くだものを

いうことになりました︒かっちゃんの

たべるようになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

たをすこしひらきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

木のはの音がしましたが︑それは︑小

でみはりばんをしました︒その夜は︑

くることがあります︒そこで︑目ざと

にはかりうどはきませんが︑大きなへ

まをひやしてやりました︒島にはかり

けねをうたれていました︒かっちゃんは

るくるとまきつけました︒かっちゃんは

いにあらってやりました︒ほうたいを

とした林がありました︒がんのなか
の林の中におりました︒一わのがん

ら︑風がふいてきました︒あせをいっ

山のみねをこえました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いこうと話しあいました︒やっと高い

山がそびえていました︒がんのなか

うやらとおりすぎましたが︑目のまえ

きるだけ早くとびました︒きけんなと

るどころではありません︒ちょうど︑一

もおちそうになります︒﹁︿略V︒﹂二十九
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︒﹁︿略﹀︒﹂﹁知りませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
四601囹

なかよくあそびましょう︒ あかるく
四815圃

四榴7園

四鵬4

四佃2

じょうぶになりました︒あなたのお

たかめでございます︒﹂うらしま﹁あ︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒うらしま﹁おや︑

るので︑氣がつきません︒かめは︑すぐ

びろいをいたしました︒きょうは︑お

四悩1園

四脳3園

ここまでまいりました︒﹂うらしま﹁な

︑お礼にあがりました︒﹂うらしま﹁お

四8210や︑十字かもさげました︒ほそいろう

四 5園

四825 スツリーをつくりました︒まつの木の
四828 ︑ふうせんをさげました︒ぎん紙でこ

と︑おいのりをしました︒二十九わの

みんなを元氣づけました︒みんなのね

くをさがしにいきました︒しずかなや

卍巴8園

四鵬4

うぐうでございます︒さあ︑どうぞ

のこ門でございます︒﹂うらしま﹁赤や

るとあるきまわります︒うらしま﹁りゅ

﹁さようでございます︒りゅうぐうは︑

四鵬6園うじきでございます︒﹂うらしま﹁いい

四価5囹

四概5園

んなははしをとりました︒かっちゃんは

四831いろうそくも立てました︒弟が︑﹁︿略﹀
四833 一まいのえをだしました︒それはふじ
四835 かこしらえはじめました︒赤いふくを
四839 さんができあがりました︒それをまつ
四842 ねえさんがわらいました︒そのつぎの
四843友だちがあつまりました︒クリスマスツ
四844 ︑みんなであそびました︒ 一ばんさきに
四846じょうのお話をしました︒二ばんめに︑

四佃5 が二つおいてあります︒そこへ︑かめが

あんないいたしましょう︒﹂かめは︑

たきの音がきこえます︒みると︑なかま
のくびにかみつきました︒さすがのへ

四848ろい紙しばいをしました︒三ばんめに︑

ところでございます︒﹂うらしま﹁それ

ので︑力をゆるめました︒そのひまに

四8410しょうかをうたいました︒すると︑みき

四佃7 いしてはいってきます︒かめ﹁ここがり

四価8園

するりとぬけだしました︒﹁︿略﹀︒﹂かつ

四851にあわせておどりました︒おしまいに︑

四㎜3 さにおどろいています︒かめ﹁さあ︑ど

四878上に︑雲がでています︒あの白い雲に

四㎜2囹

四重1

まさんでございます︒﹂おとひめ﹁あな

めさまがあらわれます︒かめ﹁このかた

四㎜⁝8 しかけにこしかけます︒いろいろな魚

みの島をとびたちました︒うすむらさき

おいでくださいました︒このあいだは

でいらっしゃいますか︒﹂うらしま﹁は

ことば

えなくなっていきました︒ 六

四柵3園

四㎜9 んどもおじぎをします︒うらしま﹁もう︑

心墨5

四皿1囹

四相4

四桐3

たたいてよろこびます︒

せておどりはじめます︒うらしま﹁おも

そのそばにならびます︒魚たちはこち

のいすにこしかけますQかめはそのぞ

﹁やすみましょう︒﹂と︑弄す

四894圏國 め︒

たすけくださいまして︑ありがとう

四柵5囹︺

しようもございません︒どうぞゆっ

四柵6囹

んこしらえておきましょう︒ 一組であ

四㎜10園

四梱8 方へいってしまいます︒うらしまは︑か

四㎜3

すがたをみおくります︒

四麗9

いってくださいませ︒﹂おとひめさま

はがるた﹂を考えました︒たくさんお

四醜1

へかめがでてきます︒かめ﹁うらしま

でつりをしています︒そこへかめが

と︑いぬとをあげます︒﹃にやあ・わん
︑ハンケチをあげます︒これは︑﹃︿略﹀

四966 いて︑あそんでいます子ども；この
四973でかめをころがします︒そこへうらし
四974 うがとおりかかります︒うらしま﹁これ
四994圓このかめをうりましょう︒﹂うらしま﹁

四m2園

りがとうございました︒﹂うらしま﹁い

には︑なにもあげません︒﹃あげられま

四998それわたしてやります︒みんな﹁ありが

もしろいのができました︒これをあつ

四皿5

二のばめん

ら︑いってしまいます︒うらしま﹁かめ

しらえることにしました︒呪いろは

四皿6

四のばめん

おどってもらいましょう︒﹂魚たちが︑

四相5 そうをはこんできます︒おとひめ﹁さあ︑

てん手まりをつきましょう︒あ1雨︑

ラジオのお話ききましょう︒むIl−麦の

っきちょうをあげます︒﹃︿略﹀︒﹄とい

四㎜7園

ません︒﹃あげられません﹄というわけ

かにたなびいていました︒がんの列は︑

ににこにこわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
︑みんなもわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂三十

四鵬2園

あさごはんをたべました︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いでとんでかえりました︒みんなは︑そ

まわりにあつまりました︒どのがんも
つしょりぬれていました︒いんそつがか

9253218741686471063109743185197

四852 ランプあそびをしました︒そのとき︑
四854 っていらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂みん
四856 よろこんでもらいました︒弟が︑﹁︿略﹀
四859 ︑みんながわらいました︒九雪ゆ

四価2囹

﹁小鳥さん︑知りませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四604園
﹁︿略﹀︒﹂﹁ぞんじません︒﹂そのうちに︑
四605園
夜になってしまいました︒しかたがな
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四伽5

四椥5
えます︒本もよめます︒字も書けます︒

んなのかおがみえます︒本もよめます︒

ははごろもを返します︒天人は︑それを

四榴4 へかえりたくなりました︒たい﹁これは︑

四鵬1囹 しいことを申しました︒﹂りょうしは

ちそうでございます︒﹂うらしま﹁いや

四旧7園

四型4

さるのでございますか︒﹂りょうし﹁い

きものでございます︒どうなさるの

四糊4園

えることができません︒どうぞ︑お返

みせていただけませんか︒﹂天人﹁それ

ちらへ

四槻1園 りがとうございます︒では︑こちらへ

川は大き

ところに書いてありますから︑まちがいは

ら︑まちがいはありません︒けれども︑こ

んにくばられはじめました︒私もその人の

てん車に乗って走りました︒私のなかまは

ばんの中にいれられました︒配たつをする

うびんきょくにつきました︒ ふくろの中か

どん︑南へはこばれました︒ 二日めのあさ

︑おちる心配はありません︒私たちは︑汽

にだいじにしてくれますから︑おちる心配

て︑かぎをかけられました︒こんなにだい

たまりにわけてくれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

なはこの中にはいりました︒そこは私たち

みんなかばんにいれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ちといっしょになりました︒そこへ︑配た

旅をすることができます︒﹁︿略﹀︒﹂ポスト

て︑ねだんがちがいますが︑私は︑三十銭

のままでは旅はできません︒切手をはって

私は

ありがとうございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︵二︶

いまから旅にでかけます︒ゆくさきはむね

五149園くださって︑すみません︒﹂

五99囹

五54 でましょう︑町にでましょう︒

右に左にひ

四偽2

四冊7囹
一つの

四季

四価4園 とも氣にかかりますので︑かえらせて

四価2囹
らせていただきます︒﹂おとひめ﹁さよ

四㎜9囹

ながらあるいていますと︑どこからか︑

まつ原へでてきます︒りょうし﹁きょ

めます︒字も書けます︒たった

て︑しずかにまいます︒天人﹁月の都の

︑ごらんにいれましょう︒﹂うらしま﹁

うぶんいただきました︒﹂えび﹁では︑

自由な思いをしました︒もえている

天へのぼっていきます︒

四佃8園

四望5園
をもってあるきます︒﹂十二

ここですよ︒おりましょう︒どうもあり

こと︑お船もみえますね︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿

四鵬3

四餌1園
なぐさめいたしましょう︒﹂うらしま﹁

四旧7囹

五101園

ありがとうございました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

四悩3

四餌4園

四172

五123園

けんさせてもらいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四伽6

四M6園 うぶんでございます︒長いあいだ︑

五124園

四民6園光ることができません︒でんきゅうは

四餌7園 におせわになりました︒﹂おとひめ﹁ど

四桝5

においがしてきます︒みると︑むこう

五128園

ありがとうございます︒このつぎの駅で

たっちして︑村にでましょう︑町にでまし

四二8園 め﹁どうかなさいましたか︒﹂うらしま﹁

四二6

のが︑かかっています︒りょうし﹁あれ

五137園

四価7囹 ﹁さようでございますか︒なんのおか

四備6園
おかまいもできませんでした︒﹂うら

四伽3囹

四㎜2園にしょうと思います︒﹂女﹁それは︑天

しいではございませんか︒﹂うらしま﹁

五54

四網9園 あまり長くなりますので︑もう︑おい
四聖8

もっていこうとします︒まつの木のう

へよって︑よくみます︒りょうし﹁きも

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂シ

ましようと思います︒﹂おとひめ﹁まあ

四望2

五1310園

整備9園
ばこをさしあげましょう︒﹂かめがた

させていただきました︒﹂おとひめ﹁で

四文5園

四個3園

︑お返しくださいませ︒﹂りょうし﹁いや

四槻2圓

は︑お礼にまいましょう︒でも︑その
いうことを知りません︒﹂りょうし﹁あ

1111073111115152985543

四M10囹

四㎜1

りの女がでてきます︒女﹁もし︑それ

四備2園

はごろもと申しまして︑あなたがたに

四描3囹

四備5 てばこをもってきます︒おとひめ﹁この

たからにいたします︒﹂天人﹁それが

らお返しはできません︒國のたから

四梱4園

うし﹁いや︑返せません︒﹂天人は︑か

お返しくださいませ︒﹂りょうし﹁天人

四二7園 になってはいけませんよ︒﹂うらしま﹁

四梱2園

四梱2園

いものでございます︒どうぞお返し

四備9囹 りがとうございます︒﹂うらしまは︑

四描8園 げまでいただきまして︑ありがとう

四望5囹

だきとうございます︒﹂うらしま﹁よく

四桁3園

おいとまいたします︒﹂おとひめ﹁おか

四柵4囹 しま﹁よくわかりました︒それでは︑お
四極5囹

四重4園

まうことができません︒﹂りょうし﹁と

をお返しいたしましょう︒﹂天人﹁それ

して︑空をみあげます︒天人のしおれ

四重5園

四梱10園

川里6

四瀧6囹

おしゅうございます︒﹂うらしま﹁さよ

夏雲5 とって︑でていきます︒みんな︑手を

聾者10園

四宙7囹

四宙6園 ﹁おかえりになりますか︒おなごりおし

は︑ あけてみました︑たまてばこ︒

四辻6 をふってみおくります︒ 五のばめん

無帽10囹

でんとうがっきました︒いままでく

おともをいたしましょう︒﹂おとひめ﹁

四佃3圃

が︑あかるくなりました︒みんなのか

いただきましょう︒﹂りょうし﹁

四伽3

四足2
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ちらこちらへまわりました︒しげった竹や

のげんかんにおかれました︒﹁︿略﹀︒﹂みつ

ている家に︑はいりました︒又略﹀︒﹂私は

三

ありが

︑私を手にとりあげました︒私は︑ぶじに

たえすることができました︒

乗せて︑終点につきました︒あまりこんで

た︒あまりこんでいましたので︑みんな︑
いちろうさ

出口の方へでていきました︒しかし︑その

いった子どもがありました︒

との︑いなかにいきました︒ひさしぶりに

いへんかわいがられました︒しかし︑きょ
︑それだけではありません︒いちろうさん

をすわらせてあげました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そ

んかんにむかえにでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

もたちをすわらせました︒そのとき︑ど

すこしあけてくれました︒けれども︑﹃︿

なかよくなってきました︒ほんとうは︑

こにこして帰ってきましたQ駅の出口まで

おねえさんをみつけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ありがとうございました︒といって︑か

なかったかもしれません︒でもいいの︒

をさげて︑そこをでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

元氣にあるいて帰りました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ろばんをはじいていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

きふきあるいていました︒一つは大きく

こんな本をもらいました︒﹂﹁︿略＞Q﹂﹁︿

持っていってあげましょう︒﹄といいま
︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略

︑わたしてもらいました︒その荷物は小
りたいと思っていましたが︑なかなかで

のせて持っていきました︒駅につくと︑

もやりたいと思います︒﹄といいました︒

なことが書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

どたのしい氣がします︒私のすきな花は

っぺんにさきだします︒きゅうにあたり

みせしたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

色の木のめもみえます︒このきれいなけ

がこくなってみえます︒茶色の木のめも

木のめがではじめました︒ふもとになる

ら下は︑雪がありません︒山の木のめが

だ雪がのこっています︒けれども︑中ほ

︵

友だちから手紙がきました︒そのかたは︑

︑草や︑動物がみえますね︒これは大むか

すりも石炭からとれます︒私たちは︑石炭
︑くらすことができません︒では︑石炭は

のようにつまれています︒この石炭が︑聾

をくずしてとっています︒とれた石炭は︑
︑そとへはこびだします︒ほりだされた石

べに︑石炭がでています︒さかんに︑きか

をしていらっしゃいます︒ガスこんろにか
︑ゆげがふきでています︒ガスこんろの青

つな品物を作っています︒この工場のきか

くとたちのぼっています︒ここは工場町で

がたくさん立っています︒どのえんとつか

ゆなどがはいっています︒船は︑なんの力

荷物をつみこんでいます︒この荷物の中に

貨物列車がやってきます︒材木や︑石炭や
︑たくさんつんでいます︒この汽車は︑な

一﹂汽車が走っています︒まつ黒なけむり
︑どんどん走っています︒おや︑むこうか

って︑ぼくにくれました︒それで︑ほん

ことが書いてありますよ︒﹄といって︑

︑﹃︿略﹀︒﹄といいました︒すると︑その

318765545310651976183975386539732
囹心身園
團国国岩団国團團

のきしを走ったりしました︒なしの花のき
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︑ほう年だといいます︒いま︑たくさん

︵三

﹁︿略﹀

南東の空で光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂そう

の空をみながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂それ

ふとった手をたたきました︒﹁︿略﹀︒﹂急き

︑手をたたいてやりますと︑まさこも︑ま

大きな星が光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂とい

をしていく人もあります︒まさごが︑﹁︿略

しそうに人々が通ります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑あ

はるおと大通りにでました︒いそがしそう

をこんどお送りします︒﹂ 六 まどをあ

いっしょにうたいました︒ぼくのすきな

をおしえてもらいました︒ねえさんはい

およめにいっています︒ぼくはねえさん

も︑ほたるはとびますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ 六

てほたるをみかけました︒そちらでも︑

はくらくなっています︒きのう︑はじめ

いったりきたりします︒一日じゅうてつ

えはこびをしています︒つばめが︑私の

田うえがはじまりました︒私は︑なえは

ってみたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

なところだと思います︒ほんとうに︑一

手紙でよくわかります︒ひろびうとした

いったことはありません︒けれども︑お

うにならべてあります︒私は︑まだ︑ほ

ありがとうございました︒みんなだいじ

さんちぢをしぼります︒﹂ ︵三︶

岸をとことこ走りました︒まいにち︑た

そうにあるいていました︒子うしは︑小

きばにだしてやりました︒のびはじめた

子うしが三とういます︒けさも︑まきば

うしが十三とういます︒白黒ぶちのちぢ

たくさんさいています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
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五632園

五712 さんのところへ帰りますと︑おばあさんは

五709

さんの力ではありませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 五708

さかながおよいできました︒又略﹀︒﹂﹁︿略

が金のさかなをよびますと︑金のさかなが

五6211圓

五633園﹁せわはしてやりました︒けれども︑花
んのせいではありませんよ︒﹂おとうさ

たりしたじゃありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五634園

五723

五721 のしごとにおいやりました︒それから三日

が︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑おばあさんは

あさんが︑住んでいました︒ふたりは︑ふ

五7111

五716 めしつかいたちもいました︒おじいさんが

小さな家に住んでいました︒おじいさんは

きくなったと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五653

五73！

五7211

黒になってあれていました︒おじいさんが

とぼと海へやってきました︒海はまつ黒に

はおじいさんにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おじ

五655

海にでてあみをなげました︒すると︑金の

つむいでくらしていました︒ある日︑おじ

五668

五665

さんは海へやってきました︒海はすこしあ

は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒あくる日︑お

このふしぎな話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂おば

って︑はなしてやりました︒おじいさんは

は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんは

五745園

五742

五741

五739

五738園

五736園

なっているではありませんか︒そばには︑

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんが

さんは女王になりますよ︒﹂といいまし

りたいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五677

五669

海はすこしあれていました︒おじいさんが

五734

五732 が金のさかなをよびますと︑金のさかなは

五678

五746

たくさんさしあげます︒﹂といいました︒

さかながかかってきました︒金のさかなは

五679

が金のさかなをよびますと︑すぐでてきて

五6510

五658

五642園

五716 赤いくつをはいていました︒めしつかいた

五5410つけることは︑できませんでした︒まさご

五541がちらちら光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五548大きな星が光っていました︒それから︑あ
五549 ︑あたりをみまわしましたが︑空は︑まだ

五664囹

五661

て︑おわらいになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五551 ︑家のまえにでてみました︒三十分ぐらい
五553めんに︑星がでていました︒﹁︿略﹀︒﹂と思
五555思って︑西の空をみましたが︑わかりませ
五555みましたが︑わかりませんでした︒そこへ
きようで星をみせますよ︒いってみませ
五557園
ますよ︒いってみませんか︒﹂と︑さそ
五558園
五559 ︑さそってくださいました︒私は︑おかあ
五637

しょに︑学校へいきました︒もう︑たくさ
五5511

五561々が︑あつまっていました︒ズ略﹀︒﹂私は
五567で︑みせていただきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿奉
五571れて︑ばんをゆずりました︒はるおは︑の
五572るおは︑のぞいていましたが︑かげんがわ
五574かたをそっとおさえました︒﹁︿略V︒﹂あん
五576あたりの人がわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
五679
五683園

しいおけを持っていました︒ところが︑お

いおけができていますよ︒﹂おじいさん

ほしいといっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじ

五761 は金のさかなをよびました︒金のさかなは

︿略﹀︒﹂といいつけました︒それから一週

は︑﹁︿略V︒﹂といいました︒おばあさんは

まんぞくでございましょう︒﹂といいま

なけらいもついています︒おじいさんは︑

五5711た︑みんながわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂はる

五687囹

五762

いやだといっています︒海のぬしになり

ーゴーとうなっています︒おじいさんは金

ちゃんとできていますから︒﹂おじいさ

五773

五771

さんのところへ帰りました︒みると︑まえ

よいでいってしまいました︒おじいさんは

なは︑でてきていいました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略

五751！

五759 りで︑海へやってきました︒海はまつ黒に

いさんをよんでいいました︒﹁︿略﹀︒﹂おじ

五689

さんは海へやってきました︒海はにごって

したいといっています︒﹂金のさかなは︑

五751

五691

た︒海はにごっていました︒おじいさんが

五765園

五7410

五691

が金のさかなをよびますと︑およいできて

て︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五584ごろうさんにゆずりました︒天略﹀︒﹂国電
五589 ︑まもなく帰ってきました︒ごろうさんは
五591は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒するとはるお
五593も︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒私は︑いまみ
五595かいておこうと思いました︒ 八 あさが
五598 ︑三つはじめてさきました︒どれも空色で

五692

︑およいできてききました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略 五768園

五681

五5910︑
園あさがおがさきましたよ︒﹂といいま

五693

五698園

小さな家がたっていました︒入口におばあ

あさんがすわっていました︒こわれたおけ

五774
は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒おじいさんは

一つ︑ころがっていました︒

っぱな家がたっていました︒おばあさんは
五705

五775

五774

五6911

した︒海はあれていました︒おじいさんが

︑また海へやってきました︒海はあれてい

五601て︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
に︑きれいにさきましたね︒いい色です
五602囹
ているようにみえますね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
五604園
でないことはありません︒わたしが水を
五614囹

五707

五706

学級日

五625らなくなってしまいました︒あさごはんの

十

五627れたきゅうりをたべました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
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ます一まず

五967

五965 さんがおしえてくれました︒夏休みがすむ

りして︑流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

までも高く鳴っています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

高く鳴ったりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

な文が︑はりだされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五792 のついたことを書きました︒つぎのような

五855︑木の葉をはきよせました︒そこへ︑村の

五8411

五8410園

五849

五847

五845

って︑よろこんでいました︒いのうえさん

星をしらべるといいました︒いとうくんは

五981

五978

でもさえずりはじめました︒いちばんはじ

まの鳴き声だと思いました︒そうして︑﹁︿

で休んだりしていきました︒﹁︿略﹀︒﹂ひわ

五973 るうちに︑秋になりました︒まいにち︑わ

五969囹 て︑にがしてやりましょうか︒﹂﹁︿略﹀︒

こをパチリと写されました︒

五795

五794

りちぢんだりしています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五8510囹

五857びながら︑走ってきました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略 五984

とべるようになりましたね︒かごからだ

中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑ひわといっています︒いまにいい声で

五839
︑みんなで話しあいました︒たかぎくんは

五968囹

五963園

五8310

え日記を書くといいました︒たなかさんは

んにわらってしまいました︒そこをパチリ

五779 ︑三本かざつてありました︒かおよりも大
五842

たくさん作るといいました︒ささきくんは

いい声でさえずりますよ︒﹂と︑となり

五783園 の時間に︑写生しましょう︒﹂とおっし

五843

五964囹

五784 略﹀︒﹂とおっしゃいました︒ひまわりの花

五844

七月十六日

五791 小川のところにいきました︒そうして︑四

五788 教室が明かるくなりました︒七月十二日

五797

のようにおよいでいます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五793

五798

くらくと流れていきます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十一

りょ

んの字びきができますね︒﹂と︑先生が

︑先生がおっしゃいました︒

五976 ︑ひわのむれもありました︒さんちゃんの

でさえずりはじめましたよ︒このままか

かあさんがききつけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︒バタバタと音がしましたので︑みんなが

五985

ひとりの子どもがきます︒りょうかんさん

五9810

五986園

さんはあとからきますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そ

五974 鳥のむれがとんできます︒その中には︑ひ

五799

にわけてみるといいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

五801
石とが︑おどっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五866

五802

ひ

のまわりにあつまりました︒﹁︿略﹀︒﹂

五8810

て︑とんではねています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ 七月

五803

︑おじぎをなさいましたね︒あれはどう

にげていってしまいましたが︑ひわは︑か
︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

して︑ころがっていました︒さんちゃんた

わをとろうとしていました︒﹁︿略﹀︒﹂とい
五903

五902園

をつけてやったりしますと︑やっと生き返

五993

五804 かがあつくなってきました︒﹂ 七月十三

ざしきにつれていきました︒﹁︿略﹀︒﹂みる

五994

五991

五806 ようは大そうじをしました︒ゆかをきれい

五913

五995
五916

五806 ゆかをきれいにふきました︒かべいたもふ

いるたけのこがありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五807 た︒かべいたもふきました︒竹のさきにほ

五927園かんさん︑ちがいますよ︒ごはんの中に 五996 と︑やっと生き返りました︒二三日すると
︑みんな帰っていきました︒りょうかんさ

五㎜5

五㎜2

によくいってきかせました︒ひわは︑﹁︿略

半分しかひろげられません︒﹁︿略﹀︒﹂さん

中をとびまわっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五9211圏

らのいどばたに立ちました︒むこうの山か

五998

五808 のくものすをはらいました︒むすびめがと

五933
五936

五川1

五㎜7 なつつこい声で鳴きました︒さんちゃんが

﹁︿略﹀︒﹂﹁ちがいますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁わ

五8010 んのせなかにあたりました︒にしもりさん

五809 けて︑ほうきがおちました︒それが︑にし
五811 ので︑みんなわらいました︒ガラスもきれ

でも月にみとれていました︒

て︑たべさせてやりました︒ひなは︑みち

山川10

五川7 けんめいにまねをします︒鳥かごは︑おひ

の本をよむ声をまねます︒さんちゃんが︑

五939

小鳥のひなをひろいました︒ひなはたいそ

わらびをとりにいきました︒その帰り道に
五955

だんだん大きくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂さん

ひわ

五812 のけしきがよくみえました︒ 七月十四日

五943

五942

五957

十二

五825 ︑先生がおっしゃいました︒みんなは︑な

五814 きょうは五人も休みました︒﹁どうして︑
五827 となどを︑話しあいました︒ 七月十五日

五959園

五831 したいとおっしゃいました︒そこで︑おひ

五9511

なはすずめではありませんでした︒ひばり

まで︑かってやりましょうね︒﹂さんち

山導9

五皿8 ︑すずしい声で鳴きます︒さんちゃんのお

五梱11 の木につるしておきます︒人がときどきき
．五衰2 きて︑水道をつかいます︒水が︑ジャー︑

の高いところにかけますが︑おひるすぎに

五8210 室にもおいでになりました︒そのお友だち

五829をみにいらっしゃいました︒そうして︑私

五833 まん中にしてならびました︒先生のお友だ

た︒ひばりでもありませんでした︒あたま

五麗11

と︑ひわもまねをします︒かえでの木につ

んが︑せんたくをしますと﹁︿略﹀︒﹂と︑
五961

五9511

つた美しい鳥になりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

五835囹 いいですか︑写しますよ︒﹂とおっしゃ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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六187

六186

いっしんにふっています︒しばらく音樂が

︑うたをうたっています︒まん中に︑しき

六183 すはふえをふいています︒そのほか︑ハi

六123囹

が一本いたんでいましたから︑とりかえ

．﹁︿略﹀︒﹂﹁なおりました︒小さなねじが

いうな鳥がやってきます︒すずめがきたと

︑とりかえておきました︒ぐあいのわる

がつづいてから終ります︒しきしゃ﹁上で

六124園

六188

六125園

一びきのありがいました︒あつい日中の

は︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒ひわが︑﹁︿略

六133

ばに小川が流れていました︒ありは︑川の

ると︑のどがかわきました︒ちょうど︑そ

声をあわせてうたいました︒旅のひわが︑

うに︑さかんに鳴きました︒旅のひわも︑

まつの木におりてきました︒ひわは︑それ

わたり鳥がやってきました︒ある日︑二三

さんも︑ひわをほめました︒秋になると︑

ひとりよろこんでいました︒﹁︿略﹀︒﹂さん

こかへいってしまいましたが︑ひわは︑い

ができるようになりました︒いつのまにか

つぎの日もやってきました︒それで︑ひわ

あくる日もやってきました︒そのつぎの日

もその声をきいていました︒しじゅうから

なひとりごとをいいました︒ひわは︑感心

︑木のかげにかくれました︒どこからか︑

六165

六163

六161

六158

六157

六155

六154

六151

六148

六146

六143

六142

六138

六136

のはとがとまっていました︒はとは︑ねら

て︑木の上をねらいました︒木の上には︑

が弓矢を持って通りました︒そのかりうど

の葉におれいをいいました︒そのとき︑あ

にあがることができました︒﹁︿略﹀︒﹂あり

れて︑川の岸につきましたので︑ありは︑

うしてその上に乗りました︒木の葉の船は

の葉の船につかまりました︒そうしてその

︑ありのそばを流れました︒﹁︿略﹀︒﹂あり

六1410

ることを知らずにいました︒ありは︑いそ

そばにおとしてやりました︒木の葉は船の

一わのはとがみつけました︒はとは︑いそ

めいにさけびつづけました︒それを一わの

︑だれもきてはくれません︒﹁︿略﹀︒﹂あり

な声をだしてさけびました︒けれども︑だ

の中におちてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂あり

いて水をのもうとしました︒もうすこしで

六289

六284

六282

六268

六262

六259

六255

六248

六222

六219

六217

六215

六211

分はそとになっています︒雪がちらちら降

やかに音樂をはじめます︒

かみてにさっていきます︒しきしゃ﹁われ

をあわせて運んできます︒猷い泣物す﹁おや

き︑ゆっくりでてきます︒大きな荷物を︑

んな喜んできいています︒そのとき︑しも

しそうにそれをたべます︒財肋酬暁⑩﹁美し

六206囹

が二ひきたずねてきます︒ぼうしもかぶら

火を赤くもえたたせます︒あり二︑三﹁あ

ありたちは氣がつきません︒帥胆許財費の﹁

六2010

︑がいとうもきていません︒きりぎりす一

声をかけて持ちあげます︒早口糺脾⑩﹁苦労

六2011

をトントンとたたきます︒あり三﹁おや︑

まって︑まるくなります︒テーブルには︑

みしようではありませんか︒﹂みんな﹁そ

六1911囹 きは︑二どとありませんね︒﹂しきしゃ﹁

六1910園

おさらにもつてあります︒みんな︑記しそ

いなもんくをいいましたね︒こんな恕し

が︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六166

てきて︑あせをふきます︒塑財財卯ηの﹁なか

わがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑お

六135

六134

からつぎへときかせました︒そこへ︑さん

六167

二のばめん

が学校から帰ってきました︒旅のひわは︑

二﹁どうかたのみます︒﹂あり一﹁どうし

一︑二がはいってきます︒あり三﹁きりぎ

六293

六168のすねにはいのぼりました︒そうして︑力 六291 二が戸の方をみています︒あり三﹁おはい
力いっぱいくいっきました︒小さなありで

んにいれてもってきます︒それをきりぎり

六169

礼をいってたちさります︒雪がたくさん降

きりぎりすにわたします︒繕め諸りす﹁あり

わは︑なかまをよびました︒けれども︑旅

六305

六2911園

六307

六304
がえているではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂と

い︒すぐ帰ってきまずから︒﹂29親つば

と︑大きな声をたてました︒その声をきい

ありときり

六308

うちにおねがいします︒﹂36つばめのむ

︑はとが下の方をみますと︑かりうどが矢
六173

からとびたっていきました︒

六402園

六171

こまったといっていました︒しかし︑ひわ

六175

て︑音二会をしています︒あるきりぎりす

六427園

六172

略﹀︒﹂と︑まねをしました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

穴181

はチェロをひいています︒あるきりぎりす

イオリンをひいています︒あるきりぎりす

からばんまでひびきました︒近所の人たち

ひわがかわいくなりました︒

六182

六18一

まく

六99囹 じは︑﹁ここにいます︒﹂とさけびたく

がたくさん降ってきます︒

六122幸︒﹁時計はなおりましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

とんでいってしまいました︒近いところに

︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ を は じ め ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ か ご

木の上へにげていきましたが︑かごのひわ

六1810

が︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒すると︑みそ

とんでいってしまいました︒みそさざいが

略﹀︒﹂と鳴いてみせました︒すずめは︑﹁︿

951118511987106521110875432164110742
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六577 ぶようなことを書きます︒みんなのしらべ 六682まはまた歩いていきました︒ このほか︑
六578 ことをはっぴょうします︒おもしろいこと 六684り︑きれいに写生しました︒それを切りと
六579 おかしいことも書きます︒どうぞ︑みなさ 六685 って新聞にはりつけました︒それは︑むし
六586 に雪がついてころびました︒そのひょうし 六687です︒まんがもいれました︒一組の人がみ
六588 めて︑歩けなくなりました︒そこを通りか 六691ズパズルもこしらえました︒ことば遊びも
六589て学校までつれてきました︒この人は︑私 六691 ︒ことば遊びも書きました︒この学校の子
六593 ろいことに氣がつきました︒それはことば 六693名や家の場所も書きました︒かべ新聞の大
六595 たいやすいかと考えました︒どうして︑ふ 六695んなに大きくはありませんが︑これをじょ
六596 たえないのかと考えました︒そのわけがわ 六703きな雪だるまを作りました︒目もはなも口
六596 ︒そのわけがわかりました︒うたううたは 六704述もはなも口もつけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六599 うた﹂をしらべてみました︒ ウスムラサ
六709えさんが︑帰ってきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六608 思いだして書いてみました︒ カボチャノ
六714 ︑ねえさんはわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六6010圃ナガ七サキマシター五アンナ
六 5囹 話もするかもしれませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六611圏ロニ 七サキマシター五いろは 六η7 は本氣になっていいました︒はるえは︑ま
六613 まるものがみつかりました︒これがわかっ 六719ろを︑ふと思いだしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六614 はおもしろくてなりませんでした︒また︑
六723園るま︑きっと喜びますよ︒﹂その日︑晩
六615 また︑ふしぎでなりませんでした︒みなさ 六725はこんなことを考えました︒いったい︑あ
六734で︑みんながわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六576

せしたいことを書きます︒みんなが士暑ぶよ

六681ぼっていってしまいました︒雪ぐまはまた

ふみをして遊んでいました︒そのうちに︑

なきれいに光っていました︒ふみおと︑よ

朝の温度を書きつけましょう︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

六623

きゅうりが流れてきました︒きゅうりがく

た︒くつが流れてきました︒そこへきゅう

川が流れていました︒くつが流れて

いだにじっとしていますが︑雲はさっさと

六624

六667

六666

の子ぐまが住んでいました︒お友だちと遊

話の題はべつにきめませんから︑かってに

か︑沖しみではありませんか︒お話の題は

もお話をつづけてみましょう︒どんなふう

六7411︑ごろうは思いつきました︒あくる朝︑お

口話

さっさと走っていきます︒よしおが大きな

六624

ぎからつぎへと考えました︒たとえ動いて
六7410

六743囹
というものがありますよ︒それを考えた
六743囹
らわかるじゃありませんか︒﹂とおっし
六744略﹀︒﹂とおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六746園
︒﹁︿略﹀︒﹂﹁動きますとも︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六748園
︒﹂﹁あれはちがいますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

おが大きな声をだしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

の第一かいめを書きます︒第二号をつくる

た︒﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

がくつの中にはいりました︒﹁︿略﹀︒﹂とい
六627

六625

六662

はずれてしまっていました︒

六668

山の谷を歩いていきました︒すると︑一ぴ

みじかい文

いにはれわたっていました︒ふみおはさっ

を発行することにしました︒かべ新聞第一

六673

かべ新

でつくることになりました︒それから︑二

六674

びきのさるにであいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

かといろいろ相談しました︒手わけをして

六676

うをすることにきめました︒私たち一組の

六677園

六754囹
だけんとうがつきません︒﹂と答えまし
六756は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒又略﹀︒﹂学校
六761に︑まつの枝をつけました︒はるえはそれ
六764て︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒ごろうは︑﹁︿
六767がないのかなと思いました︒ごろうが学校
いし︑息もしていませんね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
六776園
なものができあがりました︒ かべ新聞

︑さるさん︒遊びましょう︒﹂と︑子ぐ

発行することになりました︒これには︑み

六

の木の下へいってみました︒動かないと思

と︑みちこも感心しました︒それから︑三
︑それぞれ家へ帰りました︒ふみおがねる

そのとおりにしてみました︒すると︑月は

のそばへ走っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂ふた

﹂と︑手まねきをしました︒ふたりは木の

枝こしに月をみていましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

にある木の下へいきました︒そうして︑し

おはふしぎでたまりませんでした︒ふみお

いって︑空をみあげました︒よしおとみち

うことをきいていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹂と︑みちこがいいました︒ふみおは︑両

でいくようにもみえます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑み

どんどん走っていきます︒けれども︑じつ

そぎではなれていきます︒そうして︑つぎ

﹂と︑よしおがいいました︒月はいま雲か

うとまたすぐはいります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑よ

やめて︑空をみあげました︒月は︑雲には

かげがみえなくなりました︒三人は遊ぶの

六619
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六7711︑ごろうは考えつきました︒その夜︑ごろ
占
占
山
占

六782えついたことを話しました︒すると︑おと
六786略﹀︒﹂とおっしゃいました︒そばからねえ

息ばかりではありませんよ︒ほら︑左の

おの花﹂を思いだしました︒そうして︑自

もののように思われました︒ 八 つりば

ん︑お願いがあります︒﹂繍ぼ駒の﹁なんだ

けものをとっていますね︒﹂編罰助の﹁そう

と﹁いいえ︑つれませんでした︒つれな

をさせてくださいませんか︒そのかわり

ことをしてしまいました︒﹂編戸肋の﹁どう

にとられてしまいました︒﹂編こで劫の﹁とら

﹁申しわけがありません︒どんなことで

て︑おわびいたします︒﹂編ぼ肋の﹁だいじ

ことを教えてあげましょう︒そこに船が

きな木が立っています︒あなたは︑その
五のばめ

︒補齢駒の﹁すみませんが︑そのいどの

さい︒おしてあげますから︒﹂

さまに︑申しあげます︒﹂海の神﹁なんだ

たがいらっしゃいます︒﹂海の神﹁木の上
﹁さようでございます︒﹂海の神﹁では︑

︑さようでございましたか︒なにかご用

たでいらっしゃいますか︒﹂編論肋の﹁私は

にかご用でございましょうか︒﹂ほおり

私も困ってしまいました︒そこへ年をと

と教えてくださいました︒それで︑いま

そくさがさせてみましょう︒﹂女の人に

︑病氣でねておりますので︑ここへはま

へはまいっておりません︒﹂海の神﹁そう

六佃1 い顔をかくことにしました︒クレヨンで色

六塀11

﹂と︑いろいろ考えましたが︑ただしちゃ

か︒﹂魚一﹁ぞんじません︒﹂魚二﹁とりま

六佃1 じがたてについています︒そのすじにあわ

六⁝⁝11 ︑たて骨からはじめました︒紙のうらには

六出3 とまん中をはりつけました︒それから︑よ

六気6 きとうきあがってきました︒つぎに骨のと

ばりをのどにかけまして︑たいへん苦し

にかご用でございましょうか︒﹂海の神﹁

六佃8 て︑うまくはりつけました︒やっとできた

六湘7 い長さにひごを切りました︒はりつけるの

﹁ちっともぞんじません︒﹂海の神﹁それ

るところでございます︒﹂海の神﹁あ︑そ

せん︒﹂魚二﹁とりません︒﹂魚三﹁ちっと

つかりらくになりました︒﹂女の人はつ

六湘11園

て︑﹁やっとできましたよ︒﹂といって

りばりではございませんか︒﹂編こお駒の﹁あ

六伽1 ﹂といっておみせしました︒おかあさんは

ると︑すぐはがれますよ︒そうっとかわ

と︑ほめてくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹁まあ︑よくできましたね︒﹂と︑ほめ

よろしゅうございました︒痛鋳の﹁あり

六㎜2囹
六伽3

せんたく物もみえますよ︒あ︑人がこっ

六伽6園
六三8

︑うれしくてたまりませんでした︒ 十一

この上にのせておきました︒﹁︿略﹀︒﹂ぼく

六区11

元氣のいい声でいいました︒たろうさんが

で︑﹁︿略﹀︒﹂といいますと︑ただしちゃん

ただしちゃんがいいました︒ほんとうにほ

かり糸をにぎっています︒又略﹀︒﹂と︑た

といってにこにこしました︒たこが青空で

寄与小学校へあがります︒糸を持ったただ

六旧7

六鵬2

ってたべることにしました︒﹁︿略﹀︒﹂そう

六槻9 るみの木の下で遊びました︒そこには︑く

六区8 まつかさを受けとりました︒うさぎさんた

六槻6 るさんになげてやりました︒おさるさんは

六梱9

うと︑りすさんがきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿生

六戚10

六甲3

︑おいしそうにたべました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

げようと︑話しあいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさ

さるさんがやってきました︒﹁︿略﹀︒﹂うさ

六梱7 ルをしたりして遊びました︒そこへ︑おさ

六梱2 きのうさぎさんがいました︒ある日のこと

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒﹁︿略﹀︒﹂と答

山悩8

半紙をま四角に切りました︒なが四角から

と︑いいのりができました︒はじめに半紙

のひごでまにあわせました︒のりは︑ごは

作りかたを考えてみました︒材料は︑ま四

はないだろうと思いました︒うちへ帰って

六枷7

六二4 をして︑おにをきめました︒おにが︑目を

六櫛9

六協6

深くなり︑廣くなりました︒﹁︿略﹀︒﹂天略

ずん長くなっていきました︒﹁︿略﹀︒﹂天略

六器5 足で土をはじきだしました︒あなはずんず

六伽4 にあなをほりはじめました︒まえ足でほっ

︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒四ひきのうさ
たから︑うまくできました︒﹁︿略V︒﹂と︑

んに教えていただきましたから︑うまくで

ころころと落ちていました︒うさぎさんは

た︒﹁︿略﹀︒﹂と答えましたが︑ほんとうは

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒ただしちゃん

vといって感心しました︒ただしちゃん

こよりもよくあがりました︒わる口をいっ

vといってわらいました︒けれども︑あ

からたこをいただきました︒ま四角で︑骨

囹園園圃開園園圏眠気園

なかなかよくあがりました︒だれのたこよ

〉。
〉。

んどきんやっていますよ︒﹂ごろうは︑
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670

ルの中を走っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1

一

︑どんどん追いかけました︒うさぎさんた

六衙4国 あなたの角はおりません︒うさぎたち︒

た︒長い森をくぐりました︒そのうちに︑

り︑みねを一つこえました︒長い森をくぐ

にかはぐれてしまいました︒やがて︑うさ
つくり休むことにしました︒ところが︑こ

きな岩のところにでました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

んたちの方をのぞきました︒五ひきのうさ

目をさましてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂とら

ことをすこしも知りませんでした︒とらさ

ねのような声をたてました︒うさぎさんは

足をもんだりしていました︒とらさんは︑

とうつぶしてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂のそ

り︑そばに歩いてきました︒うさぎさんた
もにげることはできません︒助けてくださ

v﹁手がつけられません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂同

﹁手がよごれていますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

先生︑早くでかけましょう︒﹂先生﹁じゃ

おもしろいではありませんか︒ 三 もん

﹁手﹂だけではありません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

まつの木が立っています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

はたらきをしてくれます︒つぎの﹁手﹂は

vとかいったりします︒私どもの手が︑

書くことをさしていますが︑どうして︑﹁

﹁手ならいをはじめましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

る手のことではありません︒あさがおのつ

あさがおに手をやりましょう︒﹂というと
︑またすこしちがいます︒これは︑あさが

ろということになります︒また︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑人の手ではありません︒これは︑持つ

てのひらをさしています︒﹁手をうつ﹂の

なつかいかたがあります︒じょうずなでき
︑思わず手をたたきます︒このときの﹁調

〉。

六桝8

六伽2 ことさがしにでかけました︒おにの足音を

いって︑うまくにげました︒ところが︑

六伽6 らへこっそりわたりました︒かくれている

六㎜4 たちは︑うまくにげました︒おにがあちら
六伽8
ころがりこんでいきました︒﹁︿略﹀︒﹂新し

てなにかあわてています︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

六伽3 で︑だれかの声がします︒それはたぬきさ

六伽11

六伽4

六欄7 がかわいそうになりました︒うさぎさんた

くならんで︑話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

﹂と︑大声でわらいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさ

六糊10 の方へいってしまいました︒それをみて︑
六梱7
しかさんがあらわれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
て︑山の方をみあげました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

くれるみこみもありません︒とらさんが手
んのせなかをおさえました︒うさぎさんた
のような声がひびきました︒それは︑もう

さまにおいのりをしました︒そのとき︑﹁︿

らさんにとびかかりました︒二ひきのとら
つかみあいをはじめました︒上になったり
で︑そこをにげだしました︒どんどん︑ど

り︑下になったりしました︒そのあいだに
どん︑どんどんにげました︒山を︑いくつ
つも︑いくつもこえました︒谷川にそって
山のふもとにでてきました︒やっとしずか
ずかな廣い野原にでました︒野原には︑日
がいっぱいさしています︒クローバーの花
︑まつ白にさいていました︒おなかのすい

へのへのも

なクローバーをたべました︒みつばちさん
︑うたいながらいいました︒五ひきのうさ
へんありがたく思いました︒

〉。

六捌1

六麗9
六榴5

六悩穿ちは︑困ってしまいました︒どうせ︑足の
六桝6 ︑しかさんにかないません︒そうすると︑

六樹8 しまわなければなりません︒しかさんに勝
六田10 ころで︑なんになりましょう︒ちっともい

六餌10 どということはできません︒角をとったと

142

さんたちは話しあいました︒﹁︿略﹀︒﹂うさ
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六価3 ︑しかさんとならびました︒しかさんは︑

六戸8 風のように走りだしました︒ささの中︑や
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六価5 元氣のいい声をかけました︒五ひきのうさ
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ノ、

142
一L

六燭2 かさんも負けてはいません︒角をふりたて
に︑角がひっかかりました︒﹁︿略V︒﹂しか

ノ、

142
一L・

六備3 りたてふりたて走りました︒ところが︑ぶ
てんころりところげました︒﹁︿略V︒﹂ぶん

1⑳
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六鵬3

一』

140

ノ、
ノ、

142
■■■

六搦7

レヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一■一

14皿

ノ、
ノ、

142
一」

六搦10 っぺんにたどりつきました︒そこには︑も
六街2

9611110987653212108642108541861111098
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140

ノ、
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143
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六鵬11 うさぎさんたちはいませんでした︒そうし
六梛3国 ん︑私たちが勝ちましたよ︒けれども︑

249761064288710969821191196432298632

の︒﹂兄﹁よんでみましょうか︒﹂母﹁よん

おもてで遊んでいますよ︒﹂兄﹁おかあさ

いいえ︑生きていますよ︒これから︑ど

分でみつけていきましょうね︒﹂はるお

ことをおっしゃいましたね︒なんでも︑

なるのか︑わかりますか︒﹂兄﹁どうして

︑七日かかっています︒それから十日す

さい︒日記帳をみますから︒﹂日記帳を

むし︑大きくなりましたね︒たまごをと

っぱを︑とりかえましたか︒﹂兄﹁あ︑わ

白い花をつけています︒﹂先生﹁それで知

だけのこしておきましたら︑それが︑い

きょうは風がありませんから︑ちょうち

︒﹂﹁はい︑しらべました︒﹂はん長一﹁先

園白墨囹旨旨囹園園囹園囹園園囹
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13了
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七331囹に︑うつしてやりましょうね︒﹂母﹁それ
七344園こし︑中へはいれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七347 ている女の人もありました︒私と弟のさぶ
七349 ︑動くことさえできません︒私は︑さぷろ

七361囹

とうに困ってしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂私は

へいれてくださいませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七356 うに両手をつっぱりました︒家をでるとき

七351 だにすがりついていました︒それでも︑汽

七363

心の中でいのっていました︒﹁︿略﹀︒﹂頭の

七365 ︑どうぞぶじにつきますようにと︑心の中
七366

七368 ＞︒﹂頭の上で声がしました︒すぐうしろの
七3610 と︑心配そうにいいました︒すると︑なん

七369園︑中へいれてやれませんかしら︒﹂と︑

七374

︿略﹀︒﹂ときいてみました︒人ごみのうす

七371 なったような氣がしました︒私は︑さぷろ
七375 こつと︑私をみあげました︒だれかが︑﹁︿

七378 んながわっとわらいました︒そのとき︑ふ

略﹀︒﹂と︑頭をさげました︒﹁︿略﹀︒﹂うし

七382囹 ありがとうございます︒﹂と︑頭をさげ

七3711 まどわくをおしています︒私たちのために
七383

七385 ばさんがいってくれましたので︑私は︑人
七387 きわけていこうとしました︒しかし︑弟の
七393 のまえへ︑つきだしました︒おじさんは︑

七389 も︑よういではありません︒そのとき︑そ
七396 て︑つぎの人に渡しました︒それから︑つ
七3910 うに私の方をみていましたが︑三人め︑四

七398＞︒﹂と︑送ってくれました︒はじめ︑さぶ
七401 ︑声をたててわらいました︒乗客は︑高い
七403 うに︑みおくっていました︒私は︑いそい
七404 うのあとを追いかけました︒三郎は︑だれ
七409 心の中でお礼をいいました︒ ︵二︶私は

七407 私を手まねきしています︒私は︑さぶろう

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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びしい旅をしていました︒けれども︑き

一曲ひきましょう︒﹂これをき

ドッジボール

らで︑虫が鳴いています︒つむじ風が︑わ

ています︒海がみえます︒家と家とのあい
︑ほそ長く光っています︒明かるい月夜で

がまっかにさいています︒根もとに︑ぽた
︑ぽたぽた落ちています︒海がみえます︒

の唱歌がきこえてきます︒つばきの花がま

ほどもあってはなりません︒五年生が︑運
︑たいそうをしています︒ 一年生の唱歌が

のようなものでありますから︑よけいなこ

っていくことがあります︒心にはっきりと

ができるとはかぎりません︒そのはんたい

そのようすがわかります︒

文章が︑ニへんあります︒はじめに書いた

文章のくもりはとれません︒つぎに︑﹁ド

だんだんはっきりします︒心がくもってい

がはっきりとしていますと︑文章も︑だん

きつくものではありません︒文章は︑心の

くわしくなっていきます︒どこまで書きた

な曲を︑

りがたくいただきます︒﹂といって︑お

金はいただきかねます︒﹂そういってか

ひいたのでもありません︒ただ︑たいく

うとは︑思って．いませんでした︒また︑

こころざしであります︒お受けとりくだ

へん失礼だと思いますが︑これは︑車中

﹁ごあいさつをします︒﹂といって︑青

わしたいとぞんじます︒みなさん︑いか

ぎたことかもしれませんが︑このかんし

にありがたく思います︒はなはだですぎ

どなたかはぞんじませんが︑易しい音樂

い旅行をしております︒どこのどなたか

7543211098634110997519532986987654
園囹葛篭耳鼻園囹医｝園囹囹医｝医】

七7710園
ん︒﹂甲﹁どこでみましたか︒﹂旅人は︑

七577を三びき︑つかまえました︒雨がはれて︑
七581て︑にじが大きくでました︒たんぼの上で
七583オの音画をきいています︒ほそい雲が︑ま
七585ま︑柱時計がとまりました︒黄色いやまぶ
七586ちょうがとまっています︒こんなのは︑み
七592ばということはできません︒つぎのはどう
七675 つのやりかたがあります︒ 一つは︑はじめ
七682いくやりかたであります︒まえのやりかた
七684書きたすのににています︒あとのやりかた
七688いうことにほかなりません︒ 六 月明か
七764園しゃるのではありませんか︒﹂ふたりは︑
七768園 ︑かた﹇日ではありませんか︒﹂ふたりは︑
七777囹二三本ぬけてはいませんか︒﹂ふたりは︑
七779園それにちがいありません︒﹂甲﹁どこでみ

七8111囹 ﹁はい︑知っていました︒らくだのまえ

七781園 ︑つけた荷がありましたね︒﹂甲乙﹁あり
七782囹たね︒﹂甲乙﹁ありました︒﹂旅人﹁その荷
七786囹をみたのではありません︒﹂甲﹁え︑でも
七787園こぞんじではありませんか︒﹂乙﹁それと
七789園きいたのでもありません︒﹂ふたりは︑
七804園さばくを通っていましたが︑とちゅうで
七805園 ︑ねむってしまいました︒﹂裁判官﹁それ
七807囹ると︑らくだがいません︒おどろいて︑
七808圏々をさがして歩きましたが︑みあたりま
七808園したが︑みあたりません︒そのとき︑こ
七811園
ずねるのでございます︒﹂乙﹁それに︑も
七813園はよく知っております︒﹂裁判官﹁どんな
七815園ることを知っていました︒そのとおり︑
七817園 ︑かた目でございます︒﹂甲﹁らくだがび
七818園ることも知っていました︒しかも︑左の

七823囹 っているじゃありませんか︒﹂甲乙﹁らく
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七824園の男にちがいありません︒どうぞ︑おさ
七825園さばきをお願いします︒﹂裁判官﹁ふたり
七8210園 ﹁はい︑申しあげます︒私がさばくを旅
さばくを旅していますと︑砂の上にらく
七8210囹
あとがつづいていました︒それなのに人
七8211囹

ぎをかうことになりました︒先生が︑黒い

れはほかでもありません︒道に︑麦がこ
七8411囹

七831園人の足あとがみえません︒それで︑この
七839園にあさくなっていましたので︒﹂裁判官﹁
七841園いとったあとをみますと︑かみきれない
七842園 っている葉がありました︒それで︑歯が
七843園がいないと︑考えました︒﹂裁判官﹁きい
七849囹ただきとうございます︒﹂裁判官﹁それに
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5月6日

5月31日

さぎは︑元氣がありません︒なるべく︑こ

へいれてみたらうきました︒うさぎのふん

足をおろしてしまいました︒ 6月25日

ぎがうしろ足で立ちました︒が︑すぐ︑ま

︑耳や顔をなでていました︒

さぎを一びきもらいました︒5月28日
︑とても元享があります︒うさぎでも︑く

なで︑13びきになりました︒白うさぎが9

けで︑ちっともたべません︒ 5月22日

ように︑喜んでたべました︒ 5月20日

︑けんかをしてたべました︒

どこかを動かしています︒ 5月1日 ㈹
︑とても喜んでたべました︒ 5月5日

こしもじっとしていません︒いつも︑どこ

となたねの葉をやりました︒ 4月30日

らべてみることにしました︒きょうは︑れ

とも︑せっせとたべました︒うさぎはどん

ちで︑めかたを計りました︒呪うさぎ3

持っていらっしゃいました︒私たちで︑め

31874754163965328553
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㈲

7月20日

7月9日

9月3日

10月23日

11月11日

11月13日
おやうさぎ

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七
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巣からでて歩いていました︒

12月1日

それも

は︑目をなきはらしましたが︑もうどうす

もなく息をひきとりました︒みんなないて

ゆる手あてをつくしましたが︑それなり︑

でピオをひろいあげました︒すると︑あわ

たり感心させたりします︒ところが︑ある

ら書いても書ききれません︒小さな家で︑

どしたりかんだりします︒そのかっこうは

もののようにも思えましょうが︑どうして

頭をつっこんだりします︒といえば︑いか

かたといったらありません︒びっくりして

まらせても長くはいません︒私たちの家の

すぐまいもどってきます︒うじどころか︑

にピオがすきになりました︒ピオのほうで

ろうと思う人もありましょうが︑そればか

らころげ落ちたりしました︒朝の早いうち

ば︑指で追ったりしました︒すると︑だん

しょうばんしたりしました︒客がきている

つっつくようになりました︒それどころか

という名がつけられました︒だんだんなれ

だいじに持って帰りました︒その晩から家

ほうがいいかもしれません︒なぜなら︑ほ

の大通りを歩いていましたら︑あるデパー
︑夜店をひろげていました︒小鳥屋という

ぬでもねこでもありません︒鳥

がってんしてはいけませんよ︒いぬでもね

じゅうの人払者がいました︒西洋の子ども

ているので︑安心しました︒ うまれると

にんじんをたべていました︒よいぐあいに

た︒耳の長さも計りました︒耳の長さは︑

ぎの毛の長さを計りました︒耳の長さも計

のめかたを計ってみました︒母うさぎは4

31161084986321186411854753543872285

いように注意しています︒
の上に乗って︑たべました︒

8月4日

8月2日

7月24日

が4ひき生まれていました︒

いました︒

11月

けが︑草をたべていました︒お書ごろみた

足でけって︑のませませんでした︒うさぎ

のちぢにすがりつきますと︑親うさぎは︑

うな葉を︑たべていました︒黒の子うさぎ

巣からでて歩いていました︒そうして︑に

ましたが︑草はたべませんでした︒

きて︑口をくっつけましたが︑草はたべま

巣からはいだしてきました︒草のそばにき

にそだてたいと思います︒ 11月22日 ㈱
︑すっかり毛がはえました︒ 11月25日

で︑元氣に動いています︒1びきのこらず

はまるくなって

黒っぽい色をしていました︒

さぎの子が7ひきいました︒1びきは白で

いっぱいはいっていました︒その毛にくる

がたくさんぬけていました︒よくみると︑

戸をこしらえてやりました︒

毛がふわふわととびます︒寒くなったので

を胸の下にいれていました︒

暑いのでねむっていました︒あと足を長く

さぎは耳にけがをしました︒ほかのうさぎ
︑いたそうにしていました︒ 9月6日

な虫が︑たくさんいました︒

ぼうを︑かじっていました︒子うさぎの生

キューと︑高く鳴きました︒

つたりして︑あばれました︒

あげて︑そとへだしました︒だすときに︑

みんな喜んですぐでましたが︑1びきの胴

ぎ小屋のそうじをしました︒小屋からだす

410986433943図109952276329741653295

どうすることもできませんから︑つめたく

根もとにうめてやりました︒そうして︑﹁

せきひを立ててやりました︒かわいいもの

が︑かなしくてなりませんでした︒ころし

のことがわすれられません︒ことに︑町は
︑思わずなみだぐみます︒たかが一わの小

ぜみのたまごがありました︒親ぜみが︑あ

みつけておいてくれましたので︑寒い冬も

じにこすことができました︒春がきても︑

は︑はじめてかえりました︒ニミリほどあ

たりしておりていきました︒地面におりた

中にかくれてしまいました︒地の中はどこ

さぐりもぐっていきます︒そこは木の下で

なりあってはえています︒あおぎりの根ば

の木の根ものびています︒だから︑見たち

木の根にいきあたります︒しかし︑虫たち

根をさがしてあるきます︒虫は︑小さいけ

がつた口をもっています︒その口のさきを

のしるをすいはじめます︒これは︑木から

いにそれからはなれません︒虫たちは︑ど

くれたことではありません︒人間のあかん

うなかたちをしていますが︑大きくなるに

ルをほるのにっかいますから︑たいへんか

く︑じょうぶになります︒土の中は︑たと

ていかなくてはなりません︒それでたいそ

て地の上へでていきます︒しかし︑ほそい

よういに大きくなりません︒あぶらぜみで

とができないといいます︒なんという氣長

根のしるをすっていますが︑大きくなるに

くもぐりこんでいきます︒七年の月日がた
いることなどを知ります︒せみの子は︑だ

りきったことを知ります︒そこで地表に近

八八 八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八ノ天八
2了 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 20
2了2了

かなくなってしまいました︒もうすっかり

にはいあがっていきました︒地表から一メ
︑小枝がわかれていました︒虫は︑それに

ささだけがはえていました︒せみは︑さっ

けて地上にはいだします︒

八287 んにはたをおっていました︒そのおり物の

八286 中へおはいりになりました︒すると︑さが

八285 おる音がひびいてきます︒天帝は︑そっと

八282 天の川にさしかかりました︒川の水は銀色

八281 ぎっていってしまいました︒やがて︑大き

八293 通っていらっしゃいました︒すると︑叶う

知らずにおりつづけました︒﹁︿略﹀︒﹂こう

八295 ︑わかい男にであいました︒そのすがたと

あめ色

すっかりくらくなりました︒あめ色のせな

八289

八288 かりおみとれになりました︒ひめは︑なに

ました︒せなかがでます︒頭がでます︒羽

︵二︶

いり︑われめができました︒すると︑中か

八283 がしずかにういていました︒川岸にそって

らだがはみだしてきました︒せなかがでま

かがでます︒頭がでます︒羽がぶらりとさ

八296

は︑その男にたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

の名はなんといいますか︒﹂天帝は︑そ

だかさがこもっています︒﹁︿略﹀︒﹂天帝は

羽がぶらりとさがりました︒足もでました

八298

八297囹

ぶらぜみらしくなります︒しばらくすると

色もこくなっていきます︒虫は︑すずしい
︑はっきりとしてきます︒黒いところは黒

り皮からはなれていました︒みるまに︑羽

ままのしせいで動きません︒やがておきな

八314 すめのむこにもらいました︒ところが︑は

八311 に心をうばわれていました︒天帝は︑男ら

八3011

八3010

しく草をたべはじめました︒けんぎゅうは

︿ポンポンとたたきました︒うしは︑うま

八309 川へ落ちこもうとしましたが︑そのせつな

八307 えをふきつづけていました︒黒うしは︑に

八306 あばれにあばれだしました︒けれども︑け

八304 一つきおつきになりました︒黒うしは︑お

略﹀︒﹂と鳴きはじめました︒このわかいあ

八317 とをわすれてしまいました︒けんぎゅうも
八3111

八319 てはたらかなくなりました︒ふたりは︑毎

とんでいってとまりました︒そこへなかま

音例会のようになりました︒やがて死ぬ
そりとしずかになります︒せみの死がいは

八324 たをおりながらなきました︒天帝は︑この

八323 しておしまいになりました︒はたおりひめ

略﹀︒﹂とおっしゃいました︒一年の月日が

八328

三芳の轟

たくすがりついています︒

︵二︶天の

質3211

八32！0て︑ふえをふいてきました︒ふたりは︑天

しくあうことができました︒

きの馬車が走ってきます︒中には天帝が乗

八3310

八338 しはかることはできません︒ふだん︑私た

八336 ことがそうそうされます︒私たちの︑ただ
さがすようになさいました︒それは︑天帝

用いてきょりを計りますが︑星のきょりに
けれども︑みあたりませんでした︒馬車は

したりして遊んでいました︒天帝は︑あた

いる野原へおりてきました︒そこには︑星

だかってひいていきますが︑あのぬけがら

で樂しく遊びつづけました︒それをみた天

しの人がうたっていますが︑そのとおり︑

そろそろと歩きだしました︒はばたきをし

げが皮にかくれています︒虫はぐっとそり
︑頭をうしろにさげました︒しばらくその

がりました︒足もでました︒ただ︑腹の下
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八344 きょりをさしていいます︒光の速度は︑一

八341 位をもとにして計ります︒それは︑﹁光年﹂

八341 では︑もうまにあいません︒そこで︑もつ

八3310 ︑星のきょりになりますと︑これでは︑も

八4011

八405

八404

1はこがねにかわりました︒さかなをめし 八474 しい村にさしかかりました︒日がくれまし

な手をおふれになりました︒庭の草木は︑

は︑庭へおでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂こん

着物もこがねになりました︒王さまは︑庭

八473

八4010 こがねになっていきました︒王さまは︑朝 八471

八409

がねのさかなになりました︒たまごをおと

八4610

八466

人をさがしにでかけました︒どんどん歩い

が︑やはりみあたりませんでした︒王子も

がねのたまごになりました︒そのとき︑王

まごをおとりになりました︒これもこがね

八479

八477

八476

八475

人の声がきこえてきます︒王子はふと立ち

一けんの小屋がありました︒その小屋のぞ

そうと︑歩いていきました︒ところが︑そ

りました︒日がくれましたが︑王子は︑も

ノ41

︑ハ01 にしてさがしまわりましたが︑やはりみあ

ちがいなかったりしました︒けらいたちは

つかるものではありません︒金持だと思う

八345 地球を七まわり精します︒この早さで計算
八413

八412
八414

︑王女がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂こう

しあがろうとなさいました︒まずコーヒー

八347 りかかることになります︒ところが︑光の

八345 ︒この早さで計算しますと︑太陽から発し

入417

八415

八422

八4111

略V︒﹂とおっしゃいましたが︑王女はなん

八349 分や三十分ではありません︒五日や二十日
八3410 日や二十日でもありません︒五ヶ月や八ヶ
八3411 ︑遠いきょりであります︒さて︑空の星は

女はなんの返事もしません︒王女は︑かた

八4210園

八429

なしいことはありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

さま︑満足なさいましたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 八498

の中へはいっていきました︒中には︑うす

八3510 一万光年の星もあります︒それどころか︑

八4211囹

︑どちらをえらびますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

八503

におふりかけになりました︒﹁︿略﹀︒﹂王女 八502

八488

八3511 の星もちらばっています︒夜になって天の

八431囹

王さまにすがりつきました︒

八509

て︑﹁幸福﹂が立ちました︒そこの家の人

かってある家がありました︒その家のまえ

わけをこの男に話しました︒すると︑その

八362 ふかい感じにうたれます︒しかも︑この大

八4310

八5010

八492

︑
ノ7
40
1の声に耳をかたむけました︒﹁︿略﹀︒﹂王子

八3410 月や八ヶ月でもありません︒﹁光年﹂を軍

八353 三十光年の星もあります︒あのたなぼたも
八422

︑王さまにだきつきました︒﹁︿略﹀︒﹂とお

八357 だというわけになります︒このほか︑五十

八373 さまがいらっしゃいました︒かわいいひと

八441

さまがいらっしゃいました︒王さまは︑ご

八5011

八499

な家へたずねていきました︒だれでも幸福

ほしくない人はありませんから︑どこの家

︑
ノ9
40
1くれるにちがいありません︒けれども︑そ

きのようななりをしました︒だれかがきい

人の心がよくわかりません︒そこで︑﹁幸

な家をたずねていきますと︑いぬのかって

かと︑相談をはじめました︒けれども︑こ

八515園

八514 ︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

福﹂がきたとは知りませんから︑まずしい

八396囹

これという考えはでませんでした︒そこへ
八457

八519

いたてるように鳴きました︒﹁幸福﹂は︑

八517 ヤンとしめてしまいました︒おまけに︑そ

為524 ︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ぐおなおりになります︒﹂これをきいて︑

んぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

八455

一まいのシ

﹁幸福

八374 つ不足なことはありませんでしたが︑もつ

八444

ことお苦しみになりましたが︑いくら手を

八511

ちあわせもございません︒﹂と答えまし

八376 願っておいでになりました︒王女がこがね

八446

れを︑おだしになりました︒これをきいて

︑よくおなりになりません︒王さまは︑﹁︿

八495圏

八379 略﹀︒﹂とおっしゃいました︒ある日︑王さ

八448

八358光っている星があります︒百光年の星もあ 八424 ︑おかなしみになりました︒王女は︑王さ

らぬ人がはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

八452

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒ 幸福

八382

のみ知らぬ人がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

八496

八385

どおりにしてあげましょう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

﹂と︑お答えになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

知らぬ人があらわれました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

八389

八455

八399 こかへいってしまいました︒あくる朝にな

八4510園

八3910た︒あくる朝になりました︒王さまは︑大 八456 というものがでてきました︒その人は︑こ
八3911 すにおさわりになりました︒いすはたちま

その人は︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂これ

八401 まちこがねにかわりました︒王さまは︑ね

八526園

んぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

のまえへいって立ちました︒そこの家の人

八4511

こちとさがしまわりましたが︑ほんとうに

︑おいいつけになりました︒けらいたちは

︑
ノ1
50
1くごめんをこうむりました︒こんどは︑に

八402 こにおさわりになりました︒それもこがね

八465

八464

八5111

八403 それもこがねになりました︒着物を着よう

いへんお喜びになりました︒さっそくけら

八403 物を着ようとなさいました︒着物もこがね

八5210 ふかいため息をつきました︒それから︑か
八534 かい声をだして鳴きました︒﹁幸福﹂はま

八531 にわとりに氣をつけました︒まずしいこじ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といいましたが︑そこの家の

んぼう﹄でございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

のまえへいって立ちました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

八536 もごめんをこうむりました︒こんどは︑う
八537

八539囹
八5311

八542 ︑おもてに立っていました︒そこの家の人
むすびにそえてくれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

八548 略﹀︒﹂といってくれました︒黄色なたくあ
八5410

八552 そうに書ねをしていました︒﹁幸福﹂には︑

八553 人の心がよくわかりました︒おむすび一つ
みはら

すわることもできますから︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

八646囹 うすこしだいてみましょう︒いままでだ

八557 をわけておいていきました︒ 五
八647園

八815園

それはさっぱりしますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

八691園 れは美しくはありませんが︑たちはほん

5月21日

ので︑しろかきをしました︒いねがよく根

だんだん育っていきますQどこの田も︑た

ゆられるようになりました︒黄みどりの新

くだいてこまかくしました︒種まきのとき

6月27日

んどは深くたがやしましたQ

︑きそく正しく植えました︒1かぶに3本

なえをみんなでわけました︒あいだを30㎝

50かぶばかり植えました︒これから︑水

うすをみることにしました︒やく12平方m

ないように氣をつけましょうQ

7月12日

新しいなえがでてきました︒これで︑もう
︑5㎝ぐらいになりました︒どのなえも生

が育ちがよいと思いました︒

7月18日

も生き生きとしています︒根が横へはるの

葉がたくさんでてきました︒新しい葉は︑
︑まるまってでてきます︒ずっと日でりが

おいよく育っていきます︒5かぶをのこし
ほとんど85㎝になりました︒1信ずつ植え

8月18日

い7本ぐらいにふえました︒3本ずつ植え
︑9本ぐらいにふえましたが︑いちばん多
多いので15本になりました︒

ほがでそろいました︒ほの一つぶを

いねのほがではじめました︒葉のついてい
︑黄みどりのほがでました︒田植えをした

x

いているほもみつけました︒やくは︑白く

がたくさんはえていました︒花のさいてい

においもなく目だちません︒

9月4日
のようすをみにいきましたら︑まださいて

たら︑まださいていませんでした︒3時間

9月7日

ω

9誇

れてかたくなっていました︒二つにわって

た︒花は︑1日開きませんでした︒

まるくふくらんでいました︒これが︑きっ

が生みつけられていました︒先生におきき

なごが6びきほどいました︒葉のうらに︑

た︒先生におききしますと︑うんかのたま

9月29日

みんなで虫とりをしました︒いねは︑だん

いねが︑5かぶありました︒先生におきき

ん黄色くなっていきます︒

っておじぎをしています︒1かぶのくきの

たのだとおっしゃいました︒ 10月20日

くきの数を数えてみますと︑大きなかぶは

みんなでしらべてみました︒1本ずつ植え

なかぶは30本もありました︒こんどは一か

が10ぐらいついていました︒3本ずつ植え

みの数をしらべてみました︒1本のほに︑

わないことがわかりました︒もみの数をし

x

いねかりをしました︒いねを根もと

ぐらいずつついていました︒ですから︑1

11月10日

いねこきをしました︒いねこききか

れいなお米がでてきました︒ 11月19日

てもみがらをはじきました︒きれいなお米

がないのでくふうしました︒いたといたの

ょうはもみすりをしました︒きかいがない

︑もみがよくかわきました︒きょうはもみ

の上にひろげてほしました︒ 11月15日

ごみをふきとばさせます︒もみをむしろの

でこいたらよくとれました︒こんどは︑も
︑もみとごみをわけました︒風のくる場所

ねこきをした人もいました︒ぼうのあいだ

x

ようにきちんとかけました︒

根もとからかりとりました︒じょうぶに作

23

八943 ︑種もみひたしをしました︒品種は︑あじ
八945 を︑水の中にひたしました︒ういたもみが
八946 で︑手ですくってみますと︑かるいもみと

5月5日

八949 きどき水をとりかえました︒こうすると︑

八954 すこしふくらんでいました︒

八957 めのようなものがでました︒これが︑ほん
八961 ので︑もみまきをしました︒種もみひたし
八963 かいにしるしをつけました︒土をあまり深
八966 らのないようにまきました︒ひたさない種
八967 しるしをつけておきました︒いつ︑めがで
八9610 ほうは︑まだめがでません︒

八969 ら黄みどりのめがでました︒ひたさないほ

の終りに開きはじめましたが︑お書の時間

あいだだけだと思いました︒

997764422142101076532！9864221097327
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う閉じてしまっていました︒花のさくのは

4

八973 2㎝から3㎝にのびました︒ひたさない種
6月13日

八974 ︑やっとめがでてきました︒水にひたした

八976 うが︑1週間早くでました︒
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にもみすりをしてみました︒どんどんすっ

︵三︶

ここに

つばめほどこくありません︒口ばしの両わ

たくさんまじっています︒もう大きさだけ

には︑親つばめもいますが︑ことし生まれ

んでいることがあります︒この中には︑親

るのを︑よくみかけます︒ときには︑十ぼ

絵がみだれてしまいます︒これは色のばあ

うかべることができますが︑あまりたくさ

ばを組みあわせてみましょう︒二つか︑三

なことばをつけてみましょう︒おしまいに

のことばをつけてみましょう︒﹁風﹂を﹁

しい思いをおこさせます︒﹁風﹂というこ

また憶い海ともなります︒さらに︑﹁虫の

うけしきを思いだしますか︒﹁月﹂だけで

なけしきを思いだします︒この﹁月﹂とい

一つのことばがあります︒このことばを耳
︑文字でよんだりしますと︑夜のしずかな

うな鷹野を あ ら わ し ま す ︒

こえるにちがいありません︒色の組みあわ

にちがった氣持がします︒オルガンのほか

はちがった感じがします︒三音︑四音と組

がするにちがいありません︒四色︑五色と

明かるさがあらわれます︒黄色のかわりに
︑ちがった感じがします︒みどり色のかわ

のそばに黄色をぬりますと︑赤い色だけで

明かるい感じになります︒この赤い色のそ

い紙に赤い色をぬりますと︑明かるい感じ

作ということになります︒

41のげん米がとれました︒平年作は︑1

ものではないと思いました︒やく12平方m

くだけた米もでてきました︒ほしてすぐ︑

こんどはすぐにはげましたが︑くだけた米

26543531108610644211831586443865443
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しているようにみえます︒まもなくさって

にみえるのさえあります︒こうして︑大ぜ

九242てくるといわれています︒つまり︑ことし
九244のことをしらべてみますと︑やはりそうで
九245であることがわかりました︒日本からオー
九246万キロあまりもありますが︑つばめは︑け
九247て自分の國をわすれません︒日本に春がく
九254のをまちこがれています︒ちらりとつばめ
九257略﹀︒﹂といって喜びます︒わけても︑自分
九312国くごぶさたしています︒こちらへきてか
九313團もう四ヶ月になります︒こちらへきたと
秋も終り近くなりました︒ぼくは︑いま
九315團
九317国すれたことはありません︒先生のことを
九318團うらやましくなります︒先生︑おかわり
九319團生︑おかわりありませんか︒みなさんも
九324国もしっかりしてきました︒ぼくがいまい
九329団に美しい湖がみえます︒秋晴れのすみき
九331團くかがやいてみえます︒この湖へつりに
九333国ふながたくさんいます︒四五十センチも
九333團チもあるこいもいます︒いなもいます︒
九334国います︒いなもいます︒それから︑らい
九334團ら︑らいぎょもいます︒らいぎょがふえ
九337團ひらたい貝がとれますので︑なんども湖
九338国の方へとりにいきました︒村の子どもが

といわずにはいられません︒むかしから︑
九2311

ばめたちを運んできました︒さいわいなこ

二台の自動車を加えました︒そうして自動

ることを知らせてきました︒そのつばめを

きょうをまきおこしました︒﹁︿略﹀︒﹂とい

とを︑新聞に廣古しました︒その廣告は︑

せわをする返事をしました︒それと同時に

のことを知らせてきました︒協会では︑喜

り︑雨が降りつづきました︒おりから南へ

ちてきたことがあります︒その年は氣候が

あわないともかぎりません︒しょうわ六年

つばめがたくさんいます︒また︑ときには

してふしぎではありません︒しかし︑その

いって︑冬ごしをします︒つばめは︑鳥の

なふうに渡っていきますが︑ヨーロッパの

ということがわかりました︒しかし︑つば

くのいたがついていました︒それによると

がつばめをつかまえました︒すると︑その

せなくなってしまいます︒つばめのゆくさ

っているのかもしれません︒やがて︑九月

んでいるのかもしれません︒これからいこ

いよくっくりなおしました︒へやはいそい

九3311團
たべることができます︒ぼくは︑先生や
みなく雨が降っていました︒晩の十時に︑

のつばめをつんできました︒そこで︑なる

千ばのつばめが着きました︒その夜半には

エニスへとんでいきました︒それでも運び

九352團ねを十三本つくりました︒そうして︑近

れて︑ほねをおりました︒小さなぼくた
九3411国

九342團 ︑いつも思っています︒せめて︑貝だけ
九343團したいと思っています︒せんだって︑は
九344国のおてつだいをしました︒ちょまを植え
九346團で︑三日間かかりました︒ちょまの根は
九349團りも根をはっていました︒また︑ちょま
十万ばあまりになります︒そのころ︑オi

を運ぶことを申しでました︒つばめをのせ

機をつかうことにしました︒航空会社では

九3310團ンチあまりもあります︒浮びきもとって
るところがつくられました︒いく千という
︑頭や︑手にとまりました︒たくさんのつ
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けして植えていきました︒いもなえは︑

わず手にとりあげます︒うちのかきはし

きの木が三本あります︒朝早く庭にでて

二本や三本はあります︒ぼくたちのかり

っていもをひろいました︒こちらはかき

︑胸がどきどきしました︒母やおばがく

なでいもほりをしました︒大きなうねの

りおこすことにしました︒苦労してかい

いもをほりおこしました︒ぼくのうちで

小鳥がたくさんいます︒かきの色づくこ

九514園

九513

九51一

九506

九505

九4911

九496

九494

ゴウと谷に落ちていました︒﹁︿略﹀︒﹂たき

九499囹

九498

たきがピーピー答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ろうは︑すこしいきますと︑そこはもう︑

実をパラパラと落しました︒いちろうは︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒﹁︿略﹀︒﹂くり

て︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒くりの木は︑

バラバラと実を落しました︒いちろうはく

上の方へ登っていきました︒すきとおった

︑喜んで書きだしました︒もう︑遠くの

リックほどわかりません︒先生︑﹁小公

のことを話していますけれども︑ぼくに

みならいをしています︒﹁小公子﹂のセ

やろうと思っています︒兄は︑大きくな

るようにといわれました︒ぼくは︑おと

﹂をよんでもらいました︒おばは︑﹁小

かかってすぐ帰りました︒おばに︑﹁小

話がしたいと思いましたが︑いそぐ用事

ってとりたくなります︒この夏︑一ど︑

いってながめています︒いつのまにか葉

まごとをして遊びます︒母やおばまで子

九541 ちろうがすこしいきましたら︑谷川にそっ

九5310 略﹀︒﹂りすはもういませんでした︒ただ︑

九537圏

九535

九534

九531

九526

九525

︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒すると︑りす

んぴょんととんでいました︒いちろうは︑

ろうは︑首をひねりました︒﹁︿略﹀︒﹂きの

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒いちろうは︑

九524囹

九522

ろうをみながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九5210

九5110

の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九518 うがまたすこしいきますと︑一本のぶなの

九517 にふえをふきつづけました︒いちろうがま

の方へとんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

の方へとんでいきましたよ︒﹂と答えま

下につるしてくれます︒妹は︑かきの葉

雪のぼうしがみえます︒なつかしいそち

九542 なってきえてしまいました︒そうして︑谷

その道を登っていきました︒かやの枝は︑

小さな道がついていました︒いちろうは︑

な樂隊をつづけていました︒いちろうが︑

の方へとんでいきました︒﹂と答えまし

て︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると︑きの

んな諸隊をやっていました︒いちろうは︑

の景色を思いだします︒当面のよい日は

九543

だんだんそばへいきましたが︑びっくりし

の森でかこまれていました︒その草地のま

て︑目がちくっとしました︒そこは美しい

がら︑その坂を登りますと︑にわかにばっ

九545

﹁かねたいち

九5410

んどうな裁判をしますから︑おいでなさ

九483とんだりはねたりしました︒ねどこにもぐ

九5411

んきゅうな坂になりました︒いちろうは︑

はもういなくなりました︒そのかわりま

九488 ︑おそくまでねむれませんでした︒けれど

九5510

九553

九548

かがんが渡ってきました︒かももきまし

り明かるくなっていました︒おもてにでて
九4811

はうれしくてたまりませんでした︒はがき

いちろうのうちにきました︒

いるだろうと思います︒先生︑みなさん
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九493空の下にならんでいました︒いちろうは︑
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ました︒かももきました︒山には︑つぐ

47

ぐみや︑ひわがきました︒そのほか︑名

さんまいおりていましたが︑いつのまに

のが樂しみになりました︒だんだんたき

のあがるのがみえました︒秋になって︑

すがたがあらわれます︒思わぬところに

ってくるのがみえます︒道もないところ

かり顔をみせていました︒また︑下の方

あたりをみまわしますと︑はるか向こう

の木は大きくゆれました︒すこし氣がお

かなかたたき落せませんでした︒なたを

はがんばっておりませんでした︒木が動

しがみづいたりしました︒下では︑兄や

ぼったことがありました︒のぼるたびに

えないときがあります︒上の方のかれ枝

すのは氣がつかれます︒下からどんなに

ぼる役をひきうけました︒八九メートル

と︑うれしくなります︒母たちもぼくも

いれてひきおろします︒ポキンという音

いことになっています︒高くて手のとど

のようにぬれています︒かれ枝ならば︑

が︑すきではありませんでした︒だいい

帰ったこともありました︒ぼくははじめ

くてあまい味がしました︒小さい妹のた

に雑草の中にありました︒手にとって口

にまでつづいています︒夏のあいだ︑た

かこうがんがとれます︒大きなかこうが

深い谷になっています︒ここからは美し

で三百五十本ありました︒それは︑七月

團團團国匪〕囲国国團国国国重訂国国国国国津国国匪〕團国團囲国国国国團
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九5511たちどまってしまいました︒その男はかた

九639

九638

九636
ユウパチッと鳴らしました︒﹁︿略﹀︒﹂やま

のまえにすわっていました︒ぎょしゃは︑

しずつしずかになりました︒みると︑やま

むりにいばっていいますと︑どんぐりども

九706園 た︒﹁しょうちしました︒お礼なんかい
九706園︒お礼なんかいりませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
九708園の人格にかかわりますから︒そうして︑
九709囹ちらを裁判所としますが︑ようございま

九642

もは︑口々にさけびました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略 九7010園
すが︑ようございますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と
ちばんとがっています︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
九7011園︒﹂﹁ええ︑かまいません︒﹂といいます

九647園

九643

九648園
﹁いいえ︑ちがいます︒まるいのがえら 九711 v﹁︿略﹀︒﹂といいますとや
︑まねこは︑
九657 けがわからなくなりました︒そこで︑やま 九712をぱちぱちさせていましたが︑ とうとう決
九713たらしく︑ いいだしました︒﹁︿略V︒﹂いち
九716ろうはわらっていいました︒﹁︿略V︒﹂やま
ひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂する

九6511

九7111 っとあきらめていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ユウパチッと鳴らしましたので︑どんぐり

︑やまねこがさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょ

りどもが口々にいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九6510

九658

だしながら返事をしました︒﹁︿略﹀︒﹂する

九664

九661

ろうはあわてていいました︒﹁︿略﹀︒﹂する

九6610

九667園

だかわからなくなりました︒やまねこがさ

﹁いいえ︑ちがいます︒まるいのがえら

九7210て︑はかってさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂やま

九7111
たまま下を向いていましたが︑やっとあき

はまたいやな顔をしました︒﹁︿略﹀︒﹂その．

たにたわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂いち

︒やまねこがさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょ 九7211園
どニリットルあります︒﹂やまねこのじ

︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねますと︑男は︑きゅう

いねいなおじぎをしました︒いちろうは︑

て︑﹁︿略V︒﹂といいました︒そのとき︑鋭

思ってふり返ってみますと︑そこに︑やま

まるにして立っていました︒やっぱりやま

腹をつきだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂その

りどもに申しわたしました︒﹁︿略﹀︒﹂どん

九7311
馬車は草地をはなれました︒木ややぶが︑

九7310
すを馬車の中にいれました︒ヒュウパチッ

ろうはわらって答えました︒﹁︿略﹀︒﹂やま

九691

しいんとしてしまいました︒それはそれは

九681

よっと裁判に困りましたので︑あなたの

九695

は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ぐりどもがまいりましょう︒どうも︑毎

この裁判で苦しみます︒﹂そのとき︑い

ねるような音をききました︒びっくりして

くりしてかがんでみますと︑草の中にあっ
のところの草をかりました︒そこへ四方の

ぎょしゃにいいつけました︒ぎょしゃもた

うワアワアいっていました︒ぎょしゃは︑
ガランガランとふりました︒すずの音は︑

九705

かがいたいと思いましたのです︒まあ︑

〉。

九696 て︑だまってしまいました︒そこで︑やま 九741ようにぐらぐらゆれました︒いちろうは︑
九698 いちろうの手をとりました︒ぎょしゃも︑
九744 つきで遠くをみていました︒馬車がすすむ
九6910 ユウパチッと鳴らしました︒やまねこは︑ 九748んぐりにかわっていました︒そうして︑や
九6911囹 ありがとうございました︒これほどのひ 九752すを持って立っていました︒それからあと
九701園 たづけてくださいました︒どうかこれか 九753うはがきは︑もうきませんでした︒やつぱ
九703園 うかきてくださいませんか︒そのたびに 九762どある貝つかへいきました︒先生が︑町角
九704園 びにお礼はいたします︒﹂といいました︒ 九765ところに集まっていました︒おかみさんが
九767むきみをつくっていました︒みるまに︑貝

よくきてくださいました︒じつは︑おと

九672 ユウパチッと鳴らしました︒やまねこが︑
九731 ︑風にバタバタ鳴りました︒そこで︑やま
九673 ひげをひねっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁い
九733くびをしながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂白い
九677 一やまねこがさけびました︒﹁︿略V︒﹂ぎょ 九736が︑ひっぱりだされました︒そうして︑な
九6710 りはみんなしずまりました︒やまねこがい 九737ちのうまがついています︒﹁︿略﹀︒﹂やまね
九6710 ちろうにそっと申しました︒﹁︿略﹀︒﹂いち 九738圏
ちへお送りいたしましょう︒﹂やまねこ
九739 vやまねこがいいました︒ふたりは馬車

九6610

もはやっとしずまりました︒やまねこはぴ

く︑あわれにきこえましたので︑いちろう

〉。

九721園までのとおりにしましょう︒そこできょ
九726早にぎょしゃにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂ぎょ

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒いちろうは︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒男は︑喜んで

421076521111096110975198643107
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︑かなしそうにいいました︒いちろうは氣

九565くおちついてたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂する
九566園
はやまねこを知りませんか︒﹂すると︑
九568やっとわらっていいました︒﹁︿略﹀︒﹂いち
てそれを知っていますか︒﹂といいまし
九572園
九573て︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒すると︑その
は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁みました︒それできたん
九575三

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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のせておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂先生

九768 山が家のまえにできます︒先生が︑リヤカ
九769

九772園人は貝をたべています︒むかしといって
なったところがみえます︒﹁︿略﹀︒﹂もうす

九778 いように歩いていきました︒平らな畑やた
九7710

にでておいでになりました︒﹁︿略﹀︒﹂主人

九785 の農家にたちよられました︒しばらくして
九786

九788圓 てもらうことにします︒﹂主人も︑くわ

と三十分ほってみましょう︒﹂もう︑む

にみえる物もあります︒それから土器︒

などいろいろあります︒ここからでるの

九槻6 ︑ちくりとつきさしました︒それにはさす

九麗4 にまかれそうになりました︒ぐずぐずして

九翌2 も手足がうまく動きません︒そのうちにみ

九牛2 さけてにげようとしましたが︑どうしても

九麗1

しばりつけようとしました︒みつばちは︑

この中にいれておきました︒ピリピリッと

九千10

九宗7

人は︑ひとりもありませんでした︒四人が

ピリッとふえが鳴りました︒あとの三十分

九儒1 しろすがたをみていましたが︑くもはどう

あみがにわかにゆれました︒くもは︑きっ

光る星をみあげていました︒そのとき︑あ

もり歌もきこえてきます︒くもは︑その子

んのなき声がしています︒子もり歌もきこ

した︒星が光りだしました︒どこかであか

みもはることはできませんでした︒星が標

あいだに︑巣をかけました︒﹁︿略﹀︒﹂ここ

一びきのくもがいました︒黄色と黒のし

九三11

九三6

九二5 いたみもきえていきました︒目のまえのば

九悩2 りにいいにおいがします︒まつ白なばらが

九鵬11

九鵬10

そのまま地面に落ちました︒天略﹀︒﹂くも

もりの羽にたたかれました︒あみは︑すっ

九二8 ︑こちらにとんできます︒あみにつきあた

九三3 しくてどうにもなりませんでした︒しばら

にげていってしまいました︒ゆうゆうとと

くもも︑びっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂くも

︑もう一ど整りしましょう︒﹂帰りは︑

うにみじかく思われました︒又略﹀︒﹂帰り

九鵬1どうすることもできません︒それより︑自
八

12了

九鵬10

九鵬9 って上の方をみあげました︒いまのぼりか

は︑﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒こう頼まれる

あなをあけてしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂ぶっ

九鵬11囹

九二3

ころをつくろいかけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

しまうわけにもいきません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ばって身がまえをしました︒星はだんだん

口にしたこともありませんでした︒いま︑

耳にしたことはありませんでした︒また︑

﹂﹁︿

くもにはすぐわかりました︒ブンブンブー

いところで羽音がしました︒それは︑みつ

九糊3園

九柵11

面高3

ちゃんと知っています︒いましがた︑み

ようちょを手ばなしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九㎜1 うになつかしくなりました︒くもの小さな

へいきたいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ってみたいと思いませんか︒﹂﹁

︑しずかに光っていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1

んきれいに光ってきました︒あかちゃんの
︑子もり歌もきこえませんでした︒風が思

肺肝9

記慨9

だんだん近づいてきます︒﹁︿略﹀︒﹂くもが

九糊4園
九鵬8園

はほしいとは思いません︒﹂﹁

だことも知っています︒だから︑わたし

﹂﹁︿略
ちも︑くもに向かいました︒くもは︑ふと

うに思いだされてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1

つばちにとびかかりました︒みつばちも︑

まっすぐにとんできました︒ブブブブ

九愉4園

ももいっしょにゆれました︒ブンブンブン

九鵬4

ちょうちょをとらえました︒大きな口をあ

ばらの花が動いています︒おかしいなと︑

う羽音がきこえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂思わ

12了

九鵬5

128

ってその方をみつめました︒あぶが︑足を
︑すいとにげていきました︒おまけに︑あ

129

だすべつてはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ヤカーをおして歩きました︒

なかよ

86

129

九7810 てきて︑かしてくれました︒そこへ着くと
けいっぱいにはいります︒﹁︿略﹀︒﹂私たち

どんなふうにほりますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

86

129

九791 の中へお立てになりました︒土はやわらか
九792

九7910囹 どを︑ここへすてました︒それで︑ここ
くてうずうずしていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

九801園 ってみることにしましよう︒﹂私たちは︑
九802

九804園

ところをほってみます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁一

九803園．りしごとにかかりましょう︒まずどんな
九805園

くのがいいと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこ

九808園 はちょっとわかりませんね︒もし︑手あ
九812園

九817みんなは︑ほりだしました︒﹁︿略﹀︒﹂前略
九821ほっておいでになります︒ ぼくらは︑とき
九824物などがたまっています︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V
九828んけんになってほりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
九837 ︑先生におたずねしますと︑又略﹀︒﹂と︑

85

85

85

86

86

86

86

129

10了

129

129

129

129

129

130

130

131〕

131〕

130

131

131

131

九8311しずかにおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂先生

109631108542119854322136299854311175
園吉書
園 園
131

九842わっておいでになりました︒又略﹀︒﹂だれ
九847 っかにしてほっています︒先生のふえが鳴
九848 ︒先生のふえが鳴りました︒みんなはほる
九848んなはほる手をとめました︒﹁︿略﹀︒﹂もう
九849園これで三十分ほりました︒わたしは︑な
知ってくると思います︒みなさんのひろ
九8411囹

九853囹︑もりなどがあります︒石で作ったもの

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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そうに羽をととのえました︒それから︑ま

九⁝⁝6
りらくな氣持になりました︒いまのいまま

りとしらみかけてきました︒﹁︿略﹀︒﹂こう

深い森のそばをとびました︒夜明けが近づ

＋1210さんをみてそういいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

いとは思えなくなりました︒﹁︿略﹀︒﹂そん

九⁝⁝8

九酩1

うについてきて困りました︒そういういな

なことをくもは思いました︒

九帯10

みをかけようと考えました︒くもはのその

十74

九酩4

十131園のこしておいてきました︒わたしは︑そ
十132園わいものではありませんよ︒﹂おとうさ
十133 ﹂おとうさんがいいました︒それから︑三
十134飯ってほしいと頼みました︒方言でできた
十136は︑きいて知っていましたから︒少女たち
十139歌ってきかせてくれました︒なんとかわい

花のにおいがしていました︒くもは︑うつ

十711

十78

十77

︑おとうさんも困りましたので︑子どもを

のぞきこむようにしました︒こんなにうる

びに︑目をまるくしました︒おとうさんの

十1311るくいう旅人もありますが︑おとうさんが

＋1310
子どもたちではありませんか︒あんないな

十82

てやったこともありました︒二月半ばかり

して遊んでいたりしますと︑そのなかまい

て通ったこともありました︒しかし︑おと

十1411 ︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒この少年の問

十143でせんたくをしていました︒フランスのい
十145川の水にうつっていました︒その川の岸で
十146とりの少年にもあいました︒たぶん︑その

︑ころっと横になりました︒目をつむると

らっているではありませんか︒くもは︑ふ

くもの頭をなでています︒上をみると︑わ

十84

︑しげしげとみつめました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1

ものお友だちができました︒そういう子ど

十151とおとうさんも困りました︒フランスだっ
十155うじきにその答をしましたら︑少年は︑さ
十156にこんなことをいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
十159が︑力をいれて答えました︒この返事に︑
十161うかべるようにいいました︒フランスのい
十163さんもうれしく思いました︒かしこそうな
てくれる少女もありました︒あのとげとげ

十87

＋1610さんがいってきかせました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑とりすがろうとしました︒そのひょうし

らしい少女にもあいました︒みあげるよう

リポタリと落ちてきました︒くもは︑目が

う頭の上まできていました︒つゆが木の葉

もなんども思い返しました︒月はもう頭の

十108

十105

十103

十101

よくいってこしかけました︒その橋のたも

寺の高いとうもみえました︒そのあたりは

︑その下を流れていました︒岸にある丘の

ている子どもにあいました︒そのいなかの

しだいにかわってきました︒ちょうちょに

ばし足をのばしてみました︒ふしくれた手

そろしく思われてきました︒白ばらの花は

う話しかけなくなりました︒ぐっすりねむ

にくれるようになりました︒プラタナスの

十277

︑やつでほどもありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

たり︑わらったりしました︒けれども︑お

十1112

十126

十124︑ひろってきてくれました︒こうして︑ず 十274 けていきたいと思います︒
わざわざ遠くに

十2011囹
まざまな色になります︒﹂10せんたく物
ににげだそうとはしませんでした︒つばめ

十2710

ねんにみようと思いますま
︒た︑くもがの

︑つくりたいと思います︒庭の木に小鳥が

しい土地の上をとびました︒湖の岸べをと

こない女の子もありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

た︒湖の岸べをとびました︒深い森のそば

十128

ると︑風がふいてきました︒風と思ったの

十1111

ゆが木の葉にたまりました︒たまったつゆ

できるものかと思いました︒その少女のわ

十1011 ︑毎日のように落ちました︒三人の少女は 十171 ︑また太郎がたずねましたので︑おとうさ
十1012 へきては︑遊んでいました︒おとうさんが 十171 ︑おとうさんは答えました︒﹁︿略V︒﹂ 三
十112 わかしてもらっていますと︑きまって︑そ 十174園
のことばでは通じません﹃
︒︿略﹀︒﹄なん
十114 たちも遊びにきています︒いずれも︑八つ 十175園わかるものがありません︒そういう遠い
十119 ばへくるようになりました︒ひろい集めた 十177園ばがこいしくなります︒こうしておまえ
十178園かってみたくなります︒わたしは︑外國
十179囹ありがたみを知りました︒おまえたちは

十109

︑小さな葉をくれませんか︒﹂と︑おと

十812

えてなかなかねむれません︒﹁︿略﹀︒﹂こう

︑おとうさんが頼みましたら︑少女たちは

十96

そのままだまっていました︒自分は︑こう

十122園

︑くもは︑目がさめました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

のつばめにひろわれました︒くもは︑つば

十123

十206囹けた光を写してみますよ︒﹂という先生
とができたかもしれません︒けれども︑べ

ま︑空をとんでいきました︒くもは︑力い

十711

らとねむくなってきました︒﹁︿略﹀︒﹂くも

なんだか氣がすすみません︒それで︑その
︑じっとすわっていました︒あたりには︑

もはのそのそと歩きました︒けれども︑な

ひらりと舞いあがりました︒ちょうど白ば
︑ひとりごとをいいました︒くもは︑おな

554311196525104321117711109842エ111010832
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十282 べておきたいと思います︒こんな動植物だ
十286 べていきたいと思います︒観察すればする
どろくにちがいありません︒ ︵二︶ 私は
＋2810

十292らべたいと思っています︒たとえば︑毛糸
十295考えてみたいと思います︒また︑一つの和
十301がしてみようと思います︒もし︑弟や妹が
十303 いってみようと思います︒このように︑な
十305を︑もちたいと思います︒ ︵三︶ ぼくは
十307はたらきたいと思います︒家では︑弟たち
十309けとなりたいと思います︒父や母のために
十311ようにしたいと考えます︒ぼくがいるため
十316 っていきたいと思います︒かげで人のわる
十318んでいきたいと思います︒自分をえらそう
十321えをもちたくはありません︒ぼくは︑この
十326を︑もちたいと考えます︒ 五 発明二つ
︑﹁きっと成功します︒世界のために︑
十4011園

＋4012た
園の願いがかないます︒﹂こういつて︑
ことが︑二つあります︒ 一つは︑ダイヤ
十467園

から敬意をささげます︒養殖眞珠発明の
十4611七

十476 つれて︑さんぽにでました︒家から十二三
十481 ︑妹にはそうはいきませんでした︒四十分
十482 のではないかと思いました︒これは︑足が
十485にいそぐこともありませんでしたので︑妹
十487にして︑つれていきました︒ためしに︑私
＋4912の意味がよくわかります︒家からでてしば

十5011 ﹁フッ﹂と息をはきました︒妹は︑わらい

十502が一びきすわっていました︒﹁クロイワン
十504りの毛が︑ぬけていました︒﹁キタナイワ
十509ようなかっこうをしました︒﹁タッチケル
＋5012︑ひとりごとをいいました︒母がこしらえ

十514 ︑なんどもくり返しました︒いぬは︑まば
十516パンをたべようとしません︒﹁イラナイノ﹂

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
5了 57 57 56 56 56 56 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 52 52 52

いいだしたりしていましたが︑やっと歩き
︑やっと歩きはじめました︒五六歩いった

花

妹の作文

ふ

コスモスの

コスモスがさきました︒きれいにさき

略V︒﹂といって喜びました︒

おりていってしまいました︒男の子は︑﹁︿

からだを手でいじりました︒ふくろうは︑

ふくろうをみにいきました︒そうしたら︑

だしていこうと思います︒

その力に︑おどろきました︒かいこが︑皮

げなく妹の作文をみました︒なんと︑わけ

らやましくさえなりました︒あるとき︑な

ちがつたものになります︒どうして︑こん

すらと書けなくなりました︒むりに書くと

りありとうかんでいます︒七五三の記念写
︑こんなことを考えました︒ 新しい世界

で︑たき火をしていました︒そのけむりや

をいいあらわしています︒自分で︑﹁イコ

すぐ水そこへもぐりました︒﹁ハナガサイ

て︑水の中をのぞきました︒きんぎょが一

ると︑水おけがありました︒そこに︑すい
︑きれいにさいていました︒妹は︑そこへ

をいって︑歩きだしました︒まだ︑いぬが

て︑手に持つといいます︒かたにかけると

をことばにして喜びました︒そのとき︑い

シタ﹂といって喜びました︒﹁オスワリシ

いぬがもつくりおきました︒﹁ワンワンチ

なってねそべっていました︒﹁ワンワンチ

き︑あとをふり向きました︒すると︑さっ

となびたことをいいました︒門からもどっ

はいっていこうとします︒そのとき︑私を

よこちょこ歩きだしましたが︑よその家の

ぶして︑そばを通りました︒みると︑なる

42198521110753175311211875432121198644
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した︒きれいにさきました︒白と︑もも色

んぼのだんながありました︒おかみさんを

ろい人物になっています︒ 狂言﹁ぶす﹂

とを︑なんでもやります︒めうえのいばっ

郎かじゃが︑現われます︒かれらは︑だん

ろう

狂言はそうではありません︒つぎの﹁ぶす

もてが︑よくわかります︒ことばも︑能は

いうものが演じられます︒狂言はめんをつ
︒狂言はめんをつけません︒そうして︑能

あるものとなっています︒みなさんも︑大
︑喜ぶだろうと思います︒能といっしょに

のが︑たくさんありますが︑能は︑その中

べて︑研究されています︒日本の絵画や︑

れそれのめんがあります︒そのために︑能

うでは︑めんをつけます︒おじいさんのめ

ちがうところがあります︒いちばんちがう

のをみたことがありますか︒能を知らない

って︑風にゆれていました︒七ぶす

たので︑びっくりしました︒もう︑親竹と

ぐん早く大きくなります︒たけのこは︑ど

せいくらい高くなりました︒たけのこは︑

のせいより高くなりました︒もう︑先生の

も︑せいくらべをしますよ︒もう︑たけの

なのところまでありました︒あしたもあさ

のこが一本はえてきました︒私は︑たけの

ったのをおし葉にしました︒お月見私

に︑三たばずつあげました︒私は︑のこつ

って︑五まいあまりました︒おとなりのよ

ひもでいわえて数えました︒そうしたら︑

んな負けずにひろいました︒うちに帰って

さん落してくださいました︒みんな負けず

こいもも色のがさきました︒いまはきれい

975212118764311！8485411108431121197547堕

＋6610園
い︑はい︒わかりました︒﹂太郎かじゃ
をそろえて返事をしました︒そんなおそろ
けないようにしていました︒でも︑こわい
かえってみたくなります︒それに︑だんな
うということになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
すを︑さらりと開きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
からかみをひきあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑あおぎつづけていました︒そのうちに︑
まん中にかかえてきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿干

て︽ふたをあけてみました︒べつにどっき
いものがはいっていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
を︑口に持っていきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

自分も指をつっこみました︒﹁︿略﹀︒﹂ふた

んこに指をつっこみました︒そうして︑う
っぽになってしまいました︒﹁︿略﹀︒﹂おく

かけものをひきさきました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

じゃは︑心配になりました︒太郎かじゃの
ンとくだいてしまいました︒そこへ︑だん
︑だんなが帰ってきました︒すると︑太郎
︑おいおいなきだしました︒﹁︿略﹀︒﹂だん

声をあげてなきだしました︒次郎かじゃも
けにとられてたずねました︒太郎かじゃは
おいなきながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

をとって遊んでいました︒私が負けて︑

ひきさいてしまいました︒次郎かじゃは
なみじんにいたしました︒あまりの申し
大どくとうかがいました︑おそろしい﹁

1了
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十一239囹

十一238

を返してもらいましょう︒ひとりぐら

かりついてねむれません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

じゅうぶん働けますよ︒﹂元氣よくい
十一2311

にもらってもらいました︒﹁︿略﹀︒﹂元氣

の目から教えられました︒おかあさまの

︿略﹀︒﹂と追いかけました︒

十一242園

のえ顔から生まれます︒

十一244園

二宮金次

郎のことをお話します︒二宮金次郎の生

十一246

三

にのみやきんじ

あとなくぬぐわれます︒朝も︑査も︑夜

もんという人がいました︒働くことがす

十一2412 子どもをつれてきました︒そうして︑﹁︿

十一248園
十一251圏

人に買ってもらいました︒そのお金は多

略﹀︒﹂といいあいました︒そのあくる日

してもらってきましょう︒﹂母親は︑

て︑母親にすすめました︒﹁︿略﹀︒﹂母親

ってきてもうけますよ︒﹂金次郎は︑

んという人がありましたが︑たいへん情

な身代をこしらえました︒その子どもに

かしてやったりしました︒この人が金次

十一253

お金は多くはありませんでしたが︑四人

れないようにしましょうね︒﹂といい

わくて︑よく働けませんでした︒そのう

十﹁256
十一256

んな流されたりしましたので︑いつのま

十一2512

十一2511

さつの本をみつけました︒それは﹁大学

っぱになっていきました︒金次郎は︑一

も困るようになりました︒しかし︑りえ
︑ほねをおっていました︒そういうとき
いをしてよく働きました︒また︑父親の

十一268 ないと書いてありました︒金次郎は︑そ

十一258 らじを作ったりしました︒ふつうの子ど

て働くことになりました︒そのとき︑父

をもうけたりもしました︒金次郎が十二

十一2610

こう︑うわさをしましたが︑金次郎は耳

で読みながら歩きました︒﹁︿略﹀︒﹂村の

勉強がしたくなりました︒まきをとりに
親が病氣でねていましたので︑金次郎が

十一271

れず︑それを続けました︒お正月がくる

にでることになりました︒金次郎は︑年

ぐらがまわってきました︒たいこをたた

十一273

から家へやってきます︒百文はらうと︑

十一274
十一276

十一275

にすまないと思いました︒そこで︑金次
いことを考えつきました︒毎晩︑家に帰

文はずむ者もありましたが︑金次郎のう

をしてみせてくれます︒中には︑正月だ

たないことはありませんでした︒それど

じを作ることにしました︒これを持って

十一278

十一277

ということはいえません︒母親と相談し

十二文さえもありませんでした︒そんな

れている人もあります︒金次郎はわらじ

十一279

早く工事場へいきました︒たくさんの人
をさしだしていいました︒﹁︿略﹀︒﹂おと

十一283

十一282

うけんめいに働きました︒そのうえ︑夜

られることになりました︒いままででも

︑流されてしまいました︒このとき︑金

氣で死んでしまいました︒おまけに︑さ

ないふうをしていました︒金次郎のうち

十一286

そりと勉強を続けました︒夜の勉強には

十一2710

十一288

たないで︑すみません︒どうかそのか
十一229三

ふたりの弟がありました︒いちばん下の

十一289

十一2711

にか切りぬけてきましたが︑いまはどう

喜んではいてくれました︒金次郎が十四
︑父親がなくなりました︒金次郎の下に

まはどうにもなりません︒母親は︑金次

ぐには受けてくれませんでしたが︑おし

22

十661ひとりでくらしていました︒あるとき︑こ
十663でいかなければなりませんでした︒でかけ
十665 ︑きびしい声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
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いっしょに歌いだしました︒﹁︿略﹀︒﹂太郎
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十一531囹

の氣持でゆずりましょう︒﹂どれもみ

だをこぼしています︒そんなにおさな

や︑電車は動けませんよ︒﹂とさけん

けないように働きます︒日本のこくぐら
︑北海道だといいます︒さっぽろに農学

ライラックを植えましょう︒おとうさん

ます︒やぎもかいます︒やぎ小屋のまわ

でバターをつくります︒やぎもかいます

十一702

十﹇6912

十︻6910

十一697

十一696

十一693

十一693

十一6810

十一686

十一685

くなってなきだしました︒病人はしげし

して父親の方をみました︒すると︑かな

した︒病人は動きませんでした︒少年は

る︑うでをつかみました︒病人は動きま

︑天略﹀︒﹂といいました︒ ︵二︶ 少年

を歩きまわっていました︒その大きなへ

いがただよっていました︒看護婦がふた

勉強には油がいります︒その油を自分で

にすることができました︒この一びょう

十一536園

だをこぼしています︒﹂といった︑し

十一641

十一638

十一637

つたことを知らせました︒母親は︑その

︑ナポリに上陸しました︒ところが︑に

そうな目をしていました︒少年は︑ナポ

せ︑父親をたずねました︒少年は︑色の

十一709園

十一707囹

十﹁706

十一703

︒ぼくがわかりませんか︒なんとかひ

ですよ︒わかりませんか︒チチロです

﹂と︑少年はいいました︒﹁︿略V︒﹂けれ

しいところはありませんでした︒息をつ

れそうになっていました︒ただ︑ひたい

は︑とても思われませんでした︒かみの

園の卒業式がありました︒弟が卒業する
︑母にかわってでました︒正面のテープ

十一648

たまりに植えてみました︒すると︑秋の

て︑本を読み続けました︒金次郎は︑ま

くさんの実がつきました︒これを油にか

き地にまいておきました︒あくる年の春

をとる．ことができました︒やがて︑金次

十一547圃

ことばではありませんか︒﹂軍略﹀︒﹂

︑くちびるは動きませんでした︒こうも

おこすことができました︒そればかりで
十一597園

十一549園

んがかざつてありました︒ようち園の止

十一656

いう名を思いだせませんでした︒﹁年よ

ら︑その名をいいました︒しかし看護人

と︑看護人がききました︒少年は︑もし

いくようにといいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一7111

十一718

十一716

十一714

﹂と︑少年は考えました︒﹁︿略﹀︒﹂少年

おろして待っていました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

うに息を続けていました︒少年は︑いす

田園

しくこしかけています︒園長さんが︑だ
十﹇6410

十一657

と︑看護人がききました︒ズ略﹀︒﹂と︑

十一7012 あとで︑目を閉じました︒﹁︿略﹀︒﹂病人

上にお立ちになりました︒女の先生が︑

十一654

十一652

の席で立ちあがります︒子どもと父兄と

十﹇659

みるとがっかりしましたが︑自分はちの

い返事をして立ちます︒それをみようと

ただくことになりました︒総代の名が︑

十﹇6511

どまえだと思います︒﹂看護人は︑し

十一727

おぼえながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略 十一725

少年は口早にききました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

りしてとびあがりました︒それは看護婦

十一723と︑いろいろ考えました︒そのとき︑少

うと思い返していました︒去年︑みおく

ときわ高く呼ばれました︒弟の名でした

十一663園

婦はやさしくいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

れまで歩いていきました︒そうして︑大

十一736

十一735

十一733

護人とがついていました︒その人たちは

はしにはいってきました︒さっきの看護

の鳴る音がきこえました︒みると︑医者

十一669は心配そうにききました︒看護人は︑少 十一732 ずにいってしまいました︒半時間ばかり

においでになりますからね︒﹂看護婦

十一729

ドアのまえまできますと︑その中にはべ

十一731園

しばらく考えていましたが︑ふと思いだ

こんどはまちがいませんでした︒園長さ

十一672

二列にならんでいました︒﹁︿略V︒﹂と︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ながら︑席に着きました︒私はほっとし

十一675

十一674

十一667

十一664

た︒私はほっとしました︒そうして︑手

めている者もありました︒また︑子ども

人たちをみまわしました︒中には︑死人

十一739

十一739

少年は立ちあがりました︒医者は少年を

ばのベッドまできました︒医者は︑せい

いへん長く思われました︒医者がすぐそ

そばに立ちどまりました︒待っているそ
十一6712

十一召8
十一683

十一7312

がら︑中へはいりました︒少年は︑勇氣

よに北海道へいきます︒北海道へいって

っている者もありました︒大きなへやは

十一678

やがいもをつくります︒それから︑えん

十一684

じゃがいも

えんばくもつくります︒ぼくは︑おとう

氣を頼もしく思いました︒

持を頼もしく思いました︒すこしぐらい

らでなおして進みました︒こんどはまち

﹂と︑大声でいいました︒弟は︑さっさ

れたような氣がしました︒弟は︑すこし
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49
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お読みあげになりました︒又略﹀︒﹂﹁︿略

十十十十十

歩ほどまえに進みました︒そうして︑園

われるようになりました︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一741

︒医者は少年をみました︒﹁︿略V︒﹂と︑

十一743囹 きたのでございます︒﹂と︑看護婦が

十一744 と︑看護婦がいいました︒医者は︑手を
十一7410

と看護婦にたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一746 少年のかたにかけました︒それから︑病
十一7411園 かわりはございません︒﹂と︑看護婦
てから︑こういいました︒﹁︿略﹀︒﹂その

十一7412 と︑看護婦は答えました︒すると︑医者
十一751
いおこしてたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
をかげながら答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十一753
十一756

十一7512 たかったが︑いえませんでした︒医者は

十一761 者はいってしまいました︒そこで︑少年
十一761 年は看病にかかりました︒が︑ほかにな
十一762 てすることもできませんでしたから︑病
十一766 れを飲ませたりしました︒病人は︑とき
十一768 ようなようすはしませんでした︒でも︑

十一767 どき少年の方をみましたが︑わかったよ

十一769 して第一日はすぎました︒夜になると︑

十一769 じっとみつめていました︒こうして第一

わかにわるくなりました︒医者は︑まっ

ずはらはらしていました︒ところが︑五

十一8510囹

十一859園

にぼくをみています︒どうか︑ここに

したうちへ帰りますから︑もうすこし

るを動かそうとしました︒それが︑とき

まないようになりました︒また︑なにか

さめることがありました︒それは︑よう

て︑すすりなきしました︒が︑ただ一つ

ばかりに頭をふりました︒少年は︑いす

十一871

十一8612

十一865 と︑看護人が答えました︒﹁︿略﹀︒﹂病人

十﹁863 と︑父親はたずねました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一861

十一8512

親はチチロにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

少年の方をみていました︒父親はチチロ

た︑病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

少年をみつめていましたが︑やがてまた

にもはっきりとしましたので︑少年は希

十﹁8711

十一8711

十一878

とはげましたりしました︒その日も︑そ

とすこしもかわりませんでした︒チチロ

また看護をはじめました︒その熱心とそ

としたようにみえました︒で︑チチロは

︵四︶少年

十一874 護人が小声でいいました︒﹁︿略﹀︒﹂父親

はっととびあがりました︒のどまででか

という声がきこえました︒少年は︑思わ

十一881

つとつきそっていました︒そのつぎの日

その

へやにはいってきました︒少年は︑する

十一884

︵三︶

﹂といって力づけました︒

の場に立ちすくみました︒男はみまわし

十一885

よいよ困難になりました︒夕がたの回し

日ずっとそばにいました︒しかし︑病人

ういってでていきました︒

れがさけびを発しました︒﹁︿略﹀︒﹂男は

十一887

十一886

年の方へとんできました︒少年は︑父親
せまって息もつけませんでした︒看護婦

うでの中にたおれましたが︑胸がせまっ

をだすことができませんでした︒﹁︿略﹀

手がかけよってきました︒少年は︑まだ

十一8812

十一8810

のをいいたげにしました︒また︑やさし

を病人からはなしませんでした︒病人は

十一889 ︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒そこで︑チチ

十一892

十一891

に暗くなっていきました︒その晩︑少年

うかぶこともありましたが︑それも︑だ

ずりしてからいいました︒﹁︿略﹀︒﹂少年

十一835国園チチロをやりました︒﹄って手紙が

十一894

人をみまもっていました︒あかつきの光
だけ︑やっといいました︒﹁︿略﹀︒﹂父親

﹂と︑医者はいいました︒少年は病人の

十一895 つれてはいってきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

て︑また目を閉じました︒そのとき︑少

病人の手をにぎりました︒病人は︑目を

十一897
十一899

十一898

て︑病人の方をみました︒沢略﹀︒﹂と︑

あきれてうながしました︒少年は︑また

五日のあいだいました︒おじさんは︑

のおじさんがいます︒ぼく︑ここに五

ばがほとばしりでました︒﹁︿略﹀︒﹂父親

十一904 をかべからはずしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一903

十一902

十一901

をまっすぐに立てました︒看護婦が十字

いだうつむいていましたが︑やがてから

と︑少年はさけびました︒医者は︑病人

っと少年をみつめました︒すると︑少年

もぼくをみています︒ぼく︑あの人に

十一8911 めたような氣がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

病人の方をながめました︒病人は︑その

分の方へひっぱりました︒少年はふり返

55421211108753
罪業囹

十一7612 ︑その上でねむりました︒そうして︑朝

了9
了9
79

うすを話そうとしましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
山十十十十十十十十十十

十一771 また看病をはじめました︒その日は︑病
十一772 もしたようにみえました︒少年のいたわ
十一774 うかぶようにみえました︒そうして︑な
十一776 くちびるを動かしました︒ちょいちょい
十一778 さがすようにみえました︒医者は二どき
十一779 ように思うといいました︒夕がた︑コツ
十一7712 みたような氣がしました︒そこで︑少年
十一781 望みをかけはじめました︒少なくとも︑

十一785 と病人をはげましました︒たとえわから
十一7811 んめいになっていました︒一日に二ど︑

十一789 も︑四日めもすぎました︒すこしよくな
十一791 も︑ほとんどたべませんでした︒少年は
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十一908

十一906
﹂と︑医者はいいました︒﹁︿略﹀︒﹂その

と︑少年はさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

に渡しながらいいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十一913 の中から取ってきました︒そうして︑そ
十一914

方の手で目をふきました︒﹁︿略V︒﹂そう

十一916圓 げるものがありません︒これを病院の
十一9111

十一921園 しぼんでしまいます︒﹂そういって︑
と口にのぼってきました︒﹁︿略﹀︒﹂そう

十一925園 にのこしていきます︒看護婦さんあり

や

やまぶき

がたなをとりあげました︒孟子がぴっく

ははたを織っていましたが︑孟子の顔を

のそばへかけよりました︒そのとき︑母

十二245

十二243

十二241

十二237

十二234

ひとり遊びができますが︑めいの民ちゃ

り困ることはありません︒ふたりのまご
まさお
いとおいにあたります︒おいの正男ちゃ

いいすぎではありません︒やしきがすご

りょがちにしていますが︑母をはじめ︑

ときいてもわかりません︒姉だけにわか

のをいいかけていますが︑ちょっときい

こもしっこもいえません︒早く︑いえる

ヶ月で︑まだ歩けません︒発育がたいへ
十二2412

十二2410

十二246

く略﹀︒﹂とたずねますと︑母は︑﹁︿略﹀

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

十二2412

︿略﹀︒﹂とたずねました︒すると︑老人

ケットに手をいれましたが︑とりだして

十一一252

十二251

︑﹁︿略﹀︒﹂と答えました︒この老人は︑

十二255

十一一254

らせるようになりました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

たさせるようにしました︒はじめはいや

をはいまわっています︒わたしは時間を

を覚えたいと思います︒学校から帰って

で書物を読んでいました︒それをみた土

十二2510

十二257
の書物を手にとりました︒そうして︑ぺ

ッという音がしました︒ははあ︑これ

れるものがありません︒せんだって︑

おなりではありませんか︒はじめ短い

んいい色になりましたね︒﹂﹁ああ︑ こ

十二2612

十二2612

十一﹇268

くことはまだできません︒たった九十セ

けてしまったりします︒けれども︑かん

をぐるぐると歩きます︒ちゃぶ台をだし

十二2512園 ようにしてみせます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂民ち

子もりをひき受けます︒姉が︑いそがし

いるものだと考えました︒そこで︑リビ

もはひとりもいません︒もしけがでも

ことばをいっています︒わたしも早くそ

︑﹁︿略﹀︒﹂とききました︒すると︑老人

ケットにいれていました︒そのようすを

ガラスのか

たち切ってしまいました︒孟子はおどろ

C
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0
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Q

O

O
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医〕

十一9211

トップ

十一932 を小わきにかかえました︒夜は明けかけ
十一933 夜は明けかけていました︒ 一

十二48 ブスの成功を祝しますと︑ひとりの男が

十二45 人はだいへん喜びました︒ある日︑祝賀

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒人々は︑なん

十二52 いってあざわらいました︒これをきいた
十二57

十二59 いながらやってみましたが︑もとより二

いことでございましょう︒﹂

もなく立てていいました︒﹁︿略﹀︒﹂

十二59 立とうはずがありません︒このときコロ
十二511

十一﹇61園

十二67 をかりることにしました︒天略﹀︒﹂こう

十二64 たかがりにでかけました︒すると︑にわ

りの少女がでてきましたので︑﹁︿略﹀︒﹂

十二69 いって戸をたたきますと︑おくからひと
十二611

十二71園 雨で困っております︒雨具をかりたい
︿略﹀︒﹂とたのみました︒少女はなにを

︑十二74 しずかにさしだしました︒道灌は︑その

十二72

十二75 花の枝を手にはしましたが︑なんのこと
十二76 その意味がわかりません︒少女とやまぶ
十二78 少女の心がわかりました︒それは︑﹁七
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十二276

十二272

しもゆだんができません︒立ちはじめに

いざり歩きになります︒かた足をなげだ
じょうずになりました︒このあいだの
へん感心していましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

たことを思いだしました︒それで︑わた

十二287園

十二284

十二2711 やんに持たせてみました︒﹁︿略﹀︒﹂民ち

って学校へいきましょうね︒﹂といっ

十二278
でだろうと思いました

ん年も生きていますからね︒一年一年

きるようになりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十一﹇2811 わりこんでしまいました︒ズ略﹀︒﹂立ち

めて二足ほど歩きました︒こんなふうに

いっちょにいきまちょうね︒﹂たもと
思うようにいきません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十一﹇292

よちと立ちあがりました︒﹁︿略﹀︒﹂たも

ぼいいなと思いましたよ︒あれがあれ

歩けるようになりました︒ある日︑学校

が大さわぎしていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四 光を求

をかうようになりましたが︑民ちゃんは

十二301！ おどろいてしまいました︒

十二305

十二295

十二294
︵三

︵三︶﹁

せまい家なの

生がおっしゃいましたよ︒﹂

くさびしくなります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

美しい色にできますがねえ︒﹂﹁︿略﹀︒

雄さんがいってましたよ︒どうしてこ

えることができます︒ですから︑はじ

十二2710囹
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十二712 くしたものでありました︒ はた織り
ら家へもどってきました︒﹁︿略﹀︒﹂とい

十二83 勉強にでかけていましたが︑ある日のこ
十二85

のいで、
ケ〈ケ 〈たがはの
ち
が生く美ば雄思きえんでへじッれおん書る書天もズッ略ッ又略ちたはそ
ひがさしいさうるる年だんよとるない物も物略は略ト％ト略％切なたば
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

まえのことでありました︒この日の午後

ださった日であります︒それは一八八七
十一一381

十一一378

がいっぱいだまりました︒自分のしたこ

ぎあわせようとしましたがだめでした︒

ように感じはじめました︒それは︑先生

であることを知りました︒この生きた一

十二736 りころがつたりします︒又略﹀︒﹂子ども

十二7210 び友だちにしていました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十二723 ︑はやしたてていました︒芭蕉は︑子ど

にとびこんだりします︒芭蕉は︑にっこ

十一一386

わらって立っていましたが︑子どもたち

十二387

十二7310

に降りそそいでいました︒もう︑めばえ

みとに胸をさされました︒私はその日︑

けだしたいと思いました︒いざ子ども七

んにたたずんでいました︒午後の日光は
十二389

十二7311

十二738 て︑受けようとしますが︑あられはその

わすれてなでていました︒私は︑どのよ

十二7312

がたから降ってきました︒みるみるうち

んのことばを覚えました︒全部覚えては

たことを思いだします︒できごとの多か 十二745

つくば
は困ることもありません︒ふだんは筑波

十二7412

十二746 みるうちにつもりましたが︑曾良が水を
これ

を待つことを知りました︒

をたたく者があります︒﹁︿略﹀︒﹂その声

十二755 せ︑雪の句を考えました︒トントン︑ト

蕉はすぐ戸をあけました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

くはたらきを失いました︒みることもで

十二759

たのもむりはありません︒ケラーの両親
いただくことにしました︒サリバン先生

十二404
十二407

ぬどりょくがいりました︒しかし︑ケラ

の人形と遊んでいますと︑先生は︑私の
う文字をつづられました︒私は︑すぐこ

十一一4011

十二409

らせようとなさいました︒その日はすで

を持って遊んでいますと︑サリバン先生

かりの動詞も知りました︒けれども︑物

字をつづってみせました︒そのとき︑私

十二439園

十二424

十二422

十二4111

十一一418

十一一411

りだす話がありましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
しんしゅう

はかせにまでなりました︒これは︑ケラ

iのためにささげました︒そののち︑へ 十二7610 ものようにわらいました︒ きみ火をた

には︑生きていけません︒先生も︑﹁︿略 十二7610

かわすようになりました︒ケラーは︑も

にいくようになりました︒もちろん︑サ

十二768 らしくいれてありました︒曾良は︑芭蕉

十二766 にか持ちだしてきました︒それは︑赤い

十二763 しばがもえあがります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

十二7512園 こずにはいられませんでした︒﹂﹁︿略

れをまねようとしました︒とうとうじょ

めていらっしゃいましたが︑こんどは︑

十一一704

十二702

て︑おどりあがりました︒ふたりは︑い

いるようすを感じましたが︑ただ︑腹だ

ら︑ゆかいに思いました︒私は︑先生が

十一一712

十一一7010

十一一706

十一一705

ろいにいったりしました︒このようにし

はんをたいたりしました︒また︑まきが

りて住むことにしました︒そうして︑毎

した︒曾良は思いました︒芭蕉はたった

ることに心をきめました︒三型は思いま

︑その弟子になりました︒そうして︑は

いう人が住んでいました︒早良は︑信州

十一一7811 ︿略V︒﹂とたずねました︒ふたりの少年

十一一789

十一一788

十二786

ので︑よくみていますと︑どこかしら日

されたことはありませんでした︒あまり

十二783 サインをしてやりました︒少年たちは︑

十二781 語をつかって頼みました︒私は︑その少

十二779 にサインを頼まれました︒その少年たち

十二778 ためにコートにでました︒すこしばかり

十二775 職いを物語っています︒スタンドには︑

かりうれしくなりました︑ふたりは子ど

らせようとなさいました︒私は︑とうと

小道をおりていきました︒だれかが水を

十一一713

十二718

十二718

待ち遠しがっていました︒そのあたりに

寒さは身にこたえましたが︑雪をみるの

くたれる日が続きました︒芭蕉はからだ

いと︑曾良は喜びました︒そのうちに︑

十一一809

十一一798園

十一一791

﹁いきたくありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

﹂とはっきり答えました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十一一8012 色があらわれていました︒日本という國

に力をいれて答えました︒そのひとみの

動きにそそいでいました︒ところがとつ

十二7110

を書いてくださいました︒私は︑身動き
しぎなものを感じました︒このときはじ

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒私は︑いまま

いの口の下へやりました︒冷たい水がい

水をくみあげていましたので︑先生は私

十二716

っても区別ができませんでした︒先生は

ゆかにたたきつけました︒そうして私は

することに成功しました︒だんだんちえ

じょうずにつづれましたとき︑私は子ど

十二756

︵二︶

十一一395

5
かがそれをとらえました︒そうして︑次

32

7

しいことではありませんか︒ケラーは︑

32

8

十二3911

32

1

十二402

33

3

の人形をくださいました︒私がしばらく

33

4

強くだきあげられました︒サリバン先生
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5

34

2
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十一一3812

︒全部覚えてはいませんが︑その中には

4

十二3810

31

6

十二3811

31

8
か︑すこしも知りませんでした︒私は︑

31

てくる足音を感じましたので︑それが母
︑両手をさしだしました︒だれかがそれ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

がいっぱいになりました︒それからまも

ばならないと思いました︒火のでるよう

世界的名手でありますが︑私もどうして

げしい試合が続きました︒三時間もぶつ

もコートでたおれました︒たおれてはお

ぶっとおしに迎いました︒なんどもコー

き︑おきては職いました︒私はスタンド
やわらかな

で勝つことができました︒私はいまでも

すれることができません︒

のぞむことになりました︒もし︑この決

もらうことになります︒清水選手の相手

ぶところではありません︒それでも︑こ

と降りそそいでいました︒そこへ両選手

を目がけて集まりました︒まつ白い線の

両選手があらわれました︒スタンドの人

ボールをうちだしました︒第三納めはチ

れるものではありません︒もう然とたち

らわすことができません︒しかし︑さす

水選手の勝となりました︒あの小さいか

ようにかけまわりました︒かたずをのん

すべらせてしまいました︒そうして︑い
ころびそうになりました︒相手を一きょ

てやったのであります︒チルデン選手は
たしせいではありましたが︑やわらかな
ものになっていきました︒つぎつぎと︑

この

きあらわされています︒ 絵巻物 四つ

え

となることができましょう︒ 30センチ
︑西の空にしずみます︒月も︑東の空か

りほかに道はありません︒ことばを生か

した謬言帳が終りました︒このような歩

堂でたんじょうしました︒ おしまいの

うなことを相談します︒平和な國日本を

なるような氣がします︒ 議事堂 みな

に日に進歩しています︒そうして︑遠い

走ったものであります︒汽車にかぎらず

いい汽車ではありませんか︒これは︑汽

れるものではありません︒ 汽車・第一号

苦心したかわかりません︒新しい学問を

りしたものとなりました︒この本を日本

いたいず﹂と読みます︒そのころまで︑

で︑浮世絵といいます︒この浮世絵は︑

もてはやされてきました︒ 浮世絵 お

うきよ

こんだものもあります︒黒うるしの中に

茶だんすににていますが︑そうではあり
え ど
が︑そうではありません︒江戸時代にで

どんどん育ってきました︒ まき絵書だ

マ字で書いてあります︒外乱から書物が

りつぱな本ができました︒日本のことば

から渡ってきていましたから︑こんなり

な表情をあらわします︒室町時代の藝術

むろまち

慶だといわれています︒ふたつとも鎌倉

けい

さまをおまもりします︒右の仁王さまを

巻の一場面であります︒平安時代の終り
︑力があふれています︒仁王さまは寺の

おうえんをはじめました︒土ひょうは︑

けんめいにこらえましたが︑たおれそう

得意の足かけをしました︒うさぎはけん

996210621！9642110841065311109116311210651

ぎをけずって戦いました︒夕日はすつか

十

石器と土器

はにわ

ほうおう堂

うがわに店がみえます︒皮ざいくの店ら

いぶんちがっています︒向こうがわに店

をふたりつれています︒この人たちの着

らだといわれていますが︑屋根の形や左

考えることができますか︒

とずいぶんちがいます︒四角なあながあ

られたものであります︒夢殿の観音とい

くわかるではありませんか︒はにわには
ゆめどの
らえたものがあります︒ 夢殿の観音

どがかざつてあります︒このやさしいの

たをあらわしています︒手首やむねなど

えがつけられています︒

よくまとまっています︒この式の土器は

器というのがあります︒それは︑もよう

いろのものがあります︒じょうもん式土

もん式土器といいます︒形も︑かめや︑

また︑土器もあります︒これは︑食物を

つたつり針もあります︒また︑土器もあ

石の矢の根があります︒石のおのもあり
︒石のおのもあります︒しかの角などで

ものをならべてみましょう︒石の矢の根

からのことであります︒

かつおなどをたべました︒このように︑

百種類にものぼりますが︑古代の人は︑

こに貝がらがあります︒みたところ︑な

なはく手をおしみませんでした︒

いあく手をかわしました︒心おきなく職

選手の負けとなりました︒ネットをはさ

かりおちてしまいました︒わずかな点の

109764795104211921195398633116104！08765
皮がひろげてあります︒くだものをなら
へいあん
屋らしいのもあります︒これは︑平安時
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109
110

86
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9了
97
98
98
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100
100
100
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110
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手をふたりに送りました︒﹁︿略﹀︒﹂試合

﹂試合がはじまりました︒目にもとまら

左にと︑ゆききしました︒ボールはたま

ン選手の勝となりました︒見物人は︑い

一つのボール

84

なって︑ は ね と び ま し た ︒

84

手にあせをにぎりました︒ところが︑試

84

111
113112
113
113
113113113
115115115114114114
12

84

101

く試合がはじまりました︒キンゼー選手
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

いるように思われます︒こういううぶな
だんそれを発見しました︒火星や金星・
いうこともわかりました︒つまり︑天動
︑地動説が出てきました︒これを最初に

の空にえが

ラーという人が出ました︒この人は︑す
れをわく星といいますが
いうことを発見しました︒そのケプラー
という学者がありました︒わかいころか
な発見や発明をしました︒自分で望遠鏡
とを︑明らかにしました︒地は動くとい
れは一種ではありません︒自輔といって
のまわりをまわります︒これで︑夜と査

から東へ一回差します︒また︑三韓とい

大きな問題でありました︒戦いは敗れ︑

の活動はおとろえました︒たとえ戦いに．
さかえるのであります︒このとき︑希望

十三197
十三1910

十三199
十三191一

十三201
十三201
十三203
十三207
十三2010
十三2011

十三211
十三213
十三216
十三2110

十三218

の空想家ではありません︒かれは︑科学
きない土地であります︒これをこえた土

る誠意にみちていました︒ユートランド
ガスのゆめであります︒このゆめを実現

ただ二つしかありません︒その第一は水
の第二は木でありました︒ユートランド
げつた森林がありました︒しかし︑切り
植えることにありますが︑もっともむず
ついて研究を重ねました︒そこで思いつ
のもみの木でありました︒これなら︑ユ

してかれてしまいました︒ユートランド
さえ︑のこしていませんでした︒しかし
熱心に研究を続けました︒そうして︑か
いで︑よくしげりました︒ユートランド

ということでありました︒これをノルウ
どりの野が廣がりました︒ダルガスの希

材だけにとどまりません︒第一︑ユート

られるようになりました︒ダルガス親子

見されたのであります︒このおかげで︑

そのとおりになりました︒小もみは︑あ

︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒わかいダルが

るにちがいありません︒﹂といいまし

︑大きな発見をしました︒わかいダルが

て︑かれにせまりました︒ダルガスの長

なかったのであります︒デンマルクの農

れるのはふせがれましたが︑その生長は

そこで生長をとめました︒アルプス産の

熱望は︑実現されません︒もみは︑ある

はまだのこっています︒みどりの野はで

︑年々高まってきました︒しかし︑問題

みごとに実現されました︒そこで︑デン

十三2111
十三221
十三222
十三222
十三224
十三225
十三226
十三227
十三229
十三2212
十三235

十三234園

十三237
十三2310

十三241

のよい感化を受けました︒しげった木の

十三2311
質や地味を研究しましたが︑こんどは︑

十三242

とりの軍人がありました︒戦場から帰っ
する大計画をたてました︒ダルガスは︑

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

26

26

38

43

空に向かって動きます︒地面は平らなも

7

43

動説が行われていました︒しかし︑この

1了

10

44

天動説を信じていましたので︑ガリレオ

1了

2

44

ならない︑といいました︒ガリレオも︑

18

4

44

て研究を続けていましたが︑だまってい

18

6

45

動説を強くとなえました︒そのため︑か
ならぬといわれました︒ガリレオは︑
︑ゆるしてもらいました︒では︑ガリレ

しずかな國であります︒美しいおとぎば

そんなことはありませんでした︒﹁︿略﹀

きる二州をとられました︒もともとせま

生まれた國であります︒世界の塩払とい

18

もよい土地を失いました︒ですから︑い

18

1210

45

12
18

5

45

45

48

50

50

53

53
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1了
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ずかのものにすぎませんでしたが︑植林
︑すっかりかわりました︒夏︑しもがお

十三541團﹄といわれています︒これを見て︑ど
十三542団見て︑どう思いますか︒﹂ぼくは︑そ

︑こう書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂ぼく

原色ですってあります︒まだわかい︑美

はがきをいただきました︒絵は︑はがき

ハ・ヒを︑合唱しましょう︒牧場牧

いに︑手をつなぎましょう︒うれしいハ

きゅうに暗くなりました︒ 短日 かれ

ように︑くふうします︒見物人にせなか

くしなければなりません︒あいてのいう

むずかしさがあります︒三郎くんのこと

見せなくてはなりません︒そこに︑この

ている人には聞えません︒そこで︑三郎

しばいになっています︒ただ︑あいてに

組みたてられています︒ところが︑この

きて帰って望ました⁝⁝﹂しばらく

きて帰って來ました一か︒︵顔を

か︑遠足で行きました⁝⁝お客さん︑

和國家をうち建てました︒ 四 ボート

かり生まれかわりました︒敗職のために

いものが生き返りました︒それは︑全國

りあることになりました︒ところが︑こ

ドは生まれかわりました︒戦いによって

るところにしかれました︒とうとう︑ユ

百五十ばいになりました︒道路・鉄道は

るところに生まれました︒土地のねだん

岸近くでくいとめました︒しもは消え︑

氣候があたえられました︒そればかりで

こえた田園となりました︒木材があたえ

はないまでになりました︒ユートランド

8324349632126432841119776521211976
源はハいきょくむ見て。野蚕因園和かいりドる百。岸氣．は・ず
53
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8

は︑すぐにわかりました︒そうして︑そ
てたまらなくなりました︒それで︑すぐ

がだいすきになりました︒その疑点を︑
んのところへ行きました︒おじさんは︑
︑絵かきではありませんが︑絵がすきで

がきをだして見せますと︑﹁︿略﹀︒﹂とい

んでいらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂そう

︑見せてくださいました︒ぼくは︑絵は

いるのにおどろきました︒絵はがきでも

いい絵だなと思いましたが︑おじさんの
のにおどろかされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ちにまたはじめましょう︒さようなら

十四178團れでお話をやめます︒が︑近いうちに

るような氣がします︒どの時間になに

しなければなりません︒かなしみのた
︑あす︑送らせます︒ランプについて

十四178團

ばかり思っていました︒﹂と︑さもふ

十四174国

とを教えてくれました︒くぎへかける

十四224囹

に聞えるかもしれませんが︑こ︑れはけっ

とばが調べられますか︒﹂とおたずね

るといいと思います︒ちっともむずか

十四2712囹

夜が長すぎはしませんか︒おひとりで
︑お思いになりませんか︒どんなにし

かと心配していました︒パリーにある

りおわすれ願いましょう︒いつもこう
︑うれしく思いました︒すこしこみい

たいと思っています︒私がそばにいな

あげることにしましよう︒そうすれば

にはわかりかねます︒が︑おかあさん

でもとんで行きます︒おかあさんのお

にといのっています︒おかあさんがご

出がのこっています︒おとうさんのお

前においてあります︒おとうさんに対

ことを思っています︒あなたがたおふ

きお目にかかれます︒あなたを思うす

とを思っております︒夜をどうしてす

さなさらがあります︒それは︑コップ

おわかりになります︒それに︑小さな

っしょには着きますまい︒コーヒー入

つぱに役にたちます︒かさは︑光をへ

さなかさを送りました︒たぶん︑とち

なってもかまいません︒が︑きはつ油

入れとを送らせました︒このランプは

きに九月になります︒そうしたら︑お
︑おそばに行けます︒さようなら︒あ

手紙をさしあげましょう︒それほど︑

んりにできています︒では︑おかあさ

しいことはありません︒いたってべん

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
171了17161616161515151514141313131313121211111111101010101010109
3211094210843211075321231175112エ1988217
團團團国團團團善事無事團国事團弱国團團團団團心心團團團團国憲團面
ていらっしゃいますか︑お知らせくだ

いうものではありません︒だれでも︑ど

4

本にはあまりありません︒ 日本は景色の

4

うという人もありますが︑ そればかりと

9

きくなくてはいけません︒なんでも日本

んなことだと思います︒小さな気血に住

ばかりとも思われません︒ かりにそれが

1

2

6

中にはたっていけません︒あなたがたは

11

見るようにすすめましたが︑中には︑﹁︿

5

なようすをなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

は︑よくわかりませんが︑そのマリア

︑見せてくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂それ

ん感じがちがいますね︑おじさん︒な

＋四810国なるにはおよびません︒なにしろ︑お

十四81團くえの上におきます︒ 一生の間︑いく
十四82團 いだすことにします︒それは私にとつ
十四84團 わなければなりません︒じゅみょうに
十四85團 げなければなりません︒なにしろ︑私
十四86團 には決心がつきました︒つらいのをが
十四87團 して生きていきます︒どうしてもなれ

＋四710團まもることにしましよう︒おとうさん

十四43 して少なくはありません︒けれども︑フ
十四59 がめられたりはしませんでした︒こうし
十四61 もよくうかがわれます︒老いた母を思う
十四63 ってくるではありませんか︒ パリー︑
十四65團をしょうと思います︒私は短い旅をし
十四66国 にパリーに着きました︒たって以來︑
十四67團 ないではいられませんでした︒なつか

十三606る一まいの絵を見ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十十十十十十十十十十十十十十十
十四94国 らなければいけません︒おかあさん︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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1

55
56

3

12

56

7

59

6

5了
59

．
囹
園

太陽系とよんでいます︒しかし︑この太

ることを知っています︒この一むれの星

いいすぎではありません︒みなさんは︑

人があるかもしれません︒天上の星とあ

1

2

11
1

れるにちがいありません︒ 四 夜明け

つになってはいけません︒心を大きくも

へこたれてはいけません︒ひくつになつ

らい思いをしていますが︑そんなことに

まな術を発達させました︒聞くところに

い思想を読みとりました︒さまざまな術

れるような氣がします︒まことに︑星の

たりするではありませんか︒これを思え

なしむことはありません︒そのバクテリ

じられるかもしれません︒大うちゅうか

億光年

わかりますか︒光が一方のは

ないものではありません︒博士の計算で

のか︑想像がつきません︒しかし︑アイ

なかそうではありません︒あのぎんが系

3

12

4
5
7

1
4

6
12
5
6
3
3
4
10
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十四456 の間をおよいでいました︒助け船は︑い
十四457 ︑氣が氣ではありませんでした︒助けを

十四453忌わからなくなりました︒アイリッシュ

十四451んぼっしてしまいました︒千九百二十年

十四557囹

十四555囹

十四5412囹

十四548園とをおっしゃいましたが︑それは︑大

十四547園︑おさきに申します︒さっき︑葉さん

かに︑だれもいませんから︑私が申し

のものだと思います︒﹂﹁︿略V︒﹂おと

ごろごろしています︒そこへ細い根を

十四458 つか聞えなくなりました︒すべてのもの

から︑私が申します︒﹂おとなのつる
は︑しずかにいいました︒﹁︿略﹀︒﹂つる

十四558園
十四5510

＋四4510があたりに廣がりました︒すると︑その
＋四4512いな歌が流れてきました︒それは女の声

なに一つございません︒しかし︑根さ

十四5610囹
十四5612囹

くさってしまいます︒ごらんなさい︑
きずができていますが︑私は︑いっし
のものだと思います︒﹂つるがこうい

てきたものがあります︒それは︑頭のぼ

どうなると思います︒いったい︑かぼ

ことをいっていましたね︒あなたがた

いうことがわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂水が

十四572園

十四574
十四575

十四577園
十四5710園

ていらっしゃいましたが︑それを養分
みたことがありますか︒﹂水が続いて

︑簡軍にはいえませんね︒公平にいっ

くして︑根がいいました︒﹁︿略﹀︒﹂つる

ひねって考えていました︒しばらくして

えたことがありますか︒﹂花も︑葉も︑

てなことはいいませんよ︒あなたがた

ずらなはちがいいました︒﹁︿略﹀︒﹂花も

︿略﹀︒﹂土が立ちました︒﹁︿略﹀︒﹂する

だりしてしまいます︒この大きなかぼ

﹂水が続いていいました︒﹁︿略﹀︒﹂土が

十四584園

十四582園
十四585

十四593

十四588園

十四623

十四622

十四6112

十四6111

七

茶わん

ぱいはいっております︒ただそれだけで

茶わんが一つあります︒中には︑熱い湯

も︑みんな賛成しました︒

や︑水などがいいました︒花も︑葉も︑

十四619園かえないと思いますが︑どうでしょう

十四616園

十四6011

十四6010

十四608園

十四605囹

十四599

やの実にはなりません︒また︑花さん

十四561園

とり

十四565囹

十四462ば︑ふるえてもいません︒まるで︑大ぜ
十四467歌に聞きほれていました︒かれは︑いま
十四468歌を聞いたかしれませんが︑このときぐ
十四469わったことはありませんでした︒なんだ
十四471ような氣持になりました︒歌っている人
十四473ういう人かわかりませんが︑おそらくは
十四482せるものだと思いました︒そうして︑自
十四484たいものだと思いました︒かれは︑歌の
十四485方におよいで行きました︒近づいてみる
十四4811
氣で歌を続けていました︒助け船のくる

十四488ちおよぎをしていました︒歌を歌ってい
十四496 いたかどうか知りません︒しかし︑この
十四502 て助けにきてくれました︒やはり︑その
十四505なすくいあげられました︒このことは︑
六

十四508 の名まえがわかりません︒しかし︑たと
＋四5010じられるではありませんか︒

十四517園いだろうと思います︒﹂こういいだし
十四524園で︑私から申します︒もちろん︑この
十四526囹たら︑実はつきません︒根や︑つるや
十四527囹かぼちゃはありませんが︑それだけで
十四527園けでは実はつきません︒花︑とりわけ
十四531囹はうたがいありません︒﹂﹁︿略V︒﹂葉
十四535園とを主張なさいましたね︒しかし︑ど
十四541園やの花を見ています︒あれは︑私たち
十四544園のものだと思います︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

10

い湯げがたっています︒これは︑いうま

らちらと目に見えます︒ばあいにより︑

いろのうずができます︒これがまた︑よ

なくなってしまいます︒茶わんの湯げな

わに向かって流れます︒だいたい︑そう

方へ向かって動きます︒その反対に︑茶

た部分だけになります︒そうなると︑平

ようがはっきりします︒つぎに︑茶わん

ぜんの上でもやれますから︑よく見てこ

うすはなにもありませんが︑それを日な
︑あざやかに見えます︒夕ごはんのおぜ

うを見ることにしましよう︒白い茶わん

ちがつたのもあります︒だから︑どれも

てさしつかえありません︒もっとも︑ら

なりが鳴ったりします︒これは︑茶わん

大きなうずができます︒そうして︑ひよ

かけなものがあります︒それは︑ちい雨
︑とくに多くなります︒そういう地方の

また︑たちのぼります︒そうして︑大き

つことがよくあります︒そういうときに

できることがあります︒春さきなどの︑

ら︑のぼっていきます︒これとよくにた

まっすぐにあがりますが︑それ以上は︑

かるだろうと思います︒つぎに︑湯げが

によってもちがいますが︑おおよそのけ

かんにたちのぼります︒反対に︑湯がぬ

ことによくわかります︒熱い湯ですと︑

研究でわかってきました︒そのしんにな
︑おおよそわかります︒しめきったへや

かべつのときにしましょう︒すべて︑ま

とがどっさりありますが︑それは︑また

青の色がついています︒これは︑白いう

5
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は表面からもひえます︒そうして︑その

ゆんかんがおこります︒よく理科の本な
めたいむらができます︒そういう部分か
て︑そこからおります︒こんなふうにし
みだれてできてきます︒これに日光をあ

がほうぼうにできます︒したがって︑湯
んのそこを照らします︒そのために︑さ
けがとう明に見えます︒このふしぎなも

かりの高さがありますが︑そのほとんど
かしこに立っています︒ある夏のことで

運んでいってくれます︒その登山電車の

ばらくとまっていました︒両親と子ども

庭教師がついていました︒朝の十時と午
のように散歩に出ました︒ふたりの子ど
うそろと歩いていました︒男の子は︑小
しろそうに見ていました︒女の子は︑あ

行きそうにしていました︒そのとき︑ふ
ったような音がしました︒なんでしょう

上へ舞いおりて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂という

ずたおれてしまいました︒しばらくして

子のすがたが見えません︒先生が第一に

んで舞いおりて來ました︒いまそれをと

れておりて來ていますと︑急に目の前へ

けるようにしています︒だれでしょう︒

っいたものがあります︒だれでしょうか

しているではありませんか︒さあたいへ

行かれるかわかりません︒そう思うと︑

いと︑少年は思いました︒ちょうど︑発

に舞いおりて行きました︒けれど︑もし

鳥の腹をしめつけました︒すると︑さす

いわずにはいられませんでした︒ところ
ず︑じっとしています︒もう呼吸もなく
の氣にかかってきました︒とにかく︑朝
下へとおりて行きました︒もう︑がけの
なくなってしまいました︒そのとき︑鳥
がけておりて行きました︒すると少年は
すばやくとびおりました︒すると︑鳥は
けにたおれかかりました︒いま︑少年の
のせなかにかくしました︒大わしはすぐ

まった短刀があります︒少年は︑必死の

9
12
2

にとびかかって來ました︒両方とも必死

を待ちかまえていました︒大わしは︑太

うと︑向かって來ました︒けれども︑ひ

おいでせまって來ました︒その目︑その

ように一面にちりました︒わしは︑羽音

さに一たちあびせました︒わしの白い下

けらが目にはいりました︒少年は︑すぼ

ひしひしとあたります︒そのたびごとに

と一まず舞いたちましたが︑まだこりな

るどくとびかかります︒羽風で玉里がゆ

のようにとびちりました︒その中で︑女

の中へ落ちて行きました︒少年はほっと

んにも耳にはいりません︒ふいに﹁︿略

い職いを続けていました︒そのとき︑が

る岩角近くまで來ました︒けれども︑職

う人声が聞えてきました︒少女の両親た

ばしでつき殺されます︒まわりには︑鳥

りないでやって來ました︒それからは︑

れようはずはありません︒大わしは︑こ

をこめて投げつけました︒ねらいのはず

4

4
7
11
2

2
4

見えることがあります︒あの﹁かげろう
とにも関係してきます︒そうなると︑い
んがつながってきます︒地面の空尉が︑

森ではくだつています︒それで︑畑の上

あぶは

5

るかたむきがあります︒これがあまりは

間に行われております︒それは︑海陸風

陸から海へとふきます︒すこし高いとこ

対の風がふいています︒これと同じよう

木も

と名づけられています︒これが︑もうひ
八

だいくらでもありますが︑ここでは︑こ

くらいにしておきましょう︒

わざを教えてくれました︒この簡軍なこ
これをためしてみましたが︑ほんとうに
に割ることができました︒そののち︑氣
みごとに割っていました︒木のほうは︑

それることがありません︒ただ︑困るの
vと教えてくれました︒﹁木もと竹う
︑たいへんちがいます︒これは︑ちょう
うなものだと思いました︒いったい︑だ
ではないかと思います︒または︑自分た
︵二︶

のもあるかもしれません︒それは︑なん
ものと も 考 え ら れ ま す ︒

がならび立っています︒その中で︑一だ

う美しい山があります︒スイスの首府の

8

4
1211

7
1

8
3
5

後へたおれかかりましたが︑氣がつくと

衛門焼じゃありませんか︒古い焼物そ

えもんやき

でいうまでもありません︒目の前の美し

手をさしだしていました︒そのときの少

11

7

1210

1

1

3

4

11
8

7
1211

3
8
2

は私が買いうけましょう︒ほかの重手

まうことになります︒それはおしいこ

か︒よくわかりました︒せっかくうけ

の店に持って來ますが︑なにぶん作る

︒﹂﹁どこで作りますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ブ

だほかにもありますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

さようでございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂その

︑これは失礼しました︒私はハギンス
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十五505園にも話してあげましょう︒どうか︑私
十五591園はよく知っています︒私は小さいとき
十五614團お習いたしおります︒﹂と︑必ず書き
十五631園みこしはあがりませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十五715園お寺へ行って來ましょう︒そうしてお
十五716園じさんを喜ばせましょうね︒﹂とおっ
十五942力まかせにおさえました︒光﹁ダイヤモ

ことわりはできませんよ︒さあ︑みん
＋五9310囹

＋五梱−〇

十五⁝⁝6囹 あなたを見ています︒そら︑手をひろ

十五佃6園 ︑まだ小さすぎますよ︒﹂チルチル﹁そ

をたたいてむかえます︒母の愛﹁チルチ

十五944ヤモンドをまわします︒舞台は清らかな

十五価11囹 わすれてはなりませんよ︒でも︑おま

十五㎜3園 ︑世の中にありませんよ︒﹂チルチル﹁
十五柵7囹 ︑ふたりはありませんよ︒どんな子だ

十五945しい光に照らされます︒チルチル﹁ふと
わになっておどります︒チルチル﹁まあ︑
＋五9612

十五956 ﹂などがあらわれます︒光﹁かわいらし
どうしてもいけませんよ︒もう時間が
十五988園
十五994陽氣なおどりをします︒幸福﹁こんにち

満ぼうがまいりましたよ︒﹂といって︑
＋五7111囹

十五795権利があると信じます︒といいますのは

＋五柵11囹喜び﹄でございます︒私たちは︑それ

十五佃11園それず帰って來ます︒さようなら︒み

十五佃3囹 喜び﹄でございます︒私たちは︑幸福

十五帯5園 うとう來てくれました︒﹂拗同盟か﹁あな
十五宙6囹 ︑ちっとも知りませんでしたよ︒あな
十五柵8園 喜び﹄でございます︒私たちは︑それ

の着物を着ていますし︑これは︑﹃森

すきとおっています︒これは︑﹃両親

十五皿5囹一をしょうかいします︒ぼくは︑あなた
十五皿9園

十五川9 みなどっとわらいます︒幸福﹁みんな聞

十五m1囹

＋五佃12園がってお別れしましよう︒ほどなくあ

十五7911つもおかれてあります︒歴史の上で︑い

十五803われが最初であります︒それ以前は︑お
十五鵬2囹

十五795信じます︒といいますのは︑私は︑あの

十五807れあったりしてきました︒友愛の精神が

十五鵬3囹﹄たちは見られます︒また︑これは︑

十五831をかくしてしまいます︒チルチル﹁あん

十五8211かたまってしまいます︒ねこは︑ひとこ

十五829 いっぱいつけています︒チルチルとミチ

十五827りこけたりしています︒みんなびっくり

十五823なものがあらわれます︒テーブルのまわ

十五脳3囹

十五脳2囹

十五鵬12園

十五鵬11園

十五鵬5囹

十五鵬4囹

くおおぜいすぎますね︒もうよしまし

をしょうかいしませんでした︒まもな

のマントを開きます︒それから︑ぼく

っぽいつけています︒それから︑﹃冬

を着てついています︒それからお天工

まの色をしています︒﹂チルチル﹁そう

の着物を着ていますし︑これは︑﹃春

十五槻11 うにうれしく思いました︒なぜいままで
十五旧2 ︑ざんねんに思いました︒先生がたのこ
そのやま
園山

十五槻8 すれることはできません1先生がたが

十五佃7 なみだが光っていました︒チルチルび

十五㎜7 はなれて顔をあげますと︑ふたりの目に

の着物を着ています︒外へ出ればいつ

なることをいのります︒ーアインシュ
＋五8012

十五809とひろがっていきますように︒そう思い

十五佃5囹 んせつにいたします︒﹂﹁物のわかる喜
十五佃6 いあいだだきあいます︒やがてはなれて

十五8511ちの方へやって來ました︒光﹁こわいこ

十五梱8園

﹄を呼びにやりましょう︒﹂と︑見る

十五鵬1園

﹇先﹈

︵副︶13

まず←ひとまず

王さまは︑大喜びでねどこからとびおきて︑

まずコーヒーをおのみになろうとすると︑

その例として︑まず︑水の音をとりあっ

コーヒーはこがねにかわりました︒

八4011

まず︑いすにおさわりになりました︒

八3911

いうかべる︒

かしの木は︑ 子どもたちのことを︑まず思
七410

まず︑ たて骨からはじめました︒
六佃11

まず

十五榴3 をおいのりいたします︒

十五875囹 ようかいいたしましょう︒これが︑わ

すね︒もうよしましよう︒なによりも
チルに近づいて來ます︒鼻を指ではじい

9囹

十五餌8園
十五

ようにはねまわります︒チルチルびっ

つた顔をしています︒︵﹁︿略﹀︒﹂﹁はち

十五悩1一

うそろとやって來ます︒幸福﹁あれは︑﹃

十五878囹

十五876園 おなかをしています︒これが﹃みたさ
十五8911囹

十五鵬7

十五価1

十五922 ずりこんでしまいました︒チルチルがふ

十五鵬2囹見たことがありません︒その後にいる

席がとってありますよ︒﹂チルチル﹁い

十五9012園 いいものがありますよ︒わたしたちの

十五901園 ほんとうにすみませんが︑ちょっとの

十五924 まわったりしていました︒チルチル﹁お

十五鵬10囹﹄のとなりにいます︒その後に︑﹃も

にっこりしています︒でもぼくは︑ま

十五935囹 かまっていられません︒なにも聞えま

かった︒

十五塒11園

九803圏まずどんなふうにほりますか︒

九108
十五研7園

び﹄が立っていますが︑あれは︑いつ

十五935園ん︒なにも聞えませんよ︒﹂さとうお

十五糊11園見る喜び﹄がいます︒それは︑毎日ぼ

にいってはいけません︒すると︑あの
十五938園 することもできませんからね︒﹂ふと

十五936園ごめんくださいまし︒せっかくおまね

／

まずい一また
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九813園 まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西
に四五十メートルほってみることにしよう︒
ず︑このことについて研究を重ねました︒

十三209 このあれ地に育つ木があるかないか︑ま
十三287 まず︑もの守りが鳴らして詰る鳴りもの
の音がおもしろい︒

十五489 赤絵の技術をどうかして残したいと考え︑
自分でまず︑焼くしごとがらはじめた︒

十五麗5園 まず第一に︑ぼく自身をしょうかいし
ます︒

びにやりましょう︒

十五悩9囹︺なによりも︑まず﹃大きな喜び﹄を呼
十五価11園 まず第一にいわなければならないのは︑
︵形︶1

まずい

︽ーカッ︾

﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑
まず・い

九719 やまねこは︑どうもいいようがまずかった︑
﹇鱒小屋﹈︵名︶1

﹁ます﹂小屋

いかにもざんねんだというふうに︑
ますごや

︽ーイ︾

十三483 山の湖水のほとり︑﹁ます﹂小屋のラン
まずしい

﹁幸福﹂は︑まずしいこじきのようななり

﹇貧﹈︵ 形 ︶ 9

プが︑きゅうに暗くなりました︒
まずし・い

八503
をしました︒

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八506 そんなまずしいなりをしていても︑それで

十四47

フィリップは︑まずしいもの︑苦しんで

いるもの︑ふしあわせなものの中に︑かえって︑

かなに漢字をてきとうにまぜるのが︑文

どんぐりもまぜてこい︑早く︒

章のふつうの書き表わしかたとなっている︒

十五405

親のまたくぐる子うしや草の花

フィリップ自身︑中部フランスの小さな また ﹇股﹈︵名︶1 またOおおまた

人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四56

九283図幽

二443囹

きれいなたまがひろえたら︑またお

﹁おじさん︑こんやもまた︑かげえを

二333囹︺ ﹃︿略V﹄と︑またたずねました︒

月さんのくにへいれてもらえます︒

一553園

一484 かくせいきのこえが︑またひびきました︒

すんで︑またひらいて︑てをうって︑

一86間むすんで︑ひらいて︑てをうって︑む

キューリi夫人は︑まずしい学生であっまた ﹇又﹈︵副︶伽 また

町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

十四368
たとき︑

まずしさ

はくちょうは︑その受けてきたまずしさと

﹇貧﹈︵名︶3

八913

まずしさ

ふしあわせとをかえって喜んだ︒

だれひとりあいてにしてくれなくなり︑ま

すなおな心は︑まずしさのために︑すこ

ずしさはいよいよせまってくる︒

十362

十四58

して︑みせてください︒﹂

三316囹

二533 さちこは︑またおかあさんにあげます︒

一どくらくなり︑またあかるくなると︑

一一521

ますます

﹇益益﹈︵副︶6

しもゆがめられたりはしませんでした︒
ますます

二531 けれども︑またさちこに︑りんごをかえ
ほそい雲が︑ますますほそくなる︒

します︒

おとうさんのほめるのをきいて︑さんちゃ

あらしはますますはげしくなってきた︒

んは︑ますますひわがかわいくなりました︒

五鵬8
七584

また十五だんあがるようになっています︒
三425園
﹁さよなら三かく︑またきて四か
三654

おとうさんはそういって︑また
ぐるぐ

また︑
心があわなくなりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑またおかあさんが おきき

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいますと︑ かぐやひ

四275團

もうすこしで

つかまりそうに
なった

あしたのあさも︑またかけっこをし

とき︑またわの中ににげこみました︒

四224團

めは︑またすがたをあらわしました︒

三鵬3

になりました︒

三731

るまわりをなさいました︒

三662

はじめに十五だんあがって︑それから

八773

世間からはますますわらわれて︑だれひと
りあいてにしてくれなくなり︑
﹁︿略V︒﹂と︑少年は︑ますます不安を

︽ーゼ・ーゼル︾

く︒﹂

十361

十一6511

しかし︑病人はますますわるくなるばか

おぼえながら答えました︒

りでした︒

十一886

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす
かたにかけると重いから手に持つのだと︑
まぜる

ニリットルにたりなかったら︑めっきの

﹇混﹈︵下一︶2

九728園

ま・ぜる

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十538

ずなり︑夕明かり︒

六478圃

八511 まずしいこじきのようなものが家のまえに ま・せる ︵下一︶2 ませる ︽ーセ︾
いるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八531 まずしいこじきのようなものがきて︑
八5311 そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ
きのようなものが︑おもてに立っていました︒
この岩屋から︿略﹀家具のでることを知った︒

十二617 あるまずしい人が︑ふとしたことから︑
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ようね︒

おともを

にわの木の下へいってみました︒

新しいおにがきまって︑またはじめようと

のです︒

六682

七462
した︒

七514

﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑またす

また︑すずめがおりてきたよ︒

バターのいれてあるたるの中へとびおり︑

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑

八869

こんどはまたこなおけにはいってしまった︒

また︑ちがった感じがします︒

九47 黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑

九56 四色︑五色と数をましていけば︑その感じ

その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑

はまたふかくなるでしょう︒

九218

ある家ののき下で巣をつくったつばめは︑

五千ばのつばめをつんできました︒

九243

そのかわりまた︑いつのまにかがんが

來年また︑同じ巣へもどってくるというのです︒

九421国

すぐまた︑しあいがはじまった︒

ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑

それがまたとくべつで︑

九鵬4

いちろうがまたすこしいきますと︑

いちろうが︑またすこしいくと︑

すると︑男はまたいやな顔をしました︒

またじゃんけんをする︒

やまだの顔をみると︑きゅうにまたつんと

それから︑ぼくたちは︑登っていってはす

目をつぶってしずかにしていると︑また︑

べり︑おりてはまた登った︒

山山10

なって︑だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

九964

九9211

かわからなくなりました︒

九669 ガヤガヤ︑ガヤガヤ︑また︑なにがなんだ

ました︒

九664 すると︑また︑どんぐりどもが口々にいい

ようにして︑にたにたわらっていいました︒

九5811 すると︑男は︑また喜んで︑顔じゅう口の

九586

九5211

九518

けました︒

九517 たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

落しました︒

渡ってきました︒

これをきいて︑みんなは︑またはくしゅを

九504 くりの木は︑だまってまた実をパラパラと

七525

みんな︑また運動場に集まって︑終りの式
をした︒

しながら︑

七7711

八58

七7810

そのままそとへでて︑また馬車を走らせて︑
﹁幸福﹂はまた︑そこの家でもごめんをこ
これはまた︑ひどく大きなひなだ︒

そうして︑目をふさいだが︑またさきへと

また音がひびいた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑また鳴った︒

子どもたちはいつしょに遊ぼうとしたが︑

八741

八865

八742

んでいった︒

八721

八654囹

うむりました︒

八536

天の川の西の岸を通っていらっしゃいました︒

八292

旅人は︑それには答えないで︑また思いだ

七547

はじまった︒

ふえがまた﹁︿略V︒﹂と鳴って︑しあいが

七2110園

こしちがいます︒

七124

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

七104囹渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

したとき︑

六伽2

子ぐまはまた歩いていきました︒

四489 ほかのがんは︑また︑みんなをだまして 六665 第三号をつくる人は︑またそのつぎを書く
びっくりさせるのだろうと思って︑

また︑

いたしま

四957 いっしょになったりわかれたり︑また
わたくしが

いっしょになったりはなれたりする︒
しょう︒

四帽10囹

五1910 ほっとしていると︑こんどは︑また︑かば
しばらくすると︑また︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴いた︒

んの中にいれられました︒
五468

またみつけた︑きれ

五4610 帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはいな
かった︒

いな花を︒

五482 おや︑こんな花が
五551 食事をすませてから︑またちょっと︑家の
まえにでてみました ︒
五5711
また︑みんながわらいました︒

五706おじいさんは︑また海へやってきました︒

ｪ﹀︒﹂と︑それがまた心配になってき

五価11 秋になると︑また︑わたり鳥がやってきま
した︒

た︒

六97

六558 ふみおはさっきのことを思いだして︑また︑

たかと思うとまたすぐはいります︒

六517 月は︑雲にはいったかと思うとすぐで︑で

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六364園 ああ︑またふいてくるよQ
六389親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

六355園
ほう︑また︑すごいのがくるぞ︒
六357また︑風︒

りうって︑ ま た ︑ ひ げ の 中 に お ち る ︒

六346かかし︑一どははねあげられるが︑もんど

「〈
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パタパタという羽音がきこえてきました︒
九地9 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑
また︑あみをかけようと考えました︒

九幽2 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき
﹁︿略﹀︒﹂と︑また太郎がたずねましたの

くこともできた︒
十171

で︑おとうさんは答えました︒

十196 また︑﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読ん
ま た ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とさけぶ︒

でいる声がきこえる︒
十261

十528 妹は︑また︑ちょこちょこ歩きだしました
が︑

かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

十542 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた
十549 けむりやほのおがおもしろいらしく︑妹は︑
ここでまた︑いろいろなものをながめるのです︒

十一71囹それでもきこえなければ︑また︑どな
る︒

十一258 夜になると︑また︑なわをなったりわら
じを作ったりしました︒

しょう︒

少年は︑また︑病人の方をながめました︒ 十四659

から︑どんなにがっかりしていたかわからないよ︒
十一8411
父親は︑じっと少年をみつめていました

十四675

つめたい風がふきこむた

これがまた︑よく見ていると︑なかなか

湯げは︑︿略﹀

おもしろいものです︒

十一8512
が︑やがてまた︑病人の方をみました︒

一どとぎれて︑また鳴りはじめる︒

女の子は︑またそうしないではいられな

女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ

それに︑もしまたとちゅうで︑このわし

もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと
十五598園

やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ

おや︑これはまた意外だ︒

﹇又﹈︵接︶62 また

また︑小人のようだったおひめさまは︑

火事がおこらないように︑また︑わるい

びょうきがはやらないように︑

四77

て︑

三月ほどのあいだに︑すくすくとせいがのび

三槻7

の 一まいの紙に︑字をかくことができます︒

三966 ふででかくこともできます︒また︑こ

また

十五M7園あしたまた︑あの小さな家に帰って︑

十五996園また︑ぼくを知っている子がいる︒

したよ︑よわったなあ︒

十五626囹

がまた︑少年の氣にかかってきました︒

十五276

が大きなくちばしで女の子の頭でもつつけば︑

十五265

ばのたばの中からひきだした︒

十四999

両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい

びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒
十四9410

十四965

﹁︿略﹀︒﹂と︑また︑看護人が小声でい

じきまたあえるね︒

いました︒

十︻874

十一877園

で︑チチロはまた看護をはじめました︒

くなって︑

行く︒

十四6310

それは︑また︑いっかべつのときにしま

十四178團が︑近いうちにまたはじめましょう︒

がうまくいかないから︑また困る︒

これは︑持つところということになります︒

また︑﹁︿略﹀︒﹂というときの﹁手﹂は︑またすご

七123

ふしぎでなりませんでした︒

十三584茜色のあるのは︑その点はよいが︑すり 六615 私はおもしろくてなりませんでした︒また︑

に出て來る︒

た︒

十一8711

チチロはまた︑病人に飲み物を飲ませた

り︑ふとんをなおしたり︑手をさすったり︑

十一882

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

そうして︑また目を閉じました︒

十一899

文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

また下がきにがかった︒

十ニー510

文雄は︑三きゃくにこしかけて︑またふ
わたしはまた︑あのような絵のぐがあ

でをとってかきはじめた︒

十ニー74

十二2010園

月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星

そこでまた川の水を飲んだ︒

ればいいなと思いましたよ︒

十二632
十三3310

十三375

読み終ると︑また電話口に行き︑電話を

子どもたちは︑またそちらの方へ走って

の夜であれば︑またさらに美しい︒

かぶばりこのうえもなく︑秋のみのりも思われる︒

十一362圃 日はまた照って水たっぷりと︑いねの

十三402

十三3612

十﹇489 おとうさん︑ぼくは︑大きくなったら︑

かける︒

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一282 さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

また︑おかあさんといっしょに北海道へいきます︒

十三431

また︑手紙を読みながら︑舞台のまん中

十一618 その夜︑また父にきびしくただされて︑
めました︒

十一771 そうして︑朝になると︑また看病をはじ
十一7810 すこしよくなるかと思えば︑思いがけな
くまたわるくなったりで︑
十一834園 わたしはまた︑︿略V︑おまえがこない
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しちがいます︒

七453囹 わたしは︑こんなことになろうとは︑
思っていませんでした︒また︑こんなつもりでひ
いたのでもありません︒

八104 そのかっこうは︑さるそっくりです︒また︑
どうかすると︑︿略﹀︑かかとや足の指をつつつい
たりするのです︒

八7210 横になって休みたいと思った︒また︑ぬま
の水をのませてもらいたいとも思ったが︑

九710 さらさらと流れる小川ともなり︑ちらちら
と光るいけともなり︑また弔い海ともなります︒

十2711

また︑くもがのきに巣をかけることがあれ

ば︑巣のはりかたなどを︑しらべておきたいと思
います︒

また︑一つの和音を耳にしたときは︑組み

また︑核をさしいれたために死ぬものも

あわされた一音一音のことも︑心にうかべてみた

十296
いのです︒

あった︒

いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ

十3912
十654
まをやったり︑

十一1011園あの町でも︑あの工場でも︑また︑日
金次郎は︑子どものときから︑家の手つ

本の國全体だって︑同じことだと思う︒

十一207

だいをしてよく働きました︒また︑父親のすきな

らわすことができるし︑また︑さまざまな情景を

九105 たたきかたによって︑いろいろな心持をあ
写しだすこともできるという話がおもしろかった︒

ものを買うために︑自分でわらじを作って︑お金

金次郎は︑また︑人がすてておいたいね
のなえをひろって︑大水でいたんだ田の水たまり

十一293

をもうけたりもしました︒

九188 その中には︑ことし生まれた子つばめがた
さいなんに︑あわないともかぎりません︒

くさんいます︒また︑ときには︑あらしや︑︿略﹀

ごとにっかわれたということを︑

九239 また︑飛行機という文明の利器が︑このし

とき︑なぜすなおに﹃はい﹄といわなかったのだ

それから︑また︑このことをたずねた

に植えてみました︒

ね︒

十一629園

をはっていました︒また︑ちょまはふえる力の強

九349團 深いのになると︑一メートルあまりも根
い草なので︑

九369團 この谷まの流れにはいって︑頭から水を

大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間
をみつめている者もありました︒また︑子どもの

十﹁683

ようにうなっている者もありました︒

飲み物やくすりを︑少年の手からでなけ

両がわに︑まっかな︑かわいらしい迎いちごの実

十二558

ときどきむりにくちびるを動かして︑な

昔からいい傳えられたというだけのもの

色がその目にうかぶこともありましたが︑

にかものをいいたげにしました︒また︑やさしい

十一8812

のをいおうとでもしているように︑

れば飲まないようになりました︒また︑なにかも

十一806

あびるのが樂しみでした︒また山へ登るほそ道の
が︑こぼれたように雑草の中にありました︒

九409国はるか向こうの山のはしから︑美しい湖
が半分ばかり顔をみせていました︒また︑下の方
の山道を︑しょいこをつけたおとなの人が︑︿略﹀
登ってくるのがみえます︒

九研9 長いこと耳にしたことはありませんでした︒
また︑口にしたこともありませんでした︒

のほうが多い︒また︑文章に書きつづられて有名

母にそのからだをみせるにはしのびない︒

になったものもあるが︑

また人にみられるのもこまる︒

十二637

十二712 いどから水をくみあげたり︑ごはんをた

いたりしました︒また︑まきが少ないと︑近所へ

木をひろいにいったりしました︒

十二811 日本という國をみたこともなく︑また日

本語をすこしも話せないこの二少年が︑

十二892 そうでないと︑相手の人に満足を與える

しかの角などで作ったつり針もあります︒

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒
十二999

まき絵というのは︑うるしをぬったうえ

また︑土器もあります︒

に︑金や銀のこなをまいて︑もようをあらわした

十二柵10

ものです︒また︑なまりや貝などをはめこんだも

のもあります︒

十二M7 平和な國日本を作るために︑また︑文化

新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑

國家をきずくために︒

十三512

尊しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

たり︑また︑種々の器械をつかって観察したり︑

十三89 正しい知識を得るには︑考えたり︑調べ

実験したりする︒

十三94 法則を知って︑ととのった知識とし︑ま

た︑さらに進んだ研究をする土台にするのである︒

星などと同じように︑太陽のまわりをまわってい

十三139 また︑地球もまるい形をしたもので︑火

る星の一つだ︑ということもわかりました︒

一回了します︒ま

十三144 この人は︑すぐれた数学者で︑また熱心

聖上といって︑︿略﹀

な天文学者でした︒

十三153

まだ一まだ
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た︑公輔といって︑︿略﹀まわりをまわります︒

十四265 コレラは︑オランダ医学がはいってきた
ときに︑また︑チフスやトラホームは︑ドイツ医
学がはいってきたときにそれぞれ関わったことば
であろう︒

十四268 また︑音樂の時間によくつかう︑︿略﹀

とかいうことばは︑西洋音楽がはいってきたとき
また︑図画工作の時間によくいう︑︿略﹀

に︑いっしょに傳わってきたことばであろう︒
十四2611

ことばも︑西洋の油絵がはいってきたときに
十四4711 きけんのせまった中で︑なんというおち
ついた︑またなんというほがらかな人だろう︒

十四565園 また︑花さんでも︑葉さんでも︑日の
あたるところや︑高いところがおすきなようです
が︑

十四612囹 もし︑あの人間がいなかったら︑また︑
その人間がせわをしてくれなかったら︑

の湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ

十四6810 しかしまた︑見かたによっては︑茶わん
くにたものと思ってさしつかえありません︒

また︑それまでに作られた文字を組みあ

わせて表わすこともくふうされた︒

十五375
字によっては︑いくつかの音のあるもの
標準語の教育に役だつ︒また︑ローマ字

があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒

十五389
十五421

は世界的の文字であるから︑日本語が世界の人々
プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ

に親しまれるようになるであろう︒

十五5012

きつけられていろいろな焼物を集めた︒また︑日

日本美術工早事十二巻という大作を著わ

本についていろいろの研究を進め︑

十五515

した︒また︑名高い大英百科辞典の東洋美術につ

また︑︿略﹀日本の子どもさんたちにも︑

いての説明は︑プリンタリーのふでになったもの
である︒

十五797

ら︑

四874
ない︒

四生5園

おとうさんは︑町へいって︑まだかえら

りゅうぐうは︑まだとおいの︒

五178園

まだほかにあるの︒

あなたたちはまだいい︒

おいしいごちそうでございます︒

四冊6園 これは︑まださしあげたことのない︑

五232囹

ます︒

五393團山のてっぺんには︑まだ雪がのこってい

五421團私は︑まだ︑ほっかいどうへいったこと

それから︑あたりをみまわしましたが︑空

はありません︒

はるおは︑まだみていたいようでしたが︑

は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑

五549
五583

﹁まだけんとうがつきません︒﹂

五9610囹 まだすこし早いようだ︒

まだかと思った︒

まあだだよ︒

まあだだよ︒

こんなのは︑みじかくなった文ですが︑ま
﹇131圏

まだあります︒

七591

七303園

七46 教室のまどは︑まだねむりがふかい︒

いったから感心したのである︒

六鵬4 その︑弟がまだいわないことばを︑さきに

また︑もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑ 六754囹

お目にかかったことがあるからです︒
十五992

また︑これは︑﹃ひなたの幸福﹄で︑

廣間の中にかけこんで來て︑

十五鵬3園

ダイヤモンド色の着物を着ていますし︑

十四846 また︑どうして雪のけっしょうができる まだ ﹇未﹈︵副︶87 まあだ まだ

一165

一133圃

七8110園 ほかにまだ︑知っていたかね︒

せん︒

八387園

けれども︑まだじゅうぶんではない︒

などは︑まだいくら書いても書ききれません︒

ピオのゆうかんさや︑︿略﹀や︑おかしさ

だ︑みがきあげられたことばということはできま

十四902 寒いことも寒いが︑また暗さも暗かった︒

まだあります︒

か︑︿略﹀わかるようにしくんだものであった︒

十五221 山の上の方に︑また下の方にちらばって

一302

いるひつじのむれを追いでもするように︑

いや︑まだ︑さわってみたこともな

八108

四649圏

る︒

まだ︑からだがじゅうぶんではないか 八9310淫雨がまだみにくいあひるの子であったと

だかわかりません︒

四351

八3810園 まだ満足ではないというのですか︒
三122 まだなにもおぼえません︒
ここまでいわれても︑まだ︑なんのこと 八624囹 いちばん大きなたまごがまだのこってい

い︒

二335圏

二65囹まだありますよ︒
い

十五346 知らせるためには︑文字に書くか︑また
ほかに特別の表わしかたをしなければならない︒

ろいろな考えを表わした︒また︑木の皮や︑あさ

十五349 なわを結んで︑︿略﹀などによって︑
なわなどであんだひももっかい︑

形のないものを表わすのに︑︿略﹀︒また︑

﹁うえ﹂﹁した﹂という考えを表わすのには︑

十五368
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き︑

八9610

ひたさないほうは︑まだめがでません︒

さいていませんでした︒

八佃2 朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ
九161 まだ︑口ばしの下の赤色が︑親つばめほど
こくありません︒

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

十ニー43

まだ青々とした木の葉の中から大きくの

まだわかい︒

まだだめです︒

ぞいているのもいい︒
十ニー79園

めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一

十二222園
十一一246

ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い
その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の
今日でも︑まだ︑そうした考えがのこつ
世の中には︑科学的研究によっても︑ま

十四7310

ふしぎなもようがなんであるかというこ

茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら

とは︑まだ︑あまりよくわかっていないようです︒
十四7611

おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

でもありますが︑

十四923

まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

まだマッチをすこしも費ってはいなかった︒

大わしは︑︿略﹀︑ぱっと一まず舞いたち

十五838園

﹁こんなものが︑まだほかにもありま

それはそれとして︑きょうはきみがま

そのときは︑まだ三角測量が行われて

だからまだ︑ダイヤモンドを︑まわし

をつとめていたころ︑

十五5611園私がまだわかくてアマスト大学の助手

いなかったので︑富士山の高さも不明であった︒

十五562園

だ生まれないころの日本の話をさせてもらおう︒

十五558囹

すか︒﹂

十五4610園

ましたが︑まだこりないでやって來ました︒

十五314

だおれでとどまりぬ︒

十五55図説遠くそののちかしの木に︑矢はま

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒

民ちゃんは︑まだ︑うんこもしっこもい 十四927

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒
十一一2410
えません︒

きません︒

十三118

ている︒

十三103

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三49

けやきのこずえの方を︒

十三42

十一一765園句か︑まだできない︒

﹁︿略V︒﹂などと︑はやしたてていました︒

まだなにも降ってきもしないのに︑

﹁文業のほかにまだあるんですか︒﹂

九462團ぼくにはまだ︑セドリックほどわかりま 十二2612 けれども︑かんじんの歩くことはまだで
せん︒

﹁先生︑まだすべってはいけませんか︒

十一一7111

﹁やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑ 十二4510園

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒﹂

九536園

九711 やまねこは︑まだなにかいいたそうに︑
︿略﹀︑目をぼちぼ ち さ せ て い ま し た が ︑

九柳9園

九892園 まだやるのか︒
九㎜11 先生は︑ふたりとも︑まだ上へ上へと登っ
ていかれたが︑

十538 まだ︑いぬが氣にかかるのか︑ふり向くと︑

十一56 まだむちゅうになっているのである︒
十一254 金次郎は︑とりが鳴くと︑まだ暗いうち

十五975園

まだだよ︒

てはいけないよ︒

しかし︑問題はまだのこっています︒

おどりをおどったり︑わらったりする

だ知られていないことはたくさんあるが︑
十三222

十五976園

からおきて︑

十一422圃 よべの大雪まだ降りやまぬ︒

まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ
まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる

ご自分にはまだ子どもたちがのこって
この世の中には︑まだ幸福がのこって
まだわかいおじょうさんです︒

この人︑まだぼくたちに会ったことが

それから︑ぼくは︑まだなかまのうち

でもぼくは︑まだわかいから︑あの人
十五⁝⁝⁝6園

どうあなたがやってみたって︑あれを

のわらうのを見たことがありません︒

十五鵬1園

でいっとういいのをしょうかいしませんでした︒

十五脳2園

ないんだってさ︒

十五㎜4囹

けれど︑まだ︑お話はできないのだよ︒

十三513

もまだ続いていた︒

いる︑

十四72圏

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十三533

ると︑よろけるんだよ︒

十一513 ゆうべからの大あらしは︑けさになって
十一7311 医者が︑まだとなりのベッドをはなれな
いうちに︑少年は立ちあがりました︒

る︒

十一757園 だいぶんわるいけれど︑まだ望みがあ

十四92国
いる︑

十一8210 少年は︑まだ声をだすことができません

十四4810

でした︒
もうし

十二82 孟子がまだ子どものころでした︒

またがる一まちがう
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すっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

十五佃9園 あれは︑人がまだ知らずにいる﹃喜
び﹄たちです︒

﹇跨﹈︵五 ︶ 1

またがる

︽ーリ︾

十五佃9囹 ときはまだ來ないのです︒
またが・る

八294 すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて
﹇又﹈︵副︶1

またしても

くる︑わかい男にであいました︒
またしても
﹇又﹈︵接︶3

または

七608 またしても︑ポトンと音がする︒
または

または︑そのいなか町にある商業学校の下の学年

十147 その少年は︑小学校のいちばん上の学年か︑
ぐらいでしたでしょう︒

四131

この町の耳です︒

どこも︑この町の目です︒

ここにとどきます︒

四132

この町の手となり足となって︑はた

らいています︒

四133

これは︑平安時代の町の風景で︑大和絵

へいあん

本の國全体だって︑同じことだと思う︒
十二価11

ペキンの町には︑ホートンが︑あみの目

でやわらかにかきあらわされています︒

のように通じている︒

十三266

と︑

フィリップ自身︑中部フランスの小さな

十五194

小さなマッチ費りの女の子は︑町をあち

ある日︑プリンタリーは︑どうやら覚え

スイスの首府のベルンの町からながめる

らこちら歩きながら思った︒

十四905

町のまずしい木ぐつしの子に生まれ︑

十四56

スという町の絵画館にかざってあるよ︒

おとうさんは︑町へいって︑まだかえら 十三567囹 本物はね︑いま︑イタリアのフロレン

さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に

四873
ない︒

五54

自動車につみこまれて︑ある町のゆうびん

でましょう︑町にでましょう︒

五196

もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ

きょくにつきました︒

五561
つまっていました︒

町の東にある寺の一角に︑

た日本語で︑町をひとりで散歩していた︒

十五4511
十五719

あの美しいあなたがたのお國を親しくお

ピッツバーグの町を走り出た自動車は︑

ビルディングが立ちならんでいる町︒

十五729

六37一

さいごに︑町の学校とやることになった︒

列車のようにとぶつばめのむれ︒

七498

﹇間違﹈︵名︶2 まちがい

だろう︒

十一838園

どうしてこんなまちがいがおこったの

から︑まちがいはありません︒

五154 ゆくさきはむねのところに書いてあります

まちがい

たずねして︑町や︑家や森や︑山をながめたり︑

十五796

そのいなかの町には︑ポンナフという石の

まちがって乗っている人がいないか︑し

﹁あ︑まちがった︒﹂

こんどはまちがいませんでした︒

﹁あ︑まちがった︒﹂

五134園 ﹁ぼくたち︑まちがっていないの︒﹂

らべるのさ︒

五133園

ーッ︾

新しい家のたった町︑ふみきりばんのおじ まちが・う ﹇間違﹈︵五︶7 まちがう ︽ーイ・ーエ・
村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑
町の人のかげ口は︑いっそうはげしくなり︑

そのゆめのような考えをわらった︒

十407

いさん︒

十239

橋があって︑

十102

こよりぞいぬのあらわる

九価5図魍赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ

をふいている風である︒

あいては︑町の︑いちばん強い学校だ︒

十四803 なん百年という前からつくられて︑子に︑

与あかえまち・いなかま

七531

しずんでいくお日さまをおって︑町の上を

町

町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく物

六431

34

よくみがいたまるいかがみを︑この町

九123

まごにと傳えたことではないかと思います︒また
は︑︿略﹀︑よその民族から教えられて︑それから

いい傳えられているのもあるかもしれません︒

十五817 平ぼんにしていだいなれよ︒空氣または
まだまだ

日光のごとく平ぼんなれよ︒
﹇未未﹈︵副︶1

︵名︶

十三125 日本の國は︑今日よりまだまだ進むこと

まだまだ

﹇町﹈

であろう︒
まち

四91

ち・こうばまち・このまち
にはめこんだようです︒
です︒

四93 ここは︑町でもひょうばんのかじゃさん

十417

十一455

十一451園

十一1011囹あの町でも︑あの工場でも︑また︑日 十一461園

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

ここから︑とおいとおい町へいくこと 十一46 川上の方をながめると︑近くの町の工場

四122 となりの町と︑いったりきたりします︒

四125

とおいとおい町からだいじなものが

ができます︒

四127
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︵下一︶

1

まちがえる ︽一

それを

︽ーッ︾

十二刀10
まちのおと

1

2

待ちかまえる

待ち遠しがる

ひとつになって生きて

︵五︶

町ぜんたいが︑
﹇待遠﹈

︹題名︺1

まちの音

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒

芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪

まちどおしが・る

います︒

四135

十一463 まちがったとき︑思いきってやりなおし まちぜんたい ﹇町全体﹈︵名︶1 町ぜんたい
た︑その勇氣を頼もしく思いました︒

﹇間違﹈

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

十五249 一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と

エ︾

まちが・える

まちがえないで︑早くいってあそぶのです︒

四664 いいにくい ことばをみつけて︑

1

︵下一︶

町はずれの野原を歩いたりいなかのしもの

﹇待伏﹈︵名︶1

まちぶせ

待ちわびる

町やくば

1

︽一

かりうどは︑ぬまのまわりにまちぶせをし
﹇町役場﹈︵名︶1

︵上一︶

ここは︑町やくばです︒
﹇待佗﹈

あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん
待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

十五宙2園

ビ︾

まちわ・びる

四42

まちやくば

ていた︒

八744

まちぶせ

ふかい朝の野にでたとき︑

八136

まちかど ﹇町角﹈︵名︶3 町かど 町角
三872 まちの音
四710 こんざつする町かどでは︑きちんとせいまちはずれ ﹇町外﹈︵名︶1 町はずれ
りしてくれます︒

︵下一︶

待ちかねる ︽一

九763 先生が︑町角までいって︑待っているよう
にとおっしゃったので︑

﹇待兼﹈

十二911 ある町角の廣場で︑
まちか・ねる

﹇待構 ﹈

十一334圃短か夜しらむを待ちかねて︑

ネ︾

まちかま・える
︽ーエ︾

のたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

十五2912 昔の物語に出てくる英ゆうのように︑こ

まつ

﹇松﹈︵名︶19

まつ5こまつ・たいまつ

十五675 私がだんをおりるのを待ちかまえていた まつ ︹人名︺5おまつさん
老婦人が︑

一64間なのはな︑なのはな︑まつのき︒
ニー73 いなごごままつつくえ

︽ーレ ︾

待ちこがれる

まちこが・れる ﹇待焦﹈︵下一︶2 まちこがれる

みると︑むこうのまつの枝に︑きれいな

まつの木のうしろから︑ひとりの女が

ものが︑かかっています︒

四伽2

さんちゃんのおうちのまつの木にとまった

でてきます︒

五977

り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

ちのまつの木におりてきました︒

五鵬1 ある日︑二三ばのひわが︑さんちゃんのう

五研9旅のひわは︑おどろいて︑すぐにまつの木

学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ

の上へにげていきましたが︑

六7510
七142

そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて

ゆく手に︑まつの木が立っています︒

に︑まつの枝をつけました︒

八567

なん十メートルもある高いすぎやまつの

にして歩きだした︒

はえているところは︑書でもうすぐらく︑

九3711団

まつの木では︑きょうからせみが鳴きは

あげはのちょヶが︑まつのかげから舞っ

十234圏圖なのはな︑なのはな︑まつのき︒
十一125
てでる︒

じめた︒

十﹁127

十一402豊山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

﹇待﹈ ︵五︶34まつ 待つ ︽ーチ・ーッ・一

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

はきものがきちんとそろって︑わたく

つぎのへやで︑こしをかけてまってい

ツ・ーテ︾﹇▽おまちくださる︒おまつ

ま・つ

一468
ますと︑

三614 ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑

まっています︒

したちのかえるのをまっています︒

それをまつの枝のさきにつりさげると︑

三333囹
四839

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど 三601 ほかの 子どもたちは︑ どう きまるか
四桝7

雪につもられて︑だまっている︒

四862

つるや︑ふうせんをさげました︒

まつの木の枝を立てて︑色紙でおった

ま一まつに月︒

四7710

それからそれへと長々と話しかけて︑

四826

九253 春になると︑だれもが︑このめずらしいお
客の帰ってくるのをまちこがれています︒
を

十﹁783 父親の帰りを待ちこがれていたことなど
まちじゅう ﹇町中﹈︵名︶1 町じゅう

きます︒

四113 町じゅうの友だちがみんなあつまって

まっか一まっきいろ
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まっていました︒

五525 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさごを
うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒
六401園 心配しないでまっていらっしゃい︒

六8711園 あなたは︑その大きな木にのぼって︑
﹁ こ ら ︑まて︒﹂

まっていらっしやい︒
六側1圓

七702 くれがたの庭そうじ︑それがすむのをまつ

七254園 ちょっとまってください︒
ていたのか︑

まつのです︒

八205 そこで地表に近づいてきて︑皮をぬぐ日を
八965 水のすむのをまって︑むらのないようにま
きました︒

九763先生が︑町角までいって︑待っているよう
にとおっしゃったので︑

﹁ちょっと待て︒﹂

九927 こんどは負けたらしくたちどまって待って
いる︒

九966園

九欄1囹待て︑待て︑もうすこし上までいこう︒

九佃1囹待て︑待て︑
と︑

九梱5 くもが︑じいっと息をころして待っている
九櫛2囹 ちょっと待ってください︒﹂と頼みまし
た︒

ていた︒

十一519 雨にうたれながら︑電車のくるのを待つ
十一716 いすをひきよせて︑目を父親の顔からは
なさないで︑こしをおろして待っていました︒

十一738 待っているそのあいだが︑少年にはたい
へん長く思われました︒

十一853囹 待ってください︒

十二317

この日の午後︑私はなんとなくものを待

つ虚偽で︑じっとげんかんにたたずんでいました︒

私は︑どのようなおどろきとふしぎが私
私は︑生まれてはじめて︑きたるべき新

を待っているのか︑すこしも知りませんでした︒

十二322
十二394
しい日を待つことを知りました︒

芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ
芭蕉の待ちに待った雪が︑

がたから降ってきました︒

十二743
十二743

受話器を持ったまま︑待っている︒
助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人た

電話のかかるのを待っている︒

十三3811
十三407
十四4811

ちが力をおとさないように︑

わたしたちは︑ただもう︑おまえさん

ほどなくあらわれるあすの日を待ちな

さあ︑きみを待っているのだ︒

がたを待っていたのです︒

十五896園
十五939園

十五㎜1囹
がら︒

まっか

九548

男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

いちろうは︑顔をまっかにして︑

あたりまでまっかになり︑

九5711

九846 だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに

正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の

してほっています︒

春れんがはりつけられる︒

十三356

十五144図幽目をあけてつくづく見ればばらの木

五ひきのうさぎさんは︑まつ林の中で︑ま

﹇松毬﹈︵名︶5 まつかさ

にばらがまっかにさいてけるかも
まつかさ

うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま

﹁うさぎさん︑そのまつかさをくれない

つかさで︑まりなげをしたり︑

六梱5
六律1園
か︒﹂

六槻2

うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

つかさをあげようと︑話しあいました︒
六三5

おさるさんは︑きょろきょろしながら︑ま

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六搬7

そこに流れているのがまつ川だ︒

まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると

ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

﹁泉はまつ川の上流にある︒﹂

たいへんうまかった︒

九桝5

ころの近くまでくると︑

九悩3

いてあるのだ︒

九伽11園私たちの村の用水も︑このまつ川からひ

九伽10園

つかさを受けとりました︒

まっかなつつじがいっぱい︒

﹇真赤﹈︵形状︶13

﹇403

ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑は まっかわ ﹇松川﹈︹地名︺5 まつ川

まっか

ニー33

それから︑まっかなカーネーションです︒

んぶんだけみどりいろをしていました︒

もみじがまっかで︑山のいもをほっている

つばきの花がまっかにさいています︒

五439團

七662

七562

﹁︿略﹀︒﹂といって︑顔をまっかにして

人が二三人︒

八706

やってきた︒

まっき色

よあけにぽあとまっき色︑つゆをふ

﹇真黄色﹈︵名︶1

くんでさきました︒

三495圃

まっきいろ

九369團まっかな︑かわいらしい山いちごの実が︑ 九悩9園
こぼれたように雑草の中にありました︒

はだかになった木の上に︑まっかにじゅ
くした実がすずなりになっているのをみると︑

九445国

703
まっくら一まっすぐ

五102囹 おばあちゃん︑まっくらになった︒

まっくら ﹇真暗﹈︵形状︶4 まっくら まつ暗
八157 地の中はどこもまっくらです︒
十二4011 そのまつ暗なさびしい心を明かるくする
ことに成功しました︒

十三338 夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ
﹇真黒﹈︵形状︶7

まつ黒

ままれてもわからないほどである︒
まっくろ

四922しかし︑降ってくる雪は︑まつ黒だ︒
はまつ黒︑やみの夜︒

四柵7圏圓黒いころものそろいでまえば︑月
五323 まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん
どん走っています︒

五7211 海はまつ黒になってあれていました︒
五7510 海はまつ黒になって︑波が高く︑ゴーゴー
とうなっています︒

﹇真最中﹈︵名︶1

まっさいちゅう

ケンナの話で︑あきらかになったのですが︑
試合のまっさいちゅう︑︿略﹀︑チルデン

まっさいちゅう
十二853
﹇真青﹈︵形状︶4

まっさお

選手はかた足をふみすべらせてしまいました︒

があいていて︑

九悩3 まつ白なばらが︑たくさんさいていだので
す︒

と︑ひらりひらりと舞いあがりました︒

九圃2 それから︑まつ白な羽をひろげたかと思う

まっすぐ

その上に︑まつ白な服をつけた少女の

﹇真白﹈︵形︶1 まつ白い ︽ーイ︾

﹇真直﹈︵形状︶17 まっすぐ

しがさんさんと降りそそいでいました︒

十二831 まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ

まっしろ・い

山までも︑︿略﹀をほめたたえているようでした︒

十五339 美しい︑大きなユングフラウのまつ白な

立っているようなけわしい山が︑

十五214

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五212 朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう

をいただく山々がならび立っています︒

十五194 ベルンの町からながめると︑まつ白に雪

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

六488間ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつさ 十四9612 雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ

まっさお

まわりの山は︑︿略﹀︑きれいにもりあがっ

おな海の色︒

九492

一つの太陽の下で︑︿略﹀まっさおな海

まっさおな海は︑太陽の下でわらってい

て︑まっさおな空の下にならんでいました︒
る︒

十一129
十一149

まっさかさま

もわらい︑たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒
一つまちがえば︑千ひろの谷間へ︑氷と

﹇真逆様﹈︵形状︶1

十五2410

まっさかさま

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

ありました︒

三344囹まつ的なかびんに︑赤い花がさして

九543 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木 まっしろ ﹇真白﹈︵形状︶16 まつ白
の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒
九546 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑

まつ白な

あごひげを

つけた

サンタク

四921

おじいさんにおあいして︑おもちゃ︑まつ

降った雪はまつ白だ︒

た︒

六襯10

九508

でました︒

かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

まどぎわへ

六322

まげるのですから︑めんどうでした︒

六柵4 よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

を地表に向けてほっていき︑

八208 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ
八568

をしたあたりが横にそれている︒

まえのよりはまっすぐだが︑︿略﹀︑わきみ

クローバーの花が︑まつ白にさいていまし

八576 みちがえるように︑まっすぐな︑しっかり

けてみようと思って歩きだした︒

まつ白な岩のがけの中ほどに︑小さなあな

な波の音︒

六495圃．ふと︑そんなこと思わせる︑あのまつ白

白にこなのふいたほしがきなどをいただいて︑

五224

ローズのおじいさんができあがりました︒

四837

のようですね︒

まっくろ・い ﹇真黒﹈︵形︶1 まつ黒い ︽iク︾
三942 あのまつ白な雲もみんなのもの︒
三311囹 長くまっすぐになっています︒
四922 まつ黒くはないかもしれないが︑どうし 四265国 まつ白なおさらの上では︑おひめさま 三746光の中をあるいていって︑まっすぐに

ても︑白いものではない︒
ケンナ

マッケンナ ︹人名︺4 マッケンナ塁フランクマッ
十四466 マッケンナは︑しばらくしんみりした氣
持で︑この歌に聞きほれていました︒

十四501 さて︑おじょうさんの歌をたよりに︑
マッケンナがおよいで行ったように︑

十四504 マッケンナも︑その歌を歌っていたお
じょうさんも︑︿略﹀︑みんなすくいあげられまし
た︒

十四506 このことは︑あくる日の新聞に出たマツ

まったく一マッチうりのむすめ

704

した足あとがついている︒

九梱6 みつばちは︑くものあみを知らないで︑

知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を

いうまでもない︒

十三124

しずけさの中から︑とつぜん︑まったく

夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑

まったくとり去ってしまうようになれば︑

十三248

まっすぐにとんできました︒
十一903 しばらくのあいだうつむいていましたが︑
十四4511

︵名︶17

マッチ

ただ一本のマッチでも︑
おおみそかの晩だというのに︑その子は︑

ほんのたった一本の

女の子は︑手にマッチの小さなたばを一
一本のマッチで

ほんのたった一本のマッチで︑
女の子は一本のマッチをとりだした︒

これは︑ま法のマッチだろうかとさえ

十四964

女の子は︑手にもえつくしたマッチを

またそうしないではいられなくなって︑

持って︑つめたく︑いん卸そうにすわっていた︒
十四966

女の子は︑もう一本の︑第三貯めのマッ

ちょうどマッチはもえつくしてしまって︑

もう一本のマッチをとってかべでこすった︒
十四977

女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ

と︑そのとき︑マッチはもえつくしてし

チをすった︒

十四9710

十四988
まった︒

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

ばのたばの中からひきだした︒

十四999
十四9911

急いで︑たばの中にあったマッチをみん

かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒

十四柵6

︵名︶6

マッチ費り

マッチは︑はなやかにもえあがった︒

な一時につけた︒

十四㎜1一

十四38

め

ほのおは︑その小さなマッチ責りのむす

いく百もの小さな人形が見おろして︑

人々が︑マッチ直りのむすめの︑ひえ

十

︹色名︺

2

マッチ責りのむす

マッチ責りのむすめ⁝⁝⁝九十

マッチうりのむすめ

きった小さななきがらを見つけたとき︑

十四齪2

マッチ責りのむすめを見てわらいかけた︒

十四986

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒

十四9512

ことはそれであった︒

十四936 その小さなマッチ怠りのむすめの考えた

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった﹂︒

十四933 その小さなマッチ去りのむすめは︑自分

らこちら歩きながら思った︒

十四905 小さなマッチ労りの女の子は︑町をあち

マッチうり

まったくとう明なガス体の蒸氣が︑しず
ただ︑ちょっと見ただけでは︑まったく

くになるときには︑

十四6312

思いがけなく︑きれいな歌が流れてきました︒

やがてからだをまっすぐに立てました︒
十二688 まっすぐに長く切るのこぎりは︑廣いは
ばをもっている︒
十四694

そこで︑その女の子は︑まったくはだし

関係のないようなことがらが︑

十四918
になってしまった︒

その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ
それから︑これは︑いや︑まったくお

たく大きなあくまです︒

十五308
十五悩8園

まつたけ

しとしとと降る秋雨に︑ちれば山には

﹇松茸﹈︵名︶1

おぜいすぎますね︒

四槻8

マッチ

まったけが︑かおりも高くはえてくる︒

十一389圏

まつたけ

十三1111 まっすぐなことや曲がったことは︑知識
をもととして考えなければならない︒

十四6512 けむりの出るところがらいくらかの高さ
までは︑まっすぐにあがりますが︑

十四783 一方は太く︑一方は細くなって︑まつす
ぐに割ることができなかったのに︑

十四786 竹の先のほうから割ってみると︑もとま
で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒
割れて︑けっしてそれることがありません︒

十四794 上からはものをうちこむと︑まっすぐに

まったく

十四883 歩く人は︑おそらく︑まっすぐに歩こう
﹇全﹈︵副︶15

と思ったのであろうが︑
まったく
まったくそのとおりです︒

十四956

十四951

十四9411

マッチで︑火をともすことができたならば︑

十四9411

つ持っていた︒

十四9311

まだマッチをすこしも責ってはいなかった︒

十四923

八795 そればかりでなく︑ねこやにわとりとは 四榴1園 わたくしはマッチです︒

七7610園

まったくちがった考えをもっていた︒

十415 これは︑まったく考えてもみなかったこと
である︒

十4511 世界の学者の研究によって︑天然眞珠と
まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十一7910 医者は︑まったくだめだといわんばかり
に頭をふりました︒

十二321 そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指
はまったくわれをわすれてなでていました︒

十三1011 この考えのまったくあてはまらぬことは︑ 思った︒
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まつなみき一まで

十四901 十 マッチ責りのむすめ
まつなみき ﹇松並木﹈︵名︶1 まつなみ木
﹇松葉﹈︵名︶1

まつば

十238 窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒
まつば

した︒

まっぷたつ

キ︾

まつわりつ・く

きた

とき︑

三柵2園

みんなはとうとうえんがわまでにげて

おふたりがどんなにおかなしみにな

が︑なん人かのこりました︒

三価5さいごまでどうしてもあきらめない人

家のすみずみまで光りかがやくほどなので︑

そのうつくしさはたとえようもなく︑

いきました︒

三811

︽一

﹇纏付﹈︵五︶1

三撹10

まつわりつく

その子のきれいなかみの毛は︑両かたに

まつわりつき︑

十四931

ここまで

いつまでも︒いままでどおり

二68

やねの上まで︑人でいっぱいになりま

るかと思って︑いままでだまっていましたが︑

三柑10

まい子をうちまでおくりとどけてくれ

あさからばんまで︑トッテンカントッテ

おとなりのまさこちゃんと︑あのいけ

ンカンとはたらいています︒

四95

ます︒

した︒

しまいまでみていたいとおもいまし

﹁︿略﹀︒﹂といいましたQ

たが︑

二213園

よくここまでのぼ．つた︒

四83

ここまでおはなしをきいたとき︑

﹃いろはにほへと﹄までもありました︒

二395圓

こてんのいり口まできますと︑

くすのきは︑いままでみたこともきい
どこからどこまでつづいているのか︑

しょうね︒

めいじぶんのことが思いだされてきました︒

いままでみたこともきいたこともな 四391 ここまで話がすすむと︑みんなは︑めい

だかわかりません︒

四351

ここまでいわれても︑まだ︑なんのこと

四276蒼林のむこうの一本道まで︑かけっこを

のそばまでさんぽしてきました︒

このはちをわたくしにとどけようと 四248團

二601

した︒

三484

すと︑

﹁ねえ︑大きな木のところまでの

白うさぎはいままでのことをはなしま

かめは︑すぐそばまで

四佃8園

お礼に

りゅうぐうへ

いって︑大きな

おつれしょうと

これはこれは︑おみやげまでいただき

思って︑ここまでまいりました︒

四価1園

声で︑﹁︿略﹀︒﹂といいます︒

四丁3

ぬけて︑おとなりまではいていく︒

四904 おかってからはきはじめて︑かいどうへ

くさんこしらえておきましょう︒

三446園 むこうのりくまでならんでみたまえ︒ 四642囹 いままでのわがまま︑ごめんね︒
三467 白うさぎがいままでのことをはなしま 四674 お正月までに︑ことばあそびのたねをた

い︑大きなふねでした︒

三272

わからないほどになりました︒

三231

たこともないほど︑大きな木になりました︒

三225

して︑手をここまでのばしたのです︒

三1610園

三152

二227囹

とみこさんが︑

四479 やがて︑まつばのようなかたちになりま まで ﹇迄﹈︵副助︶魏 まで呂あさからよるまで・
まつばづえ ﹇松葉杖﹈︵名︶1 まつばづえ

五241囹ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを
ついた︑わかい人がいるんです︒

まつばやし ﹇松林﹈︵名︶3 まつ林

六捌5 心ひきのうさぎさんは︑まつ林の中で︑ま
つかさで︑まりなげをしたり︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声にさけんだ︒

九描8 まつ林の中を通っていくとき︑だれかが︑

つ林におおわれた道もない谷まになった︒

九伽9 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

ら

まつばら ﹇松原﹈︵名︶2 まつ原点みほのまつば

りかえったり︒

四櫛4圃白いはまべのまつ原に︑波がよった
熊鼠6圃白いはまべのまつ原に︑
まつぴるま ﹇真昼間﹈︵名︶1 まつ書間

十四柵11 まつ豊間でも︑それ以上に明かるくはな
﹇真二﹈︵名︶1

いと思われるくらいであった︒
まっぷたつ

七744 いま︑まっぷたつになるすいかだ︒
まつもとさん ︹人名︺1 まつもとさん

六5810 この人は︑私たちの組のまつもとさんです︒ 三592囹

三616園丘の木のところまでのぼってさ︑

ぼってみよう︒﹂

とりいれまつりのよる・はなまつり・ひなまつり・

まつり ﹇祭﹈︵名︶1 まつり与とりいれまつり・
ほうねんまつり

ころまでのぼりました︒

いっしょになって︑丘の大きな木のと

三632
十五64図圃家を出て手をひかれたるまつりかな

まで一まで
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まして︑ありがとうございます︒
御伽3 いままで くらかった へやが︑ あかるく
一なりました︒

四梱3 これができあがるまでには︑どれほど苦
・いをしたことでしょう︒

四擢3圏 長い長いでんせんをつたわって︑こ
こまでたびをしてきたのです︒
かずがかかっていることでしょう︒

四三8 これを作りあげるまでには︑どれほど手

四番2園 わたくしがこの世に生まれてくるま

五168園

五167園

﹁わ た し は ︑ か ご し ま ま で ︒ ﹂

﹁あなたは︑どこまでいくの︒﹂

﹁ぼ く は ︑ さ っ ぽ ろ ま で ︒ ﹂

では︑

五169囹

五259 駅の出口までくると︑でむかえにきていた

いままで死んだようになっていたかいちゆ

六4011

やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは

かかしの顔まで赤くなる︒

う時計が︑

六116

六475圃

そこを通りかかった人が︑おんぶして学校

すずなり︑夕がらす︒

六589

そのようにして︑どこまでもお話をつづけ

までつれてきました︒

六666

はりがねが六本あることまでわかる︒

てみましょう︒

六撹7

ぼくは︑いままで︑ものをいうときに︑

︿略﹀ということを︑考えたことがなかった︒

六佃9

バビブベボ︑パピプペポにいたるまで︑み
いままでは︑﹁ちがったかなをならべたも

んなはなから声のでる音ではないことがわかった︒

六擢9
六柵1

﹁ここまできたら︑もう安心だね︒﹂

の﹂ぐらいに思って︑
六儲3園

おねえさんをみつけました︒

五271園 だって︑電車のおかげで︑あんな遠いと

あの日からきょうまで︑わたしのみたこ

それでいいというところまでは︑

たっぷりと︑春は︑小さな川にまで︑あふ
うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

そのうえ︑つけていた荷物の品まで︑

らくだのまえ歯が︑二三本ぬけているこ

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七821囹
とまで︒

七822囹

北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう

知っているじゃありませんか︒

やそのさきの島々まで︑いたるところの山野に︑

八47

八346 太陽から発した光が︑地球にとどくまでに

は︑︿略﹀かかることになります︒

した︒

八491 王子は︑いままでのわけをこの男に話しま

八549 黄色なたくあんまで︑そのおむすびにそえ

てくれました︒

いままでだいていたのだし︑あと四五日

いつまでかかるのだろう︒

世界は庭の向こうがわまで廣がっている

八583 いままでのぼってきた方をふり返ってみる
と︑

八625囹

のだよ︒

八622園

八646囹

おしまいには︑自分の兄や姉からまで︑

そうして︑はくちょうたちがみえなくなる

音というものは︑情景をあらわすばかりで

オーストラリアまでいくのがあるということです︒

九π9 南洋の島々から︑さらに海をこえて︑遠い

なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

九145

たさきが︑ふくれてかたくなっていました︒

八 1 さわってみると︑いままでぺしゃんこだっ

たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八852 しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ

と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

八8411

又略﹀︒﹂といわれた︒

八713

私は︑D・D・Tを︑頭から︑首すじから︑はすわることもできますから︒
かるやかなしらべは︑朝の光のように氣持
どこまで書きたしても︑それでいいという

七477

ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ

七724

れている︑あふれている︒

七694

ンターまで︑外野にでてしまった︒

七516

ません︒

ところまでは︑なかなか︑いきつくものではあり

七476

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419

せなかから︑腹までふりまかれて︑

七411

と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七94園

﹁ぼく︑大きくなるまでに︑どの星もみ

ころまで︑一日でいって帰ってきたのですもの︒
五5810園
んなみてしまいた い な ︒ ﹂

﹁子どもたちがくるまでに︑そこらをき

五686囹 帰るまでには︑新しいおけができていま
すよ︒

五852園
れいにそうじしておこう︒﹂

五959囹 おとうさん︑ひとりでとべるようになる
まで︑かってやりましょうね︒
五9611圏 自分でえさをとったり︑遠いところまで
とんでいくことはできまいよ︒
までひびきました︒

五心11 のこぎりのやかましい音が︑あさからばん

ようがかおをだしたので︑

六101 そのとき︑いままで雲にかくれていたたい
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九183 秋には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアフ
リカまでもいって︑冬ごしをします︒

九216 その日はたいへん寒いあらしの日で︑朝か
ら晩まで︑こやみなく雨が降っていました︒

九246 日本からオーストラリアまでは︑一万キロ
あまりもありますが︑

九272論衡月の夜をわが家のありしあたりまで
九365團 たきになり流れになって︑村の中を通り︑
田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒
を一まい一まいならべて︑

九442團 母やおばまで子どものように︑かきの葉
九488 おそくまでねむれませんでした︒
あたりまでまっかになり︑

九5711 男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

九721園 それでは︑もんくはいままでのとおりに
しましよう︒

にとおっしゃったので︑

九備1

月はもう頭の上まできていました︒
いまのいままで︑みにくいと思っていた自

いままでにこの手で︑この足で1

九術11

九衛4

ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

分のからだも︑

十273

いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十364

しかも︑核をさしいれてから︑雲珠になる

しい設計図をこしらえあげた︒

十404

そのとき︑いままでかたにかけていたすい

半分までこぎつけた︒

までには︑少くとも四年はかかる︒

十422園

十536

いままでの作文のからをぬぎさって︑新し

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十564

私は︑たけのこのそばにいって︑せいくら

い世界にふみだしていこうと思います︒

十613

あるとき︑このだんなは︑用事で︑となり

べをしたら︑はなのところまでありました︒

十662

﹁︿略﹀︒﹂と︑そこまで話したとき︑

村までいかなければなりませんでした︒
十741

いままでおいおいないていたくせに︑

﹂と数えながら舞台はし

九763 先生が︑町角までいって︑待っているよう

九929 コ︑二︑三

十741

まできてとまる︒

十一287

いままででも︑なまけたことのない金次

九佃1囹待て︑待て︑もうすこし上までいこう︒

九麗2囹︐友だちにまで心配させて−

かけた︒

十一516

乗客はおたがいにおしあって︑しゃしょ

私は︑かさをさして電車の停留所までで

郎でしたが︑

九梱11 それで茶をたててみると︑いままで味わっ

十一534

九佃9 帰りは︑村までくだりの坂道だ︒
たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

十一673

いままで︑︿略﹀おしあっていた人たち
ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い
大きなへやの︑開いたドアのまえまでき

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

十一671

も︑きゅうになごやかな馬持になった︒

十一5310

う台までいっぱいになってしまった︒

九旧10 ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水
かさがへっていた︒

九悩4 まつ川がでんりゅう川に流れこんでいると
ころの近くまでくると︑

九悩4 いつのまにか︑いままで苦しかったからだ
のいたみもきえていきました︒

九佃10園 それまで︑命を助けておいてください︒

ますと︑

のどまででかけたさけびを︑じっとおさ

医者がすぐそばのベッドまできました︒

人は︑一つのベッドの頭の方に立ちどまって︑

十一687 その大きなへやのはしまでいくと︑看護
十一739
えながら︒

母は︑いままでたんねんに織り続けてい

十一816
十一一810

正男のあとを追っかけて道まででてい

たぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒
たのよ︒

ヘレン・ケラーは︑大学をりっぱな成績

私は︑いつまでたっても区別ができませ

十一一298園

十二354
んでした︒

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

で卒業し︑はかせにまでなりました︒

十一一424
十二6011

私は︑いままで試合のまえにこんなふう

中ほどまでもどってきた︒

あなたがたの家の昔からいままでのこと

﹁いうまでもなく︑日本ですよ︒﹂

にはげまされたことはありませんでした︒

十一一787
十二807園

がさまざまに思いだされるでしょう︒

十一一968

十二麗10 そのころまで︑人間のからだがどうなつ

この考えのまったくあてはまらぬことは︑

ているか︑ほとんど知られていなかったのですが︑
十三1011
十三167

もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ

死ぬまで眞理を求めていたのです︒

いうまでもない︒

十三225

小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの

で生長をとめました︒

生長をうながす力をもっているが︑

十三237

北ヨーロッパ産の農作物で︑できないも

のはないまでになりました︒

十三249

まど一まど

708

て︑どこまでもつながっている感じがする︒

十三275 ホートンは一本のトンネルのようになつ

うだんでわらい︑

十三494 空氣までが︑わたしたちのゆかいなじょ
十三508 でも︑水がすむまで見ているかもしれな
い︒

私たちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四62 母を思う子の主情は︑遠く海をこえて︑

おわかりになります︒

十四132團 どこまでコーヒーを入れていいのか︑
十四1511国 そうすれば︑おあいしに行く日のくる
まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1511国 いままでより時間が早くたつでしょう
から︒

十四308 小さな島國に住んでいたために︑氣持ま
でちっぽけなものになってしまったのでしょうか︒

十四343 こうなってくると︑うちゅうというもの
は︑どこまで廣いのか︑想像がつきません︒

十四348 一方のはしから︑向こうのはしまでとど
くのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さなのです︒

十四468 かれは︑いままでにどれだけ歌を聞いた
かしれませんが︑

十四5811園養分だって︑水にとけているから︑根
から実まで運んでいけるのですよ︒
十四631 これは︑いうまでもなく︑
までは︑まっすぐにあがりますが︑

十四6512 けむりの出るところがらいくらかの高さ

と︑わりあいにぬるいところとが︑いろいろに入

十四725 したがって︑湯の︑中までも熱いところ
りみだれてできてきます︒

で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒

十四786竹の先のほうから割ってみると︑もとま

三つ子のたましい百まで︒

いままでなかったことであった︒

十四8210

十四川4

十五198

そのほとんどいただきまで高山植物のさ

十五74図雷魚白しいつまで残る明星ぞ

それがコトコトと音をたてて下の方まで

きみだれているけいしゃ面を︑

十五2111

ふと氣がついてみると︑いままで先生の

落ちていくのを︑おもしろそうに見ていました︒

十五234

目の前ニメートルほどまでせまって來た

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五311

ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

このあくまの胸をめがけて︑

十五325

の職っている岩角近くまで來ました︒

いままでむちゅうになって少年目がけて

とびかかっていた大わしは︑

十五328

おおぜいの人たちのほめことば︑それは

いまここでいうまでもありません︒

十五337

私は︑停車場まで送ってくださった博士

もつれて來て︑朝夕かわいがってくださったのだ︒

十五765

口は耳までさけているし︑だれもそれ

きょうのできごとを︑あすまでのばすな︒

のこう意をふかく謝して︑

十五773

十五887園

ほかの者にまで会っているひまはない

に立ち向かうものはないのですよ︒
よQ

十五969囹

おまけに︑いっかランプをつけるとき

おまえたちがこの上まであがって來た

声までそっくりだよ︒

やけどをしたあとまであるよ︒

十五佃7囹
十五榊3園
のは︑

十五M12園

でも︑おまえたちは︑どうしてここま

であがって來られたの︒

十五備！2園

くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒

十五旧1 なぜいままで︑もっと先生がたとしたし

右がわはきょうしつで︑左がわにはま

雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお

の光が︑さっといっぱいながれこんできた︒

五486 まどをあけると︑いまのぼったばかりの日

をだして空のほうをみあげて︑

四924

みましたね︒

四232團あのまどから︑にいさんとよく星を

三313園まどから光がさしこんできます︒
三747園まどからのぞいてごらん︒
四231團まどもかきました︒

どがならんでいます︒

三312園

が︑たくさんならんでいました︒

一173 まどのきのはがうこいてる︒
一568 まどのところに︑みおぼえのあるかお

大きなユングフラウのまつ白な山までも︑ まど ﹇窓﹈︵名︶24 まど 窓
︿略﹀少年をほめたたえているようでした︒

十五339

また︑それまでに作られた文字を組みあ
発音のこまかなところまで書き表わすこ

わせて表わすこともくふうされた︒

十五375
十五4112

それまでのものの考えかたや商気では︑

とができて︑標準語の教育に役だつ︒

ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒

十五454

いままで見たこともないみごとな焼物で
あったからである︒

十五464

いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし
辞書を作ったり︑日本人のための英語教

ごとをしていたため︑

十五485
十五512

ああ︑新島のおじさんは︑私を京都まで

科書の編さんまでしたりした︒

十五699
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まとう一まにあう

六263まどからそとをみて︑﹁︿略﹀︒﹂
六411ビルディングのまどに︑一つ二つと火がつ
く︒

七45教室のまどは︑まだねむりがふかい︒
七61あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ
た︒

七86教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒
七465私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと
をながめた︒

窓をあける 女 の 先 生 ︒
十1911

窓をのぞく子どものはればれした顔︒
十2111

十219窓に花のはちをおきながら︑
十238窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒

十623二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が
にょつきりでていたので︑びっくりしました︒

十一894 あかつきの光が窓から白くさしこんでき
たとき︑

十五671 学校のいきかえりにその門前を通っても︑
新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

しぶりで窓のあけはなたれた新島家をおとずれた︒

十五6710 そのことのあったあくる日︑私は︑ひさ

まとう

︽ーッ︾

福﹄でつまっているじゃないの︒

十五棚11園戸や窓のやぶれるほど︑いっぱい﹃幸
﹇ 纏 ﹈ ︵ 五 ︶1

まどお

教室の高いところの窓ガラスが︑

まどぎわ

窓ぎわ

たなか
すると︑窓ガラスをふいていた田中さん

こわれていて︑

十四187
﹇窓際﹈︵名︶2

が︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

まどぎわ

その光の中をあるいていって︑まつす

ぐにまどぎわへでました︒

三746

窓々

ます︒

十三541團 ﹃いすによるマドンナ﹄といわれてい

をかくことが得意だった︒

十三573園中でも︑ラファエルは︑マドンナの像

それはそうとして︑ラファエルのかい

こにかいたという小さな絵だが︑

十三574囹 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

まなつ

これは︑︿略﹀で︑﹃シストのマドン

まなこ5ちまなご

﹇真夏﹈︵名︶2 眞夏

行く末を見ざりけり︒

十五45図團ときいきおいにまなこすら︑その

まなこ ﹇眼﹈︵名︶1

ナ﹄といわれている︒

十三592園

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒

廣いへやの窓ぎわに大きなデスクをすえ︑ 十三5810囹

﹇窓窓﹈︵名︶1

十五5310
まどまど

女の子は︑窓々をとおして︑ちらちらと
まとまり

まとまる

︽ーッ・ール︾

あまりたくさん重ねると︑ごちゃごちゃに

﹇纏﹈︵名︶1

かがやくともしびの光を見た︒

十四937

九94

まとまり

﹇纏﹈︵五︶2

なって︑まとまりがっかず︑
まとま・る

まとも

︽ーン︾

ちょうどそのころは眞夏であったので︑

ぼくは︑いままでに学んだ﹁自然の観察﹂

﹇学﹈︵五︶5 学ぶ

友だちのいいところを︑すなおに学んでい

外國から新しい方法を学んで︑つぎつぎ

そのころ留学生としてアメリカのスタン

と近代的工業の道をたどっていくようになった︒

十五456

きたいと思います︒

十318

を︑ずっとつづけていきたいと思います︒

十273

まな・ぶ

十五738

着いたのは︑暑い眞夏の日の朝であった︒

iこのようにまとまると︑だれでも読 十五534 カーネギー博物館のあるピッツバーグに
それは︑もようもごくかんたんで︑形も

んで︑すぐにそのわけがわかる︒

十一一945
十二糊11

﹇正面﹈︵形状︶2

たいへんよくまとまっています︒
まとも

にえんにさす︒

きみたちのそのまともなるひとみも

十一406圏南にかたむく日につれて︑光はまとも
十五1710図闘
て︒

まどわく

自分の國を愛するということを学んでい

﹇間合﹈︵五︶3 まにあう ︽ーノー・ーワ︾

︑3
31
0星のきょりになりますと︑これでは︑もう
ノ

ごでまにあわせました︒

六柵6 紙は半紙でいいし︑骨は工作のあまりのひ

まにあ・う

る日本の子どもさんたちにも︑

十五798

フォード大学に学んでいた私は︑

わかい男の人が︑ただひとり︑わらいもせ 十五524

﹇窓枠﹈︵名︶1

七3710

まどわく

まどをあけると

マドンナ

まどをあけると

まどをあけると

まどをあけると⁝⁝⁝四十四

︹逸名︺2

ずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

六

六

まどをあけると

五31
五441

︹題名︺1
︵名︶5

まどをあけると

まどをあけると

五485
一まい マドンナ

十三75 ゆめのように︑眞理のように︑白雲をか

まと・う

﹇間遠﹈︵形状︶1

たにまとった小山をめぐって︑聞えてくる︒
まどお

まどかけ
﹁カーテンは︑まどかけさ︒﹂

﹇窓掛﹈︵名︶1

十192 だんだんまどおになる︒
まどかけ

十四196園

十一1510

まどガラス ︵名︶2 窓ガラス

まね一まま
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まにあいません︒

九205 そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま
にあわず︑さらに二台の自動車を加えました︒
まね ﹇真似﹈︵名︶18 まね呂くちまね・てまね・

﹁︿略V︒﹂と︑早く︑おそく︑高く︑ひく

く一くじゃくのまねをするからす︒

九柵6

まねく

︽ーカ︾5さしまね

︽ーネ︾

ク︾

︽ーイ︾

七86

教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒

これは︑ま法のマッチだろうかとさえ

まほうつかい

あの小さいからだが︑まほうつかいのよ

﹇魔法使﹈︵名︶1

﹇幻﹈︵名︶1 まぼろし

ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒

口ではなしたことは︑そのままきえて

﹇儘﹈︵名︶45 まま﹇▽ありのまま︒わがまま

﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑そのまま

なくなりますが︑

三982

まま

十四槌6 人々は︑女の子がおおみそかの晩に見た

まぼろし

うになって︑

十二846

まほうつかい

思った︒

十四956

次郎かじゃも︑そのまねをして︑おいおい まほう ﹇魔法﹈︵名︶1 ま法

たかぎ︑頭をかかえてにげるまねをする︒

十731

﹇招﹈︵五︶1

﹇招﹈﹇Vおまねき・てまねき・てまねきする

なきだしました︒

まねき
まね・く

日をさしまねくと︑さすがの太陽も︑ま
まねる

へんな声でさえずつて︑さんちゃんの本を

﹇真似﹈︵下一︶3

弟のことばをまねて︑﹁︿略﹀︒﹂といったの

まばたき

まぶしい

いつまでもそのままにしておいてい

私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま

けれども︑このままでは旅はできません︒

このままかっておいたらいいでしょう︒

うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ
八148

しばらくそのままのしせいで動きません︒

春がきても︑たまごはそのままでした︒

八861 つかれはてて︑こおりの中にとじこめられ

まいました︒

八399 み知らぬ人は︑そのままどこかへいってし

へでて︑

八292 こうお考えになった天帝は︑そのままそと

八233

の方へいってしまいました︒

六欄8

いってしまいました︒

五㎜7 けれども︑旅のひわは︑そのままとんで

五986園

まみつおさんにおったえすることができました︒

五2010

五155

ただきとうございます︒

四宝2囹

おかえりになりました︒

私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく 一一而6

﹇瞬﹈︵名︶1

︽

いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン
まばゆい

まばゆく光るいなずまに︑続いてひび

﹇目映﹈︵形︶1

くらいの音︒

十﹁356囲

まばゆ・い

をたべようとしません︒

十515

まばたき

なって︑それをまねようとしました︒

十二337

である︒

六道7

よむ声をまねます︒

五重11

ま・ねる

ねかれるままに空の中ほどまでもどってきた︒

十二6011

四3710圏 いやしいまねをしてはいけませんよ︒ く

ひとまね

四778
五川7
ひわは︑そのまねをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑す

く︑いっしょうけんめいにまねをします︒
五齪6
ずしい声で鳴きます︒

五齪11 さんちゃんのおかあさんが︑せんたくをし
ますと﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをします︒

五重4 それで︑ひわは︑すっかりそのまねができ
るようになりました︒

五五7 ひわは︑いつもそのまねをしては︑ひとり
よろこんでいました︒

五僻6 ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ
むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑まねをしました︒

五餅7 さんちゃんの本をよむまねなどを︑
五⁝⁝⁝5

ほんとうは︑まひわというのですが︑ふ
﹇眩﹈︵形︶3

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

まぶた

まぶしい日の光をさけながら︑

まぶしい日光︒
﹇瞼﹈︵名︶2

まぶたをすこしひらきました︒

四5510かっちゃんは︑ねつがずっとさがって︑

まぶた

十五433

十255

首をもっていた︒

八841

まぶし・い

つうは︑ひわ︑ひわといっています︒

五962園

六価11 そうして︑にいさんのまねのうまいのに感 まひわ ﹇真鵬﹈︵名︶1 まひわ
心した︒

思った︒

六鵬6 そこで︑ぼくもひとつまねをしてやろうと

六㎜2 これなら︑弟のまねなんかわけはないそと

六研4 ぼくのまねはしくじった︒
思った︒

六紹8 弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう
などという氣持は︑どこかへふっとんでしまった︒
上でぎょうぎのわるいまねをすると︑

八72 客がきているときなど︑あまりテーブルの
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ままごと一まもなく

たまま︑身動きもせずたおれてしまった︒
ましたが︑やっとあきらめていいました︒

九7110 しばらくひげをひねったまま下を向いてい

九948 やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手もとを
みている︒

だまったままそれをとりあげる︒

九951 やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑

とたおれそのままなくも

九備4図圃着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

と思われるようにつめたかった︒

九伽5 おく山の雪がとけてそのまましみてきたか
九麗4 ぐずぐずしていると︑そのままたべられる
ので︑みつばちはだいじな針をだして︑
ま地面に落ちました︒

九榴10 あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま
九柵11 それで︑そのまま手足をちぢめて︑じっと
すわっていました︒

からないので︑そのままだまっていました︒

九柵10 くもは︑なんといって返事をしていいかわ
九摺1 くもは︑つばめの口ばしにはさまれたまま︑
空をとんでいきました︒

を読んでいるQ

十198 ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字
十402 あとで開いてみると︑もとのままになって
いた︒

動かずにいる︑うでをつかみました︒

十一692 一方の手で︑ふとんの上におかれたまま
十ニー57囹 そのままにしておいてやろう︒
十二254 おしめカバーをさせたままほっておくと︑
︿略﹀たくさんのことばをつづることを覚え︑

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒
命のない人形を思うままに動かして︑

六麗8 はなからでる音は︑ナニヌネノ︑マミムメ

n▽あせまみれ・どうまみれ

モの二ぎょうだけで︑
まみれ

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の まみ・れる ﹇塗﹈︵下一︶1 まみれる ︽ーレ︾

︿略﹀舞台にあらわそうとする望みもあるのだ︒

十一一475囹

十二6011

うになって︑汽車でねむっていた︒

七412 ちょうど︑かふんにまみれたみつばちのよ

そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

くなった豆のつる︒

七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな

じです︒

七128 ﹁きゅうりの手﹂やコ豆の手﹂なども︑同

びんもありました︒

三338園

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

三291

らまめ

ごらん︑まだこのかれ木のままの︑高い まめ ﹇豆﹈︵名︶5 直ゆあぜまめ・さやまめ・そ

このままおされるものではありません︒

中ほどまでもどってきた︒

十三42

十二849

三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこん

けやきのこずえの方を︒

十三377

で來て︑受話器をとる︒

おとうさんのお写眞は︑︿略﹀生き写

十三3811受話器を持ったまま︑待っている︒
十四145團

やいた鳥は︑肉を切るナイフとホークと

そのままのかっこうで︑

しで︑生きておいでになったときそのままです︒

十四975

十四385

をせなかに立てたまま︑テーブルからとびおりて︑

くなった豆のつる︒

十五287左手は女の子の上帯にかけたままで︑右 七634 豆のつるがまきついて︑まきつくものがな

店の主人は︑きかれるままに語りだした︒ まめつぶ ﹇豆粒﹈︵名︶1 豆つぶ

手をはなして︑

十五474

夕やけの大通りを︑豆つぶほどの自動車や

電車が︑ひっきりなしにゆききしている︒

六3710

私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った
まま動かなくなった︒

十五646

おとうさんに対しては︑このうえなく

きしゃは︑まもなくくものとんねるに

﹇間無﹈︵副︶11 まもなく

まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大

あれにお乗りなさい︒まもなく︑きれい

私たちは︑まもなく帰ってきました︒

なごてんにつくでしょう︒

六876園

五589

きなはこの中にはいりました︒

五1611

はいります︒

一511園

まもなく

まめやかな︑このうえもなく純眞な思い出が

十四141団

指さされるままに︑顔をあげてへき面を まめやか ﹇忠実﹈︵形状︶1 まめやか
あすごに︑ずっと後の方に︑ベールを

見あげると︑おじさんの大きな写眞があった︒

十五691
十五佃8園

かぶったままで︑ちっとも出て密ないのは︒
ままごと

なぜ横っちょを向いたままでいるの︒
﹇飯事﹈︵名︶1

十五佃11園
ままごと

妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といってひ
ろい集めては︑ままごとをして遊びます︒

九442国

この二つは︑両方とも︑マミムメモという
一ぎょうの中にはいっている︒

六麗3

十二343 なんのことともわからないままに︑私は︑ まみむめも2マミムメモ

十二372 私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

まもりそだてる一まるい

712

おりのみことをあんないしてでてくる︒

六917 女の人は︑いったんさがる︒まもなく︑ほ

り︑まもなく息をひきとりました︒

八121 あらゆる耳あてをつくしましたが︑それな

に︑なごりをおしんでいるのかもしれません︒

九165 まもなくさっていかなければならない日本

んぐりにかわっていました︒

九747 まもなく馬車がとまったときは︑茶色のど
九921 まもなく︑一︑二年ぐらいの男の子︑︿略﹀
ぴょんぴょんかけてきて︑﹁十﹂でとまる︒

守り育てる

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

十四710団私たちは︑おとうさんのために︑心か
ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ

らの思い出をまもることにしましよう︒

十五763

みなさん︑私は神さまのおいいつけを

うを守っていてくださったのだ︒

十五佃9園
まゆ

ただ︑ひたいと弓形をしたまゆとのほか

かかしのまゆがまっすぐにのびる︒

﹇眉﹈︵名︶2

守っているのです︒

まゆ

六322

十一702

︽ーン︾

まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑
まよいこむ

︽ーッ︾

この人たちのなかまにまよいこんでい

﹇迷込﹈︵五︶1

十二452囹
まよいこ・む

十五837園

ないともかぎらない︒
まよう

まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

﹇迷﹈︵五︶1

︵名︶一

マラリア

まり呂こでまり・ゴムまり・

コレラ︑マラリア︑トラホーム︑

﹇毬﹈︵名︶2

ただおさんまりりんごかき
ボタンと音がして︑まりが︑そとからとび
こんできた︒

七598

二203

てまり

まり

十四2110

マラリア

バタバタやって︑にげていった︒

七614

︽ーッ・ール︾ まよ・う

まゆ毛

には︑どこといって父親らしいところはありませ

1

﹇眉毛﹈︵名︶1

十二814 それからまもなく試合がはじまりました︒

︵下一︶

守る

まゆげ

んでした︒

﹇守育﹈

喜び﹄の兄弟ぶんのようなものですからね︒

十五桝4囹 まもなくやって量る明かるい﹃大きな
まもりそだ・てる
︽ーテル︾

まもる

十五668私の父は︑同志社を守り育てるために︑
﹇ 守 ﹈ ︵ 五 ︶10

北海の地をすてて ︑
まも・る

﹇▽おまもりくださる・おまもりする・みまもる

人々のたいせつなもちものをまもって

まもってくださることになりました︒

三川6 それで︑たくさんのけらいにいいつけて︑

四72

もっとたいせつなからだをまもってく

くれます︒

四74
れます︒

どは︑あなたがたがまもるんですもの︒

六399園 わるい虫をとってそだてたいねを︑こん

も戦う︑そのうで︒

あかちゃんがキリストで︑そのおかあさ

かにもおかあさんらしいと思うのです︒

十三578園そのマリアは︑たいへん美しくて︑い

んがマリアだということは︑すぐにわかりました︒

十三544

十一167 わたしをまもるためには︑どんな困難と マリア ︹人名︺3 マリア

う︒

おには約そくをまもって︑そののちはも

十一9010囹 神さまがきみをまもってくださるだろ
十一一5812

せいの高いマサアがキリストをだいて

まりなげ

まる呂ひのまる

まる

四かく一

五ひきのうさぎさんは︑まつ林の中で︑ま

﹇毬投﹈︵名︶1

立っていると︑

十三594

六桝6

まりなげ

﹇丸﹈︵名︶1

つかさで︑まりなげをしたり︑

まる

きいろ

もっていた四かくなかみに︑まるいお

﹇丸﹈︵形︶30 まるい ︽ーイ・ーク︾呂ま

一334 1あお
まる・い

んまるい

おきなはんをおしてくれました︒

一4710

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

びんもありました︒

三338囹

にはめこんだようです︒

四89よくみがいたまるいかがみを︑この町

まるい

ガラスは︑

どうして

りんごさんのかおのまるいこと︒

でんとうの

四264国

こしらえたのでしょう︒

四梱5

五534 手をたたいてやりますと︑まさこも︑まる

くふとった手をたたきました︒

五568園まん中にまるいきれいなたまがみえる︒

おかあさんは︑目をまるくして︑

﹁ねこは︑こたつでまるくなる︒﹂

テーブルのまわりにあつまって︑まるくな

が二つあって︒

五871囹黒いかみのけがふさふさして︑まるい目
六2010
ります︒

六佃1

六621圃

うさぎさんたちは︑大きなけやきの下で︑

まるくならんで︑話をしました︒

六梱6

ねこは︑せなかをまるくしたり︑のどを鳴

うまれるときはまるくなっていました︒

八7710

七95図

らしたり︑火花をだすことさえできた︒
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まるた一まわす

八801園 せなかをまるくしたり︑のどを鳴らした
り︑火花をだしたりすることができるかい︒

八悩3 二つにわってみたら︑中に︑青いものがま
るくふくらんでいました︒

ものが︑ぴかぴか光っているのでした︒

まるたま

手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

﹇丸玉﹈︵名︶1

さないように︑こうして元氣をつけていたのです︒
まるたま

十二川10
まなどがかざつてあります︒

まるでゆめのようだ︒
はじめは︑電車の中は︑まるでにらめっ

﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑

まるみ

﹇丸﹈︵名︶1 まるみ

十一一161力のこもった角︑まるみのある面︑重み

﹇丸﹈︵下一︶3 まるめる ︽ーメ︾

のかかった枝のつけね︑ふわふわした軽い葉︑

九川7 くもはからだを小さくまるめて︑ころっと

まる・める

あなの両わきを切りこんで︑手さきをま

横になりました︒

十二525

それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ

るめ︑指の線をほる︒

十一一767

てこしらえたうさぎでした︒

まれ

やいた鳥が一それこそほんとうのまる

﹁心に花をかざれ︒﹂

﹇稀﹈︵形状︶1 まれ

十五悩1

まるやま

丸山1

やきの鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをたてて︑
まるやま
﹇丸山﹈︹人名︺1 丸山
まるやま

十四971

私とさぶろうとは︑まるで︑一つからだに まるやき ﹇丸焼﹈︵名︶1 まるやき

まるで︑一日の幸福を予言してくれるよう
なにがなんだか︑まるではちの巣をつつい

れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

1 まわしなさる

︽一

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく 十384 眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら

︵五︶

ダイヤモンドをまわしなさい︒

﹇回﹈

δさるまわし・ねじまわし・ひきまわし

十五943園

イ︾

まわしなさ・る

まわし

これほどのひどい裁判を︑まるで一分半 まろげ ←ゆきまろげ
まるで︑空中かっそうをしているようだ︒
動くよ︒

十三47

八川1

まるま・る

まるで︑︿略﹀︑客間で歌っているのと︑
﹇丸丸﹈︵副︶1

まるまる

まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる
まるまる

︽ーッ︾

新しい葉は︑まるまってでてきます︒

﹇丸﹈︵五︶1

まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑

十三534

まるまる

ちっともちがわないような歌いかたです︒

十四462

子どもたちのむれのように︒

りゅうずをまわすと︑︿略﹀︑たちまち︑ゆ

そのなかまいりをして︑なわをまわして

やったこともありました︒

十83

かいそうにカチカチと音をたてはじめた︒

六116

はたけにも水をまいていく︒

五69 水車をくるくるまわし︑たんぼに水をいれ︑

す・ふりまわす・みまわす

きまわす・こづきまわす・はりまわす・ひきまわ

まるで︑息をこらしてしずかにしている︑ まわ・す ﹇回﹈︵五︶7 まわす ︽ーシ・ース︾←か

十二448園まるでたましいがはいっているように

九鵬2

でかたづけてくださいました︒

九701園

ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

九685園

たようで︑わけがわからなくなりました︒

九657

です︒

八77

なってしまうかと︑思われるほどでした︒

七353

まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒

六柵11

こをしているようだったのに︑

五254園

四鋼7園

九618 あっちにもこっちにも︑こがね色のまるい まるで ︵副︶12 まるで
九648園 まるいのがえらいのです︒
九649園 いちばんまるいのはわたしです︒
九667園 まるいのがえらいのです︒

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お
とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒
十693 しまってあった︑ 一つのまるいつぼをみつ
首のほうからもかぶせてまるくしてから︑

け︑へやのまん中にかかえてきました︒
十一一508
製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

細長く切った古新聞にのりをつけてとめる︒
十一一6810
わたしをもっている︒

十三139 また︑地球もまるい形をしたもので︑

十三313 まるく輪になったその中で︑さるがさま
ざまな藝をする︒

ると︑ころころところがりだす︒

十三366 ふわふわとまるくなって︑風がふいてく
十三499 メアリとスーザンとエミリとが︑かわい
い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒
すってあります︒

十三533 絵は︑はがきの上の方に︑まるく原色で
十五822 園の前の方に︑高い大理石のまるい柱で
まるた

できた大廣間のようなものがあらわれます︒
﹇丸太﹈︵名︶2

十四487 一本の大きなまるたに︑なん人かの婦人

まるた

がっかまって︑立ちおよぎをしていました︒
十四4812 寒さに氣を失って︑まるたから手をはな

まわり一まわりはじめる
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るまわしながら︑溶しそうなようす︒

十三1310

同じように︑太陽のまわりをまわってい

テーブルのまわりにあつまって︑まるくな

十三154だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

に一回︑太陽のまわりをまわります︒

る星の一つだ︑ということもわかりました︒
かかしのまわりに︑︿略﹀︑きれいな︑註し

そのしずくのしんになるものがあって︑

まわりの空言にくらべてずっとかるいた

もちろん︑これは︑まわりの空氣の温度

そういう地方のまわりに︑わりあいにつ

湯の表面の茶わんのまわりから︑熱がに

ひやされるのは︑おもに︑まわりの茶わ

そのまわりの︑わりあいに熱い表面の水

雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ

まわりには︑鳥の白い羽が雪のようにと

氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お

テーブルのまわりには︑

みどりの園のおくからかけだして來て︑

ぼくたちは︑いつだつて︑あなたのま

子どもたちのまわりで︑わになっておどります︒

十五9612

十五823

おぜいのひつじかいが集まって來ており︑

十五3212

びちりました︒

十五3111

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四932

が︑そのあとへ向かって流れ︑

十四7112

んにふれた部分だけになります︒

十四7012

げるためだと思っていいのです︒

十四7010

めたい空鳴におおわれた地方があると︑

十四682

によってもちがいますが︑

十四656

めに︑どんどんとさかんにたちのぼります︒

十四652

そのまわりに︑蒸氣がこってくっつくので︑

なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑ 十四642
田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

かりうどは︑ぬまのまわりにまちぶせをし
ぼくたちのかりているやしきのまわりに

まわりの山は︑みんな︑たったいまできた
まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木
自分の身のまわりにあるものを︑よくしら
まわりの者から︑どんなにあざけられ︑か
やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお
なにかとりつく物があるとすぐに立ちあ
鳥取の西方約四キロのところに︑まわり
ことばは︑そのときのまわりのようすや︑

赤とんぼが自分のまわりをとんでいた︒

わりにいるのですよ︒

十五伽12圏
十二957

十﹁褥9

る ︽ーメル︾

火星や金星・木星などのような星は︑太 まわりはじ・める ﹇回始﹈︵下一︶1 まわりはじめ
陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑まわってい

小鳥が︑はばたいてでて︑くるくる︑く
ることがわかり︑

十三138

︿略﹀によって︑いろいろにその意味がかわる︒

十一一882

十ニキロの湖がある︒

十二593

とつとり

がって︑そのまわりをぐるぐると歩きます︒

十二267

すきなライラックを植えましょう︒

十﹁496

らかわれても︑

十409

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

十275

の森でかこまれていました︒

九551

ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

九491

も︑大きなかきの木が三本あります︒

九433團

ていた︒

八744

森の中には深いみずうみがあった︒

八606

からだがらくになったような氣がしました︒

七3611

かった思い出が︑うかんではきえていく︒

六407

ります︒

十三3812 その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく 六209
十四1110團 調子をととのえるには︑どうをあちら
こちらにまわすのです︒

十五838園 だからまだ︑ダイヤモンドを︑まわし

まわり﹇▽ぐるぐるまわり・

﹁光﹂のいうように︑ダイヤモンドをま

てはいけないよ︒

十五944
﹇回﹈︵名︶42

わします︒

まわり

ななまわりばんする・ひとまわり・ひとまわりす
る・ひまわり

しゃせいをしていました︒

三346園みんながそのまわりにあつまって︑
三794 だれひとり︑上をみたりまわりをみた
りするひまもありませんでした︒

弓矢を

じいさんの家のまわりをとりまきました︒

三佃9 まいにちまいばんあつまってきて︑お
三川9 おじいさんの 家の まわりは︑

まわりには︑さくらの木がたくさんう

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

四87
えてあります︒

テーブルのまわりにあつまりました︒

四609 しかたがないので︑二十九わのがんは︑

四912 ゆうびんなげいれ口のまわりをさっさと
はく︒

五355 まわりのかべに︑石炭がでています︒
五569園 そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら
ぼうしのつばみたいなものもみえる︒
まわりにあつまりました︒

五889 子どもたちが︑みんな︑りょうかんさんの

ろな時計がたくさんならんでいる︒

六56 まわりのかべやガラス戸だなには︑いろい
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まわる一まんぞくしきる

﹇ 回 ﹈ ︵ 五 ︶21

まわる

︽ーッ・ーリ・ール︾

るくる︑ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめる︒
まわ・る

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

る星の一つだ︑ということもわかりました︒

十三154

すぐ上から大きなうずができて︑それが︑

﹇満﹈︵名︶2

まん

満

いっしょに︑そのマンシュウの子ども

それきみにくれたの⁝⁝マンシュウの

おいででしょうか︒

十三422園
子どもが︒

十三427園

そのあとはマンシュウから帰って來た眞

に︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝

十三449

ただ︑腹だちの原因がとりのぞかれたと

そうでないと︑相手の人に満足を與える

いう満足を覚えたばかりでした︒

これは︑まんがのシナリオです︒

まんぞく

満足5ご

﹁お金持のおくさん︑これであなたもま

まんぞく

ことができないし︑また自分の誠意も通じない︒

十一一892

まんじゅしゃ

まんじゅう屋

﹇曼珠沙華﹈︵名︶3

まんじゅう屋がそうだ︒

﹇饅頭屋﹈︵名︶1

幽くん︑おしまいにおかあさん︒
十三3112

あぜに火とさくまんじゅしゃげ

まんじゅしゃげおりすててある道のま

まんじゅしゃげおりすててある道のま

んじゅしゃげさき続く

十五95圏

んじゅしゃげさき続く

十五95圖

十一379圃

げ

まんじゅしゃげ

まんじゅうや

おじさんは︑︿略﹀︑絵がすきで︑それに︑

﹁やはり地球はまわる︒﹂

に一回︑太陽のまわりをまわります︒
十三549

十三166囹

与あばれまわる・あるきまわる・うごきまわる・お

どりまわる︒おまわる・およぎまわる・かけまわ

まん

きのう︑三つになる

めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一
満員

﹁あんまり乗らないでください︑満員

十二3512

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札 まんぞく ﹇満足﹈︵名︶2 満足

﹇満員﹈︵名︶2

ですから︒﹂

十一5211園

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一5110

まんいん

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

十二245

三ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにでました︒

十475

まんでいうと二年

ねむる︑いやはや目がまわるようだ︒

十五916園すこしの休みもなく︑飲む︑たべる︑

かなり早くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四668

わかいころ︑世界をまわって湿た人です︒

る・ころげまわる・さがしまわる・とびまわる・は
いまわる・はねまわる・ふきまわる︒みまわる・

一509 しゃしょうさんがまわってきていいま
した︒

三881 はげしくまわる︒
三888 こまのようにまわる︒
三889 まわってうなる︒
いと中にはいりました︒

四221国 あちこちまわっているうちに︑ぴょ
五202 私もその人の手ににぎられながら︑あちら
こちらへまわりました︒

六323 目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる︒
六348 かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑
大きくなったり︑小さくなったりする︒

六伽5 こちらからまわっていくと︑みんなはあち
らへこっそりわたりました︒

八846 あひるの子は︑水の上を車のようにくるく まんが ﹇漫画﹈︵名︶3 まんが
六312

まんがもいれました︒

まんぞく ﹇満足﹈︵形状︶4
六687

るまわり︑その首をはくちょうの方へさしのべ︑
九842 先生がまわっておいでになりました︒

五7110園

さもまんぞくそうにしき台をおりてきて︑

十五473

まんぞくそうに赤絵のはちをながめなが

﹁まだ満足ではないというのですか︒﹂

満足しきる

八3810園

あせをふきます︒

六1810

んぞくでしょう︒﹂

一組の人がみんなで考えてこしらえたまん
がです︒

六688

わっている︒

十242 エレベーターをあやつる大きな車輪が︑ま

それは一八八七年の三月三日︑私が満七
マンシュウ

さいになる三ヶ月まえのことでありました︒

十二315

十一275 お正月がくると︑例年のことで︑だいか まんしちさい ﹇満七歳﹈︵名︶1 七七さい
ぐらがまわってきました︒

十三1210 地面は平らなもので︑日や月が︑東から

﹇満足﹈︵五︶1

ら︑その話のさきをうながした︒

︽ーッ︾

まんぞくしき・る
きょう︑マンシュウから來た竹田さん︑

たけだ

マンシュウの眞ちゃんが︑帰って來た

﹇満州﹈︹地名︺5
んですか⁝⁝

十三391囹

まんしゅう

十一一一404囹

︿略﹀のような星は︑太陽のまわりを︑

西へまわっているように思われます︒

大きく輪をえがいて︑まわっていることがわかり︑

十三139

十三1310 同じように︑太陽のまわりをまわってい

十四129団 その友だちの母親は︑このランプに満
足しきっているそうです︒

︽

シ ・ ーセ︾

まんぞく・する ﹇満足﹈︵サ変︶4 まんぞくする
満足する
﹁︿略﹀︒﹂と︑心からまんぞくした︒

十1511 この返事に︑少年も満足したらしく︑

六1211

を作ることにとりかかった︒

十373 かれは︑これに満足せず︑すぐ︑動力機械

満足なさる

見るだけでも︑満足したであろう︒
﹇満足﹈︵五︶2

﹁王さま︑満足なさいましたか︒﹂

﹁どうずれば満足なさるのですか︒﹂

︽

あめかさまんとこむぐつくつした
﹃冬の日の幸福﹄は︑こ︒こえた手のた

五833

おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ

て︑のびているたけのこがありました︒

五915

その草地のまん中に︑

十五578囹

そこで︑大きなつくえのまん中に

私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った

チョークで線をひき︑

まま動かなくなった︒

十五645

︽ーイ・

みど

金次郎は親類のまんべえさんのところに︑

︵副︶1 まんまと

﹇真丸﹈︵形状︶2 まんまる

まんまるくてぎれいだ︒

ああ忘
︑れもしない︑満面べにをさ

﹇満面﹈︵名︶2 満面

十601

は十五夜︑まんまるい︒

四悩1圏國白いころものそろいでまえば︑ 月

ニー52 まんまるいお月さまがのぼりました︒

ーク︾

まんまる・い ﹇真丸﹈︵形︶3 まんまるい

り色の目をまんまるにして立っていました︒

七911うさぎのふんはまんまるです︒
九601黄色なじんばおりのような物を着て︑

まんまる

＋3512これも︑まんまと失敗であった︒

まんまと

あずけられることになりました︒

十﹇285

ゆかいたをはがして︑たたみのまん中に まんべえさん ︹人名︺1 まんべえさん

あなをあけてやったら︑それ︑このとおり︑

五921園

まん中に︑しきしゃがタクトをいっしんに

ふっています︒

六186

紙のうらには︑まん中に︑ま四角に切った
そのすじにあわせてひごを切り︑小さな紙

1本のなえのまん中からでた新しい葉が︑

九554

家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑

一つのまるいつぼをみつけ︑へやのまん中

まんめん

ながら︑

博士は満面ににこやかなわらいをたたえ

δあおみがかる・あつみ・ありがたみ・いたみ・

しみ・しげみ・したしみ・たのしみ・にくしみ・ふ

おもしろみ・おもみ・かなしみ・きみがかる・くる

み

十五766

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

すると︑橋はまん中からおれて︑三人は︑ 十五755

いたぎれを︑はばニセンチ︑長さ九セン
また︑手紙を読みながら︑舞台のまん中
こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ
茶わんのまん中の方では︑ぎゃくに上の

と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

はじめにまん中になたをいれても︑きっ

方へのぼって︑

十四713

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒

十四481

に出て來る︒

十三431

チくらいに切って︑まん中にあなをあける︒

十二523

川の中ヘドブンと落ちこんだ︒

十一6011

にかかえてきました︒

十694

黒いいぬが一びきすわっていました︒

十501

5㎝ぐらいになりました︒

八㎜5

で上と下とまん中をはりつけました︒

六⁝⁝2

ときにつけたすじがたてについています︒

正心11

十四9310 ただひと目でも︑火の光とごちそうとを 六4211 かかしが列のまん中にはいっている︒
まんぞくなさ・る
八392園

イ・ール︾

八4210園

二205

マント ︵名︶2 マント まんと
十五脳2囹

まん中

二ひきのやぎが︑そのはしのまん中

﹇真中﹈︵名︶27

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒
まんなか

二272囹
でであいました︒

三395 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ
うくん︑左のかたにはみよこさん︒
ボートをおこぎになりました︒

三638 まん中には︑おとうさんがこしかけて︑

四942 雪がかおにかかるのもわすれて︑高い

四471園 まん中がいいな︒

高い空のまん中をみあげる︒

四鵬5 まん中にきれいなこしかけが二つおい
てあります︒

五568歪まん中にまるいきれいなたまがみえる︒

五548 空のまん中に︑大きな星が光っていました︒ 十四781

み

まんぞく．する一み

716

717

み一み

かみ・まるみ
み ﹇御﹈5おみこし
み ﹇見﹈5おつきみ・わきみ
むきみや

み ﹇身﹈︵名︶17 身←かたみ・なかみ・むきみ・
五492 あさの光に︑身をきよめるのはうれしい︒

八914 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの
中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

十275 自分の身のまわりにあるものを︑よくしら
べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

十一302 いろいろのことを身につけて︑やがて︑
村をすくい︑

た︒

十一695 少年は︑身をおこして父親の方をみまし
十一7911 少年は︑いすにぐったりと身を落して︑
すすりなきしまし た ︒

十二718 芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に
こたえましたが︑雪をみるのが樂しみでした︒

十二備6 ことばを生かすということは︑身に行う
ということです︒

十四9211 かわいそうに︑その子は︑おなかがすい
て︑こごえて︑身をひきずって歩いていた︒

十四944 女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし
た︑身をかくす場所を見つけた︒

十五151図圏 おどろきてわが身も光るばかりなり
大きなるばらの花照りかえる

十五248 ひつじかいは︑身のあぶないこともわす
れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

いうちに︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通し︑

つばさに一たちあびせました︒
少年が女の子を後にかばうようにして︑

み

実

に集めていた身にとっては︑
﹇実﹈︵名︶34

たんぽぽのみが︑小人になってとんで
けれども︑花がついたり︑みがなったり

十一一710図團

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

あとにいくつかの実がなっていた︒

みのひとつだになきぞ悲しき﹂
十ニー38

十一一768

はじめて実をつけた二三年は︑青い小

このごろでは︑いつも美しい実をなら

この実のかげは黄色くぼけているで

なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし

十一一648 花は美しく︑実はうまい︒

うになりたいものです︒

十一一215園美しいりっぱな実をたくさんつけるよ

しょう︒

十一一205園

せることができるようになりました︒

十二202囹

いたりつかなかったりだったのに︑

十ニー912園青い小さな実が︑ほんの二つ三つ︑つ

さな実が︑ほんの二つ三つ︑

十ニー912園

なさるには︑ご苦心がおありだったでしょうね︒

十五6011ことに︑長男に生まれて父母の愛を一身 十ニー96囹 あなただってその実をそんなに美しく

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

十五3010

み

三417
いました︒

五633囹

花がちって︑実がつきはじめたからで

そこには︑くるみの実が︑ころころと落ち

したのは︑おかあさんのせいではありませんよ︒
六七10
ていました︒

先生︑この実はなににするんですか︒

しょう︒

七1710園
七181園

そんなに実をとつちゃいけない︒
よく落ちるかきの実︒

七183園

くいれてありました︒

根や︑つるや︑葉のないかぼちゃはあ

どうしてそのめしべの根もとがふくれ

いまのお話の養分だって︑水にとけて

いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

十四5811園

も︑みんなかれて︑くさってしまいます︒

葉でも︑花でも︑なりかけている実で

かぼちゃの実にはなりません︒

十四565園私が運んであげなかったら︑りっぱな

て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四536園

て︑かぼちゃの実がつくのです︒

十四529園花︑とりわけ︑め花がさいて︑はじめ

りませんが︑それだけでは実はつきません︒

十四527園

せん︒

まっかな︑かわいらしい山いちごの実が︑十四525囹私の花がさかなかったら︑実はつきま

これが︑きっと実になるのでしょう︒

七606
八脳4

九3610国

まっかにじゅくした実がすずなりになつ

こぼれたように雑草の中にありました︒

九446国

すきとおった風がザアッとふくと︑くりの

ているのをみると︑

九496

くりの木は︑だまってまた実をパラパラと

木はバラバラと実を落しました︒

九504

あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

落しました︒

十91

たくりの実の落ちるころでしたから︒

あくる年の春︑黄色い花がさいて︑たく
さんの実がつきました︒

十一291

りかたなどを︑たんねんにみようと思います︒

十五2810 鳥がそのあき地へ身をおろすかおろさな 十2710 そののびかたや︑花のさきかたや︑実のな 十四569囹
十五302 ひらりと身をかわした少年は︑

十五303 身をかわすと同時に︑右手の短刀で鳥の

み一みえる

718

︽ーグル︾

見あげる

︽ーリ︾

民ちゃんは三足四足と歩けるようになり
みあたる

み・える

子どもたちは思わずかおをみあわせた︒

︽ーシ︾

ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑

野原の中で︑一本の草花を見いだして︑

﹇見出﹈︵五︶1 見いだす

﹇見出﹈

︵下一︶

1 見いだせる ︽一

︽ーリ︾

かたほうはどこへいったか︑つい平いだ

見入る

じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

﹇見入﹈︵五︶1

つかれはてて︑こおりの中にとじこめられ

﹇身動﹈︵名︶4 身動き

食にうえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

病人は︑身動きもしないで︑苦しそうに

私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

﹇見隠﹈︵名︶1 みえがくれ

足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺

みえない力

みえない力

みえない力⁝⁝⁝六十四

︹課名︺2

七

地上に︑ぽちっと黒い土が見えはじめた

﹇見﹈︵下一︶鵬 みえる 見える ︽iエ・

ときの喜びは︑たとえようがない︒

十四891

︽ーメ︾

みえはじ・める ﹇見始﹈ ︵下一︶ 1 見えはじめる

十二641

十二33 七

みえないちから

の屋根や停車場が目についた︒

八584

みえがくれ

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

十二372

息を続けていました︒

十一714

身動きもできなくなってしまったのです︒

九195

たまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

八861

みうごき

私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

十五701

みい・る

せなかった︒

十四912

セ︾

みいだ・せる

それをたんねんに写生するのも︑

十四862

みいだ・す

七7810

女の人は木をみあげながら︑おじぎをする︒ 六85

しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を
人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元
いちろうはくりの木をみあげて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁なんだって︑お月さん

る星をみあげていました︒

九十9

みあげるように高いプラタナスの枝からは︑

をねじって上の方をみあげました︒

午後の日光は︑︿略﹀のしげみをもれて︑

もし︑くしゃくしゃするようなことが
指さされるままに︑顔をあげてへき面を
その写眞の主が︑こうしておじさんを見

あげているのに︑おじさんの声は聞えないのだ︒

十五6912

見あげると︑おじさんの大きな至言があった︒

十五691

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

十四379

みあげる私の顔に降りそそいでいました︒

十二319

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒

十1010

﹂くもは︑首

九伽3くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光

とききました︒

九496

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

七375

みあげました︒

六鵬5

十四5912園 かふんをなかだちしてあげなかったら︑ 六8911
実は一つもつかなかったのですよ︒

十五62圏 だいだいは実をたれ時計はカチカチと
み 5 ミ み
﹁紙﹂の﹁ミ﹂︑﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいに

四796 み一右と左とちがえぬように︒
六糊4

﹁ ミ ﹂ ︑﹁ム﹂といってみた︒

﹁ミ﹂︑﹁ム﹂︑と自分で声をだしていっ

くいらしい︒
六⁝⁝5園
てみると︑
六柵9園

かった︒

みあぐ

六皿2 このほかに︑弟は﹁ミ﹂︑﹁ム﹂がいえな
﹇見上﹈︵ 下 二 ︶ 1

みあげる

九価2図魍 いまの鳥はこの木にいるにちがいなし

みあ・ぐ

﹇見上﹈︵下一︶20

ひそかに枝葉の中をみあぐる
みあ・げる
︽ーゲ・iゲル︾

三251 あちらの村でもこちらの村でも︑こう
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃった

いって︑この大きな木をみあげました︒
三6710

ので︑みんなは空をみあげました︒

ました︒

みあた・る

おどろいて︑方々をさがして歩きました
が︑みあたりません︒

七808囹

﹇見当﹈︵五︶3

十二294

ぼくはまどからかおをだして空のほ みあしよあし ﹇三足四足﹈︵名︶1 三足四足

うをみあげて︑降ってくる雪をながめる︒

四931

四942 雪がかおにかかるのもわすれて︑古同い
高い空のまん中をみあげる︒
四捌6 天人は︑かなしそうなかおをして︑空を
みあげます︒

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

八471

70
六3210 からすの子が︑びっくりしてすからとびだ ノ︑
n乙− けれども︑みあたりませんでした︒
し︑空をみあげる︒

六516 三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒

セ︾

六541 ふみおは︑こういつて︑空をみあげました︒みあわ・せる ︹見合﹈ ︵下一︶ 2 みあわせる ︽一
六888 ほおりのみことは︑木をみあげて︑

719
みえる一みえる

X園

ーエル︾
一［

﹁目にみえるものと︑みえないもの

﹁ねむっていても︑みえるものはな

小さな にじがみえました︒

かぐやひめのすがたがきゅうに

四柳1園

四柳1園

みんなのかおがみえます︒

ああ︑みえる︑みえる︒

ああ︑みえる︑みえる︒

て︑ついそこにあるようにみえるではないか︒

六㎜7 屋根が︑めがねのたまいっぱいにひろがっ

うまくみえるかしら︒

てみようと思って︑

四㎜4

六皿3園

長い物がぼんやりみえる︒

さかさまでも︑よくみえるでしょう︒

七564

七101

七810

さきだけみえることし竹が︑ざわざわと︑

海がみえます︒

さくらの花が︑白くうかんでみえる︒

白いカーテンが黄色くみえる︒

目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑

あのように︑ぼうっとした銀の川のような

光をはなっているようにみえるのです︒

八334

すずめにみつけられたらたいへんです︒

八214

七831園 それなのに人の足あとがみえません︒

七756囹木一本もみえない︒

七755囹砂のほかに︑なにもみえない︒

動いている︒

七611

六梱2園向こうの家のせんたく物もみえますよ︒

六典1園

六皿5

きれいな海だこと︑お船もみえますね︒

﹁おばあちゃん︑海がみえるよ︒﹂

五101囹

五910園

五3610

みなれない木や︑草や︑動物がみえますね︒六m10園 まあ︑よくみえるね︒

五5610園
そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら
﹁あの三つの花が︑そろってしんこきゆ

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒
五604園

ガラスもきれいになって︑そとのけしきが

うしているようにみえますね︒﹂

よくみえました︒

五812

﹁おまつさんか︑あなたがみえなかった
から︑かぜでもひいたかと思って︒﹂

五868園

なさけのある人とみえて︑台所の方からお

そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて

あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき

飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ

八5910園高いところにのぼるほど︑大きな世界が

しきがみえるだろうと思った︒

八597

がみえるだろう︒

八595

にして歩きだした︒

八567

むすびを一つにぎってきて︑

八544

1点になって︑おしまいにはみえなく 八521 ﹁幸福﹂がきたとは知らなかったとみえて︑

月をみつめていると︑月は動かないで︑雲

て︑かげがみえなくなりました︒

六529

すると︑向こうのけしきが︑小さく︑さか

が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒

六㎜1

そのさかさまにみえるけしきを︑大きくし

さまにみえた︒

六㎜2

のですから︑

六342野山のかげにかくれて︑ここからはみえな 八335 この星は︑一つ一つがはっきりとみえない
いよ︒

六369

なってしまう︒

六379ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑

﹁みず う み が み え た ︒ ﹂

四535園

目にみえるもの︑みえないもの︒

そのうちに︑あたりがぎゅうにくらくなつ

六515

う︒

四鵬10園むこうに光ったやねがみえるでしょ

四795 目にみえるもの︑みえないもの︒

四794 め

みえなくなっていきました︒

四657 がんの列は︑そのきれいな雲の中に︑

四589 けれども︑もう 一わがみえません︒

いくのがみえるの︒

四175 わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ

そうにみえました︒

三㎜5 かぐやひめのようすはいつそうかなし

みえなくなりました︒

＝而−o すると︑

に︑

三816園 ﹁赤い色︑みえた︒﹂
三819園 ﹁みどり色︑みえた︒﹂
三822園 ﹁青い色︑みえた︒﹂
三826園 ﹁わたしのもも色︑みえないわ︒﹂
三835囹 ﹁あなたたち︑にじがみえて︒﹂
三837囹 ﹁みえたよ︒﹂
三848
みんなが みますと︑そのあまだれの中

三516圏 かっちんかっちん日がくれて︑火花 五396国ふもとになるにしたがって︑木のみどり
がみえるのみのさき︒
がこくなってみえます︒
三763 みんなでさがしまわりましたが︑ゆかの 五397国
茶色の木のめもみえます︒
上にはもうみえませんでした︒
五568園みえる︑みえる︒
五568囹みえる︑みえる︒
五568園まん中にまるいきれいなたまがみえる︒

あに︒﹂

ニー94園

ニー09園 みえないものとに︑

とに︑わけたらいいとおもいます︒﹂

P0

みえる一みえる

720

みえる︒

八8410 そうして︑はくちょうたちがみえなくなる
と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒
さえあります︒

九162 口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの
九165 大ぜいのつばめが︑ならんでいるのをみる
と︑なにかしら相談でもしているようにみえます︒

九262圃 かあさんがぼんやりみえるかやの中
方に美しい湖がみえます︒

九328団家のまえをちょっとでると︑はるか下の
九331團 さかさまに湖の中にうつって︑がくにい
れた油絵のように美しくかがやいてみえます︒

九研5

なるほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ台
﹁くもさん︑あんないいお月さん︑みえ

もみえる︒

九搦7園

岸にある丘の上には︑センテチェンヌとい

ないの︒﹂

十105

人形だけを舞台へだして︑つかう人の顔

おどりだしそうにみえるね︒

しくみえるが︑

十二437囹

葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび

や頭がみえないようにする︒

十一一5311

十二646

根はみえない︒

しかし根はちっともみえない︒

えているが︑根はちっともみえない︒

十二649

うお寺の高いとうもみえました︒

十二667

書くことは︑話すこととちがって︑その

みえないが深くて長い︒

白っぽくみえる太陽の光線ですが︑わけ

十二934

十二668

てみると︑こんなにさまざまな色になります︒
なにかはいっているとみえて︑重たい︒

向こうがわに店がみえます︒

顔の表情がよく見えるようにすることも︑

十四174團私には︑おかあさんのおすがたが︑目

たいせつなことです︒

十三4510

見えぬかすみのようにたなびいている︑

十三71 春のきざしは︑よもにあらわれて︑目に

十二鵬7

場のようすが相手にみえないから︑

窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒

十209園
十238
十695囹

なみたいていのどくではないから︑か

えって︑うまそうにみえるのだよ︒

十708囹

大きな汽船がけむりをはいて︑長いかげ
川上の方をながめると︑近くの町の工場
長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か
中には︑死人のようにみえる者もあれば︑

十四417園

すかして見ると︑しずくのつぶの大きい

山もはっきり見えてきた︒

に見えるような氣がします︒

十︻681

十四635

目を開いたときに︑その小さな看護人を
しみじみとしたそのちょうしに︑じっと
病人が︑しだいに︑すこしずつものがわ
少年がベッドのそばのもとの場所に帰る

パレットの上でみたときは︑ずいぶん美

十四729

ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た

横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ

それがだんだんに廣がり︑入りみだれて︑

これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

そのために︑さきにいったようなもよう

もっとよく︑あざやかに見えます︒

十四705

しまいに見えなくなってしまいます︒

十四664

りが廣がっているように見えるそうです︒

十四6410

いへんこまかいちりのようなものです︒

十四645

に見えるのと︑にたようなものです︒

感謝するような色が︑そのひとみに︑ 十四638 これは︑白いうす雲が月にかかったとき

のが︑ちらちらと目に見えます︒

その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ

十二協9

と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一8711

かりかけるようにみえたことです︒

十一803

耳をかたむけているようにみえたからです︒

十一788

さがすようにみえました︒

十一778

ちょっとのあいだうかぶようにみえました︒

十一774

かりかけでもしたようにみえました︒

十一772

ら運んでくるのもみえる︒

十一49

のえんとつが︑なん本も立っているのがみえる︒

十一47

をひいて通っていくのがみえるし︑

九4011学才か女かわからないが︑下を向いて登っ 十一45
てくるのがみえます︒

九412團 思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆ
るいけむりのあがるのがみえました︒

九466團 もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪
のぼうしがみえます︒

九547 かやの枝は︑まつ黒にかさなりあって︑青
空は一きれもみえず︑

足もひどく曲がってやぎのようですし︑

九561 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑

一どにみえなくなって︑

九7411 やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
も︑きのこの馬車も︑

なったところがみえます︒

九7710 平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く

九782回そう︑あの向こうの小高いところに︑白
い物がちらちらとみえるでしょう︒
し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九794囹 この土の上に白くみえているのは︑むか

わり石のようにみえる物もあります︒

九857園 つるつるみがかれていないから︑ただの

721
みおくる一みかた

が見えるのです︒

十四7212 かべや屋根をすかして見ると︑ちらちら
したものが見えることがあります︒
にやぶれて︑そこだけがとう明に見えます︒

十四739 それが︑ちょうどさけめのようにたて横
十四971 雪のようにまつ主なぬのをかけ︑びかぴ
か光るさらをならべたテーブルが見えた︒
思ったので︑

十四伽5 おばあさんが見えなくなっては困ると
十四棚3 おばあさんが︑こんなに︿略﹀で︑美し
く︑そうして︑しんせつに見えたことは︑

こでは︑なにもかも見えるのですからね︒

なにもかも見えるのですからね︒
けれど︑人間には見えないのさ︒

十五柵10囹
十五麗5囹
なんにも見えないのだからね︒

乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう
くもは︑とんでいくちょうちょをみ送りな

みおぼえ

見おぼえ

去年︑みおくっていって︑最後に船の上
﹇見覚﹈︵名︶2

まどのところに︑みおぼえのあるかお

︽ーシ︾

そのあい色のふうとうには見おぼえが
見おろす

いく百もの小さな人形が見おろして︑

かた手に大きなブラシをつかんで︑力の

いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

かぎりみがきをかけた︒

十五6310

﹇磨﹈︵四五︶6

みがく

︽ーイ・ーカ︾

つるつるみがかれていないから︑ただの

﹁みがかぬかがみ︒﹂

十二9310

たまみがかざれば光なし︒

心を練るほど︑ことばがみがかれてくる︒

つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう

﹇見掛﹈︵下一︶4 みかける ︽ーケ・一

﹁りすさん︑がんのなかまをみかけな

きのう︑はじめてほたるをみかけました︒

つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい

フランスのいなかによくみかける︑赤いか

しかしまた︑見かたによっては︑茶わん

﹇見方﹈︵名︶1 見かた

﹇味方﹈︵名︶2 みかた

七5110みかたのおうえんだんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大

みかた

くにたものと思ってさしつかえありません︒

の湯と︑こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ

十四6811

みかた

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144

ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒

九153

五432団

かったかい︒﹂

四5910園

．ケル︾

みか・ける

時代の私の写眞がかざられてあるではないか︒

十五697

十四821図

わり石のようにみえる物もあります︒

九856園

四694

にはめこんだようです︒

四89よくみがいたまるいかがみを︑この町

みが・く

はできません︒

七591 まだ︑みがきあげられたことばということ

︽ーゲ︾

十五麗6園人間というものは︑目を閉じていると︑ みがきあ・げる ﹇磨上﹈ ︵下一︶ 1 みがきあげる

十五術9園私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

みおくる

み送る

それは幸福なんですけれど︑やはり︑

分たち以上のものは︑見えないのです︒

﹇見送﹈︵五︶6

私たちの影以上のものは見えないのです︒

十五佃1園

みおく・る
︽ーッ・ーリ︾

うらしまは︑かめのうしろすがたをみお

りょうかんさんは︑帰っていく子どもたち

みんな︑手をふってみおくります︒

くります︒

四棚10
四佃6

そばにいた女の子のすがたが見えません︒

十五235 ふと氣がついてみると︑いままで先生の
十五2712 人々の目には︑小さな小さな黒い点かな

五934

ある︒

みおろ・す

みがき

しかし︑いつも勉強してみがきをかけて

﹇磨﹈︵名︶2

十二693

みがき

マッチ責りのむすめを見てわらいかけた︒

十四986

﹇見下﹈︵五︶1

十五546園

が︑たくさんならんでいました︒

一569

みおぼえ

でわかれを告げたことや︑

十一7112

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとをいいました︒

九号5

を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

七403

をみおくってから︑

にかのようにしか見えなくなってしまいました︒
なたへのごちそうに︑

十五569園 きょうは︑はるばるたずねてみえたあ
十五693 きずのあるみけんの下にかがやく目は︑
思いなしかやわらいで見え︑

ては見えないようにおなりになったのですよ︒

十五7012園 手紙でもなんでも赤インキで書かなく

十五834園あれがこの世の中でいちばんふとった
だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒
﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

こうもりのように目が見えない︒

十五883園

十五985囹地の上でも︑天の上でも︑いちばん美
しいものに見えるものだからね︒

十五撹3園 あなたには︑なんにも見えないし︑な
んにも聞えないんだなあ︒

十五佃2園 つま先で立って︑やっと見えるくらい
のところにいる人︑だれなの︒

十五柵9園 うちにいると︑それが見えないが︑こ

みかづきさま一みぎ

722

声をたてる︒

たができるだろう ︒

十五786 けれども︑きみたちは︑ほどなく︑みか
みかづきさま ﹇三日月様﹈︵名︶1 三日月さま

六439 40青黒い夜空に大きな三日月さま︒

﹇身勝手﹈︵形状︶1

身がって

七644 ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒

みかづきさん ﹇三日月﹈︵名︶1 三日月さん
みがって

みかど

十五25

みかん

みかん
みかん

そのとき︑おかあさんが︑かごにみかん

﹇蜜柑﹈︵名︶3

十五81
みかん

四853
をいれて︑もっていらっしゃいました︒

みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか

うら山に︑みかんを持って遊びにきている︒

十五82圃

七665
く

か︒

六畜6

白いうじのようなようちゅうが︑はいだし
葉は青く︑くきは長く︑みきは高くそび
おおつなのようなたくましい根が︑深く
みぎ

右

手は二ほん︑みぎひだり︒

﹇右﹈︵名︶28

一293

みぎ

のびてみきをささえ︑重くのびて枝をやしない︑

十二662

えているが︑根はちっともみえない︒

十二645

て︑あおぎりのふといみきをつたって︑

八151

れた木のみきにトンとけつまずいて︑

しかさんがおこって走ると︑こんどはたお

二364園ぞうは︑木のみきとおなじじゃない

十四604園 しかし︑ぼくは︑そんなよくのふかい︑ みき ﹇幹﹈︵名︶5 みき
﹇御門﹈︵名︶9

身がってなことはいいませんよ︒
みかど

三鵬2 かぐやひめのひょうばんが︑だんだん古向

くなったのを︑みかどがおききになって︑
なって︑

三塀1 みかどは︑ おじいさんと こそうだんに

みかどは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思いになって︑

三佃1 みかどはびっくりなさって︑
三㎜⁝4

そののち︑みかどからたびたびお手紙

そのままおかえりになりました︒

三柵8
をくださいましたので︑

ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ

足も二ほん︑ひだりみぎ︒

三相4 みかどがこのことをおききになって︑

三396

﹇295

いちろうくんが︑

﹁右︒﹂

右の

方に

はじめに右か左かどちらかへやらな

﹁右の方︒﹂と︑女の子たちがいいま

みずうみを右へいけばもりへでます︒

まがって

たいへんかわいそうにお思いになりました︒

三6410園

ければ︒

三649園

した︒

三643園

三639

いってしまいました︒

三413

うくん︑左のかたにはみよこさん︒

三描3 みかどへおわかれの手紙とふしのくす
りをのこしました︒

三日1 みかどは︑︿略﹀︑かぐやひめをおわすれ

になることができませんでした︒

身がまえ

三下2 みかどは︑﹁︿略﹀︒﹂とおいいつけになり
﹇身構﹈︵名︶1

ました︒

みがまえ

九柵2 くもは︑足をふんばって身がまえをしまし
た︒

みかん ︹題名︺2 みかん

四503

ほかのがんは︑右や左からかっちゃん

み1右と左とちがえぬように︒

をだきかかえました︒

四796

うらしまは︑右のこしかけにこしかけま

どこにも降る︒

四934 右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑

す︒

四糊7

がうつくしい︒

四悩4圃右に左にひらひらと︑ゆれるたもと

こうして右の手でだいてな︑左の手でか

たこが青空で右や左にゆれると︑自分も

右の手に虫めがねを持って︑のぞいてみた︒

かえてさ︑それから︑うたをうたうのだよ︒

五8811園

六価7

六期3

朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや

いっしょに首をふりながら︑

七933

子うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ

に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

七938

すると︑その右の足に︑日本の文字をしる

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

九174

横糸はおさによって︑右から左︑左から右

した小さな金ぞくのいたがついていました︒

十346

左から右へといききするのであるが︑

へといききするのであるが︑

十347

一つおきに右と左にすこしよじれて︑二

十一6711 おどおどした目を右に左に向けて︑

十二675

いつもやすりをかけて右と左によじって

十も三十も続いている︒

十二6710

うんけい

目にもとまらぬボールが︑ネットの上を

おかないと︑なんの役にもたたない︒

十二8310

右に左にと︑ゆききしました︒

右の仁王さまをほったのは運慶だといわ
れています︒

十二㎜4

723
みぎがわ一みさだめる

十三535 その右の方に︑もうひとりの子どもがよ
りかかっている絵です︒

﹇右側﹈︵名︶3

右がわ

右側

が︑﹃考えることの喜び﹄のとなりにいます︒

十五鵬9囹右の方には︑﹃しごとをしあげる喜び﹄
みぎがわ

どがならんでいます︒

十五752

立ちあがった老博士は︑フイッシュナイ

フをにぎった右手を大きくふりまわし︑

すこしはにかんで︑みんな右手の前の方

きもとこうきち

このわか者こそ︑のちに眞珠王として世界

︵下一︶

みけちゃんは︒

2

みくらべる

︽一

﹇命﹈︵名︶1

みこと﹇Vおおくにぬしのみ

思いなしかやわらいで見え︑

みこと

みことは︑それにあわせておどりをおどる︒

こと・ほおりのみこと・ほでりのみこと
六9710

はくちょうはみごとな羽を廣げ︑︿略﹀︑廣

﹇見事﹈︵形状︶10 みごと

あひるの子は︑そのみごとな鳥を知ってい

村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑

十五465

そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら

深くて長い根の上に︑みごとな草や木が

ダルガスの希望であり︑デンマルクの希

十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョ

いままで見たこともないみごとな焼物で

ンチョンとたたいて︑みごとに割っていました︒

十四792

望であるこの植林は︑みごとに実現されました︒

十三2112

しげっていく︒

十二6610

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

十375

ふしぎな機械に目をみはりながら︑

十367

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒

九m5 そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

た︒

八8811

いみずうみへと︑とんでいった︒

八843

みごと

みこと ロニ言﹈←ふたことみこと
右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑
み きもと

に︑光をとりまいてかたまってしまいます︒

十五8211
十五8212
幸吉

こうきち

十391

みくち

ふたくちくえども死にもせず︑みく

﹇三口﹈︵名︶1

﹇見比﹈

ねじは︑これらの道具や時計をあれこれと
みくらべて︑

六62

ベ・ーベル︾

みくら・べる

ち︑よくち︑ぶすはくえども︑死なれもせず︒

十746図韻園

みくち

に知られた御木本幸吉であった︒

み

三312園 右がわはきょうしつで︑左がわにはま みきもとこうきち ﹇御木本幸吉﹈︹人名︺1 御木本

字の右側に︑﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・

十三374 右がわのかべに︑電話がとりつけてある︒
十五379
ハン﹂という音をしめしたりした︒

みきこさん ︹人名︺2 みきこさん

四849 三ばんめに︑すじむかいのみきこさんが︑
しょうかをうたいました︒

右手

さんが︑それにあわせておどりました︒
﹇右手﹈︵名 ︶ 1 2

みけ

少女とやまぶきの花とをみくらべるばか
りでした︒

十二76

︹話手︺2

みけ﹁やあ︑かすみがたなびいて

みけ﹁にやお︑にやお︑にやお︒﹂

一一6510

一一625

みけ

四8410 すると︑みきこさんのいもうとのたつこ
みぎて

ぐるぐるまわりをするばかりだ︒

三647園右手と左手をはんたいにこいだら︑

からだ全体と右手を受け持つ人︑︿略﹀

九㎜2 げんこをかためて右手をふりあげる︒
十二4412園
と︑それぞれ手わけしているんだが︑

二624囹

十五251 上体をぴったりと鳥のせにつけて︑右手 みけちゃん ︵名︶1 みけちゃん
で鳥のつばさのっけねをつかみ︑

おたる

あったからである︒

みごとなおもちゃを私に送ってくださった︒

助けてくださいと︑お願いしたところで︑

﹇見定﹈ ︵下一︶ 1

みさだめる ︽一

八571 しっかり目あてをみさだめて歩いてみよう︒

メ︾

みさだ・める

ゆるしてくれるみこみもありません︒

主管6

ミケランジェロとラファエルは︑前後 みこみ ﹇見込﹈︵名︶1 みこみ
して︑そこからローマに出て︑

十三571囹

ンジェロだのという天才の集まっていた︑

十三5610囹レオナルド・ダ・ピンチだの︑ミケラ 十五659 小樽で目についたといって︑車のついた

十五287 左手は女の子の上帯にかけたままで︑右 ミケランジェロ ︹人名︺3 ミケランジェロ
手をはなして︑

十五294 いま︑少年の左手には女の子が︑右手に
は血にそまった短刀があります︒

あれは︑ミケランジェロのかいた︑て
んじょう画の一部だ︒

十三6011囹

みけん

きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

﹇眉間﹈︵名︶1

十五692

みけん

十五2910 少年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手
で女の子をかばい ︑

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

十五3012 すばやく短刀を持ちかえた右手で︑

みじかい一みず

724

﹇短﹈

︵形︶15

ク︾εことばみじか

みじか・い

六628 みじかい文

みじかい

短い ︽ーイ・

七555 ふでをいれるほど︑かえって︑文章がみじ
かくなっていくことがあります︒

七591 こんなのは︑みじかくなった文ですが︑
から

とちゅう︑あるいはミシガン湖のほとり

にたたずみ︑あるいはナイヤガラのたきをながめ︑

十五531
みじめ

み知る

︽ーラ︾

﹃不幸﹄そのもののように︑みじめな

﹇惨﹈︵形状︶1

十五鵬8園

みじめ

﹇見知﹈︵五︶4

ものになってしまうのです︒
みし・る

八399

み知らぬ人は︑そのままどこかへいってし

そのみ知らぬ人がいいました︒

おくやみになっていらっしゃると︑きのう

みじん

εこなみじん
みす

︽ーセ︾

水﹇Vあまみず・いどみず・お

きみ火をたけよきものみせん雪まろ

﹇見﹈︵下二︶1

げ

﹇水﹈︵名︶齪

十二7611図團

み・す

の︑み知らぬ人があらわれました︒

八429

まいました︒

八385

ると︑み知らぬ人がはいってきました︒

七772園 そうして︑左の足が一本短くて一それ 八382 宝ぐらの中で︑宝物をかぞえておいでにな

知っているのです ︒

七819園 しかも︑左の足の短いことを︑ちゃんと

を生んだ︒

八7711 にわとりは︑足はみじかいが︑いいたまご

九865 あとの三十分は︑ひじょうにみじかく思わ
れました︒

﹁なん と み じ か い ゆ め だ ろ う ︒ ﹂

十ニー711囹 はじめ短い羽を動かしてピッピッと鳴

鼠取9囹

いていたときには ︑
たろう

みず

おみず・しみず・どぶみず・なまみず・ひみずつち

十二909 太郎が︑こういう短い文を書いた︒

はちたち・ゆきどけみず

む︒

四544一わのがんが︑みずうみのきれいな水

みんながかわるがわる︑つめたい水で︑

をくむと︑

四551

とおいとおい川の水で生まれたも

あたまをひやしてやりました︒
のです︒

四搬1園

五45 水をふくんだ草のうた︑こけのうた︑土の

うた︑いわのうた︒

五65 水力電氣をおこし︑水道の水にもなり︑川

水車をくるくるまわし︑たんぼに水をいれ︑

はだんだん大きくなる︒

五610

はたけにも水をまいていく︒

下水の水やうんがの水︑きたないどぶ水を

五71 はたけにも水をまいていく︒

ながして︑海のとおくにすてにいく︒

五76

なんだか︑青い︑青い水の中にういてい

子うしが水のむ岸をでる︒

五76 下水の水やうんがの水︑
五496圃

五615園

川から水がわきあがってくるようです︒

わたしが水をやったんですもの︒

るようだ︒

五585囹

五7910

五803 ﹁水が光って︑とんではねています︒﹂

五918園

五918圓

水をください︒

おまえは水がほしいのか︒

なってきました︒

水の音をさいていだら︑せなかがあつく

五804

かいをそろえてひとかき水をかくと︑

三277

﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて

白うさぎはすぐ海の水をあびました︒
まのほをしいて︑その上にねるがよい︒
﹁きらきらした水かしら︒﹂

おかあさんが︑月にてらされて︑水をく

ここは︑水のきれいないけです︒

三734囹

四85
四165

五齪2

さんちゃんたちが水をふきかけたり︑くす

水が︑ジャー︑ジャー︑ジャージャーと︑

りをつけてやったりしますと︑

五994

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

三486園早く川の水でからだをあらって︑が 五919園 それで︑手おけの水をかけてやると︑た

三471

いるがよい︒﹂

三469園

三353園白いくもが水にうつっています︒

だの水でしょうか︒﹂

﹁先生︑いものはのつゆは︑あれ︑た

十三455 ﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした

︽ーシ︾

短か夜
ミシガン湖

一一24！園

十二958 こんな短い文であるが︑
りして︑電話の話らしくしなければなりません︒

十四65團 私は短い旅をしたあとで︑七時にパ
リーに着きました ︒

いたものになったものとも考えられます︒

十四808 あのような︑短くて調子のいい︑氣のき

のだからね︒
短し

十五991囹なにしろ︑子どもの時代は︑ごく短い
﹇ 短 ﹈ ︵形︶1

﹇短夜﹈︵名︶1

十四815図 おびに短し︑たすきに長し︒

みじか・し

みじかよ

︹地名︺一

十一334圃短か夜しらむを待ちかねて︑
ミシガンこ

725
みず一みず

音をたてて流れているのをきいて︑

としました︒

六136 ありは︑川の岸で︑うつむいて水をのもう

八437園

八432園

では︑庭のいけの水をすくって︑こがね

コぱいの水です︒﹂

になったものにふりかけなさい︒

王さまは︑いそいで庭のいけの水をすくっ

なにしろ︑水にいれてやらなければなる

なにしろ︑水をこわがるのだから︑

て︑王女のからだにおふりかけになりました︒

八439
八6310囹

とき︑足がつるりとすべって︑

六137 もうすこしで口が水にとどきそうになった
六633 アルコールは銀の水︒

ように︑

八856

た︒

八857

八8811

さっと水の中へとびこんだ︒

水はひなたちの頭の上を流れたが︑すぐに
ぬまの氷をのませてもらいたいとも思った

でも︑水の上をおよぐのは︑いい尊前で

あひるの子は︑水の上を車のようにくるく

かるく水の上をおよいでいた︒

うのほうへおよいでいった︒

八899 そういって︑水の中にとびこみ︑はくちょ

のと思いながら︑水の上に頭をたれた︒

八905 かわいそうにあひるの子は︑ころされるも

がたのうつっているのをみた︒

八907 そのとたん︑すみきった水の上に自分のす

やく3・6㎝のもみを︑水の中にひたしま

八918 小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ
てくれた︒

した︒

八945

水をいっぱいいれ︑ふたをして日かげにお

き︑ときどき水をとりかえました︒

八948

水をとりかえるときにみたらもみのもとの

八948 ときどき水をとりかえました︒

八952

水のすむのをまって︑むらのないようにま

ほうがすこしふくらんでいました︒

八965

水にひたしたほうが︑1週間早くでました︒

きました︒

八975
しょう︒

八996 これから︑水がきれないように氣をつけま

うれしそうです︒

八棚2 ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

九79 この﹁水﹂は︑さらさらと流れる小川とも

けしきを思いだしますか︒

九75 ﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう
水のおもてがすっかりこおってしまわない

九108 その例として︑まず︑水の音をとりあっ

じっさいにきいてみると︑たしかに水の音

ちょっと考えられないが︑

かった︒

なり︑ちらちらと光るいけともなり︑

水の中をおよぎまわらなければならなかっ

九109 水の音をたいこであらわすことなどは︑
はくちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑ 九111

いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

八887

たくさんの木がかんばしくにおい︑その長

と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

天
ノ4
80
1そうして︑はくちょうたちがみえなくなる

るまわり︑

八846

がいい氣持かどうか︒

八817囹水の上をおよいだり︑もぐったりするの

それはさっぱりしますよ︒

八815園それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑

すからね︒

八814園

が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

八7210

うかびあがってきて︑うまくおよいだ︒

八661

八6510

のところへおりていった︒

八659親あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水

まい︒

八656囹

ら︑つるつとすべった︒

六637 手をあらって︑しゃぼんを水の上へおいた
六894園 きれいな水だな︒

六896 そこへ女の人がでてきて︑いどの水をくも
うとする︒

が︑水にうつって い る わ ︒ ﹂

六897 いどの水をみて︑女﹁まあ︑りっぱなかた
六899囹 りっぱなかたが︑水にうつっているわ︒

六902園 すみませんが︑そのいどの水を一ぽいく
ださい︒

六904 女の人は︑水をくんで︑ほおりのみことに
さしあげる︒

六906園 ああ︑おいしい水︒
にさしあげる︒

六973 女の人はつりばりを水であらって︑海の神

七84 水の音もする︒
七241圏 ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水
をやるから︒

七243 兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒
七731 うまが︑水のにおいをかいでいる︒

七9010 うさぎのふんを︑水の中へいれてみたらう
きました︒

八282 川の水は銀色に光り︑はくちょうがしずか
にういていました︒

﹁あなたは︑こがねと一ぱいの水と︑ど
ちらをえらびます か ︒ ﹂

八431園

みず一みず
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である︒

九113 はじめに︑川の水の音をたたいてきかせて
くれた︒

九115 それから︑水の中にドブンととびこんだと
きの音もあらわした︒

九桝4
た︒

いい味の水は︑左の岸のほとりを流れてい
ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

たいへんうまかった︒

九悩5

念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで

九悩8

岸にそって上流に向かって歩きながら︑と

もうそれはただの水であった︒

みると︑もうそれはただの水であった︒

九桝7

九伽2

九129 ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

そこからさらに︑すこしさかのぼって水を

そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ
フランスのいなかによくみかける︑赤いか

十232

妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか

小川の水︑きらきら光る︒

くわをかついで田をみまわれば︑日は
津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ
﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しん
﹁水﹂がその中にはいっているものであ
だれかが水をくみあげていましたので︑
冷たい水がいきおいよく流れているあい
だに︑

﹁水﹂はいま自分のかた手の上を流れて

﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

十二3612

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

十二3610

ることを︑はっきり教えるために

十二352

だあとでした︒

十二351

れて︑

十一474

また照って水たっぷりと︑

十一362圃

まって︑水の中をのぞきました︒

十541

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144

れもないうまい水であった︒

量定4

飲んでみると︑いい味は︑すこしもなかった︒

露虫11

きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

九274囲秋風にプールの水がゆれている
九368国山からおりるとき︑この谷まの流れには
いって︑頭から水をあびるのが樂しみでした︒
そこから水がふえのように鳴ってとびだし︑

九5010 がけの中ほどに︑小さなあながあいていて︑

雨露6図画 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き
かにいてすぎの山しずか
もうまそうに飲んでから︑私にいった︒

九柵5 父は︑その泉の水を手ですくって︑いくど
九㎜7園 この水を飲んでごらん︒

九㎜9 水は大きなごろごろした石ころのあいだか
ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑
九梱1 泉をあふれでた水は︑さらさらと走って︑
しだしたいものと思った︒

九梱6 なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが

そうな水や名高いいど水をためしてみたけれども︑

九梱8 茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

茶をたててみると︑

九梱10 でんりゅう川の中流の水をくんで︑それで

九慨3 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど
ころでその水でお茶をたてる︒

十二371

九旧2 大きな支流が流れこむところへくると︑と
きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

十二376

くてはならなかった︒

九榴4 深いところの水をとって飲んでみたりしな

水を飲もうと思って小川の岸にでてみる

いるふしぎな冷たいものの名であることを知りま
した︒

十二6210
十二632

毎朝早くきては︑芭蕉のおきないうちに︑

そこでまた川の水を飲んだ︒

と︑美しい小魚がおよいでいる︒

十二712

曾良が水をたくさんくんでおいてくれた

いどから水をくみあげたり︑

十二746

こういわれたら︑バケツか︑じょうろに

﹁水を持っておいで︒﹂

し︑まきもたくさんとってきてくれてあるし︑
十一一874圓

水をいっぱいいれて持っていくだろう︒

十二877

十一︻879 すずりばこをあけた父にこういわれたら︑

こういわれたら︑手おけに水をいっぱい

水さしに水をいれて持っていくだろう︒

﹁水を持っておいで︒﹂

くんで持っていくだろう︒

十二881
十二884園

きにもつかったことでしょう︒

十一一9911 もちろん︑水をくんだり運んだりすると

十三57 あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

なんといっても︑いちばん耳に親しいも

みぞをほって水をそそぎ︑平野の雑草を

その第一は水で︑その第二は木でありま

するどい角をのぞかせた︒

十三201
した︒

十三206
と
カりとり ヘ

十三331

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

のは︑水を運ぶ︸輪車の音であろう︒

十三331

水に不便なペキンでは︑一けん一けん︑

水を運んで行かなければならない︒

十三332

でも︑水がすむまで見ているかもしれな

水を運んで行かなければならない︒

十三508
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い︒

十四798園水になげこんでごらん︒

みずうみ

ころへ

山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた

たちました︒

六433

田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

まりになってとぶつばめのむれ︒

みずうみの岸の︑ごぼうのはえているとこ

森の中には深いみずうみがあった︒

はか石に水をそそぎながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ 八607

みずうみ
みずうみ

いこうと話しあいました︒

四535囹﹁みずうみがみえた︒﹂
四537みずうみのほうから︑風がふいてきま
した︒

四531み
0 ずうみの島には︑こんもりとした林
が ありました︒

四543 一わのがんが︑みずうみのきれいな水
を くむと︑

三十ぱのがんは︑みずうみの島をとび
四653

秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

湖の岸べをとびました︒

鳥取の西方約四キロのところに︑まわり

とつとり

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

十一﹇6311 八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑

十ニキロの湖がある︒

十二593

九塀5

美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑

九418団ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には

が半分ばかり顔をみせていました︒

九408国はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

九365團 たきになり流れになって︑村の中を通り︑

この湖へつりにいけたらと︑いつも思っています︒

九341団 ぼくは︑先生やみなさんといっしょに︑

ども湖に近い川しもの方へとりにいきました︒

九337団黒くてひらたい貝がとれますので︑なん

しみです︒

九332国 この湖へつりにいくのが︑いちばんの樂

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九3211国

方に美しい湖がみえます︒

九328團家のまえをちょっとでると︑はるか下の

かい國︑廣いみずうみへと︑とんでいった︒

八844 みごとな羽を廣げ︑この寒い國からあたた

わるほうがすきであったからである︒

八612 ほかのあひるどもは︑みずうみでおよぎま

ろに︑一わのあひるがすわっていた︒

﹁水のほおえみ﹂とか︑﹁あけぼののむ 八608

︹題名︺1

みずうみ

﹇湖﹈︵名︶31

三582
みずうみ

湖

らさき﹂とか︑︿略﹀などがあらわれます︒

十五953

おばさんはふたたび呼びかけた︒

十五722

十五91図温水はしずかに実るると見ればもの花

十四4610 いい五辻になって︑自分が水の中にひ 十五71図魍冬の水一枝の影もあざむかず
たっていることも︑わすれてしまったほどでした︒

十四551園そこへ細い根をのばして︑水と養分と
を吸いとって︑夜も査も送ってあげるのは︑

十四562園根さんが︑せっかく吸ってくださった
地の中の水や養分でも︑

十四585 水が続いていいました︒

十四587囹 生きものに︑いちばんたいせつなもの
は︑私たち水です ︒

三639みずうみを右へいけばもりへでます︒

た︒

三634そうして︑そこでおもしろくあそんでか
ら丘を おりてみずうみへでました︒
三635みずうみにはボートがうかんでいまし

うよ︒

三617園さっさとかけおりてみずうみへ いご

十四587要望がなかったら︑なんでもすぐ︑かれ 三585 おりればみずうみへでられますし︑のぼ
れば大きな木のあるところへでられます︒
たり死んだりしてしまいます︒
十四5810園 この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた 三594園 ﹁いや︑みずうみへおりようよ︒﹂
三608園みずうみ︑みずうみ︑この丘の下の︒
いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒
三608園みずうみ︑みずうみ︑
いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

十四5810園 いまのお話の養分だって︑水にとけて

十四5812囹 それから︑空から降る雨︑あれだって
水ですよ︒

十四6111 日や︑土や︑水などがいいました︒

十四596毒水だって︑ためておいてあげたのです︒
十四716 アルコールランプで熱したときの水の流
れと︑同じようなものになるわけです︒
り︑

十四7112 そういう部分からは︑ひえた水が下へお 四532この山のむこうにあるみずうみのと

が︑そのあとへ向かって流れ︑

十四721 そのまわりの︑わりあいに熱い表面の水

にはひえて︑そこからおります︒

十四722 それが︑おりた水のあとへとどくじぶん

のぼっているところとがほうぼうにできます︒

十四723 湯の表面には︑水のおりているところと︑

えていくときには ︑

十四745 湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ

みずえのぐ一みせる
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えていくときには︑

十四745 湖や海の水が︑冬になって︑表面からひ
みずえのぐ ﹇水絵具﹈︵名︶1 水えのぐ

﹇水桶﹈ ︵ 名 ︶ 3

水おけ

十223 ひとりの友だちは︑水えのぐで写生をして
いる︒
．みずおけ

した︒

みずから

水田

一つ一つはねる︒

きのうの畑は水田となって︑晩にはか

﹇水田﹈︵名︶1

ように︑

みずた

十一346圃
えるが歌いだす︒

水たまり

みすぼらしい

︽一

いねのなえをひろって︑大水でいたんだ

﹇水溜﹈︵名︶1

十一294

みずたまり

﹇見窄﹈︵形︶1

田の水たまりに植えてみました︒

みずみずしい

︽⁝

ひとりのみすばらしい身なりをした老人
﹇瑞瑞﹈︵形︶1

中から︑みずみずしい︑やわらかい︑せみ

のからだがはみだしてきました︒

八225

イ︾

みずみずし・い

が︑道路をうろうろとみまわしながら︑

十二911

イ︾

みすぼらし・い

十5311 あきらめて歩きかけると︑水おけがありま

まって︑水の中をのぞきました︒

十541 妹は︑そこへいって︑水おけのふちにっか
十三333 大きな水おけをのせた一輪車が︑﹁キリ

水かさ

水およぎ

キリ︑リリリリ﹂ときしみながら︑
﹇水泳﹈︵名︶1

﹇水嵩﹈︵名︶1

四衡1 八月は水およぎ︒

みずおよぎ
みずかさ

水がめ

店δよみせ

しんきちくんのおとうさんは︑店でそろば

﹇店﹈︵名︶11

五289園

むこうの店に品物をとどけて︑受けとり

んをはじいていました︒

五283

みせ

十五65図面六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

九旧10 ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水 みずわ ﹇水輪﹈︵名︶1 水わ
﹇水瓶﹈︵名︶1

かさがへっていた︒
みずがめ

﹇自﹈︵副︶1

りかえったかなえなどの間で︑たべたり︑

十五824 ふしぎなくだものを︑水がめや︑ひつく
みずから

店をでてすこしくると︑

をもらって帰ってくるとちゅう︑

五293園

水くみ

十五775図神は︑みずから助くる者を助く︒
﹇水汲﹈︵名︶1

おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ
と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九766

の店であることがわかった︒

だんだんおちついてみると︑ここは時計屋

みずくみ

水ぐるま

六47

﹇水車﹈︵名︶1

四163 ゆうがた︑水くみにでた︒
みずぐるま

しゅれいるこでまりの花

九網4図墨水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

十二鵬7

向こうがわに店がみえます︒
水さし

みずさし

皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ

﹇水差﹈︵名︶1

十一一879 すずりばこをあけた父にこういわれたら︑ 十二鵬8

店の主人はあわてて︑

ろげてあります︒

十五447
みずすまし

ひくい屋根も︑あけはなした店も︑のき

﹇水澄﹈︵名︶1

みずすまし

十五461

水さしに水をいれて持っていくだろう︒

十一555圃 てんとうむしのように︑みずすましの

先にかかっているおもしろいかんばんも︑

十五471園ときどき焼いては︑この店に持って來

雲にかくれていたたいようがかおをだした

﹇店一杯﹈︵名︶1 店いっぱい

店の主人は︑きかれるままに語りだした︒

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒
十五474

六103

みせいっぱい

︵下一︶

1 みせかける ︽一

自分をえらそうにみせかけたり︑人をだま

﹇見掛﹈

ので︑日光が店いっぱいにさしこんできた︒
みせか・ける

十319

ケ︾

通りをアメリカの一しょうこうが歩いて

﹇店先﹈︵名︶2 店先

したりしないで︑

みせさき

ある小さな店先に出ていた一まいの赤絵

いたが︑ふと︑ある店先で立ちどまった︒

十五434
十五463

﹇見﹈︵下一︶36 みせる 見せる

︽ーセ・

のはちを手にとって︑かれは︑びっくりした︒

セル︾δおみせする・おみせなさる・おみせる

み・せる

一465 かばんをあけてなかをみせますと︑
﹁562 うずらのたまごほどあるだいやもんど

﹁おじさん︑こんやもまた︑かげえを

をひとつとりだして︑わたくしにみせました︒

﹁はやく︑せんどうさんをみせてくだ

して︑みせてください︒﹂

一一444園

さい︒﹂

二453圏

今夜︑学校のにわで︑ぼうえんきょうで

けませんか︒

四百3園 天人のまいをまって︑みせていただ
五557園

﹁ねえさん︑早くみせて︒﹂

じゅんばんがきたので︑みせていただきま

星をみせますよ︒

した︒

五567

五5611園
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だが︑みせるものがあるよ︒﹂芭蕉は︑

えんがわにいってなにか持ちだしてきました︒

十二765園

十三421囹見せたいものだって⁝⁝

たをしてみせてあげよう︒

五887園 きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか
五佃4

﹁︿略﹀︒ ﹂ と 鳴 い て み せ ま し た ︒

五鵬10 さわがしく鳴いてみせますと︑すずめは︑

喜んでむかえてくださったので︑先生か
一まいの絵をひきだしからだして︑見せ
それはそうとして︑ラファエルのかい

ごろう

みそ五郎

みそさざい

だいこんをぬいていると︑みそさざいが︑

﹇鶴鶴﹈︵名︶3

十二567
みそさざい

四866

みそさざいが︑くらい木の中からきたので︑

﹁チャッ︑チャッ︒﹂とないた︒

みそさざいは︑﹁チョッ︑チョッ︑チョッ︒﹂

ひわが︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴きました︒

五脳1
五餌4

ふもとの小屋はみぞれして︑うらの山

みぞれする ︽ーシ︾

と鳴いて︑木のかげにかくれました︒

十一412圃

みぞれ・する ﹇吊英﹈︵サ変︶1

には白雪つもる︒

﹁かわらのすなは︑みんなちいさな

ぞうは︑大きなへびみたいなものさ︒

﹁お日さまが︑雨のつぶつぶをしゃぼ

そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら

ぼくが目をさましたときには︑おびみた

﹁せともののかけらみたいなものがある

乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑

それに︑人間みたいに不平やわがまま

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒

十三564園

をいわないからね︒

十二484園

一つの生きものみたいに進んでいく︒

十一83園

じゃないか︒﹂

九841園

九832囹針みたいだね︒

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六448園

六354園 ないだりあれたり︑海みたいなものさ︒

五5710園 おもちゃみたいだ︒

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒

五569園

んだまみたいに光らせるのよ︒﹂

三8310囹

二358園

ほしみたいですね︒﹂

一529園

そういって︑同じひきだしから︑一まい みたい ︵形状︶13 みたい
裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ

に見せなければならないものがたくさんある︒

十五5910囹

えらびだして︑見せてくださいました︒

十三591

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒

十三5810園

てくださいました︒

十三557

らいただいた絵はがきをだして見せますと︑

十三553

ているようすを︑見せなくてはなりません︒

声と動きだけで︑四人とそれぞれ話をし

十三452

おどろいてとんでいってしまいました︒

六柵8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ
らわせてみせるぞと思ったが︑

八643園 どれうたまごをみせてごらん︒
がたをみせなくなってしまいます︒

九1611 十一月のはじめになれば︑もうほとんどす

が半分ばかり顔をみせていました︒

九409団 はるか向こうの山のはしから︑美しい湖
九975 やまだ︑みせまいとしてからだをねじって
かくす︒

九992 このボタンをみたまえ︒﹂と胸をみせる︒

はっきり顔を見せると︑﹃幸福﹄たち
みぞ

橋をかけたり︑道路をつくったり︑みぞ

﹇溝﹈︵名︶2

十三194

みぞ

がこわがるだろうって︑心配しているのですよ︒

十五備11囹

十3612 その織機をあやつって︑りっぱにぬのを 十五備10園 あの人︑顔を見せることはないの︒
﹁そとへでて︑あかちゃんにも︑みせて

織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒
十602園
あげて︒﹂

十一277 百文はらうと︑おもしろい藝をしてみせ

みそ五郎

みぞをほって水をそそぎ︑平野の雑草を

をほったりするときに︑

十三206

てくれます︒

十一636 ナポリの大きな病院の転ばんのまえへ

←おおみそか

かりとり︑

しまばら

︹人名︺3

昔︑島原にみそ五郎という大きな男がい
うんぜんだけ

みそ五郎は︑雲仙岳にこしかけて︑ひな
十一一5611

たぼっこをしながら︑
とう
雲仙岳の中ほどにある唐の池は︑みそ五

十二568

た︒

十二568

みそごろう

みそか

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒
十ニー09 ポケットに手をいれましたが︑とりだし
てみせたものは︑ガラスのかけらばかりでした︒

二階から母のところへかけおり︑指さき

十二2512園 いまにもう失敗もなくなるようにして
みせます︒

十一一3311

で人形という字をつづってみせました︒
だが︑人間ばかりでなく︑動物などもでてくる︒

十二4610園 これに光をあてて影絵にしてみせるの

︹題名︺1

郎が畑をうったときのくわのあとで︑
ごろう
みそ五郎

十二637 母にそのからだをみせるにはしのびない︒ みそごろう

みたす一みち
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十三585園

﹁じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたい
みたす

︽ーサ︾

に︑旅行して來なくちゃだめですね︒﹂
﹇ 満 ﹈ ︵ 五 ︶2

十五877園 ﹃みたされたきょえいの幸福﹄で︑こ

みた・す

三たば

﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆっくり

のとおり︑りっぱな︑ふくれあがった顔をして
とうなずく︒

十五878

﹇三束﹈︵名︶1

みだす 与とりみだす
みたば

︵五︶

3

みたまう

見たまう

十5811 おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん
﹇見給﹈

に︑三たばずつあげました︒
みたま・う
︽ーエ︾

レ︾

レ

三446囹むこうのりくまでならんでみたまえ︒

みだる

︽

九991園 このボタンをみたまえ︒
﹇ 乱 ﹈ ︵ 下二︶1

十五939囹 ほら見たまえ︒
みだ・る

︽ーレ・

道

息あぜみち・いっぼんみ

こしらえています︒

三804園ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ
あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い

れちゃった︒

六133
てくると︑のどがかわきました︒

雪の降った朝︑一年生の子が︑学校にくる
黄みがかった麦ばたけ︑畑道らしい白っぽ

道で︑はき物に雪がついてころびました︒

六585
七466

道に︑麦がこぼれていたからです︒

道のかたがわの草ばかりたべてあったか

い道︑そこを自重車に乗って走る中学生︑

七835園
らです︒

七8411園

十82

はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

道で子どもたちが︑なわとびをして遊んで
いたりしますと︑そのなかまいりをして︑
道でおとうさんを呼びとめて︑﹁︿略﹀︒﹂と

ざくらの花︒

家からでてしばらくいくと︑道のまん中に︑

黒いいぬが一びきすわっていました︒

十501

門からもどってきて︑道にでたとき︑あと

をふり向きました︒

十5212

﹁だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていく

わたしのためには︑いばらの道をもふみ

わきで︑たき火をしていました︒

十546 ﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道の
十一173

わけたその足︒

んですから︑しぼんでしまいます︒﹂

十一9112囹

わたしのげたをひっかけて︑正男のあ

とを追っかけて道まででていたのよ︒

十二298園

うに生かしていくよりほかに道はありません︒

これをわく星といいます

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

あまり廣くもない道の両がわの土べいの

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

十三269
上から︑

十四869

ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

十四88エ

その一すじの道をながめると︑一直線で

を横ぎる一すじの道となる︒

十四882

それをさけるために︑急いで道を横ぎっ

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒

十四9010

まんじゅしゃげおりすててある道のま

たときに︑その禦ぐつはぬげてしまった︒

十五95圃

ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

んじゅしゃげさき続く

の戦っている岩角近くまで來ました︒

十五324

と近代的工業の道をたどっていくようになった︒

十225光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ 十五457 外國から新しい方法を学んで︑つぎつぎ

いいながら︑

十88

が

いちろうがすこしいきましたら︑谷川に 十三146 そういう星

あらわれます︒

九4011団道もないところがら︑木こりのすがたが 十二備6 それは︑民主主義ということばをほんと

九541

そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

そった道は︑もうほそくなってきえてしまいまし
た︒

九543

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

青空は一きれもみえず︑道はたいへんきゆ

いちろうは︑その道を登っていきました︒

みだれる

九545

﹇乱﹈︵ 下 一 ︶ 4

九265図圃麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

九547

みだ・れる

九94 心の絵がみだれてしまいます︒
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大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

べりに道もあったが︑

九伽6

うな坂になりました︒

ル︾几vいりみだれる・さきみだれる

ずこいでいくと︑

十一82園 コックスの号令どおりに︑一糸みだれ
十三911 星を見て世の中がみだれるといったり︑

︵名︶

つ林におおわれた道もない谷まになった︒

十四4512 それは女の声で︑しかも︑調子もみだれ 九伽9
﹇道﹈

ていなければ︑ふるえてもいません︒
みち

ち・かえりみち・きのめみち・くさはらみち・こみ

みち・とおりみち・どっちみち・のみち・はやみ

ち・さかみち・たのしいこみち・ちかみち・とうげ
ち・ほそみち・やまみち・よこみち
三792 すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道を

731
みちあふれる一みつかめ

十五645 私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った
まま動かなくなった︒
してわかったの︒
﹇満 溢 ﹈

︵下一︶

1

みちあふれる

十五備1囹 いつもたずねあぐんでいた道が︑どう
みちあふ・れる
︽ーレ︾

みちあふれていた︒
﹇身近﹈︵形状︶1

身近

見ち

八888 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが
みちか

十四303 自分の身近なものしか見ないで︑
みちが・える ﹇見違﹈︵下一︶3 みちがえる
︽ーエル︾

五956 ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

がえる

んだん大きくなりました︒

すぐな︑しっかりした足あとがついている︒

八575 足あとをみると︑みちがえるように︑まつ

なっていくのです︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑みちこがいいました︒

道すがら

十五658

おたる

その道すがら︑小樽で目についたといっ

て︑車のついたみごとなおもちゃを私に送ってく
道ばた

道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

六197囹 みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

誠意にみちていました︒

十三紛8

みつ

﹇蜜﹈︵名︶3

﹇三﹈εふたつみつ

あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ

てもってきます︒

六304

六303園花のみつをわけてあげよう︒

みつ■はちみつ

みつ

道ばたにさくたんぽぽ︑とびかうちょう 十四414囹 喜びにみちてかがやく光︒

﹇道端﹈︵名︶4

ださった︒

みちばた

十257
ちょ︒

︿略﹀たり︑そこで遊んだりしたからでした︒

十482

チルチルや︑それから︑ミチルや︒

みつおさん

みつおさんがよろこんで︑私を手にとりあ

私は︑ぶじに︑としおさんの心を︑そのま

三日■くがつみつか・さ

﹇三日間﹈︵名︶1 三日間

で︑三日間かかりました︒

ぼくたちの畑がようやくかいこんされて︑

﹇三日目﹈︵名︶5

九6310園

裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

三日めにやっと︑うねを十三本つくりました︒

九351国

みつかめ

三日め

九346團 母と︑おばと︑兄と︑妹と︑ぼくの五人

みつかかん

十四8211図馬素の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒

じいさんにいいました︒

五722 それから三日ほどたって︑おばあさんはお

んがつみつか

みつか ﹇三日﹈︵名︶2

まみつおさんにおったえすることができました︒

五2010

げました︒

五209

書いた手紙です︒

私は︑としおさんが︑みつおさんにあてて

︹人名︺3

︵上二︶畢ひらきみつ

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

七214囹 とまっているちょうちょが︑どんなかっ
みつ

道ばたに野はぎがさいていだので︑︿略﹀︑

おじさんは道ばたにしゃがんで︑

花を手にいっぱいつんで帰ったことを思う︒

十二9412

十五648

キ︾

ちる

五152

星によってみちびかれ︑星によって生き みつおさん

みちび・︿﹇導﹈︵五︶5みちびく︽ーイ・ーカ・一
十四3210

博物館に自動車を乗りつけ︑守衛にみち

ているといってもいいすぎではありません︒

十五535

﹁︿略﹀﹂といいながら︑主なき書さいへ

びかれておくまった館長室の前に立った私は︑
十五6811

ドアをおして︑つかつかと中にすすんだ

私をみちびいた︒

十五721一

早い食堂にみちびかれ︑博士とたったふ

ホランド博士は︑客間に私をみちびき︑

十五7310

ミチル

たり︑しずかに食事をしたが︑

チルチルとミチルと︑いぬと︑パンと︑

ミチル

ミチル﹁なんてきれいなおかしでしょ

︹話手︺一

う︒﹂

十五佃11園

さとうとは︑︿略﹀︑すこしはにかんで︑

十五8210

ミチル

︹人名︺2

十五842

ミチル

十四3111 日本は︑見ちがえるほどりっぱな國に

六513 ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か

みちこ ︹人名︺4 みちこ

六531

よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

げふみをして遊んでいました︒

六542

﹁︿略﹀︒﹂と︑みちこも感心しました︒

いあつているのをききながら︑
六554

みちこさん ︹人名︺5 みちこさん
﹁みちこさんはなにになりますか︒﹂

一326 みちこさんのかいたことば︒
一351園

ニー65 ただおさんみちこさんまことさん

二202 まことさんみちこさんただおさん
﹇道﹈︵名︶1

六533園 みちこさんは雲が走っているっていうの︒ み・ちる ﹇満﹈︵上一︶3 みちる ︽ーチ︾与さきみ
みちすがら

みつかる一みつける
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九662囹 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
一ばんぼしみつけた︒

︽ーケ・ーケル︾与おみつける

六欄4園

六伽1囹

あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ

おれがさきにうさぎをみつけたのだ︒

﹁みつけた︒﹂

みつけて︑

ほんとうに幸福な人をみつけて︑その人

ねこや︑すずめにみつけられたらたいへん
八458園

です︒

八215

七301曳船が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒

ね︒

七277園 なんでも︑自分でみつけていきましょう

たのだ︒

︻258

とき︑くにざかいの

そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に

ことばを

小屋の入口の戸がすこしあいているのをみ

の着ているシャツを王さまにお着せするのです︒

八776

まさこちゃん︑一ばん星みつけたのね︒

八皿9

花のさいているほもみつけました︒

くだき︑うちへっれて帰った︒

八863 あひるの子をみつけて︑木ぐつでこおりを

すぐにみつけられた︒

朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

つけたので︑そこから中へはいっていった︒

駅の出口までくると︑でむかえにきていた

それを

ピーターは︑はのさきにあまだれがあ
いいにくい

五2510

八785

おや︑こんな花が

五533囹

﹁あれが︑ぼくのみつけた二ばん星かな

はるおさん︑ほら︑あなたのみつけた二

六147

子つばめがかかしをみつける︒

それを一わのはとがみつけました︒

ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ

道ばたにあるものを︑なんでもみつけて︑

しまってあった︑

一つのまるいつぼをみつ
十一2512

りすをみつけて追いかけたこと︑もみじ

金次郎は︑一さつの本をみつけました︒

間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四49ふしあわせなものの中に︑かえって︑人

の枝をとってきたこと

十一一923

け︑へやのまん中にかかえてきました︒

十693

︿略﹀たり︑そこで遊んだりしたからでした︒

十483

ないか︒

九9810園

﹁さっきみつけた星は︑どれだったかし 九838園 よくみつけたね︒

る高い木をみつけると︑

空は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑つぎ 九392團枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい

三ばん星は︑ねえさんがみつけたいわ︒

﹁二ばん謹みつけた︒﹂

あ︒﹂

五599

女の子はただじっとみつめていたが︑やが

六383

てこの小さなねじをみつけて︑

六81

いました︒

あやこは︑それをみつけて︑三略﹀︒﹂とい

五588囹

ばん星よ︒

五565園

ら︒﹂

五554園

の星をみつけることは︑できませんでした︒

五5410

五5310囹

五536囹

いな花を︒

五482

おねえさんをみつけました︒

またみつけた︑きれ

まちがえないで︑早くいってあそぶのです︒

四663

るのをみつけて︑﹁︿略＞Q﹂といいました︒

三843

なにかあるのをみつけました︒

三703

山に︑ゆきがふっているのをみつけました︒

かえる

九674園裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

見つける

学校から

六川5囹

みつける

二376園

二ばんぼしみつけた︒

︽ーッ・ーラ．

一261

もすぎました︒
みつかる

十一789 そうして︑二日めも︑三日めも︑四日め
﹇ 見 付 ﹈ ︵五︶12

ーリ・ール︾

みつか・る

六97園 ﹁こんなところにころげおちてしまって︑
もし︑みつからなか っ た ら ︒ ﹂

らないのでがっかりした︒

六911 三人はさんざんさがしまわったが︑みつか
六613 いろはがるたやことわざの中にも︑このこ
とのあてはまるものがみつかりました︒

﹁これは︑いいものがみつかった︒﹂

六978園 みつかって︑ほんとうによろしゅうござ
いました︒
六996囹︺

六㎜1囹 ぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑
どこかへいってくれたまえ︒

七264園 はっぱと同じになるのは︑鳥などに︑す
ぐみつからないためですよ︒

八466 ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつか
るものではありません︒

九417国 山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ
かるからです︒

九7911園 それで︑ここをほると︑そういうものが
みつかることがあるのです︒

九8010園あっちこっちほってみて︑なんにもみつ
からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

三月

九933 なかなかみつからない︒
﹇三月﹈︵名︶1

三麗7 小人のようだったおひめさまは︑三月ほ

みつき

﹇見付﹈︵下一︶44

どのあいだに︑すくすくとせいがのびて︑
みつ・ける

733
みつご一みつばち

十四945 女の子は︑二つの家の間に︑ちょっとし
た︑身をかくす場所を見つけた︒

十四麗3 元日の朝︑人々が︑マッチ費りのむすめ
の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

十五2110 男の子は︑小石を見つけては深い谷の中
へなげこんで︑

十五244 このひつじかいは︑がけの中ほどのあき
地に︑草のしげっている場所を見つけて︑

十五324 ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と
の職っている岩角近くまで來ました︒

十五966園 けれども︑ふつうの人間には︑それが
三つ子

三つ子のたましい百まで︒

﹇三子﹈︵名︶1

見つけられないのだよ︒
みつご
十四8210

みつちゃん ︹人名︺5 みつちゃん
半年もたちますね︒

四244国 みつちゃんがいなくなってから︑もう

えにかざりました︒

四251国 そうして︑みつちゃんのしゃしんのま

三つ

はい︑三つずつおとりなさい︒

一つ︑二つ︑三つ︑四つ︑五つ︒

みっついただきました︒

四855園

かきねにあさがおの花が︑三つはじめてさ

三449園

五597
きました︒

﹁あの三つの花が︑そろってしんこきゆ
﹁けさ︑こんなに大きな花を︑三つもさ

うしているようにみえますね︒﹂

五603園
五621囹

わしは︑三つも四つもあるかと思ってい

かせたのは︑だあれ︒﹂

たよ︒

二つか︑三つのことばの組みあわせだと︑

五873園
九92

でも︑ぼくは二つなぐられて︑三つきみ

いちばん小さな三つになる妹もつれて︑

すぐ心にものを思いうかべることができますが︑

九998園

まんでいうと二年

九427国

きのう︑三つになる

をなぐった︒

十475

そこに︑すいれんの花が三つほど︑きれい

三ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにでました︒
十5312

本國と︑三つの島からなっている︑小さ

にさいていました︒

十三175

な︑しずかな國であります︒

三つ四つ

﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね
て﹁森﹂が作られた︒

十五377

﹇三四﹈︵名︶1

︽ーイ︾

だが︑根もとのところに三つ四つかた
みっともない

﹁あんまり大きすぎてみっともないから︑

︵形︶8

すがたがみっともないばかりに︑みんなか
らしかりとばされるので︑

八708

かみつきたくなるんだよ︒﹂

八686園

みっともな・い

まってしだれているところもいい︒

十ニー45

みっつよっつ

四253團 みつちゃんのことを︑みんなでお話し
しない日はありません︒

四254團 お話をすると︑みつちゃんがそばに
くるような氣がします︒

四256團 わたくしは︑みつちゃんが空をとんで
いるだろうと︑ときどき思います︒
みっちり ︵副︶1 みっちり

みっつ

十334囹 ほかのことを考えないで︑みっちりしご
﹇三﹈︵名︶1 6

とをやってくれ︒
みっつ

一112園 ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑

ニー32 おばさんのうちから︑大きなりんごを

一116囹 ひとつ︑ふたつ︑みっつ︑よっつ︑

八738園

きみはみっともないから︑いいしあわせ

すがたがみっともないので︑いろいろな動

にあうかもしれないよ︒

八835

物だちからのけものあつかいにされた︒

八894園私のようなみっともないものが︑おくめ

それは︑ぶかっこうなみっともないあひる

んもなく近づいていくのだから︑

八909

なんてみっともないざまだろう︒

みっともないよ︒

の子ではなかった︒

九903園

﹇蜜蜂﹈︵名︶13 みつばち

十五946園
みつばち

ちょうど︑かふんにまみれたみつばちのよ

うになって︑汽車でねむっていた︒

七412

みつばちは︑くものあみを知らないで︑

すぐわかりました︒

九樹1 それは︑みつばちであることが︑くもには

九捌5
九梱9

みつばちも︑くもに向かいました︒

くもはみつばちにとびかかりました︒

まっすぐにとんできました︒

九梱9

くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば

ちのからだをしばりつけようとしました︒

二上11

しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

九撹1 みつばちは︑そのつなをさけてにげようと

九槻3 そのうちにみつばちのからだも︑つなにま

かれそうになりました︒

らって︑ちくりとつきさしました︒

九慨4 みつばちはだいじな針をだして︑くもをね

九麗9 みつばちは︑つなをほどいて︑あみをくい

にげていくみつばちのうしろすがたをみて

切って︑にげていってしまいました︒

九麗11

いましがた︑みつばちにさされて︑苦し

いましたが︑くもはどうすることもできません︒

九㎜3園

みつばちさん一みどり

734

んだことも知っています︒

立論局くみつばちがとぶ︒

みつばちさんがとんできて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十五712園ああ︑満ぼうがいすにこしをかけて︑
﹁満ぼうがまいりましたよ︒﹂

ペンをにぎっている︒

﹁満ぼうですよ︒﹂

満ぼう時代

ああ︑新島のおじさんが︑いまなお満ぼ

十五7111園

十五763

十五723園

﹇工芸時代﹈︵名︶1

うを守っていてくださったのだ︒

つくえの上に︑くつをみがかせた満ぼう
﹇満坊先生﹈︹人名︺1

みつめる

満ぼう先

見つめる

﹁ちかごろ︑満ぼう先生はいかが︑毎

﹇見詰﹈︵下一︶18

メ・iメル︾

はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか

十一769 でも︑ハンカチを目にあてているときに

は︑じっとみつめていました︒

十一831 父親は︑じっと病人の方をみつめたあと

病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと

で︑いくども少年にほおずりしてからいいました︒

十一8412

父親は︑じっと少年をみつめていました

少年をみつめました︒
十一8512

病人はしげしげと少年をみつめながら︑

が︑やがてまた︑病人の方をみました︒

ときどきむりにくちびるを動かして︑

十一8811

十ニー71 文雄は立ちあがってすこしはなれたとこ

じっと見つめているうちに︑一つの明か

みんな﹁一の人﹂の見ている方を遠く見

ろからじっとみつめた︒

つめる︒

十四383
十四992

その関係を物語る私の顔を︑あなのあく

るい星が落ちるのを見た︒

ほど見つめていた博士は︑つと立ちあがって︑

十五596
女の子はただじっとみつめていたが︑

﹇見通﹈︵五︶1 見とおす ︽ース︾

その女の子は︑中のへやをすっかり見と

マイクルはみどりがすきでした︒

﹇緑﹈︵名︶19 みどり﹇Vきみどり

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

美しい羽ですこと︒

七319囹白いえのぐにみどりをとかしたような︑

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

六196囹

がこくなってみえます︒

五396團ふもとになるにしたがって︑木のみどり

三8110

みどり

おすことができた︒

十四9610

みとお・す

なにか︑こそこそささやきあう︒

このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑

六711

つめたあとで︑目を閉じました︒

七774

しごと台のそばで︑ふさぎこんで下をみつ みてと・る ﹇見取﹈︵五︶1 みてとる ︽ーッ︾
じっと月をみつめていると︑月は動かない
くもは︑きっとなってその方をみつめまし
くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ

大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間
病人はしげしげと少年をみつめて︑いく
らかわかったようでしたが︑

十一698

をみつめている者もありました︒

十一682

とみつめました︒

九紫11

た︒

九尊5

で︑雲が大いそぎでとんでいくようにもみえます︒

六526

めていた女の子が︑

六107

さまのおかおをみつめました︒

三131

︽

みつ・める

日お話いたしおります︒﹂

十五614国

生

みつぼうせんせい

時代の私の写眞がかざられてあるではないか︒

十五697

みつぼうじだい

十一3110間えんどう・そらまめみな型つけて︑羽

六下2

みつばちさん ﹇蜜蜂﹈︵名︶2 みつばちさん
うたいながらいいましたQ

六七8 五ひきのうさぎさんたちは︑みつばちさん

﹁満ぼう︑いいところへっれて行って

﹁満 ぼ う ︑ 満 ぼ う ︒ ﹂

﹁満ぼう︑満ぼう︒﹂といって私をか

そのときちょうど四つのいたずらざかりであった︒

のことばを︑たいへんありがたく思いました︒
みつ
みつぼう ﹇満坊﹈︹人名︺18 満ぼう 満ぼう
みつ
十五609 ふつう﹁満ぼう﹂でとおっていた私は︑
十五612囹
わいがつた︒

十五6111園

十五612園

あげるから︑さあ︑出かけよう︒﹂
したよ︑よわったなあ︒

十五626園やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ
﹁満ぼう︑なにが氣にさわったの︑お

ばさんにいってごら ん ︒ ﹂

十五628囹

﹁満 ぼ う ︑ こ れ か ︒ ﹂

十五6311園 満ぼう︑これでどうだ︒
十五649園

い︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

十五662 ご両人の名まえ入りの大きな下魚を二ま
十五665 ありし日をしのぶことをわすれなかった
﹁お お ︑ 満 ぼ う ︒ ﹂

満ぼうの心から︑
十五676園

十五685園 満ぼうが來た︒

十五685囹 みんな早く出ておいで︑満ぼうが來た
よ︒

﹁満ぼう︒﹂とよび か け そ う で あ っ た ︒

十五694 その口もとがほころんで声さわやかに 十一7011 けれども︑病人は︑いっしんに少年をみ

735
みどりいろ一みなさん

八604 麦ばたけは黄色く︑からすむぎはみどりで
あった︒

八617 そうして︑みどりの葉の下で︑あたりをみ
まわした︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは
みたいだけみさせてやった︒

八887 たくさんの木がかんばしくにおい︑その長
いみどりの枝は︑流れる水の上にのびていた︒

十一348圃 つゆ晴れ空はみどりにすんで︑日まし
に日ざしが強くなり︑

ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑

十三172 みどりの牧場と︑もみと︑しらかばの森
林と︑

十三211一
みどりの野が廣がりました︒

十三223 みどりの野はできたが︑︿略﹀建築用材
を求めるダルガスの熱望は︑実現されません︒
な共力によって︑あれ地をみどりの野とし︑

三819園

三937

﹁みどり色︑みえた︒﹂

やわらかなもうせんをしいたようなし

ばふ︑みどり色につやつやと光ったしばふ︒
黄色のかわりに︑みどり色をぬってみると︑
みどり色のかわりに︑むらさきをぬったら︑

また︑ちがった感じがします︒

九47
九49
どうなるでしょう︒

黄色なじんばおりのような物を着て︑みど

みどり子

津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ

り色の目をまんまるにして立っていました︒

九5911

十一474
れて︑

﹇嬰児﹈︵名︶1

十五63粛呈ざくらみどり子にいうさようなら

みどりご

みどりの野⁝⁝⁝十七

みどりの野

三

みどりの野

︹課名︺2

十三26

三

みどりのの

十三π1

けしきにみとれながらあるいています
りょうかんさんは︑いつまでも月にみとれ
そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

みな

夜のふけるのも知らないで︑見とれてし
﹇皆﹈︵名︶16

みなのものにたずねるが︑だれか︑この
四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物

九備2里芋階上のわが電燈のきえにけりみわたす

は︑みなかごの中にいれておきました︒

九862

かたのつりばりをとっていったものはないか︒

六945園

みな

まう︒

十三346

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒

九柵5

ていました︒

五939

と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒

四枷5

︽ーレ︾5おみとれる

十三263 誠実な研究と︑がまん強い実行と︑熱誠 みと・れる ﹇見蕩﹈︵下一︶4 みとれる 見とれる
十三492 みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ
つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三495 みどりの丘が︑その声でわらいだす︒
十三496 牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑
きりぎりすが︑冷しい景色の中でわらう︒

十四983 たくさんの小さなろうそくが︑みどりの
小さな﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀しながら︑

枝の間からかがやいて︑
十五9611

﹃森の幸福﹄で︑みどりの着物を着て

みどりの園のおくからかけだして來て︑

十五鵬1囹
います︒

みどりいろ ﹇緑色﹈︵名︶7 みどりいう みどり色

一一134 ひとつはまっかでしたが︑ひとつは︑は

んぶんだけみどりいろをしていました︒

家々みなまくらなり

紅梅・白梅みなちりはてて︑ひがんす

十414 この赤しおのために︑母貝はみな死んでし
まった︒

ぎれば風あたたかく︑

十一307圃

十一319間えんどう・そらまめみな花つけて︑羽

おおむぎ・こむぎの種まきすんで︑そ

音高くみつばちがとぶ︒

らまめ・えんどうみなまいた︒

十一397圃

十一401圏山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

電車は︑くるにはくるが︑みな満員の札

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

どれもみなうまいことばだ︒

をさげて︑とまらずに走っていってしまう︒

十一5110
十一548

十一一3711 こうして私は︑物にはみな名まえのある

これらの入がみな同じ性質をもち︑同じ

ことがわかったのです︒

十三111

れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ

運命をたどるとは︑考えられない︒

十三3411

親の目から見れば︑自分の子女は︑︿略﹀︑

かれには︑みなめずらしいものばかりで

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十五462
あった︒

十五743

それは︑フィリップの作品の中にみな

﹇溢﹈︵五︶1 みなぎる ︽ーッ︾

﹁幸福﹂たちは︑みなどっとわらいます︒

かわいいことはみな同じであって︑

十五棚9

十四46

みなぎ・る

みなさん5せんせいとみ

ぎっている大きな愛の睡夢︑
なさんへ

みなさん︑どうかゆっくりおやすみく

みなさん ﹇皆﹈︵名︶40

ださい︒

一513囹

みなさんがた一みなみ
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一一

X園

みなさんの

つかって

いる

かかし﹁ み な さ ん で ︒ ﹂

つくえも︑

﹁みなさん︒﹂と︑大きな声をだした人

﹁みなさん︑ありがとうございます︒﹂

一日もわす れ た こ と は あ り ま せ ん ︒

九341團先生やみなさんといっしょに︑この湖へ

九319国 みなさんもお元氣ですか︒

ましくなります︒

九317国先生のことを思うと︑みなさんがうらや

とを︑

九316團 ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ

七4411囹

七439囹 みなさん︑いかがでしょう︒

ですが︑わたしにちょっと話をさせてください︒

七431園 みなさん︑たいへんさしでがましいこと

があった︒

七429囹

六979園 みなさん︑ありがとう︒

六615 みなさん︑ためしてみてください︒

でも︑かかりのものにお知らせください︒

六5710 どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん

におねがいします︒

六425園 さあ︑みなさん︑日がくれきらないうち

六421園

五4110團ほっかいどうのみなさん︒

せしたいと思います︒

五397団 このきれいなけしきを︑みなさんにおみ

くださったトンネルですよ︒

五103囹 ここは︑みなさんで︑苦労をしてほって

みるのは︑ほんとうにたのしいものですよ︒

三996囹 みなさんが大きくなってから︑それを

いじにしまっておきなさい︒

三994園 みなさんのかいたえでも︑字でも︑だ

あたらしい一年生がはいってきます︒

二604園 こんど︑みなさんが二年生になったら︑

こしかけも︑長いあいだはたらいてきました︒

T8

つりにいけたらと︑いつも思っています︒

ぼくはみなさんにあってお話がしたいと

あの廣い学校の運動場で︑先生とみなさ

﹁小公子﹂をみなさんにお話してあげて

思いましたが︑

九449團

ください︒

九463団

九468国
先生︑みなさん︒

んが︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒
九4610團

みなさんのひろった物の中に︑

みなさんは︑能というものをみたことがあ

九8411園

十628
りますか︒

みなさんも︑大きくなったら︑︿略﹀よい

藝術を味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒

十645

みなさん︑いらっしゃいよ︒

小学校のみなさんに︑はるかなあいさつを送り︑

十五柵3圏

みなさんがた

十五佃8園 みなさん︑私は神さまのおいいつけを

﹇皆方﹈︵名︶1

守っているのです︒

みなさんがた

十二榊4 みなさんがたの代表が︑全國からここに

みなさん自身

みなさん自身で︑だんだんいろいろなこ

﹇皆自身﹈︵名︶1

集まって︑いろいろなことを相談します︒

みなさんじしん

きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた

﹇水底﹈︵名︶1 水そこ

とを知ってくると思います︒

九8410園
みなそこ

かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

十543

八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑

﹇港﹈︵名︶4

みなと

港

﹁絵はがき﹂﹁港﹂﹁友だち﹂など︑いろい

森林と︑近海の漁場のほかには︑鉱山が

おりから︑港の方でふえが鳴る︒

ろなことばを組みあわせてみましょう︒

九811

三897 みなとではどうでしょう︒

みなと

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

十二639

わたしがみなさんのお役にたたないで︑ みなぞこ ﹇水底﹈︵名︶1 水そこ

﹁みなさん︑こころみにこのたまごを

すみません︒

十一227園

十二55囹

﹁みなさん︑これも人のしたあとでは︑

テーブルの上に立ててごらんなさい︒﹂
十二512囹

みなさんは︑︿略﹀わく星が︑太陽を中

なんのぞうさもないことでございましょう︒﹂

十四3212

十三174

十一134

みなみ

にし

ひがし1

あるのでもなく︑いい港があるのでもなく︑

1きた

しなくてもいいのよ︒

六422囹南へひきあげるついでだから︑えんりょ

へはこばれました︒

五193 私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南

ちと︑西の方へいく友だちと︑

五183 北の方へいく友だちと︑南の方へいく友だ

三89園南の友だち︒

一325

みなさん︑あなたがたは︑いま︑日々の みなみ ﹇南﹈︵名︶16 みなみ 南

みなさん︑ごらんなさい︑あの天上の星

心として回喫していることを知っています︒
を︒

十四359
十四372

みなさんのように︑明かるい地の上で

生活にもつらい思いをしていますが︑

十四549園

日本の小学校のみなさんに︑このあいさ

くらしているかたには︑

十五793

私のつくえの上には︑日本のみなさんが

つを送るだけの特別の権利があると信じます︒
十五7910

そう思いながら︑年よりの私は︑日本の

書いたあつい絵の本が︑いつもおかれてあります︒
十五8010

737
みなみアフリカーみのる

︽ーッ︾

そのとき︑みなりのりっぱなかたがた

みなれる

︽ーレ︾

九三11

みにくいと思っていた自分のからだも︑も

もうみにくいとは思えなくなりました︒

うみにくいとは思えなくなりました︒

九柵1
子

八35 六
八601 六

みにくいあひるの子

やっと高い山のみねをこえました︒

﹇峰﹈︵名︶4 みね

うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一

δかくれみの

ひまわりの花︑あぶらぜみの声さわがしく︑

十一352圃空にくずれる雲のみね︑庭にかがやく

ざくらの花︒

十225 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

つこえました︒

六僻9

四534

みね

みにくいあひるの子⁝⁝⁝六十

ひとりのみすばらしい身なりをした老人 みにくいあひるのこ ︹課名︺ 2 みにくいあひるの
のりをとりにでるりょうしの子どもたち

﹇見慣﹈︵下一︶1

︽iイ・ーク︾

みなれない木や︑草や︑動物がみえますね︒
みにくい

それは︑ひどく大きなからだで︑たいへん

﹇醜﹈︵形︶13

みにくいあひるの子も︑いっしょになって
もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

みの

日はまた照って水たっぷりと︑いねの

﹇実﹈︵名︶1 みのり

かぶばりこのうえもなく︑秋のみのりも思われる︒

十一364圏

みのり

しいといわれる身のうえになったのである︒

八935 いまでは︑すべての鳥の中で︑いちばん美

あろう︒

六71囹ああ︑なんというなさけない身のうえで

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか みのうえ ﹇身上﹈︵名︶2 身のうえ
そこで︑みにくいあひるの子は︑かきねを
﹁これも自分がみにくいばかりに一﹂

﹁おまえさん︑おまえさんはずいぶんみ
にくいね︒﹂と︑かもがいった︒

八727囹

と︑あひるの子は思った︒

八7111園

とびこえてにげだした︒

八719

らわる口をいわれるばかりでなく︑

八702

あひるの子の首すじにかみついた︒

八681

およいだ︒

八664

みにくいものであった︒

八652

みにく・い

五369

みな・れる

で︑どれも身なりはきれいではないのですが︑

十二728

が︑道路をうろうろとみまわしながら︑

十二911

が大ぜいおとおりになって︑

三464

八46 北はほっかいどうから︑南はきゅうしゅう みなり ﹇見形﹈︵名︶3 みなり 身なり
やそのさきの島々まで︑いたるところの山野に︑

九171 つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた
です︒

九178 しかし︑つばめは︑もっともっと南へとん
でいくのです︒

九194 おりから南へ飛行中だったつばめは︑食に
うえ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

九2110 なるべく早く南のあたたかいところへ運ぶ
ために︑飛行機をつかうことにしました︒

九523園 ﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の
方へとんでいきま し た ︒ ﹂

九527囹南なら︑あっちの山の中だ︒
﹁やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒﹂

九536園

九538囹 南へいったなんておかしいなあ︒

九542 そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木
の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

十一405圃南にかたむく日につれて︑．光はまとも
にえんにさす︒

みなみアフリカ ︹地名︺1 南アフリカ
ていたときの話です︒
南がかる

十ニー19 リビングストンが南アフリカを探けんし
﹇ 南 掛﹈︵五︶−

したは口からたれて︑目はみにくく光って
﹁自分がみにくいので︑いぬもかみつこ

き︑こんな幸福があろうなどとは︑

八9310囹私がまだみにくいあひるの子であったと

うとしない︒﹂

八757囹

いた︒

八7411

よ︒

十三99

よくみのってから︑油をとるんだからね︒

いも

かふんがめしべにつくときはよくみのる

つかないときはみのらないことを︑知る

が︑つかないときはみのらないことを︑

十三98

もふとってくるようす︒

十一373圃さやまめ・とうきびよくみのり

七184園

ール︾

十四7610われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏 八736園 きみはじつにみにくいから︑氣にいった みの・る ﹇実﹈︵五︶5 みのる ︽ーッ・ーラ・ーリ・

みなみがか・る

季の南がかった風になるのです︒

みなみヨーロッパ ︹地名︺1 南ヨーロッパ

九182 秋には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアフ
みならい

リカまでもいって︑冬ごしをします︒
﹇見習﹈︵名︶1

九4510團 兄は︑大きくなって農業をするために︑

みならい

いま知りあいの家でみならいをしています︒

みはからう一みみ

738

ようなものである︒

﹇見計 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

みはからう

︽ーッ︾

十五657 秋たけてりんごのみのるころ︑
みはから・う

八209 くらくなりかけた夕ぐれをみはからって︑
思いきって土をかきわけて地上にはいだします︒

みはらしだい ︹課名︺2 みはらし台

八34 五 みはらし台⁝⁝⁝五十六

八561五みはらし台
八581 ある日︑ぼくは遠足でみはらし台へいった︒

みはらしだい ﹇見晴台﹈︵名︶3 みはらし台

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

︑5
81
0 みはらし台に立ってみると︑目のまえに高
ノ
八592 ぼくは︑みはらし台にすえつけてある望遠
鏡をのぞいてみた︒

︽ーリ︾

舞う人のあるきかたや︑身ぶりや︑亡ぶ

りによって︑

十二㎜10

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五344

人の心をひくために︑しかめっつらをし
﹇三保松原﹈︹地名︺2

みほのまつ

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒

十五7810

原

みほのまつ原
ひとりのりょうしが︑みほのまつ原へ

ところ

みほのまつばら

四皿1

四伽3

みほん

お米や豆をいれた︑みほんのまるい

﹇見本﹈︵名︶1

でてきます︒
みほん

三338園

5おみまい

びんもありました︒

みまい

︵五︶

15

みまわす

見まわす

その晩︑少年は夜どおしそばについて︑
﹇見回﹈

でんとうでもついたのかとおもってみ
竹やぶをみまわしていますと︑ねもとの
ぴかりと光る竹が一本ありました︒

三㎜9

まわすと︑

一628

︽ーシ・ース︾

みまわ・す

病人をみまもっていました︒

十一893

四554 そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ みまも・る ﹇見守﹈︵五︶1 みまもる ︽ーッ︾

みはりばん ﹇見張番﹈︵名︶3 みはりばん

ちでみはりばんをしました︒

四579 すっかり用意ができると︑みはりばんの

みはる

﹁みはりばんがいない︒﹂

がんたちもあつめました︒
四591圓
﹇ 見 張 ﹈ ︵ 五︶1

十368村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑

みは・る

ふしぎな機械に目をみはりながら︑
みひよこ ︵名︶1 みひよこ
こ︑

﹇ 見 開 ﹈︵五︶1

み開く

︽ーイ︾

六44

ねじは︑おどろいてあたりをみまわしたが︑
甲乙ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑

ふたりはそこらをみまわしていたが︑

八275

七754

天帝は︑あたりをみまわして︑なにかさが

ふたりそろって︑遠くをみまわす︒

なにか︑ものをさがして歩いてくる︒

七749

六77

は︑まだ︑ほんのりと明かるくて︑

四681 かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ 五549 それから︑あたりをみまわしましたが︑空
みひら・く

身ぶり

十一682 びっくりでもしたように︑大きくみ開い
﹇身振﹈︵名︶4

た目をあけて︑

みぶり

ことばは︑︿略﹀︑音声や身ぶりによって︑

いろいろにその意味がかわる︒

十二883

そうして︑みどりの葉の下で︑あたりをみ

すようになさいました︒

八617

すこし氣がおちついてから︑ぼくはあた

なん時間もたってから︑ようやくあたりを

まわした︒

八764

みまわし︑

九407團

目を右に左に向けて︑青ざめた︑やせこ

りをみまわしますと︑

十一6712

男はみまわして︑ひと目少年をみると︑

けた顔をしている病人たちをみまわしました︒
十一8111

ひとりのみすばらしい身なりをした老人

こんどはかれがさけびを発しました︒

十ニー01

︽ーレ︾

チルチルそこらを見まわして︑﹁︿略﹀︒﹂

が︑道路をうろうろとみまわしながら︑
十五949

耳﹇Vおみみ・ききみみ

くわをかついで田をみまわれば︑日は

﹇見回﹈︵五︶1 みまわる

十一361圃

みまわ・る

﹇耳﹈︵名︶47 みみ

また照って水たっぷりと︑
みみ

﹁289園

﹁きのう︑そのみみでなにをききま

﹁273 目はふたつ︑みみもふたつ︒
したか︒﹂

みみを

︻459 おんなの人たちが︑ながいみみをふり

おじいさんが︑やっぱりながい

ふり︑もちものをしらべています︒

ふりふり︑わたくしたちをよびました︒

﹇4610

一501 きがついてみるとく略﹀みんなながい

わたくしは︑かたほうだらりとさがった

みみのある︑あかい目のうさぎさんでした︒

しろちゃんのみみをみてききました︒

一5710

耳できいた

ひびきを︑

かき

四人めのめくらは︑耳にさわって︑

じぶんの

二3510園

とってみましょう︒

三891

739
みみざわり一みゆ

四132 この町の耳です︒
とばが︑ひびいてきたのです︒

四361園 かずこさんの耳には︑おとうさんのこ
六45 いろいろな音や︑みたこともないような物
が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑
六1111 時計屋さんは︑しあげた時計をちょっと耳
にあててから︑ガラス戸だなの中につりさげた︒
六鵬11 ﹁ナ﹂といいながら︑耳できいてみると︑
まるで﹁ダ﹂といっているようだ︒

七539 おうえんの声が耳にひびいてくる︒
足で︑耳や顔をなでていました︒

七903 ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑まえ
七942 けさ︑白うさぎは耳にけがをしました︒
七992 耳の長さも計りました︒
㎝でした︒

十296

一つの和音を耳にしたときは︑︿略﹀

一音

ひくく︑かぼそい︑おさな子のささやき

一音のことも︑心にうかべてみたいのです︒

十一171
も︑ききもらさない︑その耳︒

村の人たちは︑こう︑うわさをしました

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒

十一273

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗

客の耳にきこえそうもない︒

十一533

新島裏という名を耳にした私は︑とびあ

がらんばかりにおどろいた︒

十五5811

十五629 小さな声でうったえる私のくりごとを耳

口は耳までさけているし︑だれもそれ

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

に立ち向かうものはないのですよ︒

十五887園

かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五㎜6 その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

わたしはあんまりへたなので︑耳ざわ

﹇耳元﹈︵名︶2

耳もと

はるかな谷川を聞いているその耳もとに︒

風が︑かすかに耳もとをすぎる︒

見もの

自然の現象を観察し︑研究することのす

﹇見物﹈︵名︶1

﹇脈﹈︵名︶1 みゃく

都

病人の上にかがんで︑みゃくをみたり︑

みやこ

ひたいにさわってみたりして︑

十一747

みゃく

きな人には︑なかなかおもしろい見ものです︒

十四629

みもの

十三4710

十52

みみもと

りでいやがっておいでだろうと思いました一

十ニー95囹

しみじみとしたそのちょうしに︑じっと みみざわり ﹇耳障﹈︵形状︶1 耳ざわり

耳をかたむけているようにみえたからです︒

十一788

ピアノの先生が︑散歩にいらっして︑

あなたの鳴く声に耳をかたむけて︑

十ニー93園

鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞で

作って︑のりでとめる︒

十二5011

遠くの方からひびいてくる︑いろいろな
なんといっても︑いちばん耳に親しいも

﹇都﹈︵名︶3

するがにある山がいちばんみやこに

しょうわ六年の秋︑オーストリアの都

ろってまいじょうず︒

四儲4圏圏月の都の天人たちは︑みんなそ

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒

三備8園

みやこ

美しい歌は︑いまも︑われわれの耳にひ みやげ εおみやげ
かべに耳あり︒

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

うしはしずかにおのおのの大きな耳

み・ゆ

その中には︑みやさまがたもおいでに

﹇見﹈︵下二︶10 みゆ 見ゆ ︽ーエ・ーユ・1

なりました︒

三脳6

ウィーンでのできごとです︒

うまよ人間のかさから耳をだして

九1810
十五94圃

血まなこになって目の前のてきを相手に みやさまがた ﹇宮様方﹈︵名︶1 みやさまがた
これを耳にした今右衛門は︑﹁︿略﹀︒﹂と

決心し︑いよいよこのしごとに熱情をこめた︒

十五507

しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

十五327

をむけぬ

十五72図面

も聞こうとしたりする︒

十四894

十四816図

びいてくるように感じられるではありませんか︒

十四509

のは︑水を運ぶ一輪車の音であろう︒

十三331

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

十三285

の足かけをしました︒

七993 耳の長さは︑白と黒は5㎝︑ねずみ色は6十二鵬4 かえるは︑うさぎの耳をくわえて︑得意

たむけました︒

八4710 王子はふと立ちどまって︑その声に耳をか

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九73 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

あたりまでまっかになり︑

九5710 男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の

るな︑と思いながらみていると︑

九602 やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

にもおいれにならないで︑

九8111 口々にこんなことをいうのを︑先生は︑耳

る星をみあげていました︒

出費3 くもは︑その子もり歌を耳にしながら︑光
九柵8 くもは︑このおかあさんということばを︑
長いこと耳にしたことはありませんでした︒

十53 耳をすますと︑なにか︑かすかな音舌がき
こえてくるようだ ︒

ユル︾

八251図面 やがて死ぬけしきばみえずせみの声
くえの見えんやは︒

十五53図魍 いかに目ざとき人とても︑声の行

の庭の植え木の青めふく見ゆ

うくん︑左のかたにはみよこさん︒

みよこさんが︑左のかたからはなれて︑

﹇▽にミリ

麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三422
ミリ

几vうつくしいものをみるよろこび・かえ

やんがかぞえてみました︒けれども︑

ぼくがかぞえてみよう︒﹄ころちゃん

やんがかぞえてみました︒やっぱり

X圓 たしがかぞえてみよう︒﹄とんちゃん

二312囹

二3010囹
二313園

めくらだもの︑みることなんかでき

というものをみたことがあるかい
W囹

二325圓

T園 まだ︑さわってみたこともない︒﹄

二331囹た︒﹃いや︑目でみなくても︑手でさ

一197圃おもったら︑

やおつきさま
一192圃

みましたか︒﹂﹁︿略﹀︒

みるまにひらいた︒

みるまにつぼんだ︒

みてはねる︒

三125園

二703囹 ﹂みんな﹁よんでみよう︒﹂景趣う﹁﹃春の

二579

きました︒それをみたこてんの人々は

二569 ︑ひろいのはらをみました︒なの花が︑

たくしがやってみましょうか︒﹂﹁︿略

一205圃おもったら︑

三153

なおもしろがってみました︒

二456囹

の目でなにを
一288園

みました︒ただおさん

三217

三162

四

はや

ばんがはんたかをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

はなしをしてみよう︒﹂とおっしゃ

がでてきました︒みると︑わたくしの

一321

みたいのです︒﹂﹁︿略

みたいとおもいます

ひらい

︑なにになって
一343園

三282

︑せんどうたちも︑みている人々もい

三226 のきは︑いままでみたこともきいた
三272 ました︒いままでみたこともきいた

いか︑くらべてみょうではないか︒﹂

日︑はまべにでてみると︑わにざめが

三379囹 いてわたくしをみます︒うさぎの目
三432
のりくへいってみたいと思いました︒
みながらいいました︒
きがついて みると︑さっきの潤

めがねでのぞいて

みましょう︒﹂﹁あたま

わけて みました︒わけてい
えどおりに

三677囹

三665圓

三592囹

︒﹁じゃあ︑雲をみてごらん︒そうし

か︑風にきいてみようよ︒﹂と︑いい

うまでのぼってみよう︒﹂と︑ジュデ

白うさぎはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

のはをならべて みました︒かたちの

三442
圃ー16

ものをならべて みました︒ちがったの

みましょう︒﹂﹁あさが

ニー25

一どかぞえてみました︒﹃︿略﹀︒﹄や

みました︒ 一ばんは
かずをかぞえて

みてください︒﹂﹁︿略
しぼみました︒

みていたいとおもい
た︒しまいまで

んだかつまんでみよう︒﹂デビッドが

り道をさがしてみましょう︒﹂と︑お

おりて︑つまんでみました︒けれども︑

︒みんなはそこをみました︒お日さまが

三715

三749

三743園

三7010囹

三678囹 ふいているか︑みてごらん︒﹂と︑お
二237園

二213囹

つたのをならべてみました︒いろいろ

ニー22

二44園んなであつめて
二76園のを︑あつめて

三437園

五︶

へいったゆめを みました︒十七山

おもしろいゆめを みました︒ゆうべ︑お

一393きました︒ゆめを みました︒ゆうべ︑お

かと
いて
つぎつぎ

んふきまわって
一348園

﹁186國うさぎ︑ なに みてはねる︒ 十五

をみるとおどる

りみる・なってみたいもの・わたしのこころはにじ

ル・ミレ︾

十五107図魍 いけがきのすぎの木ひくみとなり家 みる ﹇見﹈ ︵上一︶ 鵬 ミル みる 見る ︽ミ・ミ

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五111口a凶圏ばらの木の赤きめをふくかきの上に
十五124ロ薗凶魍

リキの屋根に卜うつる見ゆ

十五125図魍 ガラス戸の外は月あかし森の上に白
雲長くたなびける見ゆ
ランプの影のうつりて見えず

十五127図團ガラス戸の外のつくよをながむれど
十五129瓜添筆 紙をもてランプおおえばガラス戸の
外のつくよの明らけく見ゆ

みょう

一一

一一
一一

ニー26

し︑と書いていいでしょうか︒

二303囹

二294囹

三398 ぼくがまん中で︑右のかたにはいちろ

R0

R2

R3

三434

4

うちゃんのみみを みてききました︒﹁︿

39

十五131図圏 あさき夜の月影清み森をなすすぎの
こぬれの高きひくき見ゆ
︑十五133ロ凶圃 夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

﹇妙﹈︵形状︶2

の外明らかに遵ふけわたる
みょう

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

十四6912 みょうなゆらゆらした光った線や︑うす

明星

たり︑みょうな身ぶりをしてはならない︒

十五7810 人の心をひくために︑しかめっつらをし
﹇明星﹈︵名︶1

明日

十五74図心 息白しいつまで残る明星ぞ

みょうじょう

﹇明日﹈︵名︶1

39

6

みよこさん ︹人名︺2 みよこさん

九715ロ凶還暦 用事これあるにつき︑明日出頭すべ

みょうにち

4了
57

49

3
108

みょう一みる

740

741
みる一みる

五551

と︑家のまえにでてみました︒三十分ぐら

六539園 なあ︒お月さまをみていると雲が動いて

六537囹もね︑雲をじっとみていてごらん︒お月

︒﹁あんまり長くみていないで︑さあ︑

いました︒﹁今夜みるのは土星です︒あ 六545

か︑きをつけてみていなさい︒﹂その

三754園
せますよ︒いってみませんか︒﹂と︑さ

と思って︑西の空をみましたが︑わかりま

五581園

五562囹

ばらく枝こしに月をみていましたが︑﹁︿略

いていくし︑雲をみているとお月さまが

五558園

五555

ました︒みんながみますと︑そのあま

六5310囹

三794 だれひとり︑上をみたりまわりをみた
三794
みたりまわりをみたりするひまも
きを︑かきとってみましょう︒ていしゃ

五594

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは

ました︒私は︑いまみてきた土星を︑紙に

六608

おじいさんが帰ってみると︑どうでしょう 六599

を思いだして書いてみました︒

のうた﹂をしらべてみました︒

カボチャ

ウスムラ

六559 ︒動かないと思ってみた月は︑もうさっき

六558 わの木の下へいってみました︒動かないと

六556 がねるまえにそとをみると︑空はいつのま

五688

ころへ帰りました︒みると︑まえに住んで

︑どの星もみんなみてしまいたいな︒﹂

三川2 その竹を切ってみますと︑小さな︑き
五7310

みなさん︑ためしてみてください︒︵はら

五5810園

＞︒﹂はるおは︑まだみていたいようでした 六5410はそのとおりにしてみました︒すると︑月

六549園 を枝のあいだがらみてごらん︒﹂ふたり

三891

三847

ないでください︒みにきた人が一本
五583

三927

三婆3 ぐやひめのかおをみると︑すぐなおり
五773

六615

てから︑それをみるのは︑ほんとうに

三㎜⁝10 からのびあがってみたり︑へいのすき

た︒そうして︑川をみて氣のついたことを

三997囹

三蓋2 でもかぐやひめをみた人たちは︑﹁︿略
五791

︑むしめがねでよくみながら書いたのです

と︑さるは子ぐまをみてこわがって︑﹁︿略

でもお話をつづけてみましょう︒どんなふ

三備10園

た︒はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

月夜には月をみて︑わたくしのこ

五829 お友だちが︑学校をみにいらっしゃいまし 六666
四156
生んでいるのをみていた︒えつ子が
四233團
んとよく星をみましたね︒にいさん 五849 を︑五十音にわけてみるといいました︒﹁︿ 六679
五892多血山からたにそこみれば︑ うりやなす 六685
四298
じぶんにきいてみても︑なかなかは
六762
四583 ︑みんなのかおをみて︑にこにこしまし 五896圏國 の山から海べをみれば︑ 波にうかん

六837園 しい︒ひきあげてみよう︒よいしょ︒﹂

六825園

よ︒でも︑つってみるがいいさ︒わたし
ていって︑かってみよう︒﹂さんちゃん

六824囹 きなたいをつってみたいのです︒﹂ほで
五915

えて︑たべさせてみよう︒﹂とおっしゃ

きました︒﹁︿略﹀︒﹂みると︑ざしきのまん

四602園 がんのなかまをみなかったかい︒﹂﹁︿

五951園

みんなは︑それをみて︑おおよろこびで

五953園

四634

四624 音がきこえます︒みると︑なかまのが

た︒ひわは︑それをみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

六998 して︑つくえの上をみたりそとのけしきを

六935囹 っそくさがさせてみましょう︒﹂女の人

六897

とする︒いどの水をみて︑女﹁まあ︑りっ
五鵬3

︑いろいろな音や︑みたこともないような

四793
ん︒ゆ
ゆうべみたゆめ︒めi目 五9811 みんながとびおきてみると︑どこかのねこ 六889園木だな︒のぼってみよう︒﹂木にのぼっ
六891 木にのぼって︑下をみる︒曲論肋の﹁おや︑
四954 いる雪を上からみると︑白くて︑黒く 五柵1 んにいわれて︑よくみると︑ねこにひっか
四佃3團

六45

だんだんおちついてみると︑ここは時計屋

まは︑ あけてみました︑たまてばこ

四枷7 いがしてきます︒みると︑むこうのま

六47

六172

まあ︑おねがいしてみよう︒﹂きりぎりす

一まどからそとをみて︑﹁︿略﹀︒﹂あり二

て︑はとが下の方をみますと︑かりうどが

六餌3園あ︑人がこっちをみている︒森の木のき

六二8 わかる︒もっと下をみる︒屋根だ︒しょう

六槻4 ら︑そとをのぞいてみた︒長い物がぼんや

六㎜3 しきを︑大きくしてみようと思って︑右の

四伽2 ばへよって︑よくみます︒りょうし﹁き

六263

六㎜5 を持って︑のぞいてみた︒どこかの屋根が

五121囹 ナルだよ︒あれをみて︑汽車が︑とまつ

六285

はいるが︑どれをみても大きくてえらそ

一どいってみたいと思います︒﹂﹁

で声をだしていってみると︑いかにもはな

六籍1 のだろう︑と考えてみた︒そのわけは︑す

ら︑しごと台の上をみて︑だしておいたね

うに︑

うして︑きっぷをみるの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ミ﹂︑﹁ム﹂といってみた︒苦しい︒はなか

六89

五132囹

り一︑二が戸の方をみています︒あり三﹁

六礼9

六柵6

六68園

五424国

六291

がらす；ほら︑みてごらんよ︒ほんと

いなきものは︑みたことがない︒も

五531 いうので︑西の方をみると︑日がしずんで

六442囹

お月さまをじっとみていてごらんなさい

四伽5囹

五537 はるおが︑東の空をみながらいいました︒

六535園

四梱8 た︑このようすをみて︑りょうし﹁お氣

五5311 いいながら西の方をみると︑小さな星がち

みる一みる

742

ノ、

占
占
ノ、

109
11了

ながら︑耳できいてみると︑まるで﹁ダ﹂
せん︒﹂甲﹁どこでみましたか︒﹂旅人は︑

八574

八571 をみさだめて歩いてみよう︒五百メートル

八565 いてからふり返ってみると︑足あとが曲が

八564 ぐな足あとをつけてみようと思って歩きだ

は︑そのらくだをみたのではありません

八575歩いてきた足あとをみると︑みち．がえるよ

が二三人︒ふろからみてる十三夜さん︒雲

七7710園

︒﹂旅人﹁いいえ︑みたのでも︑きいたの

七663
七786園

︒﹂乙﹁目がさめてみると︑らくだがいま

﹁ダンダ﹂といってみると︑いかにも弟の

して﹁ヌ﹂といってみた︒これもはなから
七789園

る望遠鏡をのぞいてみた︒すると︑向こう

つづいている︒下をみると︑大きな川が遠

みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

きた方をふり返ってみると︑足もとの森や

じるしにしてやってみよう︒小船にいきつ

七807園

八5810

八583

くいとったあとをみますと︑かみきれな

わかった︒﹂旅人をみて︑裁判官﹁なにか︑

七841園

客592

八5811

たべるか︑しらべてみることにしました︒

︒﹂裁判官﹁きいてみれば︑いちいち︑も

七872

七844囹

七827

ゆんじゅんにいってみたところが︑ふしぎ

れ以上ふかく考えてみたことはなかった︒
︒けれども︑あげてみると︑なかなかよく

帰って︑そのたこをみて︑作りかたを考え
︑作りかたを考えてみました︒材料は︑ま

七928

七9710

八618

いから︑親あひるはみたいだけみさせてや

八6611園

朝︑いってみたら︑右から四ばん 八646園

た︒うさぎは︑人がみていると︑ちぢをの

八726

しせいのいいのをみてもわかる︒これは

もうすこしだいてみましょう︒いままで

たしの子だ︒よくみればきれいな子なの

の鳥が︑﹁あれをみるがいい︒あそこに

て︑新しいなかまをみた︒コ︿略﹀︒﹂と︑か

八6710園

けさ︑いってみたら︑左がわのへや 八671囹

29度

の毛の長さを計ってみたら︑白は2㎝︑黒 八618 あひるはみたいだけみさせてやった︒﹁︿略

を︑水の中へいれてみたらうきました︒う

ぎのところへいってみたら︑暑いのでねむ

よくみていたら︑ねこが至 八599 ことを先生に話してみたら︑先生は︑﹁︿略

くもり

七933

19度

心9010

七945

24度

七902

七710園をすうっと通ってみたり︑かいだんをト
七710園トントンあがってみたり︑こうどうをの
七711園うどうをのぞいてみたり︑みんなが勉強
七954

けていました︒よくみると︑おくの方に︑

まいました︒それをみて︑たぬきさんは︑

七81園って︑こしかけてみたり ﹂かしの木
七95圏うまで︑わたしのみたこと︑きいたこと
七956

すこし︑手をいれてみよう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
こ

いました︒お書ごろみたら︑奪うさぎは︑

13度

八845

ようはあひるの子をみた︒そうして︑羽を

ひるの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持に

朝早くいってみたら︑匿うさぎは巣 八791囹 あ︑かっておいてみよう︒﹂と︑おばあ
七984

うのたまごであってみれば︑あひるの小屋

づけました︒それをみた天帝は︑たいへん

男のうでをためしてみようと考えて︑揃う

はなれていました︒みるまに︑羽はすらり

八桝3

八脳1

八三2

んだあとをさわってみると︑いままでべし

八952

朝︑花のようすをみにいきましたら︑ま

八型7 1つぶを虫めがねでみると︑毛のようなも

八995

した︒二つにわってみたら︑中に︑青いも

数のふえるようすをみることにしました︒

をとりかえるときにみたらもみのもとのほ

けさみたら︑母うさぎと7八908 のうつっているのをみた︒それは︑ぶかっ

八302

は︑﹁この花が︑みたとおりのこがねな

夜になって天の川をみると︑なんともいえ

八女9 のくきの数を数えてみますと︑大きなかぶ

14度

七2910園
︑学校から帰ってみると︑あおむしは︑

八321

した︒庭の草木は︑みているうちに︑びか

晴

七983

ので︑手ですくってみますと︑かるいもみ

八8911

八911

ぎのめかたを計ってみました︒良うさぎは

八946

七988

︿略﹀︒﹂と︑きいてみたりするのです︒﹁︿

んだろうとのぞいてみると︑ひとりの小鳥

㈹
八82

八54

七995

七278 なぎをふしぎそうにみなが﹁
ら︿
︑略﹀︒﹂母

七308 なく︑
しいくびんをみる︒兄﹁おやつ︑お

八361

家のまえにいるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたず

八238

七321園︑こんなところをみるのは︑はじめてで
七374 ︑﹁︿略﹀︒﹂ときいてみました︒人ごみのう

八512

八409

どの花も︑

八562

八5311

朝早くはまにでてみると︑目のとどくか

そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ

八鵬4 た︒両方をくらべてみて︑あまりちがわな

八鵬2 をみんなでしらべてみました︒1本ずつ植

八378園

七3910
心配そうに私の方をみていましたが︑三人

七623くらの花をしらべてみたり

七433 ︑みんなこの老人をみた︒﹁︿略﹀︒﹂はくし

七4210
だした人があった︒みると︑しらがの老人

七292園
たの︒﹂兄﹁よんでみましょうか︒﹂母﹁よ

七139 ︑﹁この手でやってみよう︒﹂とかいった
七221園﹁しずかにして︑みていてごらん︒﹂す
七223園︑だいこんの葉をみているよ︒﹂ささや
七254二ださい︒日記帳をみますから︒﹂日記帳
七255 すから︒﹂日記帳をみながら︑兄﹁たまご

七134

七117 ようずなできばえをみたとき︑感心して︑

占

メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これらもはな

113262756511
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占
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みる一みる

九742

九636

九618

けた顔つきで遠くをみていました︒馬車が

こがねのどんぐりをみ︑やまねこは︑とぼ

ずかになりました︒みると︑やまねこは︑

いるのでした︒よくみると︑これはみんな

丁銀11 のぼって水を飲んでみると︑いい味は︑す

天
066もみの数をしらべてみました︒1本のほに
ノー1

九744

つくっていました︒みるまに︑貝がらの山

八佃3 ぐにもみすりをしてみました︒どんどんす
︑みどり色をぬってみると︑また︑ちがっ

九510をいっしょにひいてみると︑まえとはちが

九47
九767

九櫛2 ︒そこで氣をつけてみると︑右岸からさら
九柵3 そこをくんで飲んでみると︑それこそまぎ
九鵬1 ちのうしろすがたをみていましたが︑くも
九榴7
v思わずそちらをみると︑こうもりは︑
九悩2 ﹂くもが氣がついてみると︑あたりにいい
九悩7 ふしぎに思ってよくみると︑それは白いち

なところをほってみます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁t 九柵11圏 のところへいってみたいと思いませんか

ちは︑もう︑ほってみたくてうずうずして

つこれからほってみることにしましよう

九805園

九802

九801園

九810うなことばをつけてみましょう︒おしまい

九62 四音と組みあわせてみると︑さらにちがつ
九66 よにあわせてひいてみたらどうでしょう︒
九88 かのことばをつけてみましょう︒﹁風﹂を
九91 とばを組みあわせてみましょう︒二つか︑

丁槻−〇

﹂と︑くもは︑いまみたばかりのゆめを︑

九8010園 つちこっちほってみて︑なんにもみつか 九柵2 のことが︑ゆめでもみるように思いだされ
九815園 十メートルほってみることにしよう︒貝 九柵7三 も︑おかあさんをみたくなったよ︒﹂﹁︿
九糊9 なでています︒上をみると︑わらっている
九襯1園 わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒

こをのぞきにいってみると︑先生のかごの

九827這うけんめいやってみよう︒﹂私たちは︑

九822

たね︒あとでよくみてあげるから︑かご

九構2 れから︑いいゆめをみることもできた︒い
九衛2 のばし足をのばしてみました︒ふしくれた
九爾9 落ちてくる夜つゆをみていると︑風がふい

九835囹生におたずねしてみよう︒﹂私はかけて

物のようすで地面をみながらでてくる︒な

＋1210
女が︑おとうさんをみてそういいました︒

十75 いのです︒日本人をみたことがない子ども

九839園

︑たかぎの手もとをみている︒さがしてい

あと三十分ほってみましょう︒﹂もう︑

九932

わざとたかぎの顔をみないようにして︑﹁︿

＋2010囹
線ですが︑わけてみると︑こんなにさま

十178園ぞんぶんつかってみたくなります︒わた
十178園 ︑夕汐でくらしてみて︑つくづく之︑自
十206園わけた光を写してみますよ︒﹂という先

九8511囹

九954

九949

そのうしろすがたをみて︑﹁︿略﹀︒﹂やまだ

ぶが︑やまだの顔をみると︑きゅうにまた
ちょっとたかぎをみて︑﹁︿略﹀︒﹂たかぎ

＋2710
などを︑たんねんにみようと思います︒ま

十276のを︑よくしらべてみる心がまえを︑つく
つえでさされる方をみると︑なるほどりっ

よっとやまだの方をみるが︑返事をしない
九966

ながら︑﹁でも︑みてあげよう︒﹂たか

いいど水をためしてみたけれども︑どうも

九963
九979

︑大声にさけんだ︒みると︑大きなうさぎ
九梛4

九956

九槻11囹

＋2412 ですくう石炭︒20みるまに︑トロッコに

三野11
九桝9

十291 私は︑同じものをみるにしても︑どうし
十295たのか︑よく考えてみたいと思います︒ま
十299とも︑心にうかべてみたいのです︒もよう

九575囹男は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁みました︒それできた

九悩5

九伽5

九榴4

三論3

の本流の水を飲んでみると︑もうそれはた

川の水をにて飲んでみると︑たいへんうま

の水をとって飲んでみたりしなくてはなら

流へいってためしてみたり︑深いところの

ともどりして飲んでみたり︑ずっと上流へ

十301か︑それをさがしてみようと思います︒も
十303をよく考えていってみようと思います︒こ
十308弟たちのめんどうをみてやり︑兄や姉の手

＋2910いのです︒もようをみたときには︑そのも

︑それで茶をたててみると︑いままで味わ

九5910と思ってふり返ってみますと︑そこに︑や

九悩7

九梱11

九602るな︑と思いながらみていると︑やまねこ
九616 っくりしてかがんでみますと︑草の中にあ

九111 ︑じっさいにきいてみると︑たしかに水の
九141 ︒しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわか
九164 ︑ならんでいるのをみると︑なにかしら相
九244このことをしらべてみますと︑やはりそう
九255とつばめのすがたをみた人は︑きっと︑﹁︿
九256囹はじめてつばめをみたよ︒﹂といって喜
九294図魍しの電燈のたまみておりぬ さるすべ
九401團囹﹁足もとをよくみて︑氣をつけてね︒
九437團つ落ちているのをみたときは︑思わず手
九446團になっているのをみると︑いまにものぼ
九491した︒おもてにでてみると︑まわりの山は
九502園く︑もっといってみよう︒くりの木︑あ
九516園もうすこしいってみよう︒ふえふき︑あ
九528囹もうすこしいってみよう︒きのこ︑あり
九535ざして︑いちろうをみながら答えました︒
九539囹もうすこしいってみよう︒りす︑ありが
九558 ︑だまってこっちをみていたのです︒いち
九567目でいちろうの顔をみて︑口を曲げて︑に
九574囹
れなら︑はがきをみたろう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

〉。

十401 でも︑あとで開いてみると︑もとのままに

十396 の体内にさしいれてみた︒うまく貝の中に

十385 てきたが︑しらべてみると︑けっして︑ふ

十366 あがった︒ためしてみると︑はたしてよく

十359 みたてては動かしてみた︒だが︑思うよう

十354 そのりっぱな機械をみて︑感心するととも

十333

十一748

十一747

十一741

十﹁733

た︒医者は少年をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一6410

がきこえました︒みると︑医者が︑ひと

十﹇709囹

十一651

がんで︑みゃくをみたり︑ひたいにさわ

十︻717圓

十一696

ひたいにさわってみたりして︑そうして

︑お医者さんがみにきてくださるだろ

たんです︒よくみてください︒ぼくが

こして父親の方をみました︒すると︑か

その手紙をひと目みてから︑看護人を呼

は︑その知らせをみるとがっかりしまし

十二488園ひとつ︑作ってみるといいよ︒﹂又略

十二462囹ものころ︑よくみたものだよ︒あのこ

十二402

十二402

十二382

きを失いました︒みることもできず︑き

大病にかかって︑みるはたらき︑きくは

い目で︑すべてをみるようになったから

十568 び時間にふくろうをみにいきました︒そう

十一8510囹

十一855園

十一848

44

29

26

6

3

4

6

いつでもぼくをみています︒ぼく︑あ
あんなにぼくをみています︒どうか︑
じっと少年の方をみていました︒父親は

いて少年をじっとみて︑そうして︑また

思いながらやってみましたが︑もとより
たが︑孟子の顔をみると︑つと立って︑
いました︒それをみた土人のひとりが︑

た︒そのようすをみていたじゅんさが︑

十ニー610

の上にぬりつけてみると︑思いもよらな

十二2711

十二247

ちゃんに持たせてみました︒﹁︿略﹀︒﹂民

民ちゃんをひと目みたとき︑天にものぼ

ってよくきいてみると︑じょうずなの

と羽を動かしてみたら︑ピッピッとい

立ちます︒それをみようと︑父兄の人た
ほっかい
に じゃがいもをみると︑ぼくは︑北海

十ニー811囹

げられて い る の を み た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

つかの例をあげてみよう︒

みそ五郎

廣く全國で調べてみると︑よくにたよう
ごろう

て小川の岸にでてみると︑美しい小魚が

してよく日いってみると︑ 頼んだ品物が

えましたが︑雪をみるのが干しみでした

びない︒また人にみられるのもこまる︒

りする︒それが︑見ている人には︑かえ

ときに︑しもさえ見ることがあったので

げつたもみの林が見られるようになりま

もみの間に植えてみると︑両種のもみは
︑実際にためしてみると︑そのとおりに

小もみを移植してみたらどうか︑という

︑実際に試験してみると︑もみの木はは

えた両足︑どこをみても︑力があふれて
︒むかしは︑星を見て世の中がみだれる

んなさい︒これをみても︑平和を愛した

たものをならべてみましょう︒石の矢の

がらがあります︒みたところ︑なんのか

しょうか︒これをみて︑どんなことを感

写眞帳をひろげてみると︑あなたがたの

ろにいって遊んでみたいと思う︒正男は

ずをのんで試合をみているうちに︑早く

だったので︑よくみていますと︑どこか
︒日本という國をみたこともなく︑また

年たちは︑これをみて︑うれしそうに︑

312423232121209107102999了9796948481了8了8716362615656
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つかいにされるのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂

十403 なんどもくり返してみたところで︑かわり

その手にさわってみたり︑はいを追った

十623 二階の窓からそとをみたら︑大きな竹がに

十一861

46

2

十二444園︑人形しばいをみたことがあるかね︒
十二458囹いとちがって︑みていると別世界にい

十415 ︑まったく考えてもみなかったことである
十一763

︒医者は二どきてみて︑いくらかよくな

きどき少年の方をみましたが︑わかった

十4411 第一の母貝を開いてみた︒はたして︑眞円 十一764びごとにかがんでみたり︑そうして︑看

十439 て︑芋貝をどんどんみていった︒すると︑

十一778

とおさえながら︒みると︑一方の手にあ

みがうかんだのをみたような氣がしまし

十一767
十﹇7711

ワンワンーミテルワウシロ

十4810 紙きれに書きとめてみたのです︒クロイ
十503 黒いいぬに近よってみると︑ひふ病にかか
十﹁818

十492園
十526 そばを通りました︒みると︑なるほど︑﹁

十628 は︑能というものをみたことがありますか

十一8612

って︑病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂と

十5511 にげなく妹の作文をみました︒なんと︑わ 十一8111 て︑ひと目少年をみると︑こんどはかれ

十6410 ってもよく︑それをみていると︑世の中の

十﹇899

また︑病人の方をみました︒ズ略﹀︒﹂と

十673 わいものはかえってみたくなります︒それ

十二59

十675 ちも︑そっといってみようということにな
︒﹂﹁ふたを取ってみようか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十一﹇1111

十一﹇104

．十702 って︑ふたをあけてみました︒べつにどっ 十二88

十699囹

いぐいとこいでみたいな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十705園︒ひとつ︑たべてみようじゃないか︒﹂﹁
十一59圓

しくり返し読んでみると︑りっぱな人に

54

水たまりに植えてみました︒すると︑秋

十ニー85園

十一712囹︑整調をやってみたいな︒ぼくはから 十ニー69 ︑パレットの上でみたときは︑ずいぶん

十十十十十

みる一みる

744

745
みる一みる

十三518 しの心は︑にじを見るとおどる︒おさな

十四6411
あがる湯げをよく見ると︑湯が熱いかぬ

十四595園かぼちゃなんて見たことがない︒さっ
十四625 ︑よく氣をつけて見ていると︑だんだん
十四635もおいてすかして見ると︑しずくのつぶ
十四637 ︑日光にすかして見ると︑湯げの中に︑
十四649 ︑横からすかして見ると︑ちょうど︑け

十三395 えの方をちらちら見る︒︶今晩⁝⁝そう

十三542国 います︒これを見て︑どう思いますか

十四655ろ自分でためしてみると︑おもしろいで
十四659 これがまた︑よく見ていると︑なかなか

十四938くともしびの光を見た︒おいしそうなに

＋四9310
光とごちそうとを見るだけでも︑満足し

十四942れで火をともしてみたかったことだろう

十四987チ費りのむすめを見てわらいかけた︒女

十四9811
うにかがやくのを見た︒たしかにそれは

十四993 い星が落ちるのを見た︒その星が落ちる
十四㎜1 ったおばあさんを見た︒おばあさんは︑

十四2512 いない︒そうしてみると︑このあいだ︑

十四6911わんのそこをよく見てごらんなさい︒そ

十三6012園部だ︒くらべてみて︑うまさからいう 十四699る湯は︑日かげで見ては︑べつにかわっ

十三5510 りものとくらべてみると︑ずいぶんちが 十四673 ︑よく氣をつけて見ていてごらんなさい
十三561 が︑おじさんので見ると︑いっそう生き 十四678さで回輔するのを見ることがあるでしょ
十三577 その絵を目の前に見るようなようすをな 十四694 ︑ただ︑ちょっと見ただけでは︑まった
十三5711園 ︒絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗は 十四696 ︑らい雨をあげてみたのです︒湯げのお
十四697どは︑湯のほうを見ることにしましょう

十五2211の方へ顔を向けて見ると︑三メートルも
十五234 ︑ふと氣がついてみると︑いままで先生

十五153図圃花おどろきて見ればその花動く ひ

十五153図圏かえる ただみればこれかりそめの

十五144図圏けてつくづく見ればばらの木にばら

十四麗6 おおみそかの晩に見たふしぎなまぼろし

十四263 から考えあわせてみると︑コレラは︑オ

十四7211
や屋根をすかして見ると︑ちらちらした

十四704電燈の光をあてて見ると︑もっとよく︑
十四707れますから︑よく見てごらんなさい︒そ
十四718ずなどの動くのを見ていても︑いくらか

十三．546 ︑だれかに話してみたくてたまらなくな

十三508 も︑水がすむまで見ているかもしれない

十三4412 この四人の声は︑見ている人には聞えま

十三429園 早くきみの顔が見たいよ︒きょうはと

十三543 ぼくは︑その絵を見ると︾そのあかちゃ

十四282囹 語辞典をひいてみると︑だいたいわか

＋五4210もっとよく考えてみよう︒ 四 めぐり

十五427 ︒しかし︑考えてみると︑世界のどこに

十四2711 けたくさん調べてみたいと思った︒そこ

十四292 のがあるのです︒見てもらいたいなどと

うえの

十五121図圃戸のとのもを見ればよきつくよなり

十五137図圃す上野の森を見つつあれば家ゆるが

＋五2012
山の中の生活は︑ 見るもの聞くものがこ

＋五2112︑おもしろそうに見ていました︒女の子

十四486 ました︒近づいてみると︑船がしずむひ

十四383 んな﹁一の人﹂の見ている方を遠く撃つ

十四352 ︒大うちゅうから見たら︑たしかに︑人

十四322園 中には︑﹁星を見たってなにになる︒

十四321 あなたがたに星を見るようにすすめまし

十四3110 なたがたのものを見る目︑ものを考える

十四861角度からながめてみることは︑つつまし
十四892トントンとふんでみたり︑しゃがんで土

十四851くわしく観察してみると︑その雪が︑ど

十四838れをうれしそうに見ている雪國の子ども
十四842ではあるが︑よく見ると︑まことにきれ

十四832 雪の映画を二つ見た︒一つは﹁雪國﹂

十四8211図の
團中は︑三日見ぬまのさくらかな︒

十四807もなん代もやってみた結果︑とうとう一

十五747もない︒親としてみれば︑自分の子女に

十五742 ︒1親の目から見れば︑自分の子女は

十五641 ﹂だされたくつを見て︑にこにことわら

十五622 つのくつをちらと見た私は︑たちまちふ

十五465りした︒いままで見たこともないみごと
十五566園て紙上計算してみたが︑その際算出し
十五576園して︑はじめて見る東洋の青年をひき

＋五3810をちょっと考えてみただけでも︑このこ

十五236りをかけまわる︒見ると︑そのがけの下

十四516園 しあいをやってみたら︑おもしろいだ

十四893てのひらでなでてみたり︑耳を地べたに

十四295 からでも︑自由に見られるものなのです

十五46図圏 の行く末を見ざりけり︒ 空にと
十五91図圃 かに流るると見ればもの花 こども

十四292光あなたがたに見てもらいたいものが

十四7811 っているところを見ると︑はじめ︑うら

十四736 ︑日光にすかして見ると︑湯のおもてに
十四779にこれをためしてみましたが︑ほんとう
十四785 のほうから割ってみると︑もとまで︑き

いる一まいの絵を見ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十四2910 めに︑天上の花を見ようとはしなかった

十三606

十四304 の身近なものしか見ないで︑遠いもの︑

十四541囹 かぼちゃの花を見ています︒あれは︑

＋五6410
私によびかけた︒見るなり私は︑おじさ

十五615そえてあったのを見ても︑その愛されか

十四583囹 うことを考えてみたことがありますか

みるから一みんな

746

十五749 ある︒神の目から見れば世界の人類はす
十五7512 いた私のようすを見て︑大きな声でわら

四柵6圃

元氣で

わかい

しらがのおじいさん︒

うらしまは︑

みるみる

みるみるうちにあいてをぬいてしまう︒

みるみるうちに

十﹁62園

﹇見見﹈︵副︶4

十五852園 がしを︒いってみれば︑すばらしく美

みるみるうちに工事がはかどって︑九十

十五839園 の方をさがしてみよう︒﹂チルチル﹁私 みるみるうちに

十二587

十二745

見わたす

階上のわが電燈のきえにけりみわたす

あの美しい田さえなく︑みわたすかぎり
さざなみがうちよせる大きな池となっていた︒

民主主義

世界全体を見わたすことをわすれていた
のは︑よくないことでした︒

十四312

﹇民主主義﹈︵名︶！

それは︑民主主義ということばをほんと

みんしゅしゅぎ

十二備5

民族

よその民族から教えられて︑それからい

﹇民族﹈︵名︶1

うに生かしていくよりほかに道はありません︒
みんぞく

十四804

﹇明笛﹈︵名︶1

みんてき

い傳えられているのもあるかもしれません︒
みんてき

みんな

十五73圃 みんてききりの尺鉄のひびきのかじ屋

︹話手︺49

みんな﹁でかけましょう︒﹂

﹇皆﹈

の火
みんな

八郎は思い切って︑水そこにとびこむと︑
みるみるうちにつもりましたが︑

小川がひろがって︑みるみるうちに湖となった︒

十二6310

九の石だんができあがった︒

十五859囹 たち︑こっちを見たようだ︒﹂とうと
十五911園 ことを︑みんな見るといいのですよ︒

十五923 ︒チルチルがふと見ると︑かれらはみん
十五946がにげて行くのを見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂光
十五9412圏 と︑物の召書を見ることができるのだ

みわたす

それを見わけることはできないよ︒

﹇見渡﹈︵四五︶6

﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ
朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

九描2図團

り︑美しい砂地がみわたされた︒

八563

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六456

︽ーサ・ーシ・ース︾

みわた・す

十五983園

十五952園 れる幸福の精を見るのだよ︒﹂﹁ばらの みわ・ける ﹇見分﹈︵下一︶1 見わける ︽ーケル︾
十五993圏囹 いる︑こっち見た︒こっち見た︒﹂
﹃幸福﹄たちは見られます︒また︑こ

十五994囲園 見た︒こっち見た︒﹂と歌い︑子ど
十五柵2園
十五鵬9園 もに﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑
十五餌10 ましょう︒﹂と︑見るまに︑黒の肉じゅ

十五鵬2囹人のわらうのを見たことがありません
﹃美しいものを見る喜び﹄がいます︒

十五鵬5園 あなたがやってみたって︑あれをすっ

十五研11園

みるから

みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの

家々みなまくらなり
向こうに︑

十一468

十五佃5圓 あれをすっかり見るには︑まだ小さす
十五柵6園 の人︑あなたを見ています︒そら︑手

﹁私︑あの人を見たことがなかったよ

ミルク
みるみる

十二614

十五冊11園 まあ︑おまえ︑見たことがなかったか
十五描7園

﹃美しいものを見る喜び﹄でございま

十五備2園 いうように私を見なければならないか
十五稲3園

﹇見﹈︵副︶1

十五㎜8 の﹁喜び﹂たちを見ながら︶おや︑みん

十五佃4園 以上のものは︑見られないのです︒﹂
みるから

︵名︶一

選手のおよぶところではありません︒

十二828 みるからにりっぱな体格は︑小さな清水
ミルク

﹇見見﹈︵副︶1

十四213 ミルク︑コーヒー︑ジャム︑トマト︑
みるみる

みんな﹁かすみになくひばり︒﹂

みんな﹁さくら︑さくら︒﹂

みんな﹁おきあがる︒﹂

みんな﹁春︑春︒﹂

みんな﹁はあ︒﹂

みんな﹁お日さまの光︑光︒﹂

みんな﹁たのしいたねまき︒﹂

みんな﹁かぜの手ざわり︒﹂

みんな﹁山のあの色︒﹂

みんな﹁山びこ︒

みんな﹁はねかえる︒﹂

みんな﹁山︑山︒﹂

みんな﹁やあ︒﹂

みんな﹁ぜんそくりょく︒﹂

みんな﹁よんでみよう︒﹂

みんな﹁うぐいすさん︑

みんな﹁はやく︑はやく︒﹂

みんな﹁ひばりさんだ︒﹂

みんな﹁たなびいている︑

みんな﹁あかるくなってきた︒﹂

みんな﹁しゅしゅしゅしゅしゅ⁝⁝﹂

みんな﹁ふいてくる︑

みんな﹁すぎていく︒﹂

みんな﹁はやくなる︒﹂

みんな﹁しゅう︑しゅう︑しゅう︑

みんな﹁しゅっぱつ︒

みんな﹁そろいました︒﹂

みんな﹁のりました︒﹂

7666655555444了17069686了6665656564646363636261
1975310853186413921029639675317
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三73みんな﹁さらさら︑さらさらさら︒﹂
三76 みんな﹁さらさら︑さらさらさら︒﹂
三79 みんな﹁おうい︑おうい︒﹂
三81みんな﹁あつまれ︒﹂
三83みんな﹁手をつなごう︒﹂
三85 みんな﹁わになろう︒
三88 みんな﹁西の友だち︒﹂
三810みんな﹁北の友だち︒﹂
四971みんな﹁よいしょ︑よいしょ︒﹂
四983みんな﹁1﹂
四993みんな﹁うん︑そうしよう︒
四999みんな﹁ありがとう︑おじさん︒﹂
四術9 みんな﹁さようなら︒﹂
六207みんな﹁そうしよう︑そうしょう︒﹂
六253みんな﹁ははははあ︒﹂
＋四3810
み ん な ﹁夜明けの足音︑

一529囹

わらのすなは︑みんなちいさなほし 三386 ︑﹁みんなの学校︒みんなのきょうしつ︒

た︒﹁それでは︑みんな︑あまの川で

も︑きょうだいも︑みんなよろこんで︑

こういいます︒﹁みんなの心があわな

かまっています︒みんなの心があわな

はいいました︒﹁みんなそれでいいね

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなも声をそろえ

三628園

黷U010囹

した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁みんなげんきでうれ 三602

一531園
略﹀︒﹂﹁あれは︑みんなだいやもんど
三462 て︑からだのけをみんなむしりとって
一573ん︑まきげちゃん︑みんなわたくしのう 三588
れます︒ある日︑みんなであそびにで
一576囹

一598
一6010囹

一613園 にいるものは︑みんな︑たまをひろ
一622園︑おかあさんも︑みんないい人ですも
一638 んがくにつれて︑みんなが手をとって
えでいったので︑みんなわらいました︒

二43囹 つくことばを︑みんなであつめてみ
二83

つめたことばを︑みんなかきとめてお
ねになりました︒みんなは︑いろいろ

二91
二98

︒﹁︿略﹀︒﹂そこで︑みんなは︑小さなか

︒﹃おかしいな︒みんなわたったはず

P園たりましたから︑みんなむこうのきし

P14

V園

ていいました︒﹃みんな大ちがいだ︒

ました︒するとみんなは︑﹃︿略V︒﹄と

ちのひとりが︑﹃みんなは︑ぞうとい
二334園

T園

二368園

十四394みんな﹁みんなの朝がくる︒﹂
十四406みんな﹁おごそかな朝︒﹂

んじをしました︒みんなの心があいま

かんでいました︒みんなはボートにの

なりました︒もうみんなはどこへもい

おっしゃったので︑みんなは空をみあげ

いました︒又略﹀︒﹂みんなの心があいま

﹁︿略﹀︒﹂それからみんなはおもしろく

りました︒﹁︿略﹀︒﹂みんながいいました︒

﹁︿略﹀︒﹂はじめてみんながこうさけび

りました︒﹁︿略﹀︒﹂みんながこたえまし

くださいました︒みんなはそこをみま

いました︒それで︑みんなはいすをおり

しかないから︑みんなでかわりばん

声をあげました︒みんなでさがしまわ

がきこえました︒みんなは空をながめ

黷V73囹

三797
三8010

もの

︒﹂といいました︒みんながみますと︑

しょう︒﹂巳煙う﹁みんなのりましたか︒

はよびかけです︒みんなでかんがえて︑

三847

二618園

つと︑しずかに︒﹂みんなは︑﹁しゅしゅ

三904
三217

三710園

べにはりました︒みんなおもしろがっ

おうい︒﹂たつお﹁みんなあつまれ︒﹂み

三924

三916

このていしゃばもみんなのものです︒

たきれいな花は︑みんなの心をたのし

う︒この．ポストもみんなのものです︒
三254

あるきました︒
一232圏

三929

三941 略﹀︒﹂お月さまもみんなのもの︒あの

︒このでんしゃもみんなのものです︒

しまえばいまにみんななくなってし
いました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなはびっくりし

三933

三307

おっしゃいました︒みんなはあちらこち

﹁423たしがいますよ︒ みんなもうこいてい
一461 ︑あぶないものは みんなとりあげられ

三345囹

︒ここのしばふもみんなのものです︒

このはしはみんなのものです︒

ふりつづけます︒・みんなはとうとうえ

の声がするよ︒﹂みんなは︑小さな声

いいます︒雨は︑みんなのいうことに
U

もっとしずかに︒﹂みんな︑きき耳をた

三807

十四411みんな﹁平和と自由︒﹂

き

V

Q

うぶう︒﹂巳煙う﹁みんな︑そろいました

＋四4110
みんな﹁胸をはれ︒﹂

な

みんな
︑ なし︑
みん
しこ︒

﹇ 皆 ﹈ ︵ 名 ︶脚

なをかざる︑

こ

並

みんないいこ︒
みんないいこ︒

いなこ と ば ︑

よしこよし︑

みんなかわいい

285103972965110

てありました︒みんながそのまわり 三935
へやのものは︑みんな大きいなとお 三936
三371囹
三385

生がこくばんに︑﹁みんなの学校︒みん

一503園した︒﹁なんだ︑ みんなうさぎさんじ
一508 おきゃくさんも︑ みんなわらいました︒

﹁みんなかわいいこと

一一
一一

二632園

二612

みんな

一43圃
一52圃
一54圏
一214圃 ちをいけば︑

一一
一一
一一

ぼ一いさんたちも︑ みんなながいみみの
一501

一222うたの ゆうぎを︑ みんながかってにか

62

63

63

65

67

69

69

72

73

一一

一一
一一
一一

73

了4

74

76

R2 R0 Q9

U8 U7 U6

人のねがいをも︑みんなことわってし

三942 のまつ白な雲もみんなのもの︒よる
三943も︑あさの風も︑みんなのものです︒
三悩5 略﹀︒﹂と思って︑みんないっしょうけ

ｧ2

四646 まをさげたので︑みんなもわらいまし
四732 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなで︑﹁いろはが
四815圃 このよるを︑ みんなでなかよくあ
四844 ツリーのそばで︑みんなであそびまし
四852した︒おしまいに︑みんなでトランプあ
四856いました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなはよろこんで
四859声でいったので︑みんながわらいまし
四938降ってくる雪はみんな黒い︒雪がか
ぼう︒﹂子ども二﹁みんなでころがそう
四968囹
四972声をかげながら︑みんなでかめをころ
四棚−o囹 おとひめ﹁では︑みんなにおもしろい

五246囹

五215

みんななかよくさきそ

みんなを立たせ︑不自
略﹀︒﹄といって︑

んでいましたので︑みんな︑ぶつぶつとこ

四俄2冷 です︒それから︑みんなの手でそだて
色鵬5圃圏 天人たちは︑ みんなそろってまい
五165といって︑私たちをみんなかばんにいれま

るくなりました︒みんなのかおがみえ

︑でていきます︒みんな︑手をふって

五912圏

さんは︑﹁さあ︑みんなこちらへおいで

五924早るわ︑のびるわ︒みんな︑もっとまえへ
五9811

にもつてあります︒みんな︑乱しそうにそ

音がしましたので︑みんながとびおきてみ

五933 1﹂子どもたちは︑みんな帰っていきまし
六2011

六2311園

が︑わたしたちはみんな︑はたらくやく

六214 1﹂こんなことばをみんな喜んできいてい

さらにたかまる︒﹂みんなにぎやかに音樂

六4110囹 のよ︒﹂子つばめ﹁みんなできみをおんぶ

六259

六9311園︒﹂海の神﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい︒

六512の葉も︑石ころも︑ みんなきれいに光って
六567たち一組のものは︑ みんな集まって︑どん
六575ました︒これには︑ みんなにお知らせした
六577 いことを書きます︒ みんなが喜ぶようなこ
六578なことを書きます︒ みんなのしらべたこと
六687ました︒ 一組の人がみんなで考えてこしら
六734をもちだしたので︑ みんながわらいました
ているものには︑ みんな命というものが
六742囹
しているものは︑ みんな生きものだね︒
六774圓
の神﹁魚どもを︑ みんなここへよび集め
六937囹

四113じゅうの友だちがみんなあつまってき
四152囹がとびたった︒﹁みんな︑しずかに
四153びたった︒﹁︿略﹀︒﹂みんなじっとして
四155がおにになった︒みんな︑鳥ごやにか
四196おっしゃったので︑みんなはそれぞれあ
四203国した︒﹁さっき︑みんなとねこねずみ
四204團 あそびました︒みんなで手をつない

に︑それからは︑みんなにこにこして︑

四⁝⁝5

五255囹

みんなだいじにして︑
うございました︒

四m4

五4111国

星のその一つ︒みんななかよくきらき
みんながわらいました
＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂また︑

どの星もみんなみてしまいたい
までに︑
みんなわらいました︒
とびあがったので︑

︿略﹀︒﹂といって︑

みんなもあまりわらっ

みんなで大わらいをし

弟のまねをしてみんなをわらわせてや

らまわっていくと︑みんなはあちらへこつ

ちは︑おさるさんにみんなまつかさをあげ

げにいったときに︑みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂と

く思いついたことをみんなに話して︑びつ

と︑

ペポにいたるまで︑ みんなはなから声ので

uネ﹂︑﹁二﹂は︑ みんなアイゥェォ︑カ

たはうまくやって︑

みんなをわらわせてみ

vといったので︑ みんなは︑これで大わ

ぜんだなと思った︒

みんなでまうやら︑う

五455圃花のその一つ︒

五5711

とりで通るときも︑みんなで通るときも︒

五5810囚四

五475

四445びました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは︑それにさ
四475 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなはそうきめま
四489 のがんは︑また︑みんなをだましてび

五811

五461圃

四5410がでてきたので︑ みんながかわるがわ

112
＿L

みんな︑からだに氣を
五821囹︺んだのでしょう︒
おっしゃいました︒みんなは︑なま水をの
わらいだしたので︑みんな︑いっぺんにわ

！、

113
＿L

五825
五838

みになにをするか︑みんなで話しあいまし

ノ、

113
＿」＿

四564 んだんよくなり︑ みんながはこんでく
四573 たきをしたので︑ みんなは大よろこび
四583た︒かっちゃんは︑ みんなのかおをみて

五842

みんなそろってきたな
ました︒﹁おお︑
みんな︑りょうかんさ
＞︒﹂子どもたちが︑

五858囹
五889

52410891183116

六986圏囹さかなたち︑

四3910略
園﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁みんなよかった︒た

うとしました︒みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂た
四219團
四253團やんのことを︑みんなでお話ししな
四302 んは︑﹁くみの黒みんな﹂にきいても
います︒それで︑みんなでなにかおみ
四307團
四314 さんも︑やはり︑﹁みんな﹂に知らせた
四344 うたずねられて︑みんなは︑もう一ど︑
四365 ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂みんなは︑しばらく
四391で話がすすむと︑みんなは︑めいめい

四2010っ
国しゃいました︒みんなは︑﹁︿略﹀︒﹄と

一一

四615ひらいて︑﹁︿略﹀︒﹂ みんなははしをとり
四621 がかりのがんが︑ みんなを元氣づけま
四622 元氣づけました︒ みんなのねている
四634 でかえりました︒ みんなは︑それをみ

105
ノ、

114

V。

＿」＿

ノ、

122

」、

！、
！、
ノ、
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10了

110
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みんな一みんな
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749
みんな一みんな

六㎜9 つくりぎょうてん︑ みんな地面にべたんと

八709

八689園

をのけたほかは︑みんないい子だ︒あれ

十307

十313

︵三︶

ぼくは︑
みんなといっしょには

︒ぼくがいるので︑
みんな樂しい氣持にな

八926

をなげてよこした︒みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂と

十584

しむ︒きょうも︑みんなは話に花をさか

てくださいました︒
みんな負けずにひろい

は︑いい友だちはみんなそうしたものだ 十3311 食住というものはみ
︑んなたいせつなもの

ともないばかりに︑みんなからしかりとば

七711囹 のぞいてみたり︑みんなが勉強する教室
八8210園

十一710園

十一55

＞︒﹂といったので︑みんながわっとわらい

田植えでしたので︑みんなうれしそうでし

七378

七274園 え︑どうなるか︑みんな自分でしらべる
七433 ﹂車中の人たちは︑みんなこの老人をみた

うからとったなえをみんなでわけました︒

みんなで︑学校から四

んでいる者が︑
みんなそろって︑ 一つ
︒ああ︑われわれみんな︑遠い國から工

うずになって︑
みんながさせてくれた

八992

八989

貝づか

てってあせがでる︒みんなだまって︑あえ
ヤンプ台もみえる︒みんなは喜んで︑きゆ

十一82園

＞︒﹂これをきいて︑みんなは︑またはくし

七462

㈹

みんなで植えたなえが

ということでした︒みんなで虫とりをしま

25度

八川4

七

こへ集まった︒﹁みんなそろったね︒さ

けだそうともがく︒みんなでそれをおしと

︒﹁︿略﹀︒﹂帰りは︑みんなかわるがわるリ

ふえが鳴りました︒みんなはほる手をとめ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そこでみんなは︑ほりだしま

す︒

鳴らし︑どんぐりはみんなしずまりました

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂もうみんなガヤガヤ︑ガや

でした︒ワアワアとみんななにかいってい

よくみると︑これはみんな赤いズボンをは

︒﹁︿略﹀︒﹂きのこはみんないそがしそうに

と︑まわりの山は︑みんな︑たったいまで

て︑うちじゅうがみんなでいもほりをし

は一かぶのほの数をみんなでしらべてみま

くもり

八塒1

みんな︑また運動場に

九二3園

九七4
九鵬8
九重5

れ︑いしい先生は︑みんなのあとからこら

九901

九869

九848

九817

九762

九679

九656

九6110

九619

九529

九491

九428團

八竜1

七503 学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に整列
くたちの勝 で あ る ︒

みんな︑にこにこして

みんなそろって︑うえ

に波がよせている︒ みんな︑おべんとうを

たり一どの花も︑ みんな空を向いている

どん︑うえ て い く ︒

みんな︑集まれ︑集ま

16度うさぎは︑みんなで︑13びきにな

らっていた ん だ よ ︒

みんな喜んですぐでま

みんなこがねになった

みんな死んでしまって

みんなないて一こと

みんなあわてて︑口々

みんなをおどろかせた

みんな元旦よくそだっ

ら12日めのきょう︑ みんな︑目があき︑か

小屋からだ す と き ︑

た︒よいぐ あ い に ︑

の息です︒﹁︿略﹀︒﹂

とをしでか し て は ︑

をひきとり ま し た ︒

がて︑秋に な る と ︑

さわった も の が ︑

こらの木の葉や花にみんな手をおふれにな

えのある人たちは︑みんなより集まって︑

つの太陽の下で︑みんながめいめいの歌

めだ︒小鳥たちはみんなめいめいの歌を

ているあいだは︑みんなはげましあって

大水で︑田や畑をみんな流されたりしま

ているようです︒みんな読みあげられて

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんな元氣のいい返事

うしが四頭いた︒みんなちぢうしで︑ぼ

あさがおの花は︑みんなふきちぎられ︑
︑へちまの葉は︑みんな下向きになって

いう音がする︒みんな自分たちのなか

かんぼうは一みんなどうしている︒

の人形だって︑みんながねしずまった

ちに助けられて︑みんな︑ぬれねずみの

ていました︒﹁みんなは︑雪が降った

みんなが﹁遠足﹂とい

いただいたこと︑みんなでたべたこと一

ないためである︒

九柵2

画鵬9

だれかがさけんだ︒みんなそこへいくと︑

れた︒ぼくたちも︑みんなつえをふって︑

どさまざまである︒みんなが急停止をする

十四211略V︒﹂といって︑ みんながおどろいてい

十四204うじをすませた︒ みんなが席につくと︑

十四203やった︒それで︑ みんなは急いでそうじ

＋四1912いらっしゃった︒ みんなの話をお聞きに

みんなで心配していた

もう一曲がりだ︒みんなその元氣でのぼ

はいて走ってくる︒みんな手をあげて︑﹁︿

三川4

勇ましさであろう︒みんなは思わず手をた

十四215られた︒﹁︿略﹀︒﹂ みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂と
十四224囹︑私は︑ これはみんな︑ 日本語だとば

もよかったよ︒

です︒こうして︑ みんなの歩調がそろつ

るのだよ︒さあ︑みんなそろったろうね

仁川11

な困難をしのいで︑みんなをはげましては

の家をたずねても︑みんな喜んでむかえて

がつた︒﹁いや︑みんなではない︒いち

九槻11

やお屋さんでも︑みんなフランス語です

十173囹

略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂と︑みんながいうと︑﹁︿略

14

14

19

23

44

44

4了

51

51

18

61

43

83

了2

91

92

115

︒﹁︿略﹀︒﹂そこで︑みんなは鳥小屋にでか

十十十．十十十十十十十十十十十十十十十十

ひるは︑そのひなをみんなつれて︑水のと

九塀11

13

1089612101011244752410646
園
池園圏園
．
一
40

生も組の友 だ ち も ︑

694286103934210107823752497
囹囹園
園

七534園 んどがだいじだ︒みんな元町でやるんだ
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みんないいこ一むかう

750

十四4111んな﹁胸をはれ︒﹂みんな空をあおぐ︒美

十四397 呼吸をしよう︒﹂みんな氣持よく︑のび
十四415 てかがやく光︒﹂みんな︑かたまって︑
十四弔9園 きた︒﹂一の人﹁みんな︑両手をのばせ

十四234 っしゃつたので︑みんなは口々に︑﹁︿略
十四242圏かのことばは︑みんな英語だ︒﹂先生
十四383 いい音がする︒﹂みんなコの人﹂の見
十四394園ける︒﹂みんな﹁みんなの朝がくる︒﹂

＋五梱10園

十五㎜1園 ︒﹂幸福﹁おい︑みんな︑聞いたろう︒
十五皿7囹 れから︑これはみんな︑﹃おうちにい

十五993

六㎜9園

六㎜5園

六㎜4

十五9511園

このへんでは︑みんなお金持なの︒﹂

ているの︒﹂光﹁みんな知っているよ﹂

みんないる︑みんないる︑こっち見

います︒幸福﹁みんな聞いたかい︒こ

た︒在校生たちがみんなで︑私たちのた

でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい

十五993工事

をはりあげて︑﹁みんないる︑みんない

十五9711園

︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁みんな不幸のところへ

十四505 かの婦人たちも︑みんなすくいあげられ

＋五心11園 ︒さようなら︒みんな起きあがってお

十五鵬6圓 ル﹁そうして︑みんな︑いつでもあん
十五帽4園 らっしゃいよ︒みんな早くいらっしゃ

六麗2

十五948園

十四596園 る養分だって︑みんな私がわけてあげ

十四5610園

十五佃9園 ながら︶おや︑みんなないているのだ
十五㎜5

むll麦の花に︑ばらの花︒

﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみる

﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

﹁ム﹂といってみた︒

六日

﹁ム﹂がいえなかった︒

﹇六日﹈︵名︶1

七486 六日の日︑郡ぜんたいのドッジボール大会

むいか

と︑

四773

む 5 ム む

十四602圏 のかぼちゃは︑みんなぼくのものだと
＋五佃−o園

茶わんの湯に

みんな賛成しました︒
も︑葉も︑根も︑

みんなかれて︑くさつ
ている実でも︑

十四616園 公平にいって︑みんなのものです︒し
十四6111

十四㎜7 にあったマッチをみんな一時につけた︒

十四693 らど
︑れもこれもみんな︑

十五96図魍続く 子どもみんな早口に話しつつ

﹇向﹈ ︵五︶ 19 むかう向かう

︽ーイ・

三十ぽのがんは︑まいにちまいにち︑北

﹁へのへのもへ﹂の顔で︑風に向かって

七855 裁判官は︑ふたりのものに向かって︑

ら︑つりばりをとっておやり︒﹂

六969 女の人に向かって︑海の神﹁たいののどか

んなここへよび集めるように︒﹂

六936 女の人に向かって︑海の神﹁魚どもを︑み

立っている︒

六317

へむかってたびをつづけていました︒

四413

ーッ︾δたちむかう

むか・う

いって︑たがいに向かいあい︑

十五579園向こうは日本︑こちらはアメリカと

があった︒
十五伽8囹 よ︑妹たちよ︒みんな元三で︑この学
十五槻9 んll先生がたがみんなで︑合唱してく むかい ﹇Vすじむかい
十五協6 校舎︑あの農園︑みんなありがとう︒1 むかいあ・う ﹇向合﹈︵五︶2 むかいあう 向かい
あう ︽ーイ・ーッ︾
十五旧9 こ﹂︒ほんとうにみんないい同級生であ
三331園ぎょうぎよくむかいあっています︒

一 みんないいこ⁝⁝⁝四

十五225 のとき︑ふいに︑みんなの頭の上が暗く

一22

みんないいこ

みんないいこ

十五229 ︒なんでしょう︒みんなが︑おどろいて

一 みんないいこ

︹課名︺3

十五232 風をまき起して︑みんなの上へ舞いおり

一41

︹題名︺2 みんないいこ
こ﹂を︑おおきな

﹁みんないいこ﹂をうたいながら︑あ

こえで

一﹂の第一課﹁みんないい

十五旧8

一一574

うたいました︒

一642﹁みんないい

みんないいこ

﹁こくご

十五233 いう声をたてて︑みんな草の上へひれふ

みんな右手の前の方に
こしはにかんで︑

こ﹂︒

十五685園 満ぼうが來た︒みんな早く出ておいで
十五8211

十五827 たりしています︒みんなびっくりするほ

十五866園けないの︒﹂光﹁みんな︑ あぶないよ︒
十五881園 いう幸福﹄で︑みんな魚のようにつん
十五894囹 おいでなさい︒みんなえん会のやりな

みんなのもの

みんなのもの⁝⁝⁝九十

︹課名︺2 みんなのもの

るいていきました︒
みんなのもの

十五911囹 のすることを︑みんな見るといいので

十↓

十一

十五923 見ると︑かれらはみんなとなかよくテー

三903

三35
せんよ︒さあみ
︑んなで︑力ずくで︑

十五925園 ん︑ごらんよ︒みんなは︑テーブルに
十五9310囹

みんなどこへ行くの︒
十五947園 いざまだろう︒

む

751
むかえ一むかし

八101 のらねこが通りかかっても︑にげるどころ
か︑向かっていこうとさえするのです︒

八151 ふといみきをつたって︑地面に向かって︑
すべったりころがったりしておりていきました︒
うにからだをふくらませて向かってきた︒

八705 しちめんちょうは︑風を受けた船のほのよ

きどき水をふくんでは泉をさがしていった︒

九伽1 岸にそって上流に向かって歩きながら︑と

十二579 村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑

九捌10 みつばちも︑くもに向かいました︒
一つの難題をもちだした︒

十三129 月も︑東の空から西の空に向かって動き
ます︒

十四712 湯は︑ひえて重くなり︑下の方へ流れて︑
そこの方へ向かって動きます︒

五228

いちろうさんが家に帰ると︑おかあさんが︑
どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか

げんかんにむかえにでました︒

八4910

そんなまずしいなりをしていても︑それで

えてくれるにちがいありません︒

いそいそと帰ってきたつばめをむかえる人

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八507
九258

その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園

この美しい朝をむかえよう︒

そういって︑喜んでむかえてくださった

そよ風の中にひっそりと︑客をむかえた

の心は︑どんなにうれしいことでしょう︒
赤いへや︒

十三475
十三552
ので︑

十四皿7

十四412園

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒

﹃喜び﹄をむかえているのですよ︒

﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ
昔畢おおむかし

むかしから︑つばめは︑同じ家に帰ってく

むかしといっても大むかしのことだが︑

るといわれています︒

九773園

むかし︑このへんは︑波のおだやかな海

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

のいりえだったのです︒

九7711園

し海の中にいたいろいろな貝のからです︒

九795囹 この土の上に白くみえているのは︑むか

傳説には︑︿略﹀︑昔からいい傳えられた

むかし︑ひとりの茶人があった︒

︿略﹀や︑角などを︑ここへすてました︒

九797園 むかしの人は︑貝がらといっしょに︑
九悩4

十二557

ふしぎなことに︑神山のほうには︑昔か

昔︑島原にみそ五郎という大きな男がい

しまばら

というだけのもののほうが多い︒

た︒

十一一568

十一一576
十二578

昔︑この里に長者がいた︒

昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑

ら九十九だんの石だんができている︒

十二595

昔の物語に出てくる英ゆうのように︑こ

のたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

十五2911

中からふかい思想を読みとりました︒

十四363 むかしからすぐれた人たちは︑星の光の

の人の心がまえは︑大きくなくてはいけません︒

十四309 むかしのことはしばらくおき︑これから

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297 どうも日本人は︑むかしから︑あまり星

いったり︑

十三911 むかしは︑星を見て世の中がみだれると

がさまざまに思いだされるでしょう︒

十二967 あなたがたの家の昔からいままでのこと

十五柵9

むかし

からぜんやわんなどの家具のでることを知った︒

がはえました︒

むかし︑あるところに︑一本のくすのき

﹇昔﹈︵名︶29

十二617 昔︑あるまずしい人が︑︿略﹀この岩屋
むかし

ます︒

十五佃12園

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十四714 まん中の方では︑ぎゃくに上の方への 十五669 十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父
ぼって︑表面から外がわに向かって流れます︒
が︑そのあとへ向かって流れ︑

十四721 そのまわりの︑わりあいに熱い表面の水
十五302 疑わしは︑太いけずめの最初の一げきで
少年の頭をくだこうと︑向かって來ました︒
右手の方のおくへ向かって歩いて行って︑

十五8212 ねこは︑ひとことも口をきかず︑これも︑ 三222

むかしむかしの話です︒

そのむかし︑いじめられたり︑あざけられ

と︑

むかしあるところに︑﹁竹とりのおきな﹂

むかしむかしの話です︒
やがて死ぬけしきばみえずせみの声

四柵8圃

九241

たりしたときのことを考えた︒

八933

むかしの人がうたっていますが︑

八252

四佃8圃

というおじいさんがすんでいました︒

十五9111 ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チ 三㎜2
︵幸福に向かい︶きみはだれなの︒

ルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

十五997

むかえ ﹇迎﹈︵名︶1 むかえ5でむかえ

むかえる

︽ーエ・ーエ

三柵4園 この十五夜には︑月の國からむかえ
﹇迎﹈︵下 一 ︶ 1 2

がきて︑かえらなければなりません︒
むか．える

ル︾暴はるをむかえに・よろこびむかえる

二615囹 さあ︑春をむかえにでかけましょう︒

むかしものがたり一むく
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十五5611園 指おり数えると数十年の昔になるが︑

十五585 遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの
思い出にふけっていられるようすだった︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒

十五718 人力車に乗ったおばさんは︑昔のように

十五593

﹃星の出を見ることの幸福﹄が︑むか

私をひざにのせた︒

十五欄10囹

しの神さまのような︑金ぴかの着物を着てついて
います︒

ちゆうごく

むかしものがたり ﹇昔物語﹈︵名︶1 むかしものが
たり
なのだが︑

それが麦だということが︑なぜわかった

さばくを通っていましたが︑

七803園私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑
七847囹
のでしょう︒

私が麦をやったら︑白いうさぎは︑︿略﹀︑

七8411囹道に︑麦がこぼれていたからです︒
七917

小さな子どもがきて︑水にパンや麦をなげ

黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

八918
てくれた︒

九265図團麦ふむやみだれし麦の夕日かげ
九265図鑑麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

よにんが

麦畑

なかよく

麦ばたけ

むきあって︑

﹇麦畑﹈︵名︶4

﹇麦藁帽子﹈︵名︶1

きみ屋のところに集まっていました︒

むぎわらぼうし

ぼうしのつばみたいなものもみえる︒

麦わらぼうし

五569圏 そのまわりに︑うすい︑大きな︑麦わら

﹇向﹈︵四五︶12 向く ︽ーイ・ーカ．ーク．一

ふと上を向くと︑私のよこのわかい男の人

が︑︿略﹀両方の手でまどわくをおしています︒

七379

どの花も︑みんな空を向いている︒

九302図魍まえ向けるすずめは白し朝ぐもり

七624

又略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑かなし

下を向いて登ってくるのがみえます︒

九4010團 しょいこをつけたおとなの人が︑︿略﹀︑

九577

しばらくひげをひねったまま下を向いてい

そうにいいました︒

九7110

うしろを向いてじゃんけんをする︒

ましたが︑やっとあきらめていいました︒

とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし

﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせよ

そうして︑園長さんのまえに向いたとき︑

そこで死人の方へ向いて︑﹁︿略﹀︒﹂と

なぜ横っちょを向いたままでいるの︒

﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

ほしがきにするために︑母がかわをむい

はなをあひるの子のそばにつきつけて歯を
九4311團

むいた︒

八751

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六455

む・く﹇剥﹈︵五︶4むく︽ーイ・ーコ︾

十五佃11囹

いって︑名をなんと呼ぼうかと思っているうち︑

十﹇928

﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でいいました︒

十一4411

うとしたり︑

十522

まったわけです︒

十5112

こしを 九925

みよこさんが︑左のかたからはなれて︑
黄みがかった麦ばたけ︑縣道らしい白っぽ

むきみ

ケ︾←ふりむく

む・く

十﹇341圏麦のとりいれことなくすめば︑はい色

きたつばくろが︑すうい︑すういととびまわる︒

十三315 中國のむかしものがたりをやるつもり 十﹁326圃 麦のはしりほかがやく上を︑海こえて
むき ﹇向﹈︵名︶3 むき 向き5あおむき．した

七466

麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三422

むぎばたけ

かけました︒

一4810

雲が墨うちおおい︑青葉・わか葉に雨ふりそそぐ︒
むき・ようむき
むきあ・う ﹇向合﹈︵五︶！ むきあう ︽ーッ︾
九8910 ふたりともむきになって︑友だちの手から
ぬけだそうともがく︒

十一68囹 ボートの向きをかえたりひき返そうと
したりするときには︑

十一75園 ボートは向きをかえて︑あぶないとこ
ろからぬけだして︑新しい方向に進んでいく︒
むぎ ﹇麦﹈︵名︶15 麦δおおむぎ︒からすむぎ．

い道︑そこを自誓車に乗って走る中学生︑
くろむぎ・こむぎ・こむぎこ・なまむぎ
三2810 そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑ 八603 麦ばたけは黄色く︑からすむぎはみどりで
あった︒

た︒

むきみ

﹇剥身﹈︵名︶1

ぼくらはふたりになって︑麦のほとす 九帽5 つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

三416

むlI麦の花に︑ばらの花︒

れすれにあるきました︒

四773

おかみさんが︑店の人とふたりで︑せっせ
と貝をこじあけて︑むきみをつくっていました︒

九767

むきみ屋

シャベルや移植こてなどを持って︑角のむ

︹剥身屋﹈︵名︶1

九764

むきみや

七661 雨あがりの麦のほ︑子どもと子どもとかけ

七653 麦のとりいれ︑日がてりつける︒
ていく︒

七783囹 その荷は麦でしょう︒
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むく一むこう

て竹ぐしにとおし︑のき下につるしてくれます︒

むく

︽ーケ︾

十五82圃 みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか
く
﹇ 向 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

十五72図魍うしはしずかにおのおのの大きな耳

む・く

をむけぬ
むくむく．︵副︶1 むくむく

むくろんじ

五338 どのえんとつからも︑けむりが︑むくむく
﹇無患子﹈︵名︶1

とたちのぼっています︒
むくろんじ

向ける

一つ一つつづろ︒

むける

︽ーケ・

十一579圃 じゅずだま・むくろんじ︑赤い︑赤い

﹇向﹈︵下一 ︶ 8

﹇向﹈与あおむけ

つばき︑げんげの花 わ ︑

むけ
む・ける
ーケル︾

を地表に向けてほっていき︑

八209 せみの子は︑だいたんに︑まっすぐなあな

てやろう︒

天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む

すめのむごにもらいました︒

八313

これが︑わたしのむこの﹃地所持の幸
むこう

向こう

福﹄で︑なしのようなおなかをしています︒

十五875園
﹇向﹈︵名︶39

しろいこいぬが︑むこうからころげるよ

きをつけてわたりましたから︑みんな

島から

りくへ

かぞえながらとんでいくから︑むこう

むこうの

すると︑むこうのほうで︑﹁︿略﹀︒﹂とさ

白うさぎが︑

しょうね︒

四317国

う︒

さ︒﹂

右にも左にも︑むこうにもこっちにも︑

﹁むこうからきた汽車とすれちがったの

五289園

むこうの店に品物をとどけて︑︿略﹀

帰ってくるとちゅう︑よその人からもらったんで
す︒

やってきます︒

五325 おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

先生といっしょに︑学校のはたけのむこう

を流れている小川のところにいきました︒

五7810

ところでした︒

五937 むこうの山から︑大きな月がのぼってくる

うよ︒

五鵬8園 きみも︑いっしょにむこうへとんでいこ

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六448園 ぼくが目をさましたときには︑おびみた

六伽1 すると︑向こうのけしきが︑小さく︑さか

それは︑ここから百メートルもはなれてい

さまにみえた︒

る︑向こうの家の屋根であった︒

六㎜10

六脳2園向こうの家のせんたく物もみえますよ︒

の方へいってしまいました︒

六柵9 うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ

トンネルをでたとき︑向こうの席で︑

そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて

にして歩きだした︒

八567

ねるのでございます︒

七8011囹 すると︑向こうから︑﹃︿略﹀︒﹄と︑たず

強そうだ︒

七536 なんだか︑向こうのせんしゅは︑大きくて

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があった︒

七428

が立っていた︒

七d4 目をさますと︑向こうの席にひとりの青年

こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

この山のむこうにあるみずうみのと 七103園渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑
山びこがむこうで︑﹁︿略﹀︒﹂とこたえる

五113園

ものが︑かかっています︒

四枷7

みると︑むこうのまつの枝に︑きれいな

四手9園むこうに光ったやねがみえるでしょ

どこにも降る︒

四934

だけでした︒

四595

ころへいこうと話しあいました︒

四532

ちえんの男の子がないていました︒

かさをさしていくと︑むこうでよう

四276団林のむこうの一本道まで︑かけっこを

のりくまでならんでみたまえ︒

三445園

いってみたいと思いました︒

三432

けびます︒

二405

むこうのきしにつきました︒

二291園

うにはしってきます︒

一385

むこう

九454團子どものころから︑世の中のことに注意
を向けるようにといわれました︒
いようにしていました︒

十672 はじめは︑そのへやの方へは︑顔も向けな
十一6711 その後からついていきながら︑おどおど
私の心の目をあらゆるものに向けて全い

した目を右に左に向けて︑
十一一3211

見物人にせなかを向けないように︑

てくださるため︑

十五2210 みんなが︑おどろいてその音の方へ顔を

十三4510

向けて見ると︑

むご

で︑せなかをむけているのはだれです︒

十五8811園 それから︑あの︑なかまにはいらない
﹇婿﹈︵名︶3

八291園 むすめのために︑りっぱなむごをさがし

むこ

むこうがわ一むしめがね
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八593 すると︑向こうの山の谷まにのこっている
雪が目についた︒
が半分ばかり顔をみせていました︒

九408團 はるか向こうの山のはしから︑美しい湖
九779 平らな畑やたんぼの向こうに︑一だん高く
なったところがみえます︒

向こうがわ

十五199

氷河が無言の流れをきざんでいる深い深
私は︑道のまん中で︑無言でつつ立った

い谷の上を︑

十五646
じっとおじさんの写眞に見入りながら︑

まま動かなくなった︒

十五702
私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

そこらで︑虫が鳴いています︒

ふえの音︑虫の声︑三日月さん︒

虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑

うにさげました︒

そうです︒

八2311 虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

かくれていて︑ほかの虫がひっかかると︑

九81 ﹁虫の声﹂ということばを加えたらどうで
しょう︒

いきなりとびついてかみころすなんて︑

九襯10

十五108図魍ばらの木の赤きめをふくかきの上に

車内はむし暑いうえに︑おたがいがぬれ

﹇蒸暑﹈︵形︶1 むし暑い ︽ーイ︾

小さき虫の出でてとぶ見ゆ
むしあっ・い

たからだで︑おしたりおされたりしなければなら

十一523
なかった︒

虫たちは︑︿略﹀︑手ごろな︑皮のうすい︑

虫とり

みんなで虫とりをしました︒

﹇虫取﹈︵名︶1

むしのいき ﹇虫息﹈︵名︶1虫の息

八塒1

むしとり

でしょう︒

八171 虫たちは︑どうしてこんなことができるの

しるの多い木の根をさがしてあるきます︒

八164

いっても︑なにかの木の根にいきあたります︒

八162 だから︑虫たちが︑いいかげんにすすんで

にやわらかいところをさがして︑

八154 地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い

なかまがわるい虫をとってそだてたいね むしたち ﹇虫達﹈︵名︶4 虫たち
たまごから小さい虫になるのに︑七日か

七567

小さな虫がかたまって︑顔のところでとん
七644

商うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ

八231

虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし

ね

るわせてもう虫の息です︒

一469
一473

おじいさんは︑わたくしをむしめがねで

んが︑やっぱりながいみみをふりふり︑

おおきなむしめがねをもったおじいさ

あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし むしめがね ﹇虫眼鏡﹈︵名︶7 むしめがね 虫めが
て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

八212

のようなかたちをしていますが︑

八178虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ 八118 目さえあけたりとじたりして︑からだをふ

ほそいとがった口をもっています︒

八166

やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

七939

でいるくれがた︒

七631

かっています︒

七256園

を︑こんどは︑あなたがたがまもるんですもの︒

六398園

三183 導くみは虫の名をあつめました︒
三192 虫の名は十五あつまりました︒
三208 どんな虫がいい虫とおもいますか︒
三208 どんな虫がいい虫とおもいますか︒

ででむし・てんとうむし︒よわむし

九781園 そう︑あの向こうの小高いところに︑白 むし ﹇虫﹈ ︵名︶ 19 虫 与あおむし・あおむしく
ん・かぶとむし・こがねむし・こむし・すずむし・
い物がちらちらとみえるでしょう︒

十677園 次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおい
で︑風を向こうへやってくれ︒

十一468 じゃがいも畑のうねの向こうに︑いつも
ふ じ
ぽっかりとういていたえぞ富士︒

のベッドだ︒﹂

十﹁666囹 ﹁じゃあ︑第四号室のいちばん向こう
十一734 みると︑医者が︑ひとりの助手をつれて︑
へやの向こうのはしにはいってきました︒

十四348 光が一方のはしから︑向こうのはしまで
とどくのに︑

十五578囹 つくえのまん中にチョークで線をひき︑
﹇向側﹈︵名︶3

向こうは日本︑こちらはアメリカといって︑
むこうがわ

世界は庭の向こうがわまで廣がっている
八621園
のだよ︒

向こう岸

十二価7 向こうがわに店がみえます︒
十四634日光を湯げにあて︑向こうがわに黒いぬ
のでもおいてすかして見ると︑

むこうぎし ﹇向岸﹈︵名︶2 むこうぎし

四146 むこうぎしの︑すすきのもさもさしてい
るところがら︑小鳥がとびたった︒

無言

なってしまいました︒

七105園渡し終ると︑またひき返して︑新しい子 八2110 虫は︑それにとりつくと︑︿略﹀︑動かなく
﹇無言﹈︵名︶3

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒
むごん
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のぞいてみながらいいました︒
のです︒

六685 それは︑むしめがねでよくみながら書いた
六995 古いめがねのたまと︑おとうさんにかって
いただいた小さな虫めがねがでてきた︒

六欄4 けしきを︑大きくしてみようと思って︑右
そのはしに︑虫めがねをとりつけた︒

の手に虫めがねを持って︑のぞいてみた︒
六棚11

むじゃ氣

八撹7 ほの一つぶを虫めがねでみると︑毛のよう
なものがたくさんはえていました︒

﹃むじゃ氣な考えの幸福﹄です︒

﹇書取 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

むしろ

むしりとる

︽ーッ︾

︽ース︾

十四632
むずかしい

︽ーイ・一

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに
﹇難﹈︵形︶18

なったのが︑無数にむらがっているので︑

はじめはむずかしいとおもいましたが︑

それで︑かぐやひめは︑その人たちにと

﹁あんな大きな船の船長と︑コックス

十五487

ひとりでこの裁物を作ることは︑むずか

あれはすこしひねくれ者で︑子どもさ

それとなく論文刊行のむずかしいことを

しいことであった︒

十五555

におわせた︒

十五893囹

﹃不幸﹄に行くのをとめることは︑な

んたちにしょうかいするのはむずかしい︒

かなかむずかしいのです︒

十五櫛5囹

そこに︑このしばいのむずかしさがあり

どうやら︑あなたのむすごさんと同じ

﹇息子﹈︵名︶2 むすご

このかたは︑この病人のむすこさんで

どうやら︑あなたのむすこさんと同じ

呂おむすび

むすび

結びかた

なわを結んで︑その結びかたや︑なわの

﹇平方﹈︵名︶1

むすびつける

竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん

︽ーケ・ーケル︾

﹇結付﹈︵下一︶4
結びつける

つけようとする︒

九973 やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび

じょうのくものすをはらいました︒

五807

むすびつ・ける

を表わした︒

色や︑なわの太さなどによって︑いろいろな考え

十五348

していたときの私ほど幸福な子どもを発見するこ

むずかしいものは︑科学的研究によって
もっともむずかしいのは︑あれ地に木を
﹁自然は︑このむずかしい問題を︑か

ちっともむずかしいことはありません︒
それまでのものの考えかたや干与では︑
ふだんの生活さえむずかしくなってきた︒

十五455

十四108国

ならず解決してくれるにちがいない︒﹂

十三215園

植えることです︒

十三208

調べられる︒

十三117

むすびかた

年ぐらいのむすごがいるらしく︑

十一8610園

す︒

十一742園

そりゃあ︑船長のほうがむずかしいだ むすこさん ﹇息子﹈︵名︶2 むすごさん

自分のむすこだと思いこんでいるようすですよ︒

十一8611園同じ年ぐらいのむすこがいるらしく︑

年ぐらいのむすこがいるらしく︑

十一8610園

むすこ

ます︒

十三452

きれいに︑むだのないようにへんしゅうす むずかしさ ﹇難﹈︵名︶1 むずかしさ

問題だね︒

ろう︒

十一263

たむずかしい本でした︒

それは﹁大学﹂といって︑かん文で書い

十一911囹

と︑どっちがむずかしいだろうね︒﹂

十一99園

しいのは︑コックスだろう︒

十一85囹

やっぱり︑いちばんだいじで︑むずか

六785園とにかく︑命のことはむずかしい大きな

るのは︑むずかしいことでした︒

六697

てもむずかしいことをいって︑

三価7

だんだんおもしろくなりました︒

ニー19

ク︾

むずかし・い

きみがむしりとったんじゃないか︒﹂と︑

らだのけをみんなむしりとってしまいました︒
九9610囹

﹇錘﹈︵名︶2

ボタンをとる︒

むしろ
やりました︒

七952 寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて

むす

八鵬4 もみをむしろの上にひろげてほしました︒
﹇生﹈︵五︶1

無数

十五719 町の東にある寺の一角に︑こけむす一つ

む・す

﹇無数﹈︵名︶1

のおはか︑

むすう

とは︑むずかしいでしょう︒

三462 わにざめが︑論うさぎをつかまえて︑か 十二393 この日が自分にもたらした喜びを思い返

むしりと・る

きな写眞を二まい︑︿略﹀送ってくださった︒

十五661りっぱなむしゃ人形にそえて︑︿略﹀大

むしゃにんぎょう ﹇武者人形﹈︵名︶1 むしゃ人形

十五梱6囹

からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十98 少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな心

かた足でふんでしまったのです︒

八112 うちがわでむじゃきに遊んでいたピオを︑

むじゃき ﹇無邪気﹈︵形状︶3 むじゃき

むじゃき一むすびつける

むすびめ一むちゅう
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むすぶ

結ぶ

︽ーバ・ーブ・

むすめたち

むすめ

5ひとりむすめ・

その小さなマッチ逸りのむすめは︑自分

︹課名︺2

むすめたち

むすんでひらいて

ほかのむすめたちは︑野原で遊んでいる

げに歌ったり︑

八2810園
のに︑

むすんでひらいて

無責任
どうでもいいというような︑無責任な︑ひ

﹇無責任﹈︵形状︶1
十3112

むだ

きれいに︑むだのないようにへんしゅうす

﹇無駄﹈︵名︶1

きょうな考えをもちたくはありません︒
むだ

六696

るのは︑むずかしいことでした︒

ほかの人たちは休んだりむだ話をしてい

るのに︑金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

十︻216

うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの

﹇鞭﹈︵名︶7 むち

ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らしま

﹇夢中﹈︵形状︶7 むちゅう

母やおばがくわをいれるあとから︑ぼく

むちゅうでやっていると︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴っ

九4211団

た︒

七525

三793 むちゅうであそんでいましたので︑

むちゅう

ヒュウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

九699 ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺん︑むちを

どんぐりはみんなしずまりました︒

九679 ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴らし︑

ました︒

九672 ぎょしゃが︑むちをヒュウパチッと鳴らし

したので︑

九6510

ウパチッ︑ヒュウパチッと鳴らしました︒

九638 こんどは︑草むらをむちで二三べん︑ヒュ

て︑だまってこっちをみていたのです︒

九556 男が︑ひざをまげて︑手に皮のむちを持つ

むちでぶちましょか︒

三572圃

むち

そのゆめのような考えをわらった︒

十407 村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

その小さなマッチ怠りのむすめの考えた むだぼね ﹇無駄骨﹈︵名︶1 むだぼね
ほのおは︑その小さなマッチ回りのむす

いく百もの小さな人形が見おろして︑

元日の朝︑人々が︑マッチ重りのむすめ
﹇娘達﹈︵名︶2

の︑ひえきった小さななきがらを見つけたとき︑

十四皿2

マッチ遮りのむすめを見てわらいかけた︒

十四987

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒

十四961

ことはそれであった︒

十四936

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった︒

十三3511 はとにふえをむすびつけてとばすのであ 十四933
るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴る︒

むすびめ

十五352 色のちがった貝や︑じゅずだまを結びつ
﹇結目﹈︵名︶1

けることも行われた︒
むすびめ

﹇ 結 ﹈ ︵ 五 ︶7

五808 むすびめがとけて︑ほうきがおちました︒
むす・ぶ

一82囲むすんで︑ひらいて︑てをうって︑む

ーン︾

すんで︑またひらいて︑てをうって︑

一85間てをうって︑むすんで︑
はしも柱︒

十一418圃池にむすぶはうすごおり︑庭に立った 八272 星のかんむりをつけたむすめたちが︑負し
十三528 わたしの日々が︑自然をしたう心で︑一
日一日と︑むすばれていくように︒

十五348 それで大昔には︑なわを結んで︑︿略﹀

10

むせきにん

などによって︑いろいろな考えを表わした︒
一24 三 むすんでひらいて⁝⁝⁝八
十五5110 祖父たちの間に結ばれた心が︑︿略V︑ま 一81 三 むすんでひらいて
ごたちによってふたたび結ばれることになった︒
︵名 ︶

十五521 ふたたび結ばれることになった︒
﹇娘﹈

マッチうりのむすめ

むすめ

八2810園 うちのむすめは︑こうしてはたらきつづ
けているのは感心なことだ︒

たちはむちゅうになっていもをひろいました︒

十264 男の子が︑むちゅうになってかけてくる︒

まあ︑そのようなありさまで︑せっか
くのおたずねもむだになるようなわけだが︑

むだ話

もう︑むだ口をきく人は︑ひとりもありま
﹇無駄話﹈︵名︶1

十五328

うです︒

十五326

いままでむちゅうになって少年目がけて

けれども︑職っている人と鳥とはむちゆ

で︑まだむちゅうになっているのである︒

十一56 大学生に頼んで乗せてもらったうれしさ
十五968囹

むだなことだよ︒

十五557園

八291囹 むすめのために︑りっぱなむこをさがし むだ ﹇無駄﹈︵形状︶2 むだ
てやろう︒

八313 天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む
すめのむこにもらいました︒

むだばなし

せんでした︒

九861

八718 にわとりにはこずきまわされ︑えさをくれ むだぐち ﹇無駄口﹈︵名︶1 むだ口
るむすめには足でけとばされた︒

なったり︑わかい男になったりするときには︑

十635 役者がおじいさんになったり︑むすめに

75r7

とびかかっていた大わしは︑
六つ

十一64園それを思うと︑ぼくは胸がわくわくす
る︒

かえるがひとひよこ︑ふたひよこみひよ

こ︑あわせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ︒

四683

おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ むら ﹇村﹈︵名︶35 妊むおいらせむら・かやまむ
ら・となりむら・にしむら・ひがしむら

﹇六﹈︵名︶1

めの泉に︑

十一178

むつ

むっつ

﹇六﹈︵名︶2

十五65図魍六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

心を休めるような希望乏︑胸をこおらせ

むっつ

十一795

三2310

あちらの村でもこちらの村でも︑

十一826

六397園 でも︑村に帰らなくちゃ︒

﹁︿略﹀︒﹂とよびながら︑走ってきました︒

五855 そこへ︑村の子どもたちが︑﹁︿略﹀︒﹂

でましょう︑町にでましょう︒

五54 さあ︑はいはいをして︑たっちして︑村に

らない人ばかり︒

四⁝⁝8圃生まれた村にかえったら︑だれも知

生まれてはじめて︑くやむ心と悲しみと

手首やむねなどには︑まがたま︑まるた

九338團村の子どもがきょうそうでとりにいくの

かかりました︒

八474 どんどん歩いていくと︑さびしい村にさし

樂しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

六407

かれは︑その胸に国運回復の計画をたて︑ 六406園 もう一どあの村に帰りたいなあ︒
村の子どもや︑︿略﹀などの︑きれいな︑

まなどがかざつてあります︒

十二梱9

知って︑胸がいっぱいになりました︒

勝つことをいのってくれていることを

に胸をさされました︒

十一一388

が︑胸がせまって息もつけませんでした︒

三2310 あちらの村でもこちらの村でも︑こう
いって︑この大きな木をみあげました︒

一112旧いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑
るような失望とのあいだで︑

胸

少年は︑父親のうでの中にたおれました

一116園いつつ︑むっつ︑ななつ︑やっつ︑
むてっぽう ﹇無鉄砲﹈︵形状︶1 むてっぽう
でした︒

むなげ

八910 一方では︑とてもむてっぽうなきかんぼう
﹇胸毛﹈︵名︶1

むね

四476 あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ 十二813

むなげ

にあたりました︒
﹇胸﹈︵名︶27

十三1812

その文字の意味がわかってくると︑いっ

その顔にほほえみをたたえて︑
十三353

そうその美しさが胸にきざまれる︒
母を思う子の眞情は︑遠く海をこえて︑
私たちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四62

それは︑七月の二十八日でしたが︑村で

で︑たいそうにぎやかです︒

村の林の上に︑大きな半円形のにじがか
かっている︒

十201

いてあるのだ︒

民心10囹私たちの村の用水も︑このまつ川からひ

九軒9 帰りは︑村までくだりの坂道だ︒

美しい白さぎがたくさんまいおりていましたが︑

九418團ぼくたちがこの村へきたころは︑湖には

田んぼに落ち︑湖にまでつづいています︒

九365團 たきになり流れになって︑村の中を通り︑

いちばんおそい植えつけでした︒

せまって來たこのあくまの胸をめがけて︑ 九359團

十四4110園胸をはれ︒
十五311

少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑

全身の力をこめて投げつけました︒
十五316

どうししや

同志社をわが子のように︑だいじに胸に

胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五603

だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑

新島のおばさんとの思い出は︑いまも私
おどる胸をおさえながらたどりついたげ

の胸にやきついている︒

十五655
十五6711

んかんには︑

十248 あせまみれになった工員の顔︑胸︑うで︒ むひよこ ︵名︶1 むひよこ

九992 このボタンをみたまえ︒﹂と胸をみせる︒

ほりおこすとき︑胸がどきどきしました︒

九4210團大きなうねの鳳だが地われしているのを

九305図幽歩みくる胸のへにちようとびわかれ

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

九249 その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の

いれていました︒

七947 あと足を長くのばして︑まえ足を胸の下に

た︒

七548 ぼくは︑うれしくて︑胸がどきどきしてい

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七415 かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア

らんなさい︒

六792園 ほら︑左のむねのところに手をあててご

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

六454 ﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

から︑まちがいはありません︒

五154 ゆくさきはむねのところに書いてあります

むね

むつ一むら

むら一むり
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十225 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ
ざくらの花︒

十3210

さきち

ながわ

もしそれができなかったら︑これからの

一つの難題をもちだした︒

十二581
﹇斑﹈︵名︶7

むら

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑

水のすむのをまって︑むらのないようにま

六佃2 クレヨンで色をつけ︑バックをむらさき色

顔はむらさき色になり︑呼吸はいよいよ

にぬりつぶしたら︑

十一887

﹃冬の日の幸福﹄は︑こごえた手のた

困難になりました︒

めに︑きれいなむらさき色のマントを開きます︒

十五 1園

︽ーッ︾

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

十五215

けわしい山が︑むらさきがかった大空の

そのひえかたがどこも同じではないので︑
むらさきがか・る ﹇紫掛﹈ ︵五︶1 むらさきがかる

その光が同じようにならず︑むらになつ

村じゅう

村じゅうの者から氣ちがいあつかいにされ

﹇村中﹈︵名︶1

るのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑

十333

むらじゅう

べりに道もあったが︑いまはそれもなくなって︑

九伽5 はじめの八キロほどは︑村ざとがあって川

そのときできる氣流のむらが︑光をおり むらざと ﹇村里﹈︵名︶1 村ざと
しかし︑それも︑前の温度のむらとなに

湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

︽ーッ︾

村人の目を

集合地は︑村はずれの一本すぎのそばで

﹇村人﹈︵名︶1 村人

冬のしたくをとりいそぐ

こまっていたたくさんの深々は︑だん

だんゆたかになっていったということです︒

三295

村々が︑日かげになります︒

三234 まいあさ日がでると︑この木の西がわ︐
のなん十という村々が︑日かげになります︒
三235 こごになると︑東がわのなん十という

﹇村村﹈︵名︶3 村々

なぐさめる︒

十一394圃

むらびと

あった︒

九脳8

地面の空巣が︑日光のためにあたためら むらはずれ ﹇村外﹈︵名︶1 村はずれ
へんあぶないものです︒

むらがる

れてできるときのむらは︑飛行家にとって︑たい

十四751

さとのむらが︑どうなるかということは︑

十四742

か関係があることだけはたしかでしょう︒

十四7312

曲げるためなのです︒

十四733

て︑茶わんのそこを照らします︒

十四728

ところどころ特別につめたいむらができます︒

十四7111

きました︒

八965

﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑こむら

とよだ

十238 窓からみえる村の家︑まつなみ木︑竹やぶ︒
ういってあざけられた︒

十367 村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑
ふしぎな機械に目をみはりながら︑
十407 村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑
そのゆめのような考えをわらった︒
十659 ある村に︑けちんぼのだんながありました︒

か

十一142 あれは︑この村のさみしがりやの小すず
めだ︒

十一192 二宮金次郎の生まれたところは︑神奈川
けん

縣のかやま村といって︑さかわ川にそった村です︒

た︒

十一193 この村に︑ぎんえもんという人がいまし
十一196 村の人たちが困って頼みにくると︑

十一256 遠い山へいって︑しばをかったり木を
切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

﹇群﹈︵五︶！

赤や青やむらさきのたまができました︒
みどり色のかわりに︑むらさきをぬったら︑

ニー47
九49

むらさきのかわりに︑茶色をぬったら︑ど

どうなるでしょう︒

九52

むらさき色

あなたがたふたりが︑あの旅人をうた

がつたのも︑むりはない︒

七856園

﹁あけぼののむらさき﹂とか︑﹁こはく むり ﹇無理﹈︵名︶2 むり

うなるでしょう︒

十五954

むらむら

熱い水蒸氣がひえて︑小さなしずくに
なったのが︑無数にむらがっているので︑

十四632

むらが・る

十一273 村の人たちは︑こう︑うわさをしました むら ﹇群﹈5くさむら
が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続けました︒
まわれるようになりました︒

十一303 やがて︑村をすくい︑多くの人からうや

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

十一333圃 かきのわか葉に日の照るころは︑矢車 むらさき ﹇紫﹈︵名︶4 むらさき与うすむらさき
十一611 さいわい近くの田で働いていた村の人た
ちに助けられて︑

十一639 少年は︑ナポリの近くにある村からきた
のでした︒

十一一578 昔︑神山のおくにおにが住んでいて︑毎

﹇紫色﹈︵名︶3

のつゆ﹂などがあらわれます︒
村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑ むらさきいろ

二村にあらわれては︑田や畑を荒らすので︑
十一一579
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むり

ちになったのもむりはありません︒

十二404 面持があらあらしくなり︑かんしゃくも
﹇無理﹈︵形状︶7

七346 むりにわりこもうとする男の人もあり︑足

むり

をふまれて︑おこっている女の人もありました︒
七797 むりにつれていく︒
りにいばっていいますと︑

九641 やまねこがすこし心配そうに︑それでもむ

りしていることとは︑ちがったものになります︒

十556 むりに書くと︑自分が︿略﹀たり︑考えた

かそうとしました︒
病人は

︿略﹀︑ときどきむりにくちびる

十一807 いくどもいくども︑むりにくちびるを動
十一8811

を動かして︑なにかものをいいたげにしました︒
べるのはむりですが︑
むれ←ひとむれ

十四693 どれもこれもみんな︑茶わんの湯にくら
﹇群﹈︵名︶18

五974 まいにち︑わたり鳥のむれがとんできます︒
五975 その中には︑ひわのむれもありました︒
むれが︑かかしの方へとんでくる︒

むれ︒

十三48

まるで︑息をこらしてしずかにしている︑

その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

子どもたちのむれのように︒

十三51

はとがむれになってとんで古ると︑ふえ

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三361

地球をとりまいている天の川の内がわに

の音がおのずから和音をふくみ︑

十四339

風にあおられた雪のむれが︑道を消し︑

あるたくさんの星のむれなのです︒

十四869

朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

十五213

山の上の方に︑また下の方にちらばって

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑

十五222

小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ

いるひつじのむれを追いでもするように︑

十五9611

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは

らいこけたりしながら︑

十五992

すこしせの高いのが︑廣間の中にかけこんで重て︑

太郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれて
とんでいる景色を思い︑
むうまち
﹇室町時代﹈︵名︶1 室町時代
十二㎜11

室町時代の藝術品です︒

むうまち

むうまちじだい

十二948

六414 つむじ風のように︑列をつくったつばめの む・れる ﹇群﹈︵下一︶1 むれる ︽ーレ︾
六428 つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに
なる︒

列車のようにとぶつばめのむれ︒

六432 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を
六435 山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた

﹇目﹈︵名︶慨

め

目呂あみのめ︒あみめ・い

ちまいめ・いっかめ・いっかめごと・いとめ・お

め

め・おめめ・かため・ごにんめ・さけめ・さんじか

んめ・さんだいめ・さんどめ・さんにんめ・さんね

め9じゆうにどめ・じゅうににちめ︒しりめ・だい

んめ・さんぱんめ・しまめもよう・じゅうごばん

いっかいめ・だいさんかいめ・だいさんばんめ・だ

いにかいめ・だいよんかいめ・とおかめ・なわめ・

にかいめ・にはつめ・にばんめ・はっかめ・ひと

め・ふつかめ・みつかめ・むすびめ・やくめ・よこ

め・よそめ・よっかめ・よにんめ・よねんめ・よば

目はふたつ︑みみもふたつ︒

めもっかいます︒

んめ・ろくじゆうにちめ・われめ
一154

せんせいの目のなかに︑わたしがいま

﹁けさ︑あなたは︑その目でなにを

一272

一288園

一421

みましたか︒﹂

よなかに目をあけると︑おとうさんが

せんせいの目のなか︑ひろいな︒

すよ︒

一434

一425

一501

みんなながいみみのある︑あかい目の

そばにたっていました︒

一521

すずしいかぜがふきこんできたので︑

うさぎさんでした︒

︻528

おとうさんも目をあけました︒

目がさめました︒

おかあさんのこえで目がさめました︒

それなら︑あなたの目のなかにふた

一649

一657囹

X囹

﹁目にみえるものと︑みえないもの

つひかっていますよ︒

三1210

いや︑目でみなくても︑手でさわった

はんたかは目をかがやかせて︑おしゃか

ことがあるかい︒

二331園

とに︑わけたらいいとおもいます︒﹂

一一

まりになってとぶつばめのむれ︒
あり︑一万光年の星もあります︒

八359 百光年の星もあり︑一千光年の星のむれも

め

八741 がんのむれが︑そろってあしのあいだがら め ﹇奴﹈尋くされぎめ・つるめ
とびたった︒

十191 その下で︑雨やどりをしているにわとりの

P0

むれ

むりめ

め一め
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﹁へのへのもへ﹂のかかしが︑むねをはっ

いなものが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六455

さまのおかおをみつめました︒

三161 はちをもった手が︑するするとおしや
かさまの目のまえにのびてきました︒
六457
六703

死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ

目もはなもロもっけました︒

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

六佃1

おにが︑目をつぶって︑﹁︿略﹀︒﹂とさけび

おかあさんは︑目をまるくして︑

うさぎさんたちがあまりガヤガヤ話をする

校門のかしの木は︑目をさまして︑しずか
あちこちのまどがあいて︑教室も目がさめ
いきなりさぶろうをだきあげ︑となりのお
目をさますと︑向こうの席にひとりの青年
目がさめてみると︑らくだがいません︒

八295

その目といい︑ふえの音といい︑申しぶん

のないけだかさがこもっています︒

八562 朝早くはまにでてみると︑目のとどくかぎ

波うちぎわのかもめが目について︑

り︑美しい砂地がみわたされた︒

八568

しきが目のまえにひらけてくる︒

八582 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

の屋根や停車場が目についた︒

八584 足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

︑
ノ8
50
1みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

ついた︒

八593 向こうの山の谷まにのこっている雪が目に

みたいだけみさせてやった︒

八618 みどりは目のためにいいから︑親あひるは

八721 そうして︑目をふさいだが︑またさきへと

したは口からたれて︑目はみにくく光って

んでいった︒

八7411
いた︒

八㎜3 風のくる場所で︑目の高さぐらいのところ

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

からごみをふきとばさせます︒

九141

けれども︑いちろうが目をさましたときは︑

目をさます場面を演ずることがある︒

九489

九712

にわかにぱっと明かるくなって︑目がち

みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑

黄色なじんばおりのような物を着て︑みど

まだなにかいいたそうに︑しばらくひげを

り色の目をまんまるにして立っていました︒

九601

足もひどく曲がってやぎのようですし︑

九561

くっとしました︒

九5410

ねずみ色の4ひきは︑生まれてから12丸め もうすっかり明かるくなっていました︒
目さえあけたりとじたりして︑からだをふ
すえの女の子などは︑目をなきはらしまし
目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑
すずめにみつけられたらたいへんです︒

八214

たが︑もうどうすることもできませんから︑

八122

るわせてもう虫の息です︒

八117

のきょう︑みんな︑目があき︑

七968

七807園

が立っていた︒

七414

じさんの目のまえへ︑つきだしました︒

七393

た︒

七61

にしんこきゅうをした︒

七47

ので︑目をさましてしまいました︒

六㎜1

ました︒

六梛5

遠くはなした︒

六9910

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

六728

ねが︑いちめんにつづいている︒

かかしの目のまえに︑風にそよぐ金色のい

て︑目をむいて︑たんぼをみわたしている︒

三379園︺ときどき目をひらいてわたくしをみ
ます︒

目です︒

三381園 うさぎの目はもも色のかわいらしい

かぜに

三381囹 うさぎの目はもも色のかわいらしい
目です︒

ゆれゆれさきました︒

三503圃 かなかなぜみも目が さめて︑

四131 どこも︑この町の目です︒

四437 けさも早くから︑三十ぱのがんは目を
さましました︒

いました︒

四531 目のまえに︑高い︑高い山がそびえて
四794 目にみえるもの︑みえないもの︒
五429團 つばめが︑私のすぐ目のまえを︑いった
りきたりします︒

五545囹 ﹁ほんとうに︑はるおさんは目が早いの
ね︒﹂

五583 やっと目をはなして︑ばんをごろうさんに
ゆずりました︒

五748 おばあさんは︑おじいさんには目もくれな
いで︑けらいに︑﹁︿略﹀︒﹂といいつけました︒

五871園黒いかみのけがふさふさして︑まるい目
が二つあって︒

五872園 どのおにんぎょうでも︑目は二つですよ︒
五876囹 おかしいわ︒目が四つもあっちゃ︒

六45 いろいろな音や︑みたこともないような物
が︑ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかりで︑
六447囚囚 ぼくが目をさましたときには︑おびみた
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め一め

ひねって︑目をぱちぱちさせていましたが︑

九732 やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ
ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒
九佃6 そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑
先生たちは︑もう目のまえにこられた︒
パタパタという羽音がきこえてきました︒

九番4 目をつぶってしずかにしていると︑また︑
九悩6 目のまえのばらの花が動いています︒
ています︒

九欄8 目をつむると︑だれかが︑くもの頭をなで
九襯7 そのひょうしに︑くもは︑目がさめました︒
九三4 くもは︑目がさえてなかなかねむれません︒
とうさんが通るたびに︑目をまるくしました︒

十76 日本人をみたことがない子どもたちは︑お
十345 はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑
たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒
ふしぎな機械に目をみはりながら︑

十368村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく︑
十5610 ふくろうは︑目をくりくりさせて︑とまり
木の下におりていってしまいました︒

るかわからない︒

十718園 だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ
十一177 いいことと︑正しいことは︑おかあさま︑
あなたの目から教えられました︒

びっくりでもしたように︑大きくみ開い

た目をあけて︑

十一682
病人は︑いっしんに少年をみつめたあと

で︑目を閉じました︒

十一7011

いすをひきよせて︑目を父親の顔からは

なさないで︑こしをおろして待っていました︒

十一715

でも︑ハンカチを目にあてているときに

は︑じっとみつめていました︒

十一768

ねむったあとでは︑目を開いたときに︑

その小さな看護人をさがすようにみえました︒

十一777

病人は︑だんだんしっかりした目を少年

の上にすえて︑

十一803

病人は︑そのとき︑目を開いて︑じっと

少年をみつめました︒

十一8412

チチロは︑いよいよよくせわをして︑

また︑やさしい色がその目にうかぶこと

ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし

十一8810
た︒

十一891

病人は︑目を開いて少年をじっとみて︑

もありましたが︑

十一898

一方の手で花たばを取りながら︑一方の

そうして︑また目を閉じました︒

そうして︑また目を閉じました︒

十一899
十一9111

手で目をふきました︒

私の目にはなみだがいっぱいだまりまし
まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑

なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし

目にもとまらぬボールが︑ネットの上を

くいれてありました︒

十一一838

大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

右に左にと︑ゆききしました︒

十一一柳7

その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十三49

さかんな春のきざしは︑よもにあらわれ

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三71

この天動説では︑どうしてもかたつかな

て︑目に見えぬかすみのようにたなびいている︑

十三136

目がさめたころ︑遠いところを通るその

いようなことが︑目についてきたのです︒

十三321

ただ︑あいてになる人が︑見物人の目に

声を聞くのは︑ゆめの中の声のように思われる︒

十三447

目を細くして︑ありありとその絵を目の

つかないだけです︒

十三576

その絵を目の前に見るようなようすを

前に見るようなようすをなさいました︒

十三577

ぼくは︑それを聞きながら︑目をあげて︑

かべにかかっている一まいの絵を見ました︒

十三603

﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

に見えるような氣がします︒

十四174長長には︑おかあさんのおすがたが︑目
十四216

あなたがたのものを見る目︑ものを考え

きになる文字に目をそそいだ︒

人類全体を︑そうして︑うちゅう全体を

いろいろのこまかいことが目につき︑さ

すかして見ると︑しずくのつぶの大きい

のが︑ちらちらと目に見えます︒

十四635

まざまのうたがいがおこってくるはずです︒

十四626

ながめわたす大きな目をもってください︒

十四376

る力が大きくなっていけば︑

私の心の目をあらゆるものに向けて開い 十四3110

それは︑先生が與えてくださった新しい

てくださるため︑

十一一3211

十二768

十二452園

た︒

十二387

目で︑すべてをみるようになったからです︒

大ぜいの目のまえで︑﹁︿略﹀︒﹂とさけん 十二382

のしたくをとりいそぐ 村人の目をなぐさめる︒

十一394圃 はじの葉も︑赤く黄色く色づいて︑冬
十一4512
だ弟よ︒

考えぶかそうな目をしていました︒

十一638 少年は︑色のあさ黒い︑おも長な顔で︑
十一6711 その後からついていきながら︑おどおど
した目を右に左に向けて︑

十五144図魍 目をあけてつくづく見ればばらの木
にばらがまっかにさいてけるかも
十五245 急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女
の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五704

せきあえぬなみだに目をくもらせたおば
おじさんは︑年とられてから目がわる

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

十五7011園

十五柵7 やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり

でも︑どうしてみんな︑目にいっぱい

の目にはなみだが光っていました︒

なみだをためているの︒

十五佃10園

めがでないことはありません︒

﹁でもね︑そのたねからめがでなかった

こうすると︑なわしろにまいてから︑早く

﹂

五614囹

八957 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ

めがでるということです︒

八9410

ら

五612園

五397團茶色の木のめもみえます︒

五395團山の木のめがではじめました︒

め

ふかい思い出にうたれている私の目の前 め ﹇芽﹈︵名︶16 め﹇▽あおめ・きのめみち・．わか

くなってね︑

親の目から見れば︑自分の子女は︑︿略﹀︑

神の目から見れば世界の人類はすべてそ

﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

こうもりのように目が見えない︒

十五883園

だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五834園あれがこの世の中でいちばんふとった

の愛する子どもなのだから︑

十五749

かわいいことはみな同じであって︑

十五742

で︑博士は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

十五2711 人々の目には︑小さな小さな黒い点かな 十五734
にかのようにしか見えなくなってしまいました︒

十五307 その目︑そのくちばし︑その羽音︑まつ
たく大きなあくまです︒

十五3011 ちょうどそこに︑手ごろなとがった岩の
かけらが目にはいりました︒

十五3012 石を取るが早いか︑目の前ニメートルほ
どまでせまって來たこのあくまの胸をめがけて︑
胸に︑目に︑ひしひしとあたります︒

十五317 少年の投げつける石は︑鳥のつばさに︑

いつ︑めがでるでしょう︒

これが︑ほんとうにめになるのでしょうか︒

い︑白いめのようなものがでました︒

8

ふたりとも手はパンのしんだし︑目は

もものジャムですよ︒

95

7

十五885園

十五916園すこしの休みもなく︑飲む︑たべる︑

ノ天

96

ひがんすぎれば風あたたかく︑木々の

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

小さき虫の出でてとぶ見ゆ

十五108図圃ばらの木の赤きめをふくかきの上に

するどい角をのぞかせた︒

十三57 あさい水には︑あしのめがすくすくと︑

めのむれは︑おたがいにひじをつつきあって︑

十三51 その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木の

めやぎのおちぢ︑ ﹈つ一つかおる︒

十一5610圏

つぼみも草のめも︑日々に色づきふとりだす︒

十一311圏

きました︒

ひたさない種もみからも︑やっとめがでて

ひたさないほうは︑まだめがでません︒

種もみから黄みどりのめがでました︒

ノ天

96

十五326 血まなこになって目の前のてきを相手に
しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

﹃ふとった幸福﹄どもが︑ひどい目に

ノ、

96

め 2 メ め

ちがったように思うのは目のせいです︒

ねむる︑いやはや目がまわるようだ︒

十五962園

十五9411囹

たべたり︑飲んだり︑目をさましたり︑

あわせたのだよ︒

十五棚1園

あなたの二つの目をたましいのどん底

息をしたりして︑くらしているのですもの︒

十五柵4園

におちつけて︑よくごらんなさい︒
なんにも見えないのだからね︒

十五皿6囹人間というものは︑目を閉じていると︑

ほんとうにおかあさんの目だ︒

おかあさんの目の中には︑星がいっぱ

みだは︑目の中の星になってしまうのですよ︒

十五備3園
いある︒

十五瑠4囹

ノ天

9了

109

十五338 目の前の美しい︑大きなユングフラウの
まつ白な山までも︑

十五4910 ただわずかに外國人がこれに目をとめて
買うことがあるということを聞いて︑
のは︑

十五5310 しずかに室内にはいった私の目に映じた

十五545 博士は︑しずかに歩みよる私が手にして
おたる

いるしょうかい状に目をそそいで︑
十五658 小樽で目についたといって︑
は︑たまのようななみだが流れ出た︒

十五678 そのなつかしい顔をあおいだ私の目から

しゃにむに私をおく深くひき入れた︒

十五688 おばさんは目になみだをためながら︑ 十五佃2園 ほおずりをしてもらえば︑すぐそのな
十五692 きずのあるみけんの下にかがやく目は︑
思いなしかやわらいで見え︑
十五696 おばさんのことばに目をうつすと︑

八

4

め一め
762

763
めあて一めいわくしごく

目にみえるもの︑みえないもの︒

﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑これらも

四794 め
六三4囹
﹇目当﹈︵名︶2

目あて

はなの音であることがわかった︒
めあて

八567 そこで︑向こうにみえるまつの木を目あて
にして歩きだした︒

︹人名︺一

メァリ

八571 しっかり目あてをみさだめて歩いてみよう︒
メアリ

十三498 メアリとスーザンとエミリとが︑かわい
めい

い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒
﹇姪﹈︵名︶2

あります︒

﹇明治二十三年﹈︵名︶1

めいじ
めいじしょねん ﹇明治初年﹈︵名︶1 明治初年
めいじ
話は明治初年のころにさかのぼる︒
十五452

めいじにじゅうさんねん
めいじ

それは︑明治二十三年︑佐吉が二十四才の

明治二十三年

めいじ

十371

めいじ
﹇明治二十年﹈︵名︶1 明治二

ときのことである︒

めいじにじゅうねん

名手5せかいてきめい

知識が開けず︑科学の進まないところに

迷信δちしきとめいし

チルデン選手は︑アメリカきっての名手

﹇名手﹈︵名︶1

十年
さつぼろ
十五605 新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう
めいじ
外に養っていたのは︑明治二十年の夏であった︒

です︒

ん

めいしん

十三910

﹇迷信﹈︵名︶4

十一一828

しゅ

十二243 わたしには︑かわいいめいとおいにあた めいしゅ

めい

ります︒

﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作ら

年三ヶ月で︑まだ歩けません︒

十二245 めいの民ちゃんは︑二つ︑満でいえば一

十五376

めい 1 明
れ︑

名画

知識によらず道理によらず︑いたずらに

ここまで話がすすむと︑みんなは︑めい

五ひきのうさぎさんたちは︑めいめいにあ

めいじぶんのことが思いだされてきました︒
六協3

はん長は︑めいめいのはんのにんずをか

なをほりはじめました︒

七167囹

ぞえたかね︒

九764 めいめい︑シャベルや移植こてなどを持つ

それから︑道具を集めて︑めいめい持つ

て︑角のむきみ屋のところに集まっていました︒

九867園

てきた物があるか︑おしらべなさい︒

一つの太陽の下で︑みんながめいめいの

十一144 小鳥たちはみんなめいめいの歌を歌う︒

それは︑めいめいの生活や経験が同じで

歌を歌っている︒

十一146
十二927

ところがこれを読んだ人々の心には︑め

ないためである︒

十一一947

めいめいの歌

めいめいの歌⁝⁝⁝十二

︹課率︺2

いめいちがったものが思いだされてくる︒

めいめいのうた

十一23 二

九702囹

1 命令する ︽一

どうかこれから︑わたしの裁判所のめい

︵サ変︶

よ判事になってください︒

めいわく

﹁︿略﹀︒﹂と命令した︒

めいれい・する ﹇命令﹈

十五652

シ︾

﹇迷惑﹈︵名︶1

めいわくし

十3011 うちじゅうの人たちに︑めいわくをかけな

めいわく

﹇迷惑至極﹈︵形状︶1

いようにしたいと考えます︒

とですが︑せみの子からいえば︑母親のちぶさに

八169 これは︑木からいうとめいわくしごくなこ

ごく

めいわくしごく

知識を廣め︑学問を研究して︑迷信を
めいぶつ

みんなよろこんで︑めいぶつのおだんご

﹇名物﹈︵名︶1

めいめい

﹁では︑めいめいのかんがえどおりに︑

﹇銘銘﹈︵名︶10

四391

わけてごらんなさい︒﹂

ニー12囹

めいめい

や︑おもちを︑ごちそうしてくれました︒

一599

めいぶつ

まったくとり去ってしまうようになれば︑

十三124

理由のないことを信ずる迷信は︑

十三122

るのを︑迷信という︒

﹇明暗﹈︵名︶1 明暗
は︑迷信が行われる︒
十一121 二 めいめいの冷
十三5711園絵は︑写眞で見ただけでは︑明暗はか 十三112 このように︑道理にあわないことを信ず めいよはんじ ﹇名誉判事﹈︵名︶1 めいよ判事

めいあん

﹇名画﹈︵名︶1

なりわかるが︑色がわからない︒
めいが
明治

十三608年号あれも︑西洋の名画でしょう︒
とくがわ

﹇明治﹈︵名︶2

十五453 徳川時代の長いしきたりが︑明治になつ

めいじ

てすっかりようすを変えてしまったので︑

十五485 明治になって︑はん主の保護がなくなつ
たうえに︑

めいじごねんくがつじゅうににち ﹇明治五年九月十
二日﹈︵名︶1 明治五年九月十二日
二日︑はじめて日本で東京横浜間を走ったもので

よこはま

十二備7 これは︑汽車第一号で︑明治五年九月十

めうえ一めぐる

764

﹇目上﹈︵名︶1

すがったようなもので︑
めうえ

めうえ

十655 めうえのいばったものに対してもおそれず︑
メートル・いちてんはちななメートル・いちへいほ

メートル ︵名︶ 一 メートル Oいちてんごセンチ
うメートル・いちメートル・いちメートルあまり・
いちメートルいじょう・ごセンチメートル・ごひや

くメートル・さんじつセンチメートル・さんセンチ
メートル・さんびやくごじゅうメートル・さんメー

めがね﹇Vむしめがね

めがねをかけて石を切る︑

﹇眼鏡﹈︵名︶6

おじいさんにいただいた古いめがねのたま

三507囲

めがね

六994

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

と︑︿略﹀小さな虫めがねがでてきた︒

六9910

どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに

遠くはなした︒

六㎜5
ひろがって︑

ちょうど︑めがねのたまがはまるくらいの

︹地名︺2

メキシコ

その一方のはしに︑めがねのたまをはめた︒

大きさにまいて︑

南川5
六諭6

トル・しごじゅうメートル・しじゅうメートル・し

せんひやくしちじゅうメートル・じゅうご戸長ト
メキシコ

メキシコのテニス選手キンゼーと私とが︑

テニスコートには日本とメキシコの國旗

が美しくひるがえって︑

十二774

いよいよ試合をする日のことでした︒

十一一773

ル・じゅうメートル・なんじゅうメートル・なん
メートル・にセンチメートル・にメートル・はちく
メートル・はちじゅうごセンチメートル・ひゃくご
じゅうメートル・ひゃくメートル・やくじゆうにへ
いほうメートル・ろくセンチメートル

目がける

めく

それが︑めきめきと大きくなり︑︿略﹀

Oかげえめく

美しいつやつやしたしゅの色がさしてきた︒

十ニー39

八339 ふだん︑私たちは︑メートルという署名を めきめき ︵副︶1 めきめき
用いてきょりを計りますが︑

めが・ける ﹇目掛﹈︵下一︶4 めがける
︽ーケ︾

十四826

二階から目ぐすり︒

めぐすり ﹇目薬﹈︵名︶1 目ぐすり
十二8211 試合を見物しようと︑方々の國の人々が︑

そのコートを目がけて集まりました︒

六298圏

なにかめぐんでください︒

十五284 ある岩角のすこしあき地のあるところを めぐ・む ﹇恵﹈︵五︶1 めぐむ ︽ーン︾
目がけておりて行きました︒

二351園

ました︒

二345囹

めくらは︑ぞうの

おなかを

二ばんめの

めくらは︑

なでて︑こういいました︒
二354園

ぞうの

きばに

三人めのめくらは︑ぞうのはなにさ

さわって︑こういいました︒

わって︑

二357園

五人めのめくらは︑足をなでて︑

二3510圓四人めのめくらは︑耳にさわって︑
二363囹
いいました︒

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

めくらが︑ひとりびとりかってなこと

二366囹おしまいのめくらは︑しっぽをもって

二3610園

をいうので︑

で︑そのうえつんぼでした︒

十一一399

ガリレオは︑年をとってもいたし︑めく

らにもなりかけていたので︑

十三162

二339園

めくらさん︑めくらさん︒

めくらさん ﹇盲﹈︵名︶2 めくらさん

めくらさん︑めくらさん︒

呂たてめぐらす

二339園
めぐらす

二349園

六人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

めくらたち ﹇盲達﹈︵名︶1 めくらたち

︹署名︺2

めぐりあい

うのそばによってきました︒
めぐりあい

十五431四めぐりあい

十五36四めぐりあい⁝⁝⁝四十三

どこかでだれかがめくってる︑大きなき

その一まいめをめくって︑くり返しくり

ゆめのように︑眞理のように︑白雲をか

﹇巡﹈︵五︶2 めぐる ︽ーッ︾

十三75

めぐ・る

返し読んでみると︑

十一266

れいな︸ページ︑生きた絵本の一ページ︒

六484圃

あるところに︑六人のめくらがあり めく・る﹇捲﹈︵五︶2めくる︽ーッ︾
わたしたちはめくらだもの︑みること

はじめの

六人のめくらが︑ぞうつかいにたのみ

なんかできないよ︒

二328園

ました︒

二323園

十五311 このあくまの胸をめがけて︑全身の力を めくら ﹇盲﹈︵名︶12 めくら
こめて投げつけました︒

十五329 いままでむちゅうになって少年目がけて
めかた

とびかかっていた大わしは︑
﹇目方﹈︵名︶2

七865 私たちで︑めかたを計りました︒

めかた

した︒

七988 子うさぎと払うさぎのめかたを計ってみま

765
めさき一めっき

たにまとった小山をめぐって︑聞えてくる︒

﹇目先﹈︵名︶1

目さき

十五672 そのうちにクリスマスの日がめぐってき
た︒

めさき

さきに近づいた︒
﹇目指﹈︵ 五 ︶ 2

めざす

目ざす

︽ーシ・

十一428圃 うめもほころび︑こちふけば︑春も目
めざ・す

十二225囹 高い理想をめざして︑いっしょうけん

ース︾

めいけいこをすることだ︒

け︑

目ざとい

︽ーイ︾

十五535 目ざすりっぱな博物館に自動車を乗りつ
﹇ 目 敏 ﹈ ︵形︶1

目ざとし

︽ーキ︾

四553 そこで︑目ざといがんが五六は︑あちこ

めざと・い

﹇ 目 敏 ﹈ ︵形︶1

ちでみはりばんをしました︒
めざと・し

目ざめ

十五52図圃 いかに目ざとき人とても︑声の行
﹇目覚﹈︵名︶1

くえの見えんやは︒
めざめ

目ざめる

︽ーメ︾

十五953 ﹁ばらの目ざめ﹂とか︑︿略﹀とか︑﹁こ
﹇目覚﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

はくのつゆ﹂などがあらわれます︒
めざ・める

﹇召上 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

めしあがる

︽ーッ・

十二379 この生きた一ことが︑私のたましいを目
ざめさせ︑

めしあが・る

四翔6園 さあ︑こえんりょなくめしあがってく

ーロ︾

ださい︒

﹇召使達﹈︵名︶1

めしつかいたち

めしつかいたちもいました︒
めしつぶ

頭の上にも乗り︑口さきのめしつぶもつつ

﹇飯粒﹈︵名︶2

五716

めしつかいたち
めしつぶ

八67

たべのこしのめしつぶまけばうちつど

つくようになりました︒

九宙4実接
めしべ

うすずめの子らと日なたぼこする

見るもの聞くものがことごとくめずらし

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

く︑ゆかいな臭しいものでした︒

十五211
十五218

かかっているおもしろいかんばんも︑か

めずらしい草花をつみながら︑

じつにめずらしい日本人が舞いこんで

れには︑みなめずらしいものばかりであった︒

十五462

來たものだ︒

十五598園

めだ・つ

そのめずらしさ︑おもしろさに︑黒山の人

﹇目高﹈︵名︶1 めだか

﹇目立﹈︵五︶1 目だつ ︽ーチ︾

ニー67 からすすずめめだかかめめじろ

めだか

だかりだったのです︒

八511

花のおしべとめしべとの関係についてい めずらしさ ﹇珍﹈︵名︶1 めずらしさ

﹇雌蕊﹈︵名︶5

十三96

めしべ

うと︑

おしべのかふんがめしべにっかないよう

なくふうと︑いま一つ︑よくっくようなくふうを

十三96

かふんがめしべにつくときはよくみのる

が︑つかないときはみのらないことを︑

十三98

かかしの目だま︑ぐるぐるまわりながら︑

目だまの﹁の﹂の字がくるくるまわる︒

﹇目玉﹈︵名︶3 目だま

六322

一つ

六348

めだま

十四5211園それは︑花の一部であるめしべの根も 八麗9 やくは︑白くてにおいもなく目だちません︒
とが︑大きくふくれただけのものです︒

どうしてそのめしべの根もとがふくれ
て︑そんな大きな実になったかということは︑

十四535園

花火やほたる︑とんぼの目だま︑

大きくなったり︑小さくなったりする︒

十一566圃

目じるし

あれを目じるしにしてやってみよう︒

﹇目印﹈︵名︶1

八574

めじるし

﹇目茶苦茶﹈︵形状︶2 めちゃくちゃ

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

この中で︑いちばんばかで︑めちゃく

ちゃで︑︿略﹀やつが︑いちばんえらいのだ︒

九693圓

ちゃで︑まるでなってないのがえらいとね︒

九684園

めちゃくちゃ

一つ光る︒

︽一・ーイ・

ろばたたい

めじろ

めずらしい

これはめずらしい︒

﹇珍﹈︵形︶8

めじろの声がきこえている︒

めだかかめめじろ

﹇目白﹈︵名︶2

ニー68

めじろ

七621
めずらし・い

五962園

ーク︾

﹇鍍金﹈︵名︶1 めっき

ニリットルにたりなかったら︑めっきの

どんぐりもまぜてこい︑早く︒

九728囹

めっき

れちゃった︒

三804園ぼくの道は︑雨にめちゃめちゃにさ

春になると︑だれもが︑このめずらしいお めちゃめちゃ ﹇目茶目茶﹈︵形状︶1 めちゃめちゃ
山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ

客の帰ってくるのをまちこがれています︒

九252
九416国

︑01

ノ﹂41王さまは︑朝ごはんをめしあがろうとなさ
いました︒

て困りました︒

子どもが大ぜい︑めずらしそうについてき

かるからです︒

八412 さかなをめしあがろうとなさると︑これも

十74
こがねのさかなになりました︒

めつき一も

766

﹇目付﹈︵名︶3

目つき

十163 かしこそうな目つきの少年でした︒

めつき

かりかけでもしたようにみえました︒

はじめ
十四528園花︑とりわけ︑め花がさいて︑
て︑かぼちゃの実がつくのです︒

三508國

目もとをすえて石を切る︑

十一772 その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ めもと ﹇目元﹈︵名︶1 目もと

めったに

コーヒー入れは︑中に小さなめもりの

ようなものがついていて︑

十四131團

十一792 父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ めもり ﹇目盛﹈︵名︶1 めもり
﹇滅多﹈︵副︶1

とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑
めったに

メデシンボール

一つ一つかおる︒

べにばら野ばら︑さんしょの木のめ︑

めやぎのおちぢ︑

十一571圃

十75 そういういなかへは︑めったに日本人もい めやぎ ﹇雌山羊﹈︵名︶1 めやぎ
かないのです︒

︵名︶一

めでたい

︽

﹂とつぶやいた︒

・ーイ︾﹇▽おめで

一

メトロポリ

︽ーエ︾

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その

﹇面﹈︵名︶10

面εおめん・けいしゃ

おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ

能のほうでは︑めんをつけます︒

めん

十637

わかい男のめん︑

おばあさんのめん︑

﹇面倒﹈︵名︶1 めんどう

十308 家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄

めんどう

﹇面倒﹈︵形状︶5 めんどう

や姉の手助けとなりたいと思います︒

あした︑めんどうな裁判をしますから︑

じつは︑おとといからめんどうなあらそ

﹇面﹈ひとのも

も

いがおこって︑ちょっと裁判に困りましたので︑

九609園

考えて︑おそくまでねむれませんでした︒

九486 そのめんどうだという裁判のようすなどを

おいでなさい︒

九476團

いろにくふうして︑うまくはりつけました︒

六佃7 まがっているのでめんどうでしたが︑いろ

まげるのですから︑めんどうでした︒

六柵5 よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

めんどう

も

十五91図工水はしずかに流るると見ればもの花

わかい女のめんと︑それぞれの人物によっ も ﹇藻﹈︵名︶1 も

十639

十6311

﹇面﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾

ホートンに面した家々の門には︑﹁れん﹂
が書かれてある︒

十三349

面する

力のこもった角︑まるみのある面︑

狂言はめんをつけません︒
十一一162

十647

んの藝術とくらべて︑研究されています︒

十6312

大むかしにさかえた︑ギリシアの︑同じめ

一155 つかいます︒いきも

一154をつかいます︒めも

つかいます︒かみ

つかいます︒じを

づかいます︒ここ

っかいます︒いき

つかいます︒まだ

一156っかいます︒こころも

一164 つかいます︒かみも

かいます︒えんぴつも
一163

一119囹︺︒﹂﹁おや︑どちらもおなじでしたね︒

ても・まもなく・ゆめにも・よくも・わけても

も・なんにも・にもかかわらず・はやくも・またし

も ︵係助︶ 脚 も ﹇Vいかにも・いつまでも・いつ
十6310 それぞれのめんがあります︒
一
そのために︑能は︑めんの藝術ともいわれ︑ も・いまにも・すこしも・ちっとも・なおも・なに

て︑それぞれのめんがあります︒

十6310

十639

かい男のめん︑わかい女のめんと︑

十639

めん・のうめん

めん

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一483

七3910 高いところをメデシンボールのように送らメリー ︹人名︺一 メリー

メデシンボール

︵形︶3

れていくうちに︑にこにご顔になり︑
めでた・い

六985圏圏 めでた︑めでたとさかなたち︑みんな

たい
でまうやら︑うたうやら︒

六985圏國 めでた︑めでたとさかなたち︑

十三3410 れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ
︵名︶

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒
メトロポリタンはくぶっかん

タン博物館
博物館の

十五437園あの︑ニューヨークのメトロポリタン
めばえそ・める ﹇芽生初﹈︵下一︶1 めばえそめる
︽ーメ︾

十二3110 もう︑めばえそめたそのなつかしい葉や︑
めばえる

花の上を︑私の指は︿略﹀なでていました︒
﹇芽生﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

め花

めん・する

十二375 私は︑なにかしらわすれていたものを思 めんじょう 皿Vおめんじょう

めば・える

いだすような︑めばえてこようとする心のはたら
﹇雌花﹈︵名︶1

きといったようなあるふしぎなものを感じました︒
めばな

v﹁︿略﹀︒﹂ことりもねむりました︒ら

V囹

わってみたこともない︒﹄といいま

ようちょが︑けさも︑ゆりの花にきて

はにほへと﹄までもありました︒どう

二234園
二403

むりました︒らじおもねむりました︒く

ました︒くさもきもねむりました︒
二509

二443園

二555

二555

ました︒ちょうちょもとんでいました︒

ります︒おじいさんもあります︒けれど

しには︑おとうさんもあります︒おじい

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂じろうも︑となりのへやへ

なもひとつ︒だれもだれもおなじか
二572

でもこちらの村でも︑こういつて︑こ

ですから︑切るのにも大さわぎでした︒

﹂と︑せんどうたちも︑みている人々も

いままでみたこともきいたこともな
こともきいたこともない︑大きなふね

も︑みている人々もいいました︒する
三284園 ﹁いや︑ふしぎでもなんでもない︒あ
三284園 しぎでもなんでもない︒あのいきお
三338園 んのまるいびんもありました︒へや

おなじかお︑だれもだれもちがつた

ました︒わたくしも︑早く大きくなつ

とつ︒だれもだれもおなじかお︑だれ

います︒ひまわりものびています︒い

二597園
︒四年の人たちも︑五年の人たちも︑
二598園
︑五年の人たちも︑六年の人たちも︑

三482

三444園

三369園

三365園

三361園

かまどがふたつもあります︒火がも

うっている人もあります︒ガタが

ひいている人もあります︒かなつ

しゃしょうさんたちも︑ぼ1いさんたちも

二599園
︑六年の人たちも︑そのまえの人た

三503圃 ︒ かなかなぜみも目がさめて︑ か

つかっている人もあります︒のこぎ

三347園

R園 きました︒二年生も︑これでべんきょ
S囹 しました︒三年生も︑これでべんきょ

︿略﹀︒﹂おとうさんもおきゃくさんも︑

も︑ぼ一いさんたちも︑みんなながいみ

二5910園
のまえの人たちも︑これをつかいま
二647園
もう︑﹃冬の國﹄もすぎていく︒﹂み

う

う

三359囹

三352囹

いますよ︒みんなもうこいていますよ

んもおきゃくさんも︑みんなわらいま

三68園る︒﹂ゆりこ﹁どこもさくら︒﹂みんな﹁

いえいえ︑それもなりません︒

いえいえ︑それもなりません︒

した︒﹁デビッドもそれでいいかい︒

三614 ほかの子どもたちも︑こしをおろして︑

おくにぬしのみことも︑﹁︿略﹀︒﹂とおた

ほうがまけるかもしれない︒ぼくが︑

︒大きなながしもあります︒こづか

く略﹀︒﹂おとうさんも目をあけました︒

三573圃

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みんなも声をそろえてへ

一605た
囹︒ぴょんちゃんも︑きれいずきなし
︑
﹁606し
園た︒はねちゃんも︑ものをはっきり

三778園︒だから︑だれにもひるとよるがあ

三6010笑わないと︑どこへもいけないじやない

三602 あわないと︑どこへもいけません︒そこ

ふもとにあるのでもありません︒丘の

三128囹をおぼえなくてもよろしい︒ただひ
三143うまれてくることもわかりました︒﹁︿
三151りました︒はんたかもおしゃかさまのは
三201くうちに︑花の名も︑鳥の名も︑だん
花の名も︑鳥の名も︑だんだんふえて
三202

三6210

三625園

丘の上にあるのでも︑ふもとにあるの

一607た
園︒まきげちゃんも︑おともだちとな

三223 いきおいで︑ひるもよるも︑ぐんぐん

︿略﹀︒﹂男の子たちもいいました︒﹁︿略

三584

一621ろ
園うさん︒あなたも︑おとうさんも︑お

三223 いで︑ひるもよるも︑ぐんぐんとのび

三676

三656うみんなはどこへもいけません︒﹁︿略

三583

﹁621た
囹も︑おとうさんも︑おかあさんも︑み

三226いままでみたこともきいたこともな
三226こともきいたこともないほど︑大きな

も︑はきだすこともできません︒やは

一598
さんも︑きょうだいも︑みんなよろこん

一631ま
0した︒おとうさんも︑わたくしも︑わの

一622ん
園も︑おかあさんも︑みんないい人で

三722

vあちらの村でもこちらの村でも︑

一641
うさんも︑わたくしも︑わのなかにはい

三2310

三238二
お米がはんぶんもできない︒﹂﹁︿略＞

さんも︑おばあさんも︑きょうだいも︑み
一598

一597
ました︒おじいさんも︑おばあさんも︑き

一542︒
囹﹂﹁ええ︑いくどもひろいました︒こ

三567圃

いていますよ︒木もはえていますよ︒
︑さっきの人たちも︑しゃしょうさんた

一一
一一

三107圃かさま︒ ちょうも小鳥もたのしそう
三107圃 ちょうも小鳥もたのしそう︑ きょ

三358園

二589園
っているつくえも︑こしかけも︑長い
二589園
くえも︑こしかけも︑長いあいだはた

おじさん︑こんやもまた︑かげえをし

︑とおくのほうでも︑﹁︿略﹀︒﹂となき

口はひとつ︑はなもひとつ︒だれもだ

二335園

一【

かお︑だれもだれもちがつたかお︒ひ
︑みぎひだり︒足も二ほん︑ひだりみ

3

〉。

ねむりました︒くさもきもねむりました

87711094348866537765
目はふたつ︑みみもふたつ︒口はひと
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ニー51 できました︒ふたこもできました︒まん
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あげよう︒ねぎもあげよう︒もうし

︒﹁あしたのあさも︑またかけっこを

四271團
四275団

ださんは︑きょうもびょうきで休んで

し︑えをかいてもいいと思います︒

てがみを書いてもいいし︑えをかい

四305團
四3010團
四311国

ようにのびることもあるし︑きゅっと

︿略﹀︒﹂かずこさんも︑やはり︑﹁みんな﹂

とびました︒けさも早くから︑三十ぱ

ゆつとちぢむこともありました︒どの

四422
四436

四423

四314

よう︒このポストもみんなのものです 三価9

とおります︒いぬも走っていきます︒

三7710園﹂﹁あしたのあさも︑お日さまはきっ 三974 たかなをかくこともできます︒かん字
三786囹 きますよ︒だれにもお日さまはとられ 三975 かん字をかくこともできます︒ローマ
三795
みたりするひまもありませんでしたつ 三976 ーマ字をかくこともできます︒心に思
三梱6 いさんが︑だれよりもはやく山にいっ
三829囹
ました︒﹁き色でもいいじゃないか︒
三皿10 しさはたとえようもなく︑家のすみず
三842 ＞︒﹂だんだんにじもきえていきます︒
三餌6 には︑みやさまがたもおいでになりまし
三906
ものです︒ばしゃもとおります︒じど
三拝9園
だれのところにもおよめにいきませ
三907 ります︒じどうしゃもとおります︒いぬ
三価2 ぱな人のねがいをも︑みんなことわっ
いうようには︑だれもすることができ
三911

って︑べつに氣にもかけないでとびつ

なりません︒だれも︑ばらばらになつ

ました︒﹁きょうも︑きのうとおなじ

四514

︑この風がなんともいえないいい氣

んぶしているがんもおちそうになりま

四443園

四524

夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風もふか

︑﹁どこへいくのもいやでございます

四539

︑雨もふらず︑風もふかない︑しずか

三鵬9園

三933 ︒﹂このていしゃばもみんなのものです 三研6園︒ひょうばんよりもずっとうつくしい
三935
す︒このでんしゃもみんなのものです 三㎜9 たので︑かぐやひめも︑そのたびにごへ
す︒ここのしばふもみんなのものです 三柵7 きいて︑おじいさんもおばあさんもびっ

四555

きんじょの人たちもこのポストにい

三916

三919

さんもおばあさんもびっくりしました︒

四555

四4810

三㎜8

人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑や

が白くなり︑こしもまがってしまいま

三936

三941 ︒武略﹀︒﹂お月さまもみんなのもの︒あ
自用10

あさ︑出発してもいいよ︒ぼくたち

んでくるたべものも︑おいしくたべる

りばんのがんたちもあつめました︒二

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂きず口もだんだんよくなり

四568園

四565
四5710

がんもどのがんも︑夜つゆでからだ

ました︒どのがんもどのがんも︑夜つ

四564

三m2

ほしも︑あさの風も︑みんなのもので

三942 ︒あのまつ白な雲もみんなのもの︒よ
三943 もの︒よるのほしも︑あさの風も︑み
三943

三947 ︒ふねをおることもできます︒ピアノ
三951 くすけをおることもできます︒きつね
三952 や︑紙ふうせんなどもおることができ

四6010

おとうさんのかおも︑先生のつくえも

四6010

三959

りがやむと︑なりもとまる︒﹂﹁︿略V︒﹂

四832園

四8210

た︒弟が︑﹁これもさげてちょうだい

︒ほそいろうそくも立てました︒弟が︑

﹁ゑ﹂の字もこれから﹁え﹂を

四667 は︑上からよんでも下からよんでも︑
四668 でも下からよんでも︑おなじになるこ

た︒さすがのへびも︑いきがくるしく

四702

つ紙に書いて︑えもっけて︑あそべる

三麗5 月さまが一どに十もでたかと思われる
三麗10 ︑なにをすることもできなくなって
三佃6 ︑ひきとめることもどうすることも
三稲6 もどうすることもできません︒かぐ
三衡8囹 ちばんみやこにもちかく︑天にもち
三星9園 もちかく︑天にもちかいそうでござ

四734

つりがねや︑十字かもさげました︒ほそ

ゑ

さげたので︑みんなもわらいました︒﹁︿

四131 とどきます︒どこも︑この町の目です
きないように︑文もあいてなしには
四194囹
四231團いたのです︒やねも︑かべも︑はしらも

四8210

四799

四646

も︑先生のつくえもかくことができ
きます︒にわの花も︑空の雲も︑とお
わの花も︑空の雲も︑とおい山も︑ち
の雲も︑とおい山も︑ちかい家も︑か
い山も︑ちかい家も︑かくことができ
レヨンでかくこともできます︒えんぴ
んぴつでかくことも︑ふででかくこと

す︒やねも︑かべも︑はしらもかきま
四231團

四628

三959
三962
三962
三962
三963
三964
三965

四231國︑かべも︑はしらもかきました︒まど
四231團かきました︒まどもかきました︒あの
四245團 から︑もう半年もたちますね︒きの

四47校にはいる子どもも︑いちいち知らせ
四52 うろのそうじなどもしてくれます︒も
四93です︒ここは︑町でもひょうばんのかじ

三971 ︒はやくかくことも︑ゆっくりかくこ

三965 ︑ふででかくこともできます︒また︑

三973 らがなをかくことも︑かたかなをかく

三971 ゆっくりかくこともできます︒ひらが

769
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四922 まつ黒くはないかもしれないが︑どう
四934 かんに降る︒右にも左にも︑むこうに
四934 降る︒右にも左にも︑むこうにもこつ
四934 左にも︑むこうにもこっちにも︑どこ
四934 こうにもこっちにも︑どこにも降る︒
四934こっちにも︑どこにも降る︒風にふかれ
四941がかおにかかるのもわすれて︑高い高
四柵8 ふきながら︑なんどもおじぎをします︒
四鵬7園 ちがいいな︒波もしずかだ︒﹂かめ﹁
五296園
うぶです︒ぼくにも持てそうですがら︒

︑とても持てそうもない物︑一つは小さ

五647園おかあさんの力でもない︒﹂﹁1﹂﹁︿略
五649園1﹂﹁おとうさんも︑おかあさんも︑こ

五646園まえひとりの力でもなければ︑おとうさ

てです︒まえからも︑やりたいと思って

五302園
五3010囹

五716

五6810囹
けなんて︑とくにもならない︒もう一ど

五312園 んです︒これからも︑いつもやりたいと 五649園
んも︑おかあさんも︑こうして︑まいに
五325︒おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車 五675園めて︑おけの一つも︑もらってくればよ
︒どのえんとつからも︑けむりが︑むくむ

五724園は金持のおくさんもいやになった︑女王
五728園ようなあるきかたも︑口のききかたも知
五728三も︑口のききかたも知らないで1國じ

た︒
めしつかいたちもいました︒おじいさ

五338

ん︑これであなたもまんぞくでしょう︒
五7110園

りました︒﹁ぼくも︑三年生を受け持つ

動かすのです︒ガスも石炭からとれるし︑

す︒茶色の木のめもみえます︒このきれ

五363
五386團

では︑さくらの花も︑なしの花も︑すも

︑いろいろのくすりも石炭からとれます︒

五397團

五364

五399團
五3910国

五3910團

花も︑すももの花も︑うめの花も︑りん

の花も︑なしの花も︑すももの花も︑う

五742 一ま︑
りっぱなけらいもついています︒おじ

四佃−o囹 お礼の申しようもございません︒ど
四佃2 のばめん でる人もところも︑三のば
四欄2
でる人もところも︑三のばめんとお

五474

五433團

五411團

船がいく

︒ひとりで通るときも︑みんなで通るとき

ました︒そちらでも︑ほたるはとびます

五812らいました︒ガラスもきれいになって︑そ

五807きました︒かべいたもふきました︒竹のさ

五779りました︒かおよりも大きな花です︒先生

五757いさんは︑口ごたえもできず︑力のない足

きてきも鳴らさず

いさつをしていく人もあります︒まさごが

五8210て︑私たちの教室にもおいでになりました

五814 木きょうは五人も休みました︒﹁どう

青い海︒

︑みんなで通るときも︒たんぽぽがさいて

と︑日がしずんでまもない空に︑大きな星

五529
五531

五516圃

五475

︑
おじいさんには目もくれないで︑けらい
五748

五3910團

五752園
で︒わたしは女王もいやになった︒こん

五7411 たそ
︒ れから一週間もたったころ︑おばあ

五744園︑これで︑あなたもごまんぞくでござい

四M2囹りがとう︒おどりももうたくさんです
四M5園とひめさま︑なにもかもじゅうぶんで

とういます︒けさも︑まきばにだしてや

五401團花も︑りんごの花も︑いっぺんにさきだ

の花も︑うめの花も︑りんごの花も︑い

四馬5囹 めさま︑なにもかもじゅうぶんでござ
四価4園 も︑うちのことも氣にかかりますの
四目9囹 なんのおかまいもできませんでした︒
四舶1圃 えったら︑ だれも知らない人ばかり
四伽5 おがみえます︒本もよめます︒字も書
四伽6 本もよめます︒字も書けます︒たった
四旧3園 までは︑なん百年も︑なん千年も︑人々
四旧3囹 百年も︑なん千年も︑人々は不自由な

やりますと︑まさこも︑まるくふとった手

はるおも︑﹁ぼくも︒﹂といいました︒

五9511んでした︒ひばりでもありませんでした︒

五948三
略﹀︒﹂﹁ひばりかもしれないよ︒﹂﹁︿及

五908囹ものか︑このわしも小さいときは︑オギ

つばみたいなものもみえる︒きれいだこ

五534

五591

てさきました︒どれも空色です︒あやこは

五975 中には︑
ひわのむれもありました︒さんち

るまでに︑どの星もみんなみてしまいた
五592園

大きな花を︑三つもさかせたのは︑だあ

五984んなふうに︑自分でもさえずりはじめまし

五5610園

五598

なって︑﹁あやこも︑このきゅうりも︑

五梱3 きはじめると︑ひわもよろこんで︑﹁︿略﹀

五5810園

五101囹
な海だこと︑お船もみえますね︒﹂﹁︿略
五153書いた手紙です︒私も︑いまから旅にでか

五621園

も︑このきゅうりも︑あさがおの花もお

五65おこし︑水道の水にもなり︑川はだんだん
五71水をいれ︑はたけにも水をまいていく︒

五201れはじめました︒私もその人の手ににぎら
五231園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒﹂﹁︿略﹀︒

五636園

も︑あさがおの花もおなじだよ︒﹂とい

いいおびだ︒わしもほしいな︒ちょっと
五8711囹

五245園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それもあるけど︒そうした

五636囹

五636囹

︒﹂﹁わしは︑ 三つも四つもあるかと思っ
五873園
五873園しは︑三つも四つもあるかと思っていた
五876園
しいわ︒目が四つもあっちゃ︒﹂﹁︿略﹀︒

五249園っちゃん︑あなたもおかけなさいな︒﹄
五259こさん はるこさんも︑にこにこして帰っ

した︒するとはるおも︑﹁︿略﹀︒﹂といいま

五276園わからなかったかもしれません︒でもい

も一も
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りばりなので︑私も困ってしまいました

六9211園

の空︒

六984下鮎 ていた︑ たいも喜び︑おめでたい︒

︒

六梱1園

六㎜9 ここから百メートルもはなれている︑向こ

ああ

六504圃

るい晩でした︒屋根も︑木の葉も︑石ころ

ああ

六508圃

た︒屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんな

考えごともできそうな︑

六512
︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれいに光

六悩2囹 の家のせんたく物もみえますよ︒あ︑人

六529

す︒おもしろいことも︑おかしいことも書

︿略﹀︒﹂と︑みちこも感心しました︒それ

でとんでいくようにもみえます︒﹁︿略﹀︒﹂

白川7 といってみた︒これもはなから声がぬけて

六塀1 なと思った︒みんなもあまりわらってくれ

六物6 ある︒そこで︑ぼくもひとつまねをしてや

六693

六69！

六69一

まを作りました︒目もはなも口もつけまし

どもの名や家の場所も書きました︒かべ新

ました︒ことば遊びも書きました︒この学

クロスワーズパズルもこしらえました︒こ

六齪10囹 れました︒﹁ぼくも︑かけっこのなかま

六囲2

六五2囹

六湘7

六備8

六悩8

六M7

とれたね︒ぼくにもちょうだい︒ぼく︑

した︒はりつけるのも︑まがっているので

左にゆれると︑自分もいっしょに首をふり

わる口をいったものも︑﹁︿略﹀︒﹂といって

た︒だれのたこよりもよくあがりました︒

しまった︒それよりも︑五十音について︑

つたのである︒ぼくも︑もちろんわらった

六554

とも︑おかしいことも書きます︒どうぞ︑

六麗5 ってみたら︑これらもはなの音であること

﹂のようだ︒さっきも︑﹁︿略﹀︒﹂というの

六579

たやことわざの中にも︑このことのあては

日価2

六579

いれている︒わたしもせきがでたらいいな

六欄10

六703

りました︒目もはなも口もつけました︒﹁︿

るしてくれるみこみもありません︒とらさ

ころです︒しかさんも負けてはいません︒

︑おってしまってもいい︒﹂うさぎさん
六鵬2

島島4囹

があるから︑お話もするかもしれません

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁お話もしたら︑なおおもし

一組の

六610園にたつのに︑どれもこれも不足はなさそ
六610圏のに︑どれもこれも不足はなさそうであ
六611園くて︑なんの役にもたちそうにない︒あ
六911がっかりした︒ねじもがっかりした︒その
六109けんだ︒時計屋さんも喜んだ︒しかし︑い
︒ねじは︑﹁自分もほんとうに役にたっ
六129園
六704

した︒目もはなも口もつけました︒天帝﹀

六二10

六612

うにして︑どこまでもお話をつづけてみま

きたないこともきえそうな︑

六512

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひわもまねをします︒かえ

五撹11

六512

遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂こう思

ちゃんのおかあさんも︑ひわをほめました

五価−〇

五価3 うからは︑あくる日もやってきました︒そ
五塒3 した︒そのつぎの日もやってきました︒そ
五価9二 この鳥は︑いくつもげいができるのね︒

五鵬5 きました︒旅のひわも︑大よろこびで︑声
五描8園 のひわが︑﹁きみも︑いっしょにむこう

六45ろな音や︑みたこともないような物が︑ご
六55や︑さまざまの道具も︑おなじ台の上によ
六636

いたのです︒まんがもいれました︒

けれども︑だれもきてはくれません︒
六143 た︒

六707園

六704

六67園︑それらはかたちも大きさもそれぞれち
六67園はかたちも大きさもそれぞれちがっては
六687

六666

六1610
んだので︑かりうどもびっくりして︑﹁︿略

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おにも︑とんとこ︑とんと

六194囹たいこのうちがいもあるよ︒じつにゆか

六715園

六2410園す﹁こんな重しさも知らないで︑氣のど

七54

光った︒校庭のつゆもいっぺんに光った︒

︑いくつも︑いくつもこえました︒谷川に

六779

六779

がある︒うしもうまもそうだ︒風や︑自動

から命がある︒うしもうまもそうだ︒風や

七84 の音もする︒水の音もする︒学校のにおい

七84 こえる︒バケツの音もする︒水の音もする

七82 かしの木は︑きょうもそんなことを考えた

七75園 く子ども︑なんども手をふりながら︑先

七86 教室のまどは︑どこもまぶたをとじる︒す

うは︑息をすることも自分の力ではないこ
みこと﹁にいさんもやっぱりえものがな

六833囹う︒朝から一びきもつれないなんて
六847圓

六7811

略﹀︒﹂﹁風なんかも︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

に元氣のいい顔つきもしていないはずだ1 六襯7

した︒山を︑いくつも︑いくつもこえまし

七61 まどがあいて︑教室も目がさめた︒わらい

田子6

七66 えんどうの花が︑風もないのにゆれている

六襯7
六7210

﹁雪だるまは動きもしないし︑息もして

ら︑お話もするかもしれませんよ︒﹂﹁︿

六747園

きもしないし︑息もしていませんね︒﹂﹁

六715園

六264園﹁今夜はつもるかもしれない︒﹂あり三﹁
六275園てあたたまることもできるし︑たべもの
六276園きるし︑たべものもじゅうぶんだべられ

六776園

いが︑死んでいるとも思えない︒死んでい

ぼうしもかぶらず︑がいとう
六283 ねてきます︒

六776園

六727

六283 かぶらずが
︑いとうもきていません︒きり

六299園りす一﹁すこしでもいいから︑わけてく
六307 ざいます︒﹂なんどもお礼をいってたちさ
六424園えんりょしなくてもいいのよ︒さあ︑み
六446園んやおかあさんにもわからないんだって
六452園﹂とか︑なんべんもなんべんもさけんで
六452囹んべんもなんべんもさけんでいたよ︒﹂

七94園 もう︑四十五年にもなる︒あの日からき

七607 の実︒いまに︑ 一つもなくなるだろう︒ま
七617が鳴くと︑あっちでもこっちでも鳴く︒こ
七617あっちでもこっちでも鳴く︒こんなに︑か
七624てみたり
どの花も︑みんな空を向いて
七653えている︒あっちでもこっちでも︑だっこ
七653あっちでもこっちでも︑だっこく機︒麦の
七672てある︒炭を切る音も小鳥の声も︑夕がた
七672を切る音も小鳥の声も︑夕がたになってい
七704うしろに︑月は︑音もなく︑のっそりとで
七713りとぬらした︒うまもうまかたも︑同じよ
七713た︒うまもうまかたも︑同じように︒ぬま
七726 ︑ほたるだ︒だあれもいない︒うまが︑水
七756囹ない︒﹂乙﹁木一本もみえない︒﹂そこへ︑
七789園いいえ︑みたのでも︑きいたのでもあり
七789囹でも︑きいたのでもありません︒﹂ふた
七818園びっこであることも知っていました︒し
七828囹なにか︑そちらにも︑いいぶんがあるか

手をうつ﹂の﹁手﹂も︑﹁手をあわせる﹂
﹂やコ豆の手﹂なども︑同じです︒﹁︿略﹀

の子四﹁あっちにも︒﹂先生﹁とまってい

七347おこっている女の人もありました︒私と弟
ちへは︑もう二どもいったことがあるの
七358園
それに︑乗りかえもないし︑二時間ほど
七359圓
七368ぐうしろのおばさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心配

七346 こもうとする男の人もあり︑足をふまれて

七321囹 ︒﹂母﹁おかあさんも︑こんなところをみ

七2411園 おかあさん︒先生も︑あおむしをかって

七237園︒﹂母﹁そう︑それもお勉強ですね︒あな

七212囹

七211園 ﹁あっ︑こっちにも︒﹂女の子忌﹁あっち

七1311 ﹁手﹂ということばも︑さまざまなはたら

七128

七1110 あわせる﹂の﹁手﹂も︑これと同じつかい

七1110

七115 手﹂ということばにも︑いろいろなつかい

七3710ただひとり︑わらいもせずに︑両方の手で

七853囹ない︒もう帰ってもよろしい︒﹂旅人は︑
七856園人をうたがったのも︑むりはない︒けれ
七903らうように︑ うさぎも︑まえ足で︑耳や顔
七929たら︑白は2㎝︑黒も2㎝︑茶は一・5㎝
七992りました︒耳の長さも計りました︒耳の長

七8411囹人﹁それはほかでもありません︒道に︑

七388 ︑ひとあしすすむにも︑よういではありま
だですぎたことかもしれませんが︑この
七438園
七442まった︒私のまえにもぼうしがきた︒私も
七442もぼうしがきた︒私も喜んで︑いくらかの
もりでひいたのでもありません︒ただ︑
七453園
七468た︒ちょうど︑汽車もとまった︒青年は︑
七4610﹂であった︒駅の名も美しくよまれた︒

七479していますと︑文章も︑だんだんはっきり
七488大会があった︒ぼくも︑せんしゅになって
七496しあいをした︒これも勝った︒さいごに︑
七503どの学校のせんしゅも︑みんな︑運動場に
七517でてしまった︒ぼくもあてられた︒ひがし

八45けませんよ︒いぬでもねこでもありません
八45 よ︒いぬでもねこでもありません︒鳥
八45ません︒鳥 それも︑日本どくとくの︑
八56 いったほうがいいかもしれません︒なぜな
八62りだったのです︒私も︑すっかりひきこま
八66 んなれて︑指さきへもかたへもとまるよう
八66 ︑指さきへもかたへもとまるようになった
八67ばかりか︑頭の上にも乗り︑口さきのめし
八67 ︑口さきのめしつぶもつっつくようになり

は︑同じ日本の中でも︑土地土地でほおじ

一千光年の星のむれもあり︑一万光年の星

ります︒百光年の星もあり︑一千光年の星

あり︑三十光年の星もあります︒あのたな

よう︒二十光年の星もあり︑三十光年の星

ん︒五日や二十日でもありません︒五ヶ月
︒五ヶ月や八ヶ月でもありません︒﹁光年﹂

ました︒けんぎゅうも︑はたけにでてはた

の美しい光に︑天帝もすっかりおみとれに

の大きなそり橋を音もなく渡って︑草花の

でしまって︑あたりもひっそりとしずかに

かに鳴きたてたせみも︑やがて︑秋になる

いのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜみ

えて︑色も︑もようも︑はっきりとしてき

ぶるとふるえて︑色も︑もようも︑はっき

とのび︑からだの色もこくなっていきます

とさがりました︒足もでました︒ただ︑腹

いて不自由だし︑目もよくはみえないらし

ぶらぜみでは︑七年もかからないと︑親に

てきのすずめもねこもやってこないから︑

ちの大できのすずめもねこもやってこない

え一ニセンチ歩くにも︑トンネルをほって

よう︒それは︑だれも教えてくれたことで

く︑あたりの木の根ものびています︒だか

した︒地の中はどこもまっくらです︒せみ

ましたので︑寒い冬もぶじにこすことがで

それから十年︑いまも︑私はピオのことが

︑もうどうすることもできませんから︑つ

びょうもののようにも思えましょうが︑ど
︒すると︑あわれにも︑くちばしから血を

ちの家のうち︑中でも茶のまほど︑すきな

がいだろうと思う人もありましょうが︑そ

33101088843522994 191818181了1615141312119988
787422775379483

9

9

七549ると︑たかやま先生も組の友だちも︑みん
七549ま先生も組の友だちも︑みんな︑にこにこ
七559ことばは︑ちりほどもあってはなりません
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八八
3535

771
も一も

も一も
772

なく︑にわとりからもぶたれたり︑つつつ

︑20ませてもらいたいとも思ったが︑それもゆ
とも思ったが︑それもゆるしてもらえそう

ノ了−

八7211

ゆるしてもらえそうもなかった︒それから

やってきた︒どちらもたまごからはいだし

八7211

八732

こからはいだしてまもないものであった︒

にくいので︑いぬもかみつこうとしない

がっている木の枝にものぼっていた︒青い

しあわせにあうかもしれないよ︒﹂この

八733
八738園

八745
八758園

ていた︒そのあいだも︑たまの音はあしの

八852

八851

八847

つかしく思ったよりも︑あの鳥をなつかし

つたのかということも知らなかった︒しか

の子は︑あの鳥の名も︑どこへとんでいっ

へさしのべ︑自分でもおどろくほどへんな

八7510

八853

られたまま︑身動きもせずたおれてしまつ

はあひるのたまごもたべられる︒おすで

八861

ものが︑おくめんもなく近づいていくの

で話すにはあまりにもかわいそうである︒
ら︑ころされるかもしれない︒しかし︑

八8711
八895囹

︑ほかの子どもたちも︑﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ

八894圏
八9111

八981

八974

28度

八991

りました︒どのなえも生き生きとしていま

︒よいお天氣で︑風もなくあつい日でした

いきます︒どこの田も︑たんざくがたにで

たさない種もみからも︑やっとめがでてき

八9311圓などとは︑ゆめにも思わなかった︒﹂七

八㎜2

︒花のさいているほもみつけました︒やく

くは︑白くてにおいもなく目だちません︒

x どのいねのほも︑すっかり黄色にな
︑大きなかぶは30本もありました︒こんど

654312875442101095665321010910441818割

をひといきにとぶのも︑けっしてふしぎで

です︒汽車や自動車もかなわないくらいの

つばめは︑鳥の中でも︑たいへん早くとぶ

ヨーロッパのつばめも同じように︑ヨーロ
︑遠くアフリカまでもいって︑冬ごしをし

きょうから四千キロもあるフィリピンで︑

話しあっているのかもしれません︒やがて

をおしんでいるのかもしれません︒これか

の中には︑親つばめもいますが︑ことし生

には︑十ぽも二十ぱも︑ずらりとならんで

す︒ときには︑十ぱも二十ぱも︑ずらりと

ある︒こんなときにも︑たいこをつかう︒

にもなり︑風の音にもなり︑雪の降るよう
︑雪の降るようすにもなるのは︑ふしぎで

によって︑水の音にもなり︑風の音にもな

である︒風の音よりも︑もっとおもしろい

とびこんだときの音もあらわした︒おしま

情景を写しだすこともできるという話がお

ことばの組みあわせも︑それぞれちがった

も︑音の組みあわせも︑おたがいにとけあ

う︒色の組みあわせも︑音の組みあわせも

なり︑また廣い海ともなります︒さらに︑

らちらと光るいけともなり︑また廣い海と

さらと流れる小川ともなり︑ちらちらと光

に︑音の組みあわせも︑いろいろな氣持を

ら︑二色のときよりも︑もっとちがった感

したが︑くだけた米もでてきました︒ほし

でいねこきをした人もいました︒ぼうのあ

︑やく1500つぶももみができたわけで

22

八703
たほうがいいかさえも︑わからなかった︒

は︑おきあがる氣にもなれなかった︒なん

八事8

八763

なかった︒なん時間もたってから︑ようや

︑
／5
30
1あり︑一万光年の星もあります︒それどこ
︑
50
ノハ01 ろか︑十万光年の星もちらばっています︒

八764

ひるの子は立つこともできず︑すわりこん

びたった︒﹁これも自分がみにくいばか

八7811囹

八771

八7111園

らいて︑晩ごはんもいただいた︒あとは
八4711園

八361川をみると︑なんともいえない大きなふか
八374わいいひとりの王女もあって︑なにひとつ
八378園がねならば︑わしもつむのだが︒﹂とお
八402になりました︒それもこがねになりました
八403なさいました︒着物もこがねになりました
八412うとなさると︑これもこがねのさかなにな
八415になりました︒これもこがねのたまごにな
八422 ︑王女はなんの返事もしません︒王女は︑
八425じゅうのこがねよりもたいせつであったか
八468たりなかったり︑金もあり︑からだもりっ
八468 ︑金もあり︑からだもりっぱで︑なんの不
八469ぱで︑なんの不自由もなくくらしているか
八472ませんでした︒王子も︑なんとかして父の
ヤツの持ちあわせもございません︒﹂と
八495園
八521した︒そこの家の人も︑﹁幸福﹂がきたと
八536はまた︑そこの家でもごめんをこうむりま
八542した︒そこの家の人も﹁幸福﹂がきたとは
八554 ︑たくあん一きれにも︑人の心のおくは知
八579園
おもしろい︒勉強もそのとおりだ︒﹂と
八611たずねてくれるものも少ないし︑ほかのあ
八615と︑どのたまごからも小さなひなの首がで
八636囹
まごだよ︒わたしも︑ 一どそれでだまさ
八647園
五日はすわることもできますから︒﹂﹁︿

八664みにくいあひるの子も︑いっしょになって

八四6

天rOー というと︑ひなたちも一わずっとびこんだ
ノ61

いのいいのをみてもわかる︒これはわた
八6611園

八女9

どのなえからも︑すこしずつ新しい

八683園
ください︒だれにもわるいことをしない
八697囹
くおよぐといってもいい︒大きくなれば
八698囹
きくなれば美しくもなるでしょう︒たま

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八
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九484

九478

九449團

九433團

九431團

九427国

どこにもぐってからも︑やまねこのにやあ

九465団

って︑青空は一きれもみえず︑道はたいへ

字はへたで︑すみもがさがさして指につ

︑この手紙を数日もまえから︑喜んで四

かけるとき︑ぼくもついていったのでし

やしきのまわりにも︑大きなかきの木が

ろで︑どこの家にも︑二本や三本はあり

さな三つになる妹もつれて︑うちじゅう

九撹7園

九皿6園

九棚9囹

三川5園

九川1

九913

う︒それで︑ぼくも負けまいと思ったん

さ︒﹂やまだ﹁ぼくもわるかったよ︒﹂た

九欄7 わらいだす︒たかぎもわらう︒たかぎし

九937

まだ﹁そう︑してもいいね︒﹂たかぎ﹁じ

い︒﹂たかぎ﹁してもいいさ︒﹂やまだ﹁そ

らくすると︑たかぎもさがし物のようすで

とにつづく︒一︑二も︑たかぎの落した物

九七5 i場で︑ジャンプ台もみえる︒みんなは喜

略﹀︒﹂やまだ﹁ぼくもそうさ︒﹂たかぎ﹁き

九547

月の夜

や子ぶたのはなもかわきけり

二軍1 られる︒いしい先生も︑ずっとうしろの方

九189なんに︑あわないともかぎりません︒しょ
九195れになって︑身動きもできなくなってしま
九206なかの二時︑三時にも︑よわりきっている
九246は︑一万キロあまりもありますが︑つばめ
九248ると思うと︑もう矢もたてもたまらず︑北
九248うと︑もう矢もたてもたまらず︑北をさし
九252 ︒春になると︑だれもが︑このめずらしい
びくびくうごき︑足もひどく曲がってやぎ
ながら︑﹁あの字もなかなかうまいか︒

九562
九582園

ジオのほかに声もなし くれていく巣

といったら︑三百でもきかないほどでした

いました︒﹁裁判も︑もうきようで三日

しました︒﹁裁判も︑もうきようで三日

けました︒ぎょしゃもたいへんあわてて︑

九662園

九6310園

いました︒﹁裁判も︑もうきようで三日

りました︒ぎょしゃも︑大喜びで︑五六ぺ

九㎜8 っておきあがるものもある︒にこにこわら

九m1 ︑三百五十メートルも登ったところで︑つ
九麗10

んだ︒四十メートルも空中をとんで︑先生

九m2 をされた︒ぼくたちも︑みんなつえをふつ

九㎜5 ですくって︑いくどもうまそうに飲んでか

九㎜10囹私たちの村の用水も︑このまつ川からひ

九槻8 し︑雨の日も風の日もある︒さかのぼるの

ままで味わったこともないような︑ふしぎ
ばおりも︑ぎょしゃも︑きのこの馬車も︑

九699

九674囹

九627

九6110

九伽1 に︑からだもスキーも一つになって︑ビュ

酒煮5 そのもののうまさにもよるが︑たてる湯の

九七1 しい早さに︑からだもスキーも一つになつ

九梱11

︑草の中にあっちにもこっちにも︑こがね

ださい︒これからも︑はがきがいったら

九617

めっきのどんぐりもまぜてこい︑早く︒

あっちにもこっちにも︑こがね色のまるい

九728園

九703園

九617

九314團まはもうかきの葉もすっかり落ちつくし
落ちつくして︑秋も終り近くなりました
九314團
九316團んのことを︑ 一日もわすれたことはあり
九319国せんか︒みなさんもお元氣ですか︒ぼく
九324國り元氣で︑からだもしっかりしてきまし
九333團す︒四五十センチもあるこいもいます︒
九333国センチもあるこいもいます︒いなもいま
九333国いもいます︒いなもいます︒それから︑
九334国れから︑らいぎょもいます︒らいぎょが
九337團ますので︑なんども湖に近い塗しもの方

九槻8 は急流だし︑雨の日も風の日もある︒さか
九7410

九搬9

ると︑でんりゅう川もよほど水かさがへっ

旧俗4 と︑それこそまぎれもないうまい水であっ

九旧11 のしたには︑まぎれもないいい味がはっき

九伽10

九旧9 て︑四十キロあまりもきてしまった︒ここ

九榴8 景色で名高いところもすぎて︑四十キロあ

九伽7 しずおか縣のさかいもすぎ︑ながの縣には

ある︒さかのぼるのもたやすくなかった︒

のを︑先生は︑耳にもおいれにならないで

やも︑きのこの馬車も︑一どにみえなくな

略﹀︒﹂﹁ここからも︑でるかもしれない

九百6 があって川べりに道もあったが︑いまはそ

九7411

九8111

こからも︑でるかもしれないそ︒﹂﹁︿略

︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

九348国に一かぶから七本も八本もでていて︑そ
九348国ぶから七本も八本もでていて︑それが︑
九349團 一メートルあまりも根をはっていました
持って帰ったこともありました︒ぼくは
九371團
九378国さやいろいろな名も知らない雑草がいち

九826囹

九826囹

した︒﹁︿略﹀︒﹂だれもかれも︑あせを流し

九754

九3710團︒なん十メートルもある高いすぎやまつ

九846

九伽10 つ林におおわれた道もない谷まになった︒

正価7 つたが︑いまはそれもなくなって︑大きな

九393團た︒八九メートルもある木の上で︑なた

九861

九857園

した︒﹁︿略﹀︒﹂主人も︑くわや︑ふごや︑

なります︒母たちもぼくも︑はじめ︑そ
九3811団

︿略﹀︒﹂だれもかれも︑あせを流し︑顔を

九4011国のがみえます︒道もないところがら︑立

をきく人は︑ひとりもありませんでした︒

九422團てきました︒かももきました︒山には︑

九789

す︒母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざ
九3811団

九846

のようにみえる物もあります︒それから

あります︒再びきもとってくると︑うち
九3310国

の黄色のじんばおりも︑ぎょしゃも︑きの

圏歪

九7410

292了
5 1

三十センチあまりもあります︒学びきも
九3310團

九九

も一も
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九㎜2 ています︒子もり歌もきこえてきます︒く

九囲2 雨は降るしで︑あみもはることはできませ

十113 って︑その少女たちも遊びにきています︒
十114きています︒いずれも︑八つばかりの子ど

十109かわいらしい少女にもあいました︒みあげ

＋3912れたために死ぬものもあった︒たとえ︑は

＋1312町がすきになったのも︑一つは︑そういう

九㎜5 あかちゃんのなき声も︑子もり歌もきこえ

出費3 にみつばちのからだも︑つなにまかれそう

＋1112いのは︑やつでほどもありました︒﹁︿略﹀

九重6 さすがの大きなくもも︑びっくりしました

十146は︑ひとりの少年にもあいました︒たぶん
十151ちょっとおとうさんも困りました︒フラン
十152て︑きれいなところもあり︑きたないとこ
十153り︑きたないところもあり︑日本も︑やは

＋43！2園︒﹁うめ︑おまえも喜んでくれ︒やっと

十432 ︑じつに八十五万にもおよんだ︒しかし︑

九㎜5 なき声も︑子もり歌もきこえませんでした

たべてしまうわけにもいきません︒﹁︿略﹀

十153ところもあり︑日本も︑やはりそのとおり

十1311と︑わるくいう旅人もありますが︑おとう

九戸4

九悩5 つたからだのいたみもきえていきました︒

十1511︒この返事に︑少年も満足したらしく︑﹁︿

十128そばへこない女の子もありました︒天馬﹀

九慨9 また︑口にしたこともありませんでした︒

十163ときは︑おとうさんもうれしく思いました
十173園
一本買いにいくにも︑日本のことばでは
十175園いったって︑だれもわかるものがありま

＋4412いていくと︑どれにも眞珠が︑きよらかに

十449に大きなかわりかたもなく︑四年めになつ

九㎜8 ︑あみがゆれ︑くももいっしょにゆれまし

九重7園 なんだか︑わたしも︑おかあさんをみた

＋1710園
ちは︑おさな心にも︑ことばを愛するこ

十471園たわたしは︑星にもあたらないでしょう
十481せんでした︒四十分もかかったのではない

九梱9 りました︒みつばちも︑くもに向かいまし

九襯10 りのゆめを︑なんどもなんども思い返しま

十263けぶ︒﹁︿略﹀︒﹂工員も走りだす︒24男の
十285すや︑星の世界なども︑しらべていきたい

十5511した︒なんと︑わけもなく︑すらすらと書

十485 ︑べつにいそぐこともありませんでしたの
十514 ﹁ハイ﹂と︑なんどもくり返しました︒い
十551 ︒七五三の記念写眞も︑思いでにはなるで

十55 どこからきこえるともないが︑どこからか

＋3512
を作りあげた︒これも︑まんまと失敗であ

十354るとともに︑なんともいえないかた身のせ

＋3412ば︑手のとどきそうもない空想になりがち

九術3 ちることができたかもしれません︒けれど

九傾3 いことばをきくこともできた︒くもは︑こ

九襯2 いいゆめをみることもできた︒いままた︑

九柵4囹 ︑わたしをたべてもいいと思っているん

九柵4園 て︑苦しんだことも知っています︒だか

九重3 し︑苦しくてどうにもなりませんでした︒

九曜1 くもはどうすることもできません︒それよ

九重10を︑なんどもなんども思い返しました︒十

＋3312︑ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせ

十288 ︑自然のおもしろさもわかり︑そのふしぎ
十298れた一音一音のことも︑心にうかべてみた
十336熱は︑どうすることもできなかった︒それ

十57 美しいものは︑いまも︑どこにでもある︒

十84 まわしてやったこともありました︒二月半

十386 ︑ふしぎでもなんでもないものであった︒

十385けっして︑ふしぎでもなんでもないもので

十377しい出発にあたっても︑この自動織機が︑

十6311
能は︑めんの馬術ともいわれ︑ヨーロッパ

十633や︑ほかのしばいとも︑いろいろちがうと

十613 ︒あしたもあさっても︑せいくらべをしま

十606とおっしゃった︒私も︑﹁︿略V︒﹂といって
十613ありました︒あしたもあさっても︑せいく

十562 ︒すこしのこだわりもなく︑ぐんぐんと書
十563していくように︑私も︑ここで︑いままで
十602囹て︑あかちゃんにも︑みせてあげて︒﹂

十444いた︒よる歪なみにも負けず︑研究を重ね
十449さいわいに︑赤しおもよせてこなかった︒

十4211この光明を喜んだのもっかのま︑幸吉の心

九酩1 ていた自分のからだも︑もうみにくいとは

十401 ︒たとえ︑はきだしもせず︑死にもしない
十401きだしもせず︑死にもしないものでも︑あ
十403 ︒同じことをなんどもくり返してみたとこ
十405る︒それが︑くる年もくる年も︑うまくい
十405が︑くる年もくる年も︑うまくいかなかっ
十411ずむ幸吉を︑なんどもはげました︒ある年
十415は︑まったく考えてもみなかったことであ
十426や︑海の深さのこともわかり︑しおの流れ
十427さのよいわるいなども︑はっきりしてきた

十45 の夜の美しさ︒いまも︑美しいものはどこ

十75 は︑めったに日本人もいかないのです︒日

十710きには︑おとうさんも困りましたので︑子 十363ふるいおこして︑夜も書 もなく考えとおし
十363 いおこして︑夜も書もなく考えとおし︑い
十812 にわけてくれる少女もありました︒あのと

十711 をさけて通ったこともありました︒しかし

十105 いうお寺の高いとうもみえました︒そのあ

＋3810圏
れば︑自分のゆめも︑実現できないこと

十642や︑庭園や︑建築にも︑外画とはおもむき

十107 屋へは︑おとうさんもよくいってこしかけ

十6410 できているといってもよく︑それをみてい

十645 ています︒みなさんも︑大きくなったら︑

十一1710

十一1710

十一173

十一1610

れます︒朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ

ぬぐわれます︒朝も︑書も︑夜も︑流れ

かなしみもいたみも︑あとなくぬぐわれ

の泉に︑かなしみもいたみも︑あとなく

って︑どの家からも︑おとなの男の人が

1

におい︑

落す︒ ことしも作はよいだろう︒

︑

︑

その足どりもいそいそと︒

ゆききの人もえ為して︑

みたち︑

かけるもずの音も︑

くなり︑

くみのり

くりもばらばら落ちだした

いももふとってくるようす

音さえすずしく

4

ぎの花ふく朝風も︑

6

あ

赤く黄色く色づ

冬の用意もしだいに進み︑

れたクラーク先生もおっしゃった︒﹁︿略

．の耳にきこえそうもない︒乗客はおたが

っくります︒やぎもかいます︒やぎ小屋

けれども︑その足も動かすことはできな

れから︑えんばくもつくります︒ぼくは

︑やわらかいパンもやいた︒おかあさん

ちふけば︑ 春も目さきに近づいた︒
︒うちではバターもつくったし︑こむぎ

うめもほころび︑こちふけ

もうそうちくも重荷にたえず︑ つ

た︒

るし︑はじの葉も︑

けが︑ かおりも高くはえてくる︒

かき

その足

いねもことなくとりいれた

すむ秋空によく

3了

7

は︑どんな困難とも懐う︑そのうで︒ひ

十6411 わかります︒ことばも︑能は︑ゆう美です
十一1712

︒朝も︑書も︑夜も︑流れやまぬ愛のし

十一2010

3了

2

十一168

十6510 もらえば︑くらしにもお金がかかり︑着物
十一1712

十一211

3了

5

十643 が︑能は︑その中でも︑もっとも日本らし

十667園 くる風にあたっても︑たちまち死ぬとい
十一1712

さな子のささやきも︑ききもらさない︑

十669囹 用心して︑そばへもよらぬことだ︒わか

十674に︑からだにさわりもしないのだから︑自 十一1911 その日のくらしにも困るようになりまし

は︑いばらの道をもふみわけたその足︒

十672 のへやの方へは︑顔も向けないようにして
十675 のだから︑自分たちも︑そっといってみよ

じの切れている人もあります︒金次郎は

って︑おとなよりもよけいに土や砂を運

お金をもうけたりもしました︒金次郎が

十688 が︑太郎かじゃよりも︑ずっとおくびょう
十一223

十一218

が︑いまはどうにもなりません︒母親は

んなに病氣がちでも︑父親の生きている

十702 した︒べつにどっきもたたず︑かえって︑

十一234

十7010 ︒﹂ひきとめるひまもなく︑太郎かじゃは

十713 ほうりだして︑自分も指をつっこみました

十一236

︑これでわたしも︑じゅうぶん働けま
氣よくいった母親も︑子どもをよそへや

38

6

2

十731 ました︒次郎かじゃも︑そのまねをして︑

十一2310

もっかれたようすもなく︑かえって︑そ
えって︑その体格もりっぱになっていき

38

10
4了

5

十一239園
十一2510
十一2511

38

1
49

1

十744図黒帯 くえども死にもせず︑ふたくちくえ
十745図圏囹 くえども死にもせず︑みくち︑よく
十748図圃園 ども︑死なれもせず︒﹂太郎かじゃ

十一47 んとつが︑なん本も立っているのがみえ

が︑金次郎は耳にもいれず︑それを続け
に十二文はずむ者もありましたが︑金次
︑その十二文さえもありませんでした︒
をころして︑だれもいないふうをしてい
うちは︑こんなにもびんぼうでした︒と

たわずかの田や畑も︑流されてしまいま

38

8
49

7

︑私は︑﹁電車もなみだをこぼしてい

v﹁︿略﹀︒﹂どれもみなうまいことばだ

あっていた人たちも︑ きゅうになごやか

さんは︑﹁電車もなみだをこぼしてい

園．

十一273
十一278
十一279
十一2711
十一2712

十一283

まば

．一圃圃圃圃圏圏圃圃圃團圃圃留具
39

3
42
50

4

〉。

﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくもきみに賛成だ︒ぼく

︒ぼくはからだもいいし︑息もつづく

日々に色づきふ

木々のつぼみも草のめも︑ 日々に
つぼみも草のめも︑

書の休みもあせがでる︒

ほたる追う夜も重なって︑麦のと
く︑

夕風

ぶばりこのうえもなく︑ 秋のみのり
︑秋のみのりも思われる︒ ひと日
ひと日のあせもおさまって︑

3了
39

5
42
42
42

7

8

8
52

6

9
53

にうなっている者もありました︒大きな

をみつめている者もありました︒また︑

のようにみえる者もあれば︑びっくりで

らん︒﹃はい﹄もいいにくいことばで
︑自分はちのみ子もあって︑家をあける

﹂﹁︿略﹀︒﹂いくどもくり返しているうち

囹

十一49 から運んでくるのもみえる︒なによりお

141414141313108865

十一54 て樂しむ︒きょうも︑みんなは話に花を

十十十十十十十十十十十

4了
53

6

53

10
1012

54

8
1

だもいいし︑息もつづく︒コックスの

1

8

3

せんでした︒こうもかわればかわるもの

圏

トップをこぐ人もいるだろう︒﹂﹁︿略

らっている︒休みもなく︑はてしもなく

みもなく︑はてしもなく︑ゆるやかにう
みも鳴き︑ちょうも舞い︑まっさおな海

太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょうも舞い
い︑まっさおな海もわらい︑たんぽぽの

十十十十十十十

りで︑べつに用もないようだが︑ボi

1098811811710
学園園園園

たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

圃〔i圓圏翻圃囲圏

543591

54
58
62
64
68
68
68
69

3
エ1

31
31
33
35
36
36
36
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十二402

できず︑話すこともできないので︑氣持

できず︑きくこともできず︑話すことも

ました︒みることもできず︑きくことも

けてみると︑思いもよらない色になって

十二ー610

十二403

十一704 した︒息をつくのもやっとのようでした
十ニー72園あのざくろの色もかけてないや︒﹂文

くもちになったのもむりはありません︒

十一714 ﹂病人は︑身動きもしないで︑苦しそう

十二404

十二403

あなたの声もたいそうよくおなり

トル以上のものもあるが︑まるでたま

﹁ぼくにはだれも教えてくれるものが

んだが︑まゆ毛も︑目も︑口も動くし

十一﹇183園

十二448囹

十一一1810園遠くの草むらでも︑ピッピッという音 十二441園動いているのかもしれないよ︒﹂﹁︿略

十ニー89園なりの草むらでも︑遠くの草むらでも

十二452園

言辞ー710園

︑じょうずなのもあるし︑へたなのも

十︻719園 うさんのようすもなんとかわかるだろ
十一789 そうして︑二日めも︑三日めも︑四日め

るし︑へたなのもある︒毎晩鳴いてい

このあいだの晩も︑ピアノの先生が︑

十一一452園 毛も︑目も︑口も動くし︑ときには︑

十一一452囹

いけません︒先生も︑﹁︿略﹀︒﹂といのり

十一789 二日めも︑三日めも︑四日めもすぎまし
十ニー8！2園

十ニー812園
十ニー92園

わたしはなん年もなん年も生きていま

十二453園

︑まゆ毛も︑目も︑口も動くし︑とき

十ニー99園

なん年もなん年も生きていますからね

十二4111

十︻789 三日めも︑四日めもすぎました︒すこし

十一762 といってすることもできませんでしたか

十一791 りのパンとチーズも︑ほとんどたべませ
十一792 つとしたため息にも︑ちょっとした二つ
十島ー99園

あのころは影絵もあったよ︒﹂﹁︿略﹀︒

にとびだすこともある︒人形はものを

十﹁793 つとした目つきにも︑ふるえながら氣を
十二211圓

十一831 たあとで︑いくども少年にほおずりして

十二222囹

十二222園

十二222圓

あるし︑友だちもある︒どんな絵の大

だわかい︒先生もあるし︑友だちもあ

は父もある︒母もある︒まだわかい︒

﹁自分には父もある︒母もある︒ま

ころは︑わたしも︑ずっと大きな木に

十二475園

十二475園

十二475園

絵もある︒音樂もある︒命のない人形

詩もあれば︑絵もある︒音画もある︒

は︑かならず詩もあれば︑絵もある︒

十二4611囹

たが︑アジアでもヨーロッパでも︑り

十一8312園 いがけないこともあるものだ︒﹂少年

十一一223囹

十二466園

十二463園

十一807 るように︑いくどもいくども︑むりにく
十二214園

十一868囹 なっていて︑口もきけなかったのです

十二236

﹁絵をかくことも︑いっしょうけんめ

十一827 ︑胸がせまって息もつけませんでした︒

十一807 ︑いくどもいくども︑むりにくちびるを

十一873園 ︒﹂﹁もういくらもいなくてもいいでし

十一884 その日も︑その晩も︑ずっとつきそって

十二2412

十二24！0

十二2410

ています︒わたしも早くそれを覚えたい

︑ちょっときいてもわかりません︒姉だ

︑うんこもしっこもいえません︒早く︑

は︑まだ︑うんこもしっこもいえません

十二488量るからね︒きみもひとつ︑作ってみる

十一一487園

十二487囹

十二487囹

よ︒こうえんでも教室でも︑どこでも

十一885 た︒そのつぎの日も︑一日ずっとそばに

十二251

十一一507
︵ 4首のほうからもかぶせてまるくして

そうとする望みもあるのだ︒﹂﹁︿略﹀︒

なく︑動物などもでてくる︒それが音

十二466園もヨーロッパでも︑りっぱな影絵しば

十一873圓 くらもいなくてもいいでしょう︒﹂と︑

十二477園

十一888囹 夜はもうだめかもしれない︒﹂といい

っていた民ちゃんも︑よごれていないほ

げているといっても︑いいすぎではあり

十一884しました︒その日も︑その晩も︑ずっと 十二247 目みたとき︑天にものぼるほどうれしか

十一8810 て︑ちょっとのまも︑目を病人からはな

十二258

十二5012

ところは︑なんともいえない暖かい感じ

ひたいやあごの形も︑古新聞で作って︑

室でも︑どこでもやれるからね︒きみ

えんでも教室でも︑どこでもやれるか

十一891 の目にうかぶこともありましたが︑それ

十二2511園

十ニー14圓 子どもはひとりもいません︒もしけが

十二372

十二347

十二346

の多かったこの日もくれて︑小さなべッ

た︒私は︑身動きもせず︑立ったままで

ってからいく週間もたってからのことで

こしばかりの動詞も知りました︒けれど

十二6011

十二5911

十二575

と︑さすがの太陽も︑まねかれるままに

ちは︑赤いたすきもかいがいしく︑朝か

山がある︒どちらもけっしてたやすくは

いってしまうものもある︒それで︑おじ

有名になったものもあるが︑ただ人々の

にもとづいたものもあるが︑昔からいい

十一一553
れよりもなによりも︑私を愛するために 十一一557

いいえ︑それよりもなによりも︑私を愛

いまにもう失敗もなくなるようにして

十一891 りましたが︑それも︑だんだん小さく︑

十一一3212

十二3212

みなさん︑これも人のしたあとでは︑

十二511 つけて︑なんの苦もなく立てていいまし
十一一512園

十ニー43 らたれさがったのもいい︒まだ青々とし

十二391

十二5510

十二558

十ニー44 くのぞいているのもいい︒だが︑根もと

十二512園︑なんのぞうさもないことでございま 十二343 に︑なんのことともわからないままに︑

十ニー45 だれているところもいい︒文雄は︑あれ

十二6012 ︑のこりの田植えも無事にすんで︑長者

十二613 しまってあとかたもなく︑きのう植えた
十一一621 判になって︑だれもかれもかりにいくよ

十二621 って︑だれもかれもかりにいくようにな
十二638 た人にみられるのもこまる︒八郎は思い
十二652 より細い︒毛よりもやわらかだ︒その細
十二676 しょじれて︑二十も三十も続いている︒

とでは︑いいかたもかわってくるであろ

のおうえん者たちも︑もうあきらめてい
︑また自分の誠意も通じない︒自分が話

す︒チルデン選手もそのおうえん者たち

いやしめることにもなるからである︒ど

ちがいない︒秋子も同じように︑﹁︿略﹀

の面影ということもできよう︒

︵二︶﹁

ばは︑すこしの力も発きしないからねん

れちがってくるのも︑やはりこのためで

いまから三四千年もまえの貝です︒四年

ろ︑なんのかわりもない貝ですが︑いま

は悲しいことなどもあるでしょう︒次の

いときの蛍雪などもあるでしょう︒その

を思いだす︒だれも話し相手がないので

心にえがき︑自分もそんなところにいっ

できるし︑なんども書きなおすことがで

く手をいれることもできるし︑なんども

あきこ

3
10

十一一676 れて︑二十も三十も続いている︒五十も
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十二677 続いている︒五十も六十も続いている︒

2

91

6

十二677 いる︒五十も六十も続いている︒のこぎ

だなにも降ってきもしないのに︑﹁︿略V

85
85
89
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92

9

十二681 いと︑なんの役にもたたない︒のこぎり
十二6810 のまるいのこぎりも︑大きなさしわたし
十一一708 住みこんであげてもいいけれども︑芭蕉

十二709 きだというし︑家もせまいので︑自分は
十二7112

十二7111 でいる子どもたちも︑同じ氣持でした︒

十二728 どもたちで︑どれも身なりはきれいでは
十二733園 やあ︑おじさんも手傳ってあげよう︒
十二7311 ていく方に︑自分もいっしょにかけだし

二三日は困ることもありません︒ふだん

れの大きな入れ物もかなり重いので︑二

十一一748 てくれたし︑まきもたくさんとってきて
十一一7410
十一一7412

﹀︒﹂﹁いうまでもなく︑日本ですよ︒

本人らしいところもあるので︑﹁︿略﹀︒﹂

十二753 夜は︑すべての音も雪にうずめられたよ
十二789

十二807園

十二811 いう國をみたこともなく︑また日本語を
十二815 でありますが︑私もどうしても勝たなけ
十一一817 きました︒三時間もぶっとおしに戦いま

十二818 いました︒なんどもコートでたおれまし
十二839 まりました︒目にもとまらぬボールが︑

十二844 が勝ち︑第二回めもやはり清水選手の勝
十二8412 ︑続いて第四回目もチルデン選手の勝と
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99
99

んだりするときにもつかったことでしょ

ます︒また︑土器もあります︒これは︑

どで作ったつり針もあります︒また︑土

ります︒石のおのもあります︒しかの角

貝は︑三百種類にものぼりますが︑古代
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うかのかっこうにも︑ほうおうという鳥

さい︒これをみても︑平和を愛した古代

くかんたんで︑形もたいへんよくまとま

︒それは︑もようもごくかんたんで︑形

器といいます︒形も︑かめや︑はちや︑

1

4
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1

102
104
105
105

いるのは︑なんともいえない美しさです

をはめこんだものもあります︒黒うるし

です︒いんさつ機も外國から渡ってきて

たやお屋らしいのもあります︒これは︑

やかぶりものなども︑いまのものとずい
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して︑遠いところも近くなり︑世界はだ

マルクの半分以上もあって︑その三分の

といわれるこの國も︑千八百六十四年に

いい港があるのでもなく︑わが九州ほど

きゅうしゅう

いたし︑めくらにもなりかけていたので
︑鉱山があるのでもなく︑いい港がある

オは︑年をとってもいたし︑めくらにも

てはならぬ︑人にも説いてはならぬと

だされて︑自分でも信じてはならぬ︑人

ました︒ガリレオも︑十三年半かりは︑

秋・冬のあるわけも︑すっかりわかった

と書とがあるわけも︑春・夏・秋・冬の

つだ︑ということもわかりました︒つま

かり︑また︑地球もまるい形をしたもの

になって︑東洋でも西洋でも︑天は動き
︑東洋でも西洋でも︑天は動き︑地はじ

にしずみます︒月も︑東の空から西の空

因と結果との関係もないのに︑一つのこ

すこしのつながりもなく︑原因と結果と

ことは︑いうまでもない︒日本には︑毎

うのよくなった人もある︒同じ名まえの
︒同じ名まえの人も世の中には多いが︑

へ移って困った人もあれば︑わるいとい

て︑これをいくどもくり返してたしかめ

ているからすの声も︑ほんとうにのんび

かな午前︒どこともしれぬ方角の︑遠い

︒やがて︑かれらもせいぞろいして︑か

にしずんだものにも︑春は︑希望の帰っ
︒ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國か

のしま目もようにもちらちらとして︑あ

枝のあみ目の先にも︑はやふっくらと︑
︒その︑まだ目にもとまらぬ︑小さな木

984422112965119229431188710329296951

20
25
25
26
26
2了
2了
29
29
30
30

十三515

るんだから︑きみも乾たまえ︒

わたし

＋四2910のだろうという人もありますが︑それば

をたてる︒どらにも︑大小さまざまあっ

け屋が來る︒これも︑いろいろな道具を

十四410

つぎの手紙の中にもよくうかがわれます

す︒それというのも︑フィリップ自身︑

十三618園

十三617園

の苦しみを︑自分もともに苦しんだので

ね︒きっと先生も︑そんなお氣持で︑

を考えて︑きみも勉強を続けるんだね

十四348くのに︑二十億年も︑かかるほどの廣さ

きているといってもいいすぎではありま
十四3211

十三521 になってる︑いまもそうだ︒やがて老い 十四301が︑そればかりとも思われません︒かり
十三549 ︒だから︑この絵も︑本物をごらんにな 十四318 つで︑日本はよくもわるくもなるのです
十四319本はよくもわるくもなるのです︒あなた
十三565園 ちがうといってもいいな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
十三573園んかいた︒中でも︑ラファエルは︑マ 十四322という人があるかもしれません︒天上の
十三607囹
ました︒﹁あれも︑西洋の名画でしょ 十四324 いと思っている人もあるでしょう︒けれ
十三611圏 ほうがうまいかもしれないが︑深みや 十四328 ったのです︒宗教も︑科学も︑哲学も︑
十三612園 は︑普通の人にもわかるだろうね︒な 十四328す︒宗教も︑科学も︑哲学も︑ふかまつ
十四328も︑科学も︑哲学も︑ふかまっていった

ざまあって︑音色もちがうし︑同じ大き

十四61

十四55

らと降ってくるのも︑このころである︒

の國といわれるのも︑いわれのないこと

子どもは︑絵も字もわからないころから

十四2211カルタ︑カボチャも︑外國語であったと

十四166国ださるとき︑私もおかあさんのことを
十四188園が︑﹁カーテンも英語じゃないかしら
十四215園︒﹂とか︑﹁あれもそうか︒﹂とかいい

十四16エ團 りして︑せめてものおなぐさめにした

十四122團は︑かさなしでもりっぱに役にたちま
十四珂2團 かな︑このうえもなく純眞な思い出が

十四455 ンク︒マッケンナも︑しずんでいく船か

十四442圏る他人のためにも︒そうして︑なんで

十四385園える︑わたしにも聞える︒﹂三の人﹁明
十四417園た︒﹂一の人﹁山もはっきり見えてきた
十四441圏︒他人のためにもことばをもて︑なや

十四351 ︑バクテリアよりも︑もっともっと小さ
十四351のに感じられるかもしれません︒大うち
十四353は︑バクテリアにもおとるほどの小さな
十四354そのバクテリアにもおとる小さな人間が
十四357 のは︑うちゅうにも負けないくらい廣大
十四372ま︑日々の生活にもつらい思いをしてい
十四377あるかということも︑しぜんにわかって

9

十三415園も︑三げんぶんもの人が︑寝とまりし

十三415園 でも噴けんぶんも︑三げんぶんもの人

＋四2512きに︑そのことばもいっしょに傳わって

十四257てくると︑ことばも︑それにつれて︑新

十四4611ほどでした︒寒さも︑つかれも︑どこか

十四4611ひたっていることも︑わすれてしまった

十四461ければ︑ふるえてもいません︒まるで︑

たが︑どこからともなくたくさん舞って

十三419囹 ︑リックサックも二つある︒そうだ︒

1212

＋四4612︒寒さも︑つかれも︑どこかへけしとん

3

＋四2612クとかいうことばも︑西洋の油絵がはい

4

十三4511 るようにすることも︑たいせつなことで

5

十四483 ︒そうして︑自分もどうせ助からないも

5

十四285二辞典というものもあるから︑それを調

34

十四294 のように聞えるかもしれませんが︑これ

35

ベルが鳴る︒だれも出て來ない︒一どと

さな子どもは︑絵も字もわからないころ

い︒夜のふけるのも知らないで︑見とれ

肖る︒ぶどう責りもやって遜る︒たとえ

iム︒においもさとうも大まけだ︒
十三328圃園
おいもさとうも大まけだ︒﹂と歌う︒
十三328團囹

うね⁝⁝四十日も⁝⁝手紙が︑はい⁝
十三394園

十四458めてなきさけぶ声も︑いっか聞えなくな

5

36

十四67団 て以來︑一分間も︑おかあさんのこと
十四83團 って︑このうえもないたいせつなこと
十四84国 ︒じゅみょうにも負けなければなりま

十三399園 もの⁝⁝行ってもいいでしょう⁝：．は

十四2411きに︑そのことばもいっしょにはいって

十四238囹︑ほかの國からも︑いろいろはいって
十四239園たことばの中でも︑クレヨン︑ズボン

32
36

十三509 るんだから︑きみも來たまえ︒子うしを

十十十十十十十十
十三508 むまで見ているかもしれない︒すぐ帰っ

な汽船が︑十ばいもある定期船につきあ
十四4411

十三411囹 いる︒なんべんもくり返して読んだよ

＋四4512で︑しかも︑調子もみだれていなければ

＋四3410
くらべては︑太陽もごく小さなものです

声でやって來る者もある︒まんじゅう屋

てる︒どこからともなく︑女の人たちが

のかわったところもないような︑このホ

なって︑どこまでもつながっている感じ

いる︒あまり惹くもない道の両がわの土

である︒どこの家も︑高い土べいを立て

りも︑農作物よりも︑とうといものが生

ここに︑木材よりも︑農作物よりも︑と

ランドのあれ地にも育つだろうと思って

113310775981010！2

十四256ら︑これからのちも︑新しいものが世の

十十十十十十十十十十十十
十三415囹 いまどこの家でも急けんぶんも︑三げ
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34
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十四505 いたおじょうさんも︑
そのほかの婦人た

十四504 して︑マッケンナも︑
その歌を歌ってい

十四688

十四677

す︒だから︑どれもこれもみんな︑茶わ

くて︑うずの高さも︑四キロとか八キロ

からなんメートルもある︑高い柱の形に

十四8811ごろである︒半年も雪にとざされていた

十四8711︑第四︑第五の人も︑同じ足あとをたよ

＋四8710︒やがて第三の人も通り︑第四︑第五の

から︑どれもこれもみんな︑茶わんの湯

うすのちがったのもあります︒だから︑

んのおぜんの上でもやれますから︑よく

十四692

十四693

らんなさい︒それも︑お湯が熱いほど︑

十四693

十四529園
こんな︑十キロもあるような大きなか
十四707

十四706

十四509 美しい歌は︑いまも︑
われわれの耳にひ
十四5411囹
いところで︑土もかたいし︑石ころな

十四505 のほかの婦人たちも︑
みんなすくいあげ

＋四5412園
し︑石ころなども︑ごろごろしていま

動くのを見ていても︑いくらかわかるは

十四898章は︑どのようにも書きあらわされる︒
十四902 てくる︒寒いことも寒いが︑また暗さも
十四903寒いが︑また暗さも暗かった︒﹁︿略﹀︒﹂
十四925なかった︒ 一はこも費ってはいなかった
十四927らの家へ帰ることもできなかった︒まだ

十四718

＋四9410めであった︒両手もまた︑寒さでほとん

十四928かった︒まだ一銭ももうけてはいないの
十四934分のまき毛のことも︑雪のことも考えな

す︒しかし︑それも︑前の温度のむらと

十四棚11 寒さも︑ひもじさも︑なみだもない國へ

は︑湯は表面からもひえます︒そうして

十四725

いうようなことにも関係してきます︒そ

十四棚11 れて︑もう︑寒さも︑ひもじさも︑なみ

十四977 ︒ああ︑そのときもとき︑ちょうどマッ
十四985を照らし︑いく百もの小さな人形が見お
ているのもあるかもしれません︒それは

＋四川12 もじさも︑なみだもない國へ︑上の方へ

十四7110

十四7311

のほうが︑森よりも︑日光のためによけ

︒それは︑なん回もなん回も︑あるいは

十四934 ことも︑雪のことも考えなかった︒美し

十四552囹
吸いとって︑夜も書も送ってあげるの
十四552園
とって︑夜も書も送ってあげるのは︑
十四557園
﹁ほかに︑だれもいませんから︑私が
十四598園
とは︑かたときもおわすれになれない
十四748

傳えられているのもあるかもしれません

十四805

︑なん回もなん回も︑あるいは︑なん代

のひえかたがどこも同じではないので︑

＋四5912園
たら︑実は一つもつかなかったのです

十四756

十四806

あるいは︑なん代もなん代もやってみた

て︑湯の︑中までも熱いところと︑わり

十四603園
ものだといってもいいのです︒しかし

十四805

十四806

︑なん代もなん代もやってみた結果︑と

十四7110

十四609 ︿略﹀︒﹂花も︑葉も︑つるも︑首をひね

十四609した︒﹁︿略V︒﹂花も︑葉も︑つるも︑首
十四609 花も︑葉も︑
つるも︑首をひねって考え

十四806

のになったものとも考えられます︒

十五2211ると︑三メートルもあるような羽をひろ

十五157図魍なるなにごともなきばらの花ふとの

十四806
十四809

とらず︒石の上にも三年︒一事が万事︒

十四614 た﹁
︒︿略﹀︒﹂つるも︑うなずいて︑﹁︿略

十四811

さきのつえ︒さるも木から落ちる︒親し

十四613園私たちは︑はえもしなければ︑大きく
十四613園ければ︑大きくもならなかったかもし
十四613園
ならなかったかもしれない︒﹂つるも︑

十四818

十四631 これは︑いうまでもなく︑熱い水蒸氣が

十四624みもなく︑ふしぎもないようですが︑よ

十四624なんのおもしろみもなく︑ふしぎもない

十四6111︒花も︑葉も︑根も︑みんな賛成しまし

十四865

十四864

十四863

十四859

えば︑ふぶきなどもその一つである︒風

︒﹁雪國﹂の映画も︑けっしてわるいも

一首の歌をよむのも︑同じ心の現われで

かかって調べるのも︑ごくささいな感情

ねんに写生するのも︑一びきのこん虫を

の映画は︑どちらも雪にえんのあるもの

れば光なし︒ちりもつもれば山となる︒

十五275 います︒もう呼吸もなくなったのかと︑

十五275さわがず︑あばれもせず︑じっとしてい

十五264 でもない︒一こくも早く谷底の地面へお

十五264落されないものでもない︒一こくも早く

＋五2512
なって︑羽ばたきも苦しげに︑しだいし

十五248身のあぶないこともわすれて︑思わず鳥
十五259 ︑さすがの大わしも︑十五六の少年に上

︒親しきなかにも礼儀あり︒しゅにま

十五151図魍ろきてわが身も光るばかりなり大き

十四615園
︑だれのものとも︑簡軍にはいえませ
十四617園いい種を︑來年もわすれずにまいても
十四619囹あげてしまっても︑さしつかえないと

十四822

十四819図

十五52図闘 とき人とても︑ 声の行くえの月
十五56図圃 末ふたたびも︑友の心にあらわ
十五71図圃 の水一枝の影もあざむかずうしは

十四6111がいいました︒花も︑葉も︑根も︑みん

︵二

十四6111
ました︒花も︑葉も︑根も︑みんな賛成

十四645ふつうけんび鏡でも見えないほどの︑た

十四868

十四866

表情をあつかっても︑おもしろいと思う

十四656氣の温度によってもちがいますが︑おお

十四875

十五298て︑きずのいたみもかまわず︑おそろし
十五337まここでいうまでもありません︒目の前
十四661ゆらして︑いくつものうずになり︑それ

十五915園

さとうも︑パンも︑だれが行けといっ

それからさとうも︑パンも︑だれが行

十五9210園

ときは︑だれにもかまっていられませ

チロー︑おまえもすぐ來い︒﹂いぬぶ

︑すこしの休みもなく︑飲む︑たべる

世界の学者がだれものぞんでいるカーネ
＋五5412

十五935園

十五933園

十五9210園

十五6011そるべきなにものもなく︑わがままいつ

十五557囹かくのおたずねもむだになるようなわ
十五563園︑富士山の高さも不明であった︒そこ
十五572囹きみは室を二つももっているようだが

十五984園

にいる子をだれも知らないなんて︑そ

でも︑天の上でも︑いちばん美しいも

のは︑地の上でも︑天の上でも︑いち

チル﹁話をしてもいいの︒﹂光﹁まだだ

十五984囹

﹁ぼくのうちにも﹃幸福﹄がいるの︒

いとますることもできませんからね︒

十五613 った手紙のどれにも︑﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず
十五615 てあったのを見ても︑その愛されかたが
十五655の思い出は︑いまも私の胸にやきついて

十五棚8園

十五999園

いるのは︑だれもふり向いてくれない

十五974囹

十五683 ンとたたいた︒音もなくドアがあいて︑
十五699は︑私を京都までもつれて減て︑朝夕か

十五皿11園

十五938囹

十五6911とたずねられたのもそのはずだ︒いまそ

十五339のまつ白な山までも︑朝日の中のこの勇
十五347 ︑記おくのためにも必要な方法である︒
十五351などであんだひももっかい︑色のちがっ
十五352を結びつけることも行われた︒それから
十五354 つけてしめすことも行われた︒これらの
十五355を絵にうつすことも行われた︒この絵の

十五744 こになんのけじめもない︒兄と弟とのち

字があった︒漢字も︑もとは事物の形を
＋五3512

十五3511アラビアあたりにも︑これににた文字が

考えてみただけでも︑このことがすぐ理
十五3811

十五375わせて表わすこともくふうされた︒たと
十五383をあてて読むこともした︒このように︑
十五389かの訓のあるものもある︒たとえば︑﹁

十五脳9園

＋五8212口をきかず︑これも︑右手の方のおくへ

＋五8212ねこは︑ひとことも口をきかず︑これも

十五788は︑他人にとっても眞実だからである︒
十五799子どもさんたちにも︑お目にかかったこ

十五麗11囹

十五麗10園

十五㎎9園

十五麗8囹

十五冊10園

十五佃10囹

は︑喜びの中でも︑いちばん美しい喜

つたおかあさんもないのさ︒おかあさ

るいおかあさんもないし︑年をとった

うなおかあさんもなければ︑きりょう

では︑なにもかも見えるのですからね

ここでは︑なにもかも見えるのですか

十五期8園︒くらべるものもない﹃母の愛の喜び

よう︒なによりも︑まず﹃大きな喜び

十五鵬9園まのすべてよりもりっぱで︑おともに

十五416 マ字といわれるのもそのためである︒ロ

十五753園はにくしみよりも強い︒﹂と︑力をこ
ああ︑忘れもしない︑満面べにを
十五755 ︒
十五784 ってもらえないかもしれない︒けれども

十五426 ローマ字の教育にも努力している︒しか
十五427 ︑こんなに三種類も四種類もの文字をつ
十五428に三種類も四種類もの文字をつかってい

つただれの目にも見える﹃幸福﹄ども
十五834囹
十五837囹こんでいないともかぎらない︒だから

十五佃5園

＋五4110る︒日本のことばも︑ローマ字で書くこ

＋五4410﹂と︑あいさっともつかず︑返事ともつ

あそこへ行ってもいいの︒﹂光﹁いいと
＋五8310園

十五845園る︒ちょうづめもある︒小ひつじの足
十五847園うしのかんぞうもある︒﹂パン﹁いかに
十五853園間のなにものをもおさえている︒いや
十五854園このなにものをもおさえている︒あの
十五865囹 ︒小さなおかしもいけないの︒﹂光﹁み

＋五4710そのお庭僥の中でも︑﹁色なべしま﹂と

十五909園そいつは︑一どもわたしたちのテープ

十五M10園

ことですよ︒私も下へ行くのですよ︒

いるなら︑ぼくもここにいたいや︒﹂

も

もいいたい︑これもいいたいと思った︒

も

当番ですが︑私にも書かせてください︒

とたおれそのままなくも

九価4仁恩着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん

︵終助︶2

十五槻7

十五梱9 た︒それはなんともいえない︑せつない

十五梱5

十五捌5 氣がついた︒あれもいいたい︑これもい

十五M11園

それから︑これもおかあさんの手だ︒

十五㎜12囹にいたの︒思いもかけなかったよ︒私

十五4410もっかず︑返事ともつかない答えかたを

人たちは下等でもあり︑たいていはま
十五8311園

十五888園ているし︑だれもそれに立ち向かうも

十五456で︑日本の手工業も︑外画から新しい工
十五459めにやって來たのも︑そのころのことで
十五461いた︒ひくい屋根も︑あけはなした店も
十五461 ︑あけはなした店も︑のき先にかかって
十五462もしろいかんばんも︑かれには︑みなめ
十五465 いままで見たこともないみごとな焼物で

十五482絵をつける赤絵屋もあったが︑これはは

十五901園 ︑ちょっとのまも行かれないのです︒

＋五4610が
園︑まだほかにもありますか︒﹂﹁︿略

ほかの外國人にも話してあげましょう
十五505園

＋五4810かし︑そのしごとも簡盟・にできあがるも

vと︑私が一言も発しないうちに先手

十五903囹ん︑あなたがたも︑あの鳥︑どこにか

十五549

十五513イムスという新聞も発行した︒しかしな
〉。

も一も

780

781
も一もう

九佃7図圃 ほおずきを口にふくみて鳴らすごとか

ももの花のさくころ︒

わずは鳴くも夏のあさ夜を

も 2 モ も
﹁モ﹂といってみたら︑これらもはなの

四801 も
六擢4園
もう

音であることがわかった︒
︵副︶餅

四271團

もうしばらくないてくれたら︑かご

からはなしてあげるよ︒

みんなは︑もう一ど︑かずこさんの文を

﹁もうすぐだ︒﹂

わがままはもうよすがいいよ︒

よみなおしました︒

四344

四536園

﹁もうだいじょうぶだよ︒﹂

四465園
四566圓

かっちゃんは︑もう

けれども︑もう

一ど林のおくをさ

ひゃくしょうなんか︑もういやになった

家をもらっておいで︒

から︑お金持のおくさんになりたいって︒

五703園

五7010囹 もうひゃくしょうはいやになったから︑

おばあさんは︑もう金持のおくさんはい

お金持のおくさんになりたいというのです︒

五735園

うちのおばあさんは︑もう女王はいやだ

やだ︑女王になりたいといっています︒

五764園

夏休みがすむころには︑ひなはもう︑かご

といっています︒

五966
五971園

﹁じゃあ︑もうすこしね︒﹂

の中をとびまわっていました︒

もうすっかり画聖になったの︒

﹁もう︑元氣になったようですね︒﹂

もう

四588

一わがみえません︒

四622

一どやりましょう︒

いきました︒

一1110も
囹う

がしに

一126圏
もういいかい︒
一132圏
もういいかい︒

四㎜−o園 もう︑だいじょうぶ︒

ああいうねじはもうなくなって︑あれ一

一135圃
もういいよ︒

一134も
圏ういいかい︒

もうじきでございます︒

五999園

一52も
2うあさでした︒

六91園

五105園

もう明かるくなった︒
﹁にいさん︑もうおりていいの︒﹂

ぼくは︑もう大きいんですから︒

帰りに︑また通ったら︑もう鳴いてはいな

もうすこしで口が水にとどきそうになった
六395園

帰るといったって︑あんな遠いところ

ぼく︑もう帰れないんだ︒

いまは︑もうこんなに大きくなった︒

六盟6圏

六伽1園

動かないと思ってみた月は︑もうさっきの

新しいことがあたまにうかんだので︑もう

﹁もう︑いいよ︒﹂

﹁もう︑いいかい︒﹂

﹁もう︑いいかい︒﹂

﹁もう︑いいかい︒﹂

そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六㎜10

とまいた︒

六梱9 つぎに︑もう一まいの画用紙を︑ぐるぐる

ていられなくなった︒

六梱2 こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

枝のあいだにはなくて︑

六559

でも︑もう一どあの村に帰りたいなあ︒

六406囹

とき︑足がつるりとすべって︑

六136

つしかないのだ︒

もうじゅうぶんいただきました︒
おい

一567
おべんとうをたべて︑ちょっとうとうと

おどりももうたくさんです︒

四M9園あまり長くなりますので︑もう︑

四鵬8園
四鵬6囹
四備8囹
四餌2囹

すると︑ きしゃはもうついていました︒
二302ぶ
囹うちゃんはしんぽいして︑もう一ど

五143囹

とましょうと思います︒

二436園 さあ︑もうすこしのぼろう︒

五251囹

かぞえてみました︒

二702囹︺もうじき﹃春の國﹄だ︒

かった︒

五552

もう︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あ
五639園

六梛9園

もう一ど金のさかなのところへいって︑

六摺11囹

うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて
五6810囹

しまっているんだもの︒

五675囹

つまっていました︒

五5511

もうすっかりくらくなっていて︑

三十分ぐらいしかたっていなかったのに︑

五4610

ころは︑もう︑あたりはくらくなっています︒

いう 五431團 一日じゅうてつだいをして︑うちに帰る

二647園もう︑﹃冬の國﹄もすぎていく︒
三4410 もうひと足でりくへ あがろうと
とき︑

三656﹁もうみんなはどこへもいけません︒
三762 みんなでさがしまわりましたが︑ゆかの
上にはもうみえませんでした︒

三柵5 もう︑ひきとめることもどうすること
もできません︒

三価2園 ﹁もうすこしおまちください︒﹂

とき︑またわの中ににげこみました︒

四224団 もうすこしでつかまりそうになった

半年もたちますね︒

四245国 みつちゃんがいなくなってから︑もう

もう一もう

782

﹁ここまできたら︑もう安心だね︒﹂

六鵬11 そこには︑もううさぎさんたちはいません
でした︒

六儒3囹

六柵3 うさぎさんたちは︑もうにげようと思って
もにげることはできません︒

六欄3 それは︑もう一びきのとらさんでした︒
六欄11 一びきのとらさんが︑いきなり︑もう一ぴ
きのとらさんにとびかかりました︒

七68園 もう帰る子がある︒
七239囹 もう︑おさらいがすんだから︑あおむし

七94囹 もう︑四十五年にもなる︒
のせわをしよう︒

たが︑もうどうすることもできませんから︑

せみの子たちは︑れいのふしぎなかしこさ
もうすっかりくらくなりました︒

で︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八204
八222

星のきょりになりますと︑これでは︑もう

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

まにあいません︒

八3310

八427園
こがねなどはいらない︒

日がくれましたが︑王子は︑もうしばらく

八588園

けれども︑親あひるは︑ひながでてくるま

さあ︑もう一曲がりだ︒

さがそうと︑歩いていきました︒

八475

八6010
八625園

でも︑もうすこしだいてみましょう︒

わたしは︑もうほんとうにくたびれた︒

えに︑もうつかれきっていた︒

八646園

もう一わの鳥がとんできて︑そのみにくい

しは︑もう黄色なさなぎにかわっていた︒

七2911囹 きのう︑学校から帰ってみると︑あおむ

七344園もうすこし︑中へはいれませんか︒
八68！

もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪

けれども︑いちろうが目をさましたときは︑

のぼうしがみえます︒

九466團
九4810

いちろうは︑すこしいきますと︑そこはも

もうすっかり明かるくなっていました︒

九516園

まあ︑もうすこしいってみよう︒

まあ︑もうすこしいってみよう︒

まあ︑もうすこしいってみよう︒

う︑﹁ふえふきのたき﹂でした︒

九507

九528園

谷川にそった道は︑もうほそくなってきえ

九5310 りすはもういませんでした︒

九538園

九541

草の中から︑どんぐりどもがぎらぎら光っ

てしまいました︒

てとびだして︑もうワアワアいっていました︒

九631

長いしゅすの服を着て︑

九636 みると︑やまねこは︑もう︑いっか黒い︑

九6310囹 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

九753

九674囹

﹁やまねこ舞﹂というはがきは︑もうきま

裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒

もう︑なえが︑2㎝から3㎝にのびました︒九662囹 裁判も︑もうきようで三日めだぞ︒
3時間めの終りに開きはじめましたが︑お

これで︑もうだいじょうぶでしょう︒

十一月のはじめになれば︑もうほとんどす

日本に春がくると思うと︑もう矢もたても
こちらへきてから︑もう四ヶ月になりま

もうすこしで貝つかに着くというところで︑

もう︑むだ口をきく人は︑ひとりもありま

九9011囹

九909囹

九902囹

︒

いずれ学校へ帰ってから︑もう一ど隠り

もういいったら

﹁もうきみとは遊ばないからな︒﹂

もういいったら

しましよう︒

九868圏

せんでした︒

九861

していました︒

九802 私たちは︑もう︑ほってみたくてうずうず

先生は一けんの農家にたちよられました︒

九784

せんでした︒

八姻3

書の時間には︑もう閉じてしまっていました︒

八佃4

八972

あひるの子の首すじにかみついた︒

七358園 おばさんのうちへは︑もう二どもいった
ことがあるのですもの︒

﹁さぶろうさん︑もうすこし︑がまんし

七361園 ﹁もうすこし︑中へいれてくださいませ
んか︒﹂

七364囹
ていらっしやい︒ ﹂

す︒

九312国

たまらず︑北をさしてすすむのです︒

九248

がたをみせなくなってしまいます︒

九1610

七633 ばくちく花火が︑パンパン︑もうくらく 九156 もう大きさだけは且つばめと同じですが︑
なっている︒

七681 もう一つは︑︿略﹀︑だんだん︑その人の顔
ににせていくやりかたであります︒
七853圏 もう帰ってもよろしい︒
七858囹 もう︑うたがいははれたことと思う︒

いまはもうかきの葉もすっかり落ちつく
いつのまにどこへ渡っていったのか︑い
まはもういなくなりました︒

九4111国

して︑秋も終り近くなりました︒

九314團

七967 7ひきの子うさぎのうち︑5ひきはねずみ
色︑1びきは白︑もう一びきは黒でした︒
八118 目さえあけたりとじたりして︑からだをふ
るわせてもう虫の息です︒

八123 すえの女の子などは︑目をなきはらしまし

783
もう一もう

よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も

九919園 もういいじゃないか︑そんな話lI−

100

もうたく さ ん だ ︒

う一つなぐってやる︒

九9911園

九九九九九九九
﹁いや︑もう︑おまえさんをたべやしな
﹁わたし︑おかあさんにひと目あったら︑

﹁ も うじきですよ︒﹂

十697園 それなら︑もう︑ふたりとも︑どっきに

にゆれていました︒

十625 もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風

十618 もう︑先生のせいくらい高くなりました︒

にいさんのせいより高くなりました︒

十615 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

十358 佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑

十221囹

うみにくいとは思えなくなりました︒

九酩1 みにくいと思っていた自分のからだも︑も

た︒

九備6 白ばらの花は︑もう話しかけなくなりまし

九備7園 もう夜ふけですよ︒

九備1 月はもう頭の上まできていました︒

もう︑命はほしいとは思いません︒﹂

九糊7囹

いよ︒﹂

九柵6園

九櫛6 それでもう終りであった︒

みると︑もうそれはただの水であった︒

九悩8 念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒

そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

﹁ 先 生︑もういいでしょう︒﹂

待て︑待て︑もうすこし上までいこう︒

﹁先生︑もうすべらしてください︒﹂

も う ひ と息︒

きみ︑も う よ そ う よ ︒

56110224
園園囹園園囹

101

107

107

108

108

110

さっきの看護婦と︑もうひとりの看護人

﹁おたがいにつめて︑座席にもうひど

﹁もうおそいから︒﹂

あたって死んでいるはずじゃないか︒
十﹇249園

十一546圃
り︒﹂

十一735

﹁︿略﹀︒﹂と︑医者は︑もう一ど少年の

とがついていました︒
十一756

もうすこしのあいだですから︒

かたに手をかげながら答えました︒
十一8011園

十一859園ぼく︑あしたうちへ帰りますから︑も
うすこしここにいさせてください︒

ここへっれてきたときには︑もうすっ

﹁今夜はもうだめかもしれない︒﹂

まさお
おいの正男ちゃんは︑五つですから︑も

﹁もういくらもいなくてもいいでしょ

かりわけがわからなくなっていて︑

十一868園
十﹁873園
う︒﹂

十一888園

十二244

うひとり遊びができますが︑

いまにもう失敗もなくなるようにして

いまそこにいたかと思うと︑もう次のへ

十二2511園
みせます︒

十二275

やにはいっているというように︑

もう︑めばえそめたそのなつかしい葉や︑
花の上を︑私の指は︿略﹀なでていました︒

十二3110

ケラーは︑もうサリバン先生なしには︑
おには約そくをまもって︑そののちはも

生きていけません︒

十二419
十二5812

もうあとわずかというところで︑日はは

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

チルデン選手もそのおうえん者たちも︑

﹁先生︑もうおやすみですか︒﹂

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

十二607
十二757囹

十二851一

そこでは︑どこかの子どもが︑もう︑頭

もうあきらめているときでした︒

十三293

その右の方に︑もうひとりの子どもがよ

をつるつるにそられている︒

もうじきお目にかかれます︒

﹁それなら︑もうすこし大きいのがあ

りかかっている絵です︒

十三535
十三554園
るよ︒﹂

十四1410胴田圓 もうすこしすれば︑ごいっしょに一

十四136国

茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑

月をくらせるのだ︑

茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑それが︑

十四666

一つは﹁雪國﹂というのであり︑もう一

これが︑もうひとまわり大じかけになつ

かなり早くまわりながら︑のぼっていきます︒

十四767
て︑

もう一つのほうは︑どこかの男の子がひ

つは﹁雪﹂というのであった︒

十四833
十四913

またそうしないではいられなくなって︑

ろって行ってしまった︒

女の子は︑もう一本の︑第三番めのマッ

もう一本のマッチをとってかべでこすった︒

十四966
十四9710

女の子は︑またもう一本のマッチを︑そ

チをすった︒

十四999

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

ばのたばの中からひきだした︒

十四9912

かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒
十四梱11

地面から高くはなれて︑もう︑寒さも︑

十四㎜4園もう行っちゃいや︒

いまそれをとめなければ︑もうその女の

ひもじさも︑なみだもない國へ︑

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五246

もう一もうぜん

784

これは︑たいしたもうけものだよ︒

十五275 もう呼吸もなくなったのかと︑そのこと もうけもの ﹇儲物﹈︵名︶1 もうけもの
八789園

十一243園

父親のすきなものを買うために︑自分で

孟子はおどろいて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねま

﹇申上﹈︵下一︶3
︽ーゲ︾

もうしあげる

そのかわり日本語を教えてくれと︑そ

申しでる

申しぶん

︽ーデ︾

航空会社では︑お金をとらずにつばめを運
﹇申分﹈︵名︶1

八296

その目といい︑ふえの音といい︑申しぶん

﹇申様﹈︵名︶1

申しよう

のないけだかさがこもっています︒

四柵10園ほんとうにお礼の申しようもござい

もうしょう

ません︒

﹇申訳無﹈︵名︶1

申しわけなさ

あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

1 申しわたす ︽一

﹇申渡﹈︵名︶1 申しわたし

﹇申渡﹈ ︵五︶

︽ーシ︾

それは︑天人のはごろもと申しまして︑

﹇申﹈︵五︶6 申す

九6710

それでは︑座長の根さんのご指名で︑

やまねこがいちろうにそっと申しました︒

十四558國

﹁ほかに︑だれもいませんから︑私が

では︑おさきに申します︒

もうぜん

﹇毛饒﹈︵名︶1 もうせん

やわらかなもうせんをしいたようなし

﹇猛然﹈︵形状︶1

もう然

ばふ︑みどり色につやつやと光ったしばふ︒

三937

もうせん

申します︒﹂

十四547囹

私から申します︒

十四524囹

ました︒

四鵬1園ああ︑これははずかしいことを申し

四欄3園

もう・す

ぐりどもに申しわたしました︒

九691 黄色のじんばおりをちょっとだして︑どん

シ︾

もうしわた・す

九692囹申しわたしだ︒

もうしわたし

命をすてておわびをしょうと考え︑

十7310園

もうしわけなさ

六858園申しわけがありません︒

をしてしまいました︒

六849囹 つれないどころか︑申しわけのないこと

ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが もうしわけ ﹇申訳﹈︵名︶2 申しわけ

わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒

十一2010

もう︑︿略﹀︑小さな小さな黒い点かなに もう・ける ﹇儲﹈︵下一︶3 もうける ︽iケ︾

がまた︑少年の氣にかかってきました︒
十五2710

かのようにしか見えなくなってしまいました︒
十五281 もうたまらなくなったのか︑
十五3212 氣がつくと︑もう自分のまわりには︑お

まだ一銭ももうけてはいないので︑父親

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十四928

もうし

が︑きっとひどくしかるにきまっていた︒
もうし
﹇孟子﹈︹人名︺4 孟子 孟子

もうし

そのころ︑もう熱心なクリスチャンに

﹁いいえ︑もうこれだけです︒﹂

おぜいのひつじかいが集まって來ており︑
十五4611囹

十五57115n国

なっていたが︑

孟子がびっくりしていると︑母は︑︿略﹀

孟子の顔をみると︑つと立って︑

十五5911囹 きょうは︑もうこれでしごとはやめだ︒ 十一一82 孟子がまだ子どものころでした︒
十二88 そのとき︑母ははたを織っていましたが︑

ごらん︑もう行ってしまった︒

申しあげる

もうしあ・げる

すと︑母は︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

十二91

ぬのを︑小がたなでたち切ってしまいました︒

また︑もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑︿略﹀︑ 十一一810

十五9811囹

十五988囹 もう時間がないのだからね︒
十五992
廣間の中にかけこんで來て︑

十五桝8園 もうよしましよう︒

十五梱6囹 私は︑もう年をとることはないのだか
らね︒

十五皿8囹 もう︑びんぼうなおかあさんもなけれ

三宙1

申し出で

それはおもしろいと︑教授の申し出で

﹇申出﹈︵名︶2

はい︑申しあげます︒

海の神さまに︑申しあげます︒

﹁︿略﹀︒﹂ともうしあげました︒

ば︑きりょうのわるいおかあさんもないし︑年を

六911園

た︒

もうしぶん

ぶことを申しでました︒

九221

もうし・でる

﹇申出﹈︵下一︶1

の申し出でを承知して︑私はすぐに授業にかかっ

十五581囹

をさっそく承知して︑

十五575囹

もうしいで

七8210園

とったおかあさんもないのさ︒

十五佃11囹 そうしたら︑私は︑もうなにもおそれ
ず帰って來ます︒

九656 もうみんなガヤガヤ︑ガヤガヤいって︑

もう ︵感︶2 もう

がたを待っていたのです︒

十五895囹 わたしたちは︑ただもう︑おまえさん
もうあがっこう ﹇盲唖学校﹈︵名︶1 もうあ学校
十197 もうあ学校の教室である︒
もうあきょういく ﹇盲唖教育﹈︵名︶1 もうあ教育

十二406 もうあ教育に経験のあるサリバン先生に
きていただくことにしました︒

785
もうそうちく一もくたん

十一一8410 もう然とたちなおって︑電光のような
ボールをうちだしました︒

もうふ

十一423圏 もうそうちくも重荷にたえず︑つばき

もうそうちく ﹇孟宗竹﹈︵名︶1 もうそうちく

﹇毛布﹈︵名︶2

の上にぽたぽた落す︒
もうふ

十四964

それがもえ続けている間︑大きなろの前
そのたくさんのろうそくはもえ続けてい

﹇萌﹈︵下一︶1

もえる

︽ーエル︾

その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の
﹇燃﹈︵下一︶4

五35一
のです︒

もえる

︽ーエ・ーエル︾

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるよ

ガスこんろの青い火は︑ガスがもえている

おおもり

モールス

3

もがく

とヒつ

︽ーイ・ーク・一

ぬけだそうともがく︒

九帽2 力いっぱいもがけば︑︿略﹀くちばしから

﹇木﹈︵名︶10 ㈱ 木

ころげ落ちることができたかもしれません︒

五813七月十四日 木

くもりのち晴29度

晴28翠
雨28度

七9055月31日

七9126月28日

獅P5日

﹇木材﹈

くもりのち晴29度

七9328月2日

七9449月6日

七965 獅Q2日

七982 獅Q9日

獅Q5日

八㎜1 7月12日
八鵬9
八手5

くもり

17度

親子の発見と努力によってもたらされた︑

七68だ
1いりせきや木材をけずっていって︑

もくざい

十三241

木材があたえられたうえに︑いい翌翌が

よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物

あたえられました︒

十三2411
十三2510

﹇目算﹈ ︵サ変︶ 1

目算する ︽一

よりも︑とうといものが生き返りました︒

駿河湾の海岸線をながめ︑その角度を

するが

もくさん・する
シ︾

﹇木星﹈︵名︶1 木星

陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑

十三138火星や金星・木星などのような星は︑太

もくせい

目算して紙上計算してみたが︑

アメリカのモールスという学者が︑東 十五565園

︹人名︺一

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十336

モールス
きよう

十一一9810

もく

女の子は︑手にもえつくしたマッチを

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

ああ︑そのときもとき︑ちょうどマッチ
と︑そのとき︑マッチはもえつくしてし

はもえつくしてしまって︑

十四978

まった︒

十四988

も・える

春の美しさを思いうかべているのでしょう︒

九249

も・える

て︑それが︑高く︑盲同く︑しだいにのぼって︑

十四989

にすわっていた︒

十四959

ケ︾

四527 ちょうど︑一まいのもうふのようになつ もえつづ・ける ﹇燃続﹈︵下一︶2 もえ続ける ︽一

もうもう

︽ール︾

︵五︶

もくたん

﹇木炭﹈︵名︶1 木炭

みると︑なかまのがんが︑へびからぬけ もくせい ﹇木犀﹈︵名︶δきんもくせい

﹇藻掻﹈

京の大森の貝つかを発見してからのことであり
ます︒

ケ︾

もが・く

四626

4体）休）㈱㈱㈱㈱

ふたりともむきになって︑友だちの手から 十ニー63 そんなところをはっきりつかまえたいも

だそうとして︑もがいているところです︒
九8910

材晴晴晴雨くく
もも
17232813りり
度度度度 の

て︑

﹇濠濠﹈︵形状︶3

十216 看護婦がもうふをほしている︒
もうもう

三367園 ゆげがもうもうとたっています︒
五324 まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑どん
どん走っています︒

︽ーッ・

九㎜6 はげしい制動をかけられると︑もうもうと
もえあがる

火がもえています︒

﹇燃上﹈ ︵ 五 ︶ 5

雪けむりが立つ︒

三365園

もえている火をもってあるくかわ

もえあが・る
ーリ・ール︾

四旧6囹

もえさかる

︽一己・ーツ︾

りに︑わたくしをもってあるきます︒

十二763 やがていろりには︑パチパチとしばがも
えあがります︒

十四9511 ろの中には︑美しい火がもえあがり︑
十四968 それがゆらゆらともえあがると︑まあ︑
なんというふしぎなことだろう︒

﹇燃盛﹈ ︵ 五 ︶ 1

マッチは︑はなやかにもえあがった︒

十四9711 ほのおが明かるくもえあがった︒
十四㎜1一
もえさか・る

もえたつ

さかる大きなほのおのように思われた︒

十四955 その小さなほのおが︑その子には︑もえ
﹇ 燃 立 ﹈ ︵五︶2

︽ーシ︾

庭に

六268 あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

もえた・つ

もえつくす

十一3710囲 あぜに火とさくまんじゅしゃげ
﹇燃尽﹈ ︵ 五 ︶ 3

もえたつはげいとう︒
もえつく・す

木

11 11

11 10

もぐもぐさせる一もし

786

︵下一︶

1

もぐもぐさせる

のだと思って︑しきりに木炭を動かしていた︒
もぐもぐさ・せる
セ︾

もぐる

︽一

︽ーム・

︽ーッ・ーリ︾

もくろく

︹課名︺15

一21 もくろく
二21 もくろく
三21 もくろく
四21 もくろく
五21 もくろく
六21 もくろく
七21 もくろく
八21 もくろく
九21 もくろく
十21 もくろく
十一21 もくろく
十二21 もくろく
十三21 もくろく
十四21 もくろく
十五21 もくろく
﹇模型﹈︵名︶1

もさもさ・する ︵サ変︶−

もくろく

もけい

もさもさする

︽ーシ︾

三336囹なの花の大きなもけいがありました︒

もけい

六3410 口をもぐもぐさせているIl虫戸がでないの
である︒

もくもくもく ︵副︶1 もくもくもく

もぐりこむ

四943 もくもくもくと︑えんとつからすすが
﹇潜込 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

とぶように︑
もぐりこ・む
iモ・ーン︾

四219国 わたくしは︑ただしさんをねらって︑
わの中へもぐりこもうとしました︒
かくもぐりこんでいきます︒

八202 大きくなるにつれて︑だんだん地のそこふ
十一523 あふれそうな乗客にまじって︑どうやら
﹇ 潜 ﹈ ︵ 五 ︶8

乗車ロへもぐりこむことができた︒
もぐ・る

ぐったり頭をつっこんだりします︒

八98 そこにすわっている私のひざのあいだにも

るところがら︑小鳥が とびたった︒

すすきのもさもさしてい
八1510 自分の小さなまえ足でトンネルをほりなが 四146 むこうぎしの︑
ら︑さぐりさぐりもぐっていきます︒

おまえにくらいをさずけてやろう︒

みつからなかったら︒﹂

六159園もし︑あの木の葉の船が流れてこなかっ

もし︑

六96園﹁こんなところにころげおちてしまって︑

ここに とどけます︒

四53 もし︑人がなくなったときには︑やはり

きたら︑

三野5園 もし︑ かぐやひめをこてんに つれて

八815園それに︑水の中へもぐってそこへいくと︑もし ﹇若U︵副︶27 もし
それはさっぱりしますよ︒

がいい石持かどうか︒

八817量水の上をおよいだり︑もぐったりするの
八835 そうして︑およいだりもぐったりした︒
八8411 そうして︑はくちょうたちがみえなくなる
と︑すぐ水のどんそこまでもぐっていった︒

九484 ねどこにもぐってからも︑︿略﹀や︑その

たら︑ どうなっていたかしれない︒

かの角で︑ うさぎさんたちをつきあげるというの

六悩1 しかさんは︑もし自分が勝ったら︑このし

めんどうだという裁判のようすなどを考えて︑
かと思うと︑また︑すぐ水そこへもぐりました︒

十543 きんぎょが一びき︑すいすいとういてきた

です︒

七828園
いい︒

八426園

もしあるなら︑ここで︑はっきりいうが

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

こがねなどはいらない︒

九148 もし︑きく人の心が高ければ︑それだけ音

もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

樂のねうちが生きてくることになろう︒

九808園

もし︑弟や妹がけんかでもはじめたら︑

よくなにかをほりあてたらいいが︑

︿略﹀わけをよく考えていってみようと思います︒

十302

十393園もし︑母貝の中に︑核をさしいれること

もしそれができなかったら︑これからの

もしけがでもしてはかわいそうですか

ができたら︑眞珠が発生するにちがいない︒
十ニー14園
らね︒

十二5711

ちは︑けっして村へでてきてはならない︑

おにに人間をくわせてやるというのであった︒

十二581 もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

もし︑そのわけにかなわないことをすれ

︿略﹀︑はじめてもらうことになります︒

十二824 もし︑この決勝戦に勝つことができたら︑

十二889

もしある時期になって︑小もみを切り

ば︑たいへんおかしなことになるばかりでなく︑

はらってしまったら︑大もみは土地をひとりじめ

十三232園

もしこわれたら︑そちらでわけなくか

して︑生長するにちがいありません︒

十四121国

おかあさんが︑もし︑かなしいお心持

わりをお見つけになれるでしょう︒

十四151国

もし︑くしゃくしゃするようなことが

になられたときには︑

あったら︑どうか天上の星を見あげてください︒

十四378

787

十四568園もし︑つるの私がとちゅうで切れたり
したら︑︿略﹀かれて︑くさってしまいます︒

十四579園 もし︑私︑つまり太陽がなかったら︑
どうなると思いま す ︒

十四611園 もし︑あの人間がいなかったら︑

十四642 もし︑そういうしんがなかったら︑きり
は︑たやすくできないということが︑

ば︑ひやされるのは︑おもに︑まわりの茶わんに

十四7011 もし︑表面にちゃんとふたでもしておけ
ふれた部分だけになります︒

十五262 もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ
うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

十五265 もしまたとちゅうで︑このわしが大きな
くちばしで女の子の頭でもつつけば︑

もし ︵感︶1 もし

四伽5囹 もし︑それは︑わたくしのきものでご
ざいます︒

﹁だいぶ手があがった︒﹂このときの﹁手﹂

﹁赤とんぼ﹂という文字をとおして︑

十二946 それは文字のおかげである︒

︿略﹀赤とんぼを︑心の中にえがきだす︒

十二942

十二414 手のひらに文字を書くことから︑

十二335 ﹁人形﹂という文字をつづられました︒

な金ぞくのいたがついていました︒

九174 その右の足に︑日本の文字をしるした小さ

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九73 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

なってきたのでしょう︒

七131 ﹁手﹂ということばが︑文字を書くことに

は︑文字を書くことをさしていますが︑

七1211

じ︒ギリシアもじ・フェニキアもじ

もじ ﹇文字﹈︵名︶26 文字鎖エジプトもじ・えも

もし一もしや

十二鵬6

クロスワーズパズルのようにならんだ文

十五428

世界のどこに︑こんなに三種類も四種類

にいじまゆずるのはか

勝海舟の筆になる﹁新島裏之墓﹂とい

かっかいしゆう

もの文字をつかっている國があろうか︒

十五721

文字のはじめ

文字のはじめ

う五つの文字をきざんだそのおくつき︒

十五31

三

文字の話

文字の話⁝⁝⁝三十四

文字の話

文字のはじめ
十五211

三

もじのはなし ︹課名︺2

十五342

れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ もじのはじめ ︹題名︺2

表紙の文字は︑﹁かいたいず﹂と読みま

字があったりして︑おもしろいお金です︒

十二麗9
す︒

十三3411

それが︑だんだん大きくなって︑文字で

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三351

その文字の意味がわかってくると︑いっ

あることがわかり︑

十三352

十五341

七845園

もしもし︑ちょっとそのぞうという

﹁もしもし︒﹂と声をかけて︑話がで

もしもし︑あなたは︑どうしてないてい

もしもし︑それなら︑荷物をつけている

七758囹 もし︑もし︒

らっしゃるのですか︒

六871園

きます︒

四65囹

ものに︑さわらせてくれませんか︒

二342囹

文字の國といわれるのも︑いわれのない もしもし ︵感︶9 もし︑もし もしもし

そうその美しさが胸にきざまれる︒

十三353

ですから︑文字にあらわれていないあい

ことではない︒

十三454

﹁︿略﹀︒﹂とかいいながら︑先生のお書

てのことばを考えて︑
十四216

それをその場にいない人や︑遠くにいる

きになる文字に目をそそいだ︒

十五346

この絵のだんだんりゃくされてきたもの

人に知らせるためには︑文字に書くか︑

十五357

﹁もしもし︒﹂こういつて戸をたたき

ことが︑どうしてわかったのでしょう︒

十三379園

もしもし︑五千二十五番ですか︒

もしもし⁝⁝そうです︒

﹇若﹈︵副︶3 もしや

六麗4 ここで︑もしやと思って︑はなをつまんで

もしや

十三404園

十ニー77園 もしもし︒

ますと︑

中部アラビアあたりにも︑これににた文 十二68園

が︑文字というものの起りとなった︒

十五3511

また︑それまでに作られた文字を組みあ

字があった︒

十五375

﹁枝・板﹂など︑その文字の左側に

わせて表わすこともくふうされた︒

十五378

﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・いた﹂などと︑﹁木﹂に

十一655

んか︒

もしや︑あなたがたは︑らくだをにがし

少年は︑もしやわるい知らせをききはし

て︑それをさがしていらっしゃるのではありませ

七763囹

トルコ・インドネシア・フィリピンなど︑ ﹁マ﹂︑﹁メ﹂︑﹁モ﹂といってみたら︑

関係のあることを表わし︑

十五4010

ローマ字は世界的の文字であるから︑

世界の大半につかわれている文字である︒
十五42一

いま日本では︑漢字と︑かたかなと︑ひ
らがなとの三種類の文字をつかっており︑

十五425

もず一もちろん

788

もず

まいかと︑おそろしさにふるえながら︑
﹇鵬﹈︵名︶1

もたらす

︽ーサ・！シ︾

十一377圃 こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空

もず

﹇ 齎 ﹈ ︵ 五︶2

によくひびく︒
もたら・す

していたときの私ほど幸福な子どもを発見するこ

十二392 この日が自分にもたらした喜びを思い返
とは︑むずかしいでしょう︒

十三2312 ダルガス親子の発見と努力によってもた

﹇ 任 几 合﹈︵五︶1

もたれあう

︽ーッ︾

らされた︑よい結果は︑木材だけにとどまりませ
ん︒

もたれあ・う

しまいました︒

ッ︾

かくようなかっこうをしました︒

かべをたたき落し︑屋根をもちあげる
持ちあわせ

ほどの喜びをこしらえているのですよ︒

十五麗1園
﹇持合﹈︵名︶1

用いる

︽ーイ・ーイル︾

持ちかえる

十﹁414囲

1 もちつづける

もちつきすませて︑しめなわをはり︑

一夜明ければうれしいはつ日︒

もちつづ・ける ﹇持続﹈ ︵下一︶
︽ーケ︾

六価10

︹翠陰︺2

もちもの

もちもの⁝⁝⁝十四

もちものをしらべています︒

ぼくも︑もちろんわらった︒

でいるとも思えない︒

六727 もちろん生きているとは思わないが︑死ん

﹇勿論﹈︵副︶12 もちろん

くれます︒

四72人々のたいせつなもちものをまもって

ふり︑

一4510
おんなの人たちが︑ながいみみをふり

一142わたくしのもちもの
﹁もちものをしらべるのだよ︒﹂
一452囹

﹇持物﹈︵名︶4 もちもの

一141六 もちもの

一27 六

もちもの

感じとる心を︑もちつづけたいものである︒

八495園わたしには︑あいにく︑一まいのシャツ 十63 どこにでも︑その美しいものを︑すなおに

もちあわせ

﹇用﹈︵上一︶2

の持ちあわせもございません︒

ふだん︑私たちは︑メートルという軍位を

2

︽一

私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ もちもの
︵下一︶

持ちかえしせんこう花火のゆれている

﹇持替﹈

九285図画

少年は︑すばやく短刀を持ちかえた右手

で︑その石を取るが早いか︑

︽ーシ︾

﹁︿略V︒﹂と︑とんでもない話をもちだし
たので︑みんながわらいました︒

六733

もちろんさ︒

ころしたのは︑もちろんあやまちですが︑

もちろん︑サリバン先生に手をひかれ︑

もちろん︑水をくんだり運んだりすると

もちろん人が動かすんだがね︒

のです︒

ふたりがひとりのようになって︑勉強をはじめた

十一一411

とさえ知らず︑

かっていることや︑そんなものがこの世にあるこ

十一一3312 そのとき︑私は︑もちろん︑ことばをつ

十一109囹

村の人たちは困りはて︑おにに向かって︑ 八132
一つの難題をもちだした︒

十二5710

芭蕉は︑えんがわにいってなにか持ちだ
この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ

してきました︒

十二766
十四633

して︑日光を湯げにあて︑

それを日なたへ持ちだして︑じかに日光

十二446園

十四524園

もちろん︑このかぼちゃは私のもので

きにもつかったことでしょう︒

十二9911
もちつき

十二月はもちつき︒

﹇餅揚﹈︵名︶2

くれまいかと︑やぶからぼうの話をもちだした︒

四伽7

もちつき

十五574囹︺青年をとまらせて︑そのせわをしては

をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒

十四6910

もちろん

十五3011

エ︾

もちか・える

とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒

十五344

用いてきょりを計りますが︑

八339

もち・いる

一516 よにんはもたれあって︑ぐうぐうとねて

︽

もたれかか・る ﹇任下掛﹈︵五︶1 もたれかかる

ころに︑もたれかかっていると︑
もたれる

︽ーレ︾

五236囹 それで︑どこかのおばあさんのよこのと もちだ・す ﹇持出﹈ ︵五︶ 6 もちだす 持ちだす
﹇任几﹈︵下一︶2

一645 わたくしは︑そこにあったこしかけに

もた・れる

もたれて︑うとうとしました︒
八575 小船にいきついて︑それにもたれて︑いま
歩いてきた足あとをみると︑

持ち

もち ﹇持﹈ Oうけもち・おかねもち・かねもち・か

んしゃくもち︒こころもち・じしょもち

たいいももち一ちくおんき

もち ﹇餅﹈︵名︶1 もち5おもち

ニー71

﹁︿略V︒﹂と︑かけ声をかけて持ちあげま

︽ーゲ・ゲル︾

もちあ・げる ﹇持上﹈︵下一︶3 もちあげる
あげる
六248
す︒

十508 いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなかを

789

す︒

十四655 もちろん︑これは︑まわりの空氣の温度

持つ

︽ータ・一

﹃青空の幸福﹄で︑もちろん青い色の

によってもちがいますが︑
十五醜12園
着物を着ていますし︑

モツもつ

もちろん︒

﹇持﹈︵五︶燭

十五価10囹
5うけもつ・おもつ・くちび

家の

まわりは︑

弓矢を

そこで︑バーバラは︑だいどころからほ

かさまの目のまえにのびてきました︒
三721
おじいさんの

うきをもってきてはきました︒
三川9

おかしをしっかり手にもってねんねし

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑

た︒

四161

わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ
ほうたいをもっていたがんが︑手早く

いくのがみえるの︒

四174
四546

おかあさんが︑かごにみかんをいれて︑

くるくるとまきつけました︒

四854

四備10

四備5

うらしまは︑たまてばこを手にもって︑

かめがたまてばこをもってきます︒

もっていらっしゃいました︒

︿略﹀︑わ た く し た ち を よ び ま し た ︒

んが︑

まるいおおきなはんをおしてくれました︒

おとうさんのもっていた四かくなかみ
一479
に︑

おとうさんは︑．うしろのおきゃくさんの
一488

﹁あなたはそのたまをもっています
一557囹

にもつを もってあげました︒

りに︑わたくしをもってあるきます︒

よう︒

りょうしは︑そのきものをもっていこ

四榴7囹わたくしをもってあるきます︒
四伽6囹 もってかえって︑うちのたからにし
四声10

﹁ここにもつています︒﹂

うとします︒

一558囹

もってかえって︑うちのたからにし
ようと思います︒

﹁でも︑わたくしがもったら︑ただの 四罰1囹

あせをふきふきあるいていました︒

おじいさんが帰ってみると︑おばあさんは︑

すが︑ぼくは︑かたへのせて持っていきました︒

のにわから︑持ってきてくれたのでした︒

五786 ひまわりの花は︑いけださんが自分のうち

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五854 りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

が弓矢を持って通りました︒

六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど

六228園 そんな大きな物を持ってさ︒

てもってきます︒

六304 あり一が︑おくの方からみつをびんにいれ

る書の空︒

六502圃 すんだ青さをもちながら︑ときにはくも

六784園たとえ動かない木でも︑草でも︑命を

このつりざおを持っていくがいい︒

もっているのだよ︒

六828園

にいさんはこの弓と矢を持っていらっ

左の手に︑めがねのたまを持って︑目から

六829園
しゃい︒

遠くはなした︒

六9910

右の手に虫めがねを持って︑のぞいてみた︒

六佃7 一ぎょう一ぎょうは︑なにか︑ほかのぎょ

六㎜4

﹁ちょっと糸を持たせて︒﹂

うとはちがつた性質をもっているにちがいない︒
六柵3園

糸を持ったただしちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いってにこにこしました︒

六二5

んのところへ持っていってあげるんだ︒

ぺんでたべよう︒﹂

六榴3園 ﹁このくるみを持っていって︑山のてっ

うら山に︑みかんを持って遊びにきている︒

ぎを︑かごにいれて持っていらっしゃいました︒

七864 黒いうさぎと︑白いうさぎと︑茶色のうさ

七665

五305囹小さいわりに︑なかなかおもかったので 七122 これは︑持つところということになります︒
五689

三1510 はちをもった手が︑するするとおしや 新しいおけを持っていました︒

て︑でしの中にまじっていました︒

三151 はんたかもおしゃかさまのはちをもつ

とびまわります︒

五299園 ついでですから︑一つ持っていってあげ
二479 手に大きなりんごをもっています︒
二495 じろうは︑よろこんで︑りんごをもって ましょう︒

いいました︒

二367囹 おしまいのめくらは︑しっぽをもって 五294園 どこかのおじさんが︑荷物を二つ持って︑ 六伽10園 かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

いしころになってしまわないかしら︒﹂

一619園

か︒﹂

四型6囹もえている火をもってあるくかわ

おおきなむしめがねをもったおじいさ
一469

この手で︑なにをもつでしょう︒
一311

この手で︑なにをもったでしょう︒
一307

もつ︑にぎ る ︑ な げ る ︒
一301

もつ

るにうたをもて・こころにたいようをもて・ささげ

チ・ーッ・ーツ・ーテ ︾

も・つ

もつ一もつ

もつ一もつ
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七931 首のところを持って︑かごの中へいれたら︑
キ ュ ー と ︑ 古 同 く 鳴きました︒

八64 その一わを買い︑小さなボールばこにいれ
てもらって︑だいじに持って帰りました︒

八89 ほおじろ自身︑國々のなまりのようなこと
ばをもっているのだそうです︒

八167 虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
﹁さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちば

ほそいとがった口をもっています︒
八406園
ん美しい庭をもつことができる︒﹂

まったくちがった考えをもっていた︒

八795 そればかりでなく︑ねこやにわとりとは
八842 まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる
首をもっていた︒

さをもったらなどと望むことができよう︒

八854 どうして︑あの鳥のもっているような美し
八855 美しさをもったらなどと
九148 それがわからないのは︑その高さを受けい

てきて︑かしてくれました︒

それから︑道具を集めて︑めいめい持つ
たかぎ

しばらくして持っているすみに氣

てきた物があるか︑おしらべなさい︒

九867園
九943
がっき︑

知らない上唇人どうしでも︑こんなに親し
ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう

みをもっことができるものかと思いました︒

十95
十1110

工員たちは︑さくがん機やつるはしを持つ

さんにくれるようになりました︒

十246

なんでも︑そのもとのことをしらべていく

て︑石炭をほっている︒

十305

自分のもっているいいところを︑えんりょ

ような心がけを︑もちたいと思います︒

十317

無責任な︑ひきょうな考えをもちたくはあ

しないであらわし︑

十321

自分のつとめをはたすだけの勇氣を︑もち

りません︒

十326
十448

オスワリシタースイトウモッテ

幸吉は︑自信をもって母貝を海中にはなつ

たいと考えます︒

九238 人々が︑どんなに高い教養をもっているか

た︒

れるだけの心持をもっていないからであろう︒
を世界じゆうに知らせた大きなできごとでした︒

十7011

スイトウモッテ

オモタイカラモッ
そのとき︑いままでかたにかけていたすい
かたにかけると重いから手に持つのだと︑

自分たちの國が持っているこのよい藝術を
太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑

味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒

十645

ませたことをいって︑歩きだしました︒

十537

とうをはずして︑手に持つといいます︒

十537

テイッテアゲルノヨーワンワンタッター

十497囚回

オモタイカラモッテイッテアゲルノヨ

九371團小さい妹のために︑くわの葉につつんで 十496囹
持って帰ったこともありました︒

九477團 とび道具を持たないでください︒

九557 男が︑ひざをまげて︑手に皮のむちを持つ
て︑だまってこっちをみていたのです︒
九727囹 どんぐりをニリットル早く持ってこい︒

九751 いちろうは︑自分のうちのまえに︑どんぐ
りをいれたますを持って立っていました︒

九764 シャベルや移植こてなどを持って︑角のむ
きみ屋のところに集まっていました︒

九789 主人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持つ

そういわれて︑自信をもって︑よしや

すぐそれを︑口に持っていきました︒

だいこんの花にあかつきの

着ただよ

これを持って︑朝早く工事場へいきまし

ろうということができたら︑うれしい︒

十﹁94園
十一221
た︒

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

﹁青年よ︑大きな望みをもて︒﹂

えば勇ましく︑すき・くわ持って野にいそぐ︒

十一337圃
十一502園

十一6412

看護婦がふたり︑手にくすりびんを持つ

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒

十一686

看護婦がなにか飲み物を持ってくると︑

て︑へやを歩きまわっていました︒
十一765

看護婦が持ってきてくれる︑すこしばか

コップなりさじなりをその手から取って︑
十一7812

ちょうど︑少年がそういうはかない希望

りのパンとチーズも︑ほとんどたべませんでした︒

十一813

これを病院の記念に持っていらっしゃ

をもって︑いっしんに看護していたときでした︒
い︒

土人のひとりが︑書物というものはなに

十一917囹
十ニー21

立ちはじめには︑物を持たせると立つこ

かすばらしい力をもっているものだと考えました︒

十二277

﹁民ちゃん︑これ持って学校へいきま

とができると︑だれかがいったことを

﹁︿略﹀︒﹂といって︑民ちゃんに持たせ

十一一2710園
しょうね︒﹂

こんなふうにして︑毎朝おべんとうをこ

てみました︒

十二2711

十二293

ある日︑私が新しい人形を持って遊んで

しらえて持たせているうちに︑

いますと︑

十二349
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もつくり一もっと

てくださったので ︑

十二361 しばらくして︑先生がぼうしを持ってき
十二3712 私の手にふれるあらゆるものが︑生命を
もって動いているように感じはじめました︒
十二683 のこぎりは︑あつみをもっている︒

十二688 まっすぐに長く切るのこぎりは︑廣いは
ばをもっている︒

製材所のまるいのこぎりも︑大きなさし

わたしをもっている︒

十一一6810

十一一692 はたらきのある人は︑はをもったのこぎ
りににている︒

十二782 私は︑その少年の持っていたペンをかり
﹁水を持っておいで︒﹂

て︑サインをしてやりましたQ
十二874園

十二877 バケツか︑じょうろに水をいっぱいいれ
て持っていくだろう︒

十二879 すずりばこをあけた父にこういわれたら︑
水さしに水をいれて持っていくだろう︒

﹁水を持っておいで︒﹂

十二881 手おけに水をいっぱいくんで持っていく
だろう︒

十二884囹

じようにわかり︑同じように通じる力をもってい

十一一931 ﹁遠足﹂ということばは︑だれにでも同

る︒

十三511 新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また︑
恥しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三111 これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ
運命をたどるとは︑考えられない︒

十三238 小もみは︑ある大きさまでは︑大もみの
生長をうながす力をもっているが︑

本などを持って遊ぶわけではない︒

十三282 遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵

かた手には︑大きな毛ぬきのようなもの

十三3810

その間︑かた手に持ったさっきの手紙を

受話器を持ったまま︑待っている︒

を持ち︑かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑

十三2811

十三407
いまここに持っている︒

くり返して読む︒

フィリップの名は︑すこしちがった特別

十三4012園

十四44

私は︑なにか大きな直しみをもったよう

なひびきをもって︑私たちの心をうつのです︒

十四287

な氣持になって︑家に帰ってきた︒

どうも日本人は︑むかしから︑あまり星
心を大きくもってください︒

に親しみをもっていなかったようです︒

十四297
十四374

人類全体を︑そうして︑うちゅう全体を

ながめわたす大きな目をもってください︒

十四376

心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑
雪がふろうが︒

十四423圃

くちびるに歌をもて︑ほがらかな調子

ろうが︑心に太陽をもて︒

女の子は︑手にもえつくしたマッチを

つ持っていた︒

十四964

いまそれをとめなければ︑もうその女の

持って︑つめたく︑いん氣そうにすわっていた︒

ときどき焼いては︑この店に持って來

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五247
十五471園

私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

かた手に小さなくつを持ち︑かた手に大

きみは室を二つももっているようだが︑

書きあげた論文を持って︑

十五526
十五572囹

あの子たちが青い鳥を持っていないこ

やえ子︑ぼくのステッキを持っておく

きなブラシをつかんで︑

十五637

十五647園
れ︒

十五989園

新しい旅の門出︑希望をもって︒

とは︑わかっているのだからねえ︒

十五悩3

﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といってい

﹇持来﹈︵名︶1 もってこい

その男の子は︑これは人形のゆりかごに

はもってこいだと思ったのであろう︒

十四916

もってこい

ると︑いぬがもつくりおきました︒

十533

十四427圃天には雲︑地にはあらそいがたえなか もつくり ︵副︶1 もつくり

で︒

十四432圃

日々の苦労に︑よし心配がたえなくと
も︑くちびるに歌をもて︒

十四436圃

くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒

苦しんでいる他人のためにも︒

女の子は︑手にマッチの小さなたばを一

もっとしずかに︒

もっといそぐときには︑でんわをとり

もっとたいせつなからだをまもってく

それより︑ほら︑もっともっと高いとこ

五543園もっともっと高いところに︑

ろに︑四ばん星ll赤い星︒

五543囹

れます︒

四73

ついでくれます︒

四63

二686囹

十四441圏他人のためにもことばをもて︑なやみ︑もっと ︵副︶54 モット もっと
十四445囲

十四447圃心に太陽をもて︑そうすりゃ︑なん
﹁心に太陽をもて︑くちびるに歌をも

だってふっとんでしまう︒

十四493圃
て︒﹂

十四9311

十四494間くちびるに歌をもて︒

もっとも一もっとも

792

六欄8 もっと下をみる︒

五924囹 みんな︑もっとまえへでてごらん︒
十一593園

十686園

十684圓
﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂

﹁もっと強く︑あおげ︑あおげ︒﹂

少年は︑もっとなにかききたかったが︑
もっともっと美しくなりたいと思って

十ニー79囹もっともっと美しくなりたいと

いるのですが

重心ー79園

いえませんでした︒

十﹇7512

とばを知っているよ︒﹂

﹁おとうさんは︑もっといいにくいこ

七812園 それに︑もっとあやしいことは︑
ります︒

八341 そこで︑もっと大きな軍位をもとにして計

おいでになりました︒

八375 もっとたくさんこがねを集めようと願って

がみえるだろう︒

八595 あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき

すんだことをかえりみて︑豊年はもつ

來年とか︑さ來年とか︑それからもつ

來年はもっともっとよくしたいと

ともっとよくしたいと考えることができます︒

十早雪910囹
十ニー910園

しきがみえるだろうと思った︒

八597 飛行機の上からは︑もっともっと大きなけ
八597 もっともっと大きなけしきが
十二218囹

六時ごろ⁝⁝もっと早くおいでよ︒

あやつりは洋画よりもっと古くから

十三421囹

かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや
十四351

もっともっと小さなものに
これとよくにたうずで︑もっと大きなの
茶わんの上や︑庭さきでおこるうずのよ
これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑

うなもので︑もっと大じかけなものがあります︒

十四6710
十四704

もっとよく︑あざやかに見えます︒

下流のじゅんかんが︑もっと大じかけに︑
陸地と海との間に行われております︒

十四762

ぼろぼろの前だれの中には︑もっとたく
さんはいっていた︒

十四9312

十四㎜3

けれども︑前よりはもっと樂しそうなよ

友愛の精神が︑もっともっとひろがって

私たちは︑この問題をもっとよく考えて

うすをしていた︒

十五4210
みよう︒

十五808

もっともっとひろがって

いきますように︒

十五808
十五961囹

もっともっと︑たくさんいたものだよ︒

十五9011囹 もっといいものがありますよ︒

この世の中には︑人が思うよりもっと

十五961囹もっともっと︑たくさん

十五964圏

その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

たくさん︑幸福はあるのだから︒

なぜいままで︑もっと先生がたとしたし

かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五㎜6
十五旧1

きいてみれば︑いちいち︑もっともなこ

﹇尤﹈︵形状︶1 もっとも

くしなかったのだろうと︑ざんねんに思いました︒
もっとも

とばかり︒

七844園

のぼりざかを走るのは︑うさぎさんのもつ

この國の人々が︑あわれなこの小鳥たちに

いなかの子どもにとっては︑もっとも写し

能は︑その中でも︑もっとも日本らしい︑

もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

これが︑デンマルクの愛國者たちの心を

くだいた︑もっとも大きな問題でありました︒

十三183

のもっともよい土地を失いました︒

十三181

すぐれたところのあるものとなっています︒

十644

い季節でした︒

十912

しめしたもっとも人間らしいあたたかい氣持は︑

九236

ともとくいとするところです︒

六価11

人間などは︑バクテリアよりも︑もっと もっとも ﹇最﹈︵副︶11 もっとも

わらかくするためなのです︒

十四123團

あったし︑

十二461囹

とさきのことをおっしゃったりすると︑

九54 二色のときよりも︑もっとちがった感じが
するにちがいありません︒

九125 風の音よりも︑もっとおもしろいと思った
のは︑

九178 しかし︑つばめは︑もっともっと南へとん
でいくのです︒

九178 もっともっと南へとんでいくのです︒

九335團 まえは︑もっともっといろいろな魚がい

十四351

もっと小さなものに感じられるかもしれません︒
十四6610

たそうです︒

九501園 とにかく︑もっといってみよう︒

イコウ

が︑庭の上などにできることがあります︒

九336国もっともっといろいろな魚が
九槻3 すると︑いい味は︑もっと遠いところで感
じられる︒

九桝7 念のため︑もっと上流の本流の水を飲んで
みると︑もうそれはただの水であった︒

モット

十349 機械で動かせば︑もっと早く織ることがで
きるし︑

十493囹 ワンワンチャン
ねだったり︑

十522囹 ﹁モット﹂ここで遊んでいたいと︑私に
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もっとも一もと

植えることです︒

十三207 もっともむずかしいのは︑あれ地に木を

ユングフラウという美しい山があります︒

十五192 山々のうち︑もっとも高い山の一つに︑

も簡軍に書き表わす方法がないものであろうか︒

十五428 日本のことばをもっと．も正しく︑もっと

十五429 もっとも正しく︑もっとも簡軍に
十五589図 室友ホランド先生︑自然科学にもっと
もっとも

もっとも︑らい雨のできかたは︑︿略﹀︑

﹇尤﹈︵接︶1

もきょうみを有し ︑

もっとも
十四691
だいぶようすのちがったのもあります︒

十五1711図圃わが租國︑やがて立つべし︒きみた

もて ︵格助︶2 もて←をもて
ちのそのまともなるひとみもて︒

︽ーサ︾

十五185図閣ああ︑日本︑まさに立つべし︒きみ
もてはやす

さっそくピンセットでねじをはさみあげて︑

だいじにもとのふたガラスの中へいれた︒

六112

たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

けました︒

九517

はきだしもせず︑死にもしないものでも︑

ほうがすこしふくらんでいました︒

八953 水をとりかえるときにみたらもみのもとの

い︑白いめのようなものがでました︒

八956 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ

りのほがでました︒

八皿3 葉のついているもとのところがら︑黄みど

なんでも︑そのもとのことをしらべていく

いままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新

ような心がけを︑もちたいと思います︒

さあ︑もとの場所において︑あっちへい 十304

あとで開いてみると︑もとのままになっていた︒

十402
十6910囹
こう︒

本εあしもと・おおも

そののち︑幸吉は︑日ごろそんけいしてい

この一びょうをもとにして︑困っている

十四774

十三131

﹁木もと幸うら﹂ということわざを教え

こういううぶな考えかたがもとになって︑

木を割るときには︑もとのほうから割る

てくれました︒

十四776

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

竹の先のほうから割ってみると︑もとま

もとのほうを上にして︑上からはものを

ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ

しずむほうがもとだよ︒

﹁木もと竹うら﹂という簡軍なことを︑

知っているのといないのでは︑

十四7910

十四798園

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒

十四796

うちこむと︑まっすぐに割れて︑

十四793

で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒

十四785

すると︑

︾
︑
︑ ︑
カし
し
﹁それでは︑これらのことばは︑もと 十四7710

もと

そこで︑もっと大きな軍位をもとにして計

まっすぐなことや曲がったことは︑知識

人にかしてやったり︑

十一297

たエジソンのもとをたずねて︑

十461

しい設計図をこしらえあげた︒

なんとかして︑からだをじょうぶにして︑ 十364

親類の家からでて︑もとの自分の家に帰

身代をもとのようにしたいものだと︑

十一201

十﹁301

り︑一家をふたたびおこすことができました︒
弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

そこからでなおして進みました︒

十一453

十四232園

﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

漢字も︑もとは事物の形を表わした絵文

はどこの國のことばだったのだろう︒﹂

十五3512
字から起り︑

十五3712

﹇本﹈︵名︶22

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑

もと

をもととして考えなければならない︒

少年がベッドのそばのもとの場所に帰る 十三1112
と︑病人はほっとしたようにみえました︒

十一8710

もとの先生から︑一まいの絵はがきをい
ただきました︒

十三532

バケツは︑もとは英語だってね︒

﹇持離 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

たちのそのやわらかきたなごころもて︒

いや︑いまは日本語にちがいないが︑

もてはや・す

十四184囹

モデル

もと

もとは︑外國のことばさ︒

十四227園

︽ーテ︾

で︑古くから外姦人にもてはやされてきました︒
持てる

十二川3 まき絵は︑日本のすぐれた工藝品の一つ
﹇ 持 ﹈ ︵ 下 一︶2

五295園 一つは大きくて︑ぼくなんかに︑とても

も・てる

持てそうもない物 ︑

︵名︶一

五302園 ぼくにも持てそうですがら︒
モデル

﹇元﹈︵名︶1 6

か︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611 図画工作の時間によくいう︑デッサンと
もと

ります︒

八341

三4810 卜うさぎがそのとおりにしますと︑か と・きもとたけうら・くちもと・てもと・ねもと・
らだはすぐもとのようになりました︒
ひともと・みみもと・めもと
五997 二三日すると︑ひわは︑もとのように向上
になって︑かごの中をとびまわっていました︒

もどき一もの

794

十四823日嗣凶

燈台もと暗し︒

﹁もと﹂とか︑﹁すえ﹂とかいう考えを

表わすことにした ︒

十五373

︵下一︶

︽ーイ︾

1

求め求める

求める

めのすがたを︑もとめておいでになるのでした︒

かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな

はながつまったために発音ができなくなる

ような音は︑もともとはなから声のでるような音

六㎜4

もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ

にちがいない︒

であるが︑

あきた

もとやま

が

かみやま

もとやま

木は︑もともと形をうつしてできたもの

お

もとより

秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という
﹇固﹈︵副︶3

十三117

もとより世の中には︑科学的研究によっ

■あともどりする

ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑
もどり

いもどる

六389

車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた

た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

式をすませてもどってくると︑たかやま先

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七445
七548

巣をつくったつばめは︑來年また︑同じ巣

生も組の友だちも︑みんな︑にこにこしていた︒

やまねこさまは︑いますぐにここへも

へもどってくるというのです︒

九243

九569園

門からもどってきて︑道にでたとき︑あと

どっておいでになるよ︒

十5212

弟は︑さっさともとの自分の席にもどり︑

をふり向きました︒

十一453

そこからでなおして進みました︒

さすがの太陽も︑まねかれるままに空の

ので︑学校から家へもどってきました︒

十二6011

すこしばかり手ならしをしてから︑駆け

中ほどまでもどってきた︒

十二778

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわて

い場にもどってくると︑

十三347

て家にもどって行ったりする︒

くりもの・おちゃそのもの・おとというもの・おり

みるよろこび・うりもの・えまきもの・えもの・お

の・いれもの・うつくしいもの・うつくしいものを

やってみましたが︑もとより立とうはず もの ﹇物﹈︵名︶姻 もの 物■あみもの・いきも
がありません︒

十二59

もとより

二つの山がある︒

十二574

もとやま
﹇本山﹈︹地名︺1 本山

十五372

もとからの日本語のように思われてきたのだ︒

十四277園長いあいだつかっているうちに︑もと 十二84 母親がなつかしくなり︑会いたくなった

のもっともよい土地を失いました︒

十三181

親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま

天略﹀︒﹂と信じて︑死ぬまで眞理を求 もど・る ﹇戻﹈︵五︶11 もどる ︽ーッ・ーリ︾与ま

おしにがかった︒

十416
十三167

助けを求めてなきさけぶ声も︑いっか聞
﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

ていた﹃正義であることの喜び﹄でございます︒

十五帯11園私は︑それは長いこと︑あなたを求め

んに助け船を求められた︒

十五627

えなくなりました︒

十四458

めるダルガスの熱望は︑実現されません︒

ユートランドのあれ地から建築用材を求

めていたのです︒

十五374 いまの﹁本﹂﹁末﹂とかいう字はそれで
十三224

﹁ ︿ 略﹀︒﹂と︑

もどす

︽ーシ︾﹇▽ひきもど

一言のもとにしりぞけよ

ある︒

十五595
うとした︒

﹇ 戻 ﹈ ︵ 五 ︶1

もどき 5うめもどき
す

もど・す

もと末

八322 はたおりひめを天の川の東の岸のこてんに
もどしてしまい︑

﹇本末﹈︵名︶1

もとつく

十五56図圃歌のもと末ふたたびも︑友の心に もともと ﹇元元﹈︵副︶4 もともと

もとすえ

﹇ 基 ﹈ ︵五︶2

あらわれぬ︒
もとづ・く

十二556 傳説には︑正しい歴史にもとづいたもの
もあるが︑

もとどおり

十五385 中國の発音にもとづいた漢字の読みかた
を﹁立日﹂といい︑

﹇元通﹈︵名︶2

八438囹 きっともとどおりになるでしょう︒

もとどおり

﹇求求﹈

十三182 いかにして︑國運をもとどおりにするか︑
もとめもと・める
︽ーメ︾

もとめる

つか︑いまのしずおか縣のさかいもすぎ︑
﹇求﹈︵下一︶7

nVいずみをもとめて・かいもとめる・

︽一

九型6 茶人はすこしもくっせず︑求め求めて︑い
もと・める
メ・ーメル︾

もの・かけもの・かざりもの・かぶりもの・かんが

先祖代々住みなれた土地はもとよりのこ
と︑自分の生まれたところは︑なんともいえない

十二552

暖かい感じのするものである︒

さがしもとめる・ひかりをもとめて・もとめもとめ
八279 それは︑天帝のひとりむすめのはたおりひ

る

がしもの・しなもの・すりもの・せともの・せんた

えもの・きもの︒くだもの・こわいものしらず・さ
くもの・たからもの・たてもの・たべもの・なって
みたいもの・なにもの・なりもの・のみもの・はい

きゅうもの・はきもの・はもの・ひとつのもので
も・ふこうそのもの・ほりもの・ほんもの・まがい
もの・みもの・みんなのもの・もうけもの・もちも
一461うだの︑あぶないものはみんなとりあ

の・やきもの・わすれもの

ことばのつくものを︑あつめてみ

一606︒
囹はねちゃんも︑ものをはっきりいう

V5園

た︒かたちのにたものをならべてみま

三237園
いで︑こまったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
三239園
んとかならないものかなあ︒﹂あちら
三255園
を︑切っていいものでしょうか︒﹂と
三356園︑はこのようなものをこしらえてい
三371園さんのおへやのものは︑みんな黒き
三709 た︑ぴかぴかしたものがあります︒﹁︿
三904 はしはみんなのものです︒ばしゃも
三916ポストもみんなのものです︒うちの人
三934しゃばもみんなのものです︒このでん
三935んしゃもみんなのものです︒ここのし
三936しばふもみんなのものです︒やわらかな

三9710
すが︑紙にかいたものは︑いつまでも

三941
月さまもみんなのもの︒あのまつ白な
三942 な雲もみんなのもの︒よるのほしも︑
三943の風も︑みんなのものです︒ 十二 一
三945紙で︑いろいろなものをおることが

三麗4

三998囹とうにたのしいものですよ︒﹂とおっ

ｧ4園めにもらいたいものだ︒﹂と思って︑

三㎜7園 目でもあいたいものだ︒﹂といって︑

︒ それからというものは︑おじいさんの

ニー77囹︑かわくとぬぐものはなあに︒﹂﹁︿略
ニー91囹一ぺんしかないものはなあに︒﹂﹁︿略

︵三

ニー93園いときにいるものはなあに︒﹂﹁︿略
ニー94囹いても︑みえるものはなあに︒﹂

四槻2園

水で生まれたものです︒それから︑

五1111園

ところがなかったものだから︑それであ

のしるしのついたもの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

四番7 の枝に︑きれいなものが︑かかってい
四㎜4園は︑ご用のないものでございます︒
五273園

しのつばみたいなものもみえる︒きれい

さくてかるそうな物です︒そこで︑ぼく

五296園も持てそうもない物︑一つは小さくてか
五296囹

﹁小鳥でも感心なものだ︑新しいことを

い︒じゅくさないものをたべないように

五587園の星ってきれいなものね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私

五5610園

五心6囹

五822囹

六45たこともないような物が︑ごたごたと耳に
六79 がてしごと台の上のものをあれこれといじ

四378園 口をおさえたものがありました︒
四755 お︒ぬ一ぬれたものはほせ︒る一
四779や1山より高いものはなに︒ま一
四794め1目にみえるもの︑みえないもの︒

六783園考えた︒命のあるものは︑日に日にそだ

六774園 なったりしているものは︑みんな生きも

六742園︑みんな命というものがありますよ︒そ

六133あつい日中の道を︑ものを運びながら歩い
六228園
す﹁そんな大きな物を持ってさ︒﹂あり
六355園
たり︑海みたいなものさ︒ほう︑また︑
六448園は︑おびみたいなものが向こうの山の方
六567な集まって︑どんなものにしようかという
六569やっとつぎのようなものができあがりまし
六613のことのあてはまるものがみつかりました
六652 いちばん力のつよいものはなあに︒二上
六654下にすれば上になるものはなあに︒三は

二356囹
して︑とがったものじゃないか︒﹄三
二358園
なへびみたいなものさ︒﹄といいまし

四795るもの︑みえないもの︒みIl右と左
四923 どうしても︑白いものではない︒雪が
四944 ︑黒い︑こまかいものがとんでいる︒

六825園 そううまくつれるものではないよ︒でも

四128 町からだいじなものがここにとどき
四195囹なしには書けるものではありません︒

二421三
ことばをつかうものではないよ︒﹂た
三113わるく︑そのうえ︑ものがよくいえませ
三118 って︑いろいろとものをおしえること

四953雪のたねがあるものだ︒降っている
四梱2 う︒こんな小さなものですが︑これが
x」

ら︑わかりそうなものだがな︒﹂学校へ

︒﹁命って︑動くものでしょうか︒﹂﹁︿

とが︑たいへん近いもののように思われま

六745園

六7911

六759園

六742園 さん︒生きているものには︑みんな命と

六656り︑休むときは立つものはなあに︒このな
六694四まいはりあわせたものです︒そんなに大

三141 らうまれてくるものだということが

四梱7 ほそい糸のようなものはなんでしょう︒

二325園
は︑ぞうというものをみたことが
二342園
のぞうというものに︑さわらせて

一一

ニー85園 きものをきるものはなあに︒﹂﹁︿略

ニー76園おなかからだすものはなあに︒﹂﹁︿略

ニー24

ニー09囹のと︑みえないものとに︑わけたら

ニー09囹︑﹁目にみえるものと︑みえないも

ニー05囹と︑そのほかのものとに︑わけたら

ニー01囹と︑そうでないものとに︑わけたら

一一

三214 ﹃なき声のわかるものは︑そのなき声
三216
ﾅきあがったものをうしろのかべ
〉。

795
もの一もの

げるときは︑喜ぶものですよ︒あたたか

これはたいせつな物だから︑どんな小さ

六麗11 くは︑五十音というものは︑一年生のとき
八人8

みると︑毛のようなものがたくさんはえて

八957

八914

みたら︑中に︑青いものがまるくふくらん

い︑白いめのようなものがでました︒これ

をとりまくりっぱなものの中に︑しみじみ

の子は︑ころされるものと思いながら︑四

九梱6 泉をさがしだしたいものと思った︒茶人は

九939

九934

いあげるが︑自分の物ではないので︑なお

る︒しかし︑自分の物ではないので︑それ

九913 も︑たかぎの落した物を集める︒三たか

九867園 いめい持ってきた物があるか︑おしらべ

らべ︑へんだと思う物は︑みなかごの中に

九8510園

六佃2 つたかなをならべたもの﹂ぐらいに思って
八餌3

九衛1

九枷8囹

九862

六佃4 考えたうえで作ったものであることがわか

ぐ︑もみすりをするものではないと思いま

十45 さ︒いまも︑美しいものはどこにでもある

八825園

六M5園 たこだな︒こんなものがあがるものか︒
八尋5

感じがこもっているものです︒この音と︑

十57 こえてくる︒美しいものは︑いまも︑どこ

六996囹 ︒﹁これは︑いいものがみつかった︒﹂

七106園渡しもりのようなものだ︒﹂しゅくちょ
九59

︑いくらかちがったものがあらわれてくる

はみんなそうしたものだよ︒まあ︑たま

略﹀︒﹂﹁すばらしいものを手にいれたね︒

九77

十59 ︒ただ︑その美しいものを︑すなおに感じ

八8211囹

七143
ばあいを︑しめしたものです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

わせだと︑すぐ心にものを思いうかべるこ

十62 にでも︑その美しいものを︑すなおに感じ

八904

七154

九92

などはけっしてするものではないが︑やは

十63 を︑もちつづけたいものである︒心がけひ

六鵬9 ぼくは︑いままで︑ものをいうときに︑声

七298園 をきているようなものだと思った︒ぼく
九143

らわすことができるものらしい︒いい性脳

をたたく︒音というものは︑情景をあらわ

六脈5 のぞいてみた︒長い物がぼんやりみえる︒

七477 なかなか︑いきつくものではありません︒

九146

九145
九176

しをつけてはなしたものだということがわ

十142

︑手ぬぐいのようなものをかぶった女の入

十96 をもっことができるものかと思いました︒

どいことをしてきたものだろう︒くもは︑

この二三日というものは︑ちっともかか

七558 のない宝石のようなものでありますから︑

七478 は︑心の鏡のようなものです︒心がはっき
七634 きついて︑まきつくものがなくなった豆の

を話すかとたずねるものですから︑又臥﹀

︵二︶ 私は︑同じものをみるにしても︑

の身のまわりにあるものを︑よくしらべて

十168

十276

ても︑どうしてそのものがこうなったかと

じんばおりのような物を着て︑みどり色の

︑こがね色のまるいものが︑ぴかぴか光っ

十291

方ではんしょくしたものが︑秋には︑南四

九618

十291

九5911

九782園いところに︑白い物がちらちらとみえる

九182

八77 声は︑ことに美しいものです︒まるで︑一

ほると︑そういうものがみつかることが
九7911園

七749 しながら︑なにか︑ものをさがして歩いて

八1211 りました︒かわいいものをなくしたばかり

なるようにできないものでしょうか︒学校

るように︑できないものでしょうか︒ぼく

七753園 て︑どこへいったものかしら︒﹂ふたり

八133 信用してくれていたものを︑あやまちのた

十314

が︑思うように動くものは︑なかなか生ま

つとして︑日本町のものは︑なかったから

︑みんなたいせつなものであるから︑ぬの

人間の衣食住というものは︑みんなたいせ

こるようになりたいものです︒いつも︑強

十313

十3312

陣3311

十323

八134 は︑いいようのないものでした︒それから 九823にか︑せきふらしい物︑土器らしい物︑た
八1610 さにすがったようなもので︑とりついたが 九824しい物︑土器らしい物︑ただのわり石のよ
八189 す︒同じ地中に住むものでも︑こがねむし 九824だのわり石のような物などがたまっていま
﹀︒﹂﹁骨で作ったものらしいよ︒ぼく︑
九833園
九841園のかけらみたいなものがあるじゃないか
八213 ほんとうにおかしなものです︒皮がこわば

八393園 しの手にさわったものが︑みんなこがね

十355
十3510

八437園︑こがねになったものにふりかけなさい 九844囹 ︑貝つかからでる物では︑いちばん多い

十3610園 ｪV︒﹂﹁えらいものだ︒﹂といってほ
十381囹

ぎでもなんでもないものであった︒眞珠母

すことはできないものだろうか︒﹂一つ

九8411園
なさんのひろった物の中に︑いのししや

十386

八466 やすやすとみつかるものではありません︒

九854囹ます︒石で作ったもの︑それには石の矢

九851園の道具につかった物があったでしょう︒
九856園ちくだいて作った物で︑つるつるみがか

八522 たとみえて︑いやなものでも家のまえに立
た︒﹁世界は這いものだなあ︒﹂と︑ひ

八6110園

八554 の心のおくは知れるものです︒それをうれ

︑砂のような小さなものがいりこみ︑それ

すと︑ひとつになるものではなかった︒だ

十387

八804園 しこいものたちがものをいっているとき

八644囹︑そうだ︑そんなものはほっておいて︑

十3910

九857囹石のようにみえる物もあります︒それか
九859園らがと思うような物ですが︑これはたい

「〈

もの一もの

796

しいれたために死ぬものもあった︒たとえ
＋3912

十401せず︑死にもしないものでも︑あとで堅い
十456であるが︑日本産のものは︑ことに名高い
十483なく︑道ばたにあるものを︑なんでもみつ
＋5410でまた︑いろいろなものをながめるのです

十557こととは︑ちがったものになります︒どう
十628なさんは︑能というものをみたことがあり
十632しぐさをしたりするものですが︑かぶきや
十643ちがつたおもしろいものが︑たくさんあり
十644ぐれたところのあるものとなっています︒
十647しょに︑狂言というものが演じられます︒
十651 ︑狂言の中の有名なものです︒狂言には︑
十672した︒でも︑こわいものはかえってみたく
十703いがして︑黒っぽいものがはいっていまし

十一84塾ちばんりっぱなものだと思う︒﹂﹁︿略

きりっかまえたいものだと思って︑しき．

うにしてやりたいものです︒民ちゃんは

ようになりたいものです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

ゆずってもらったもので︑子どもにはり

やんは︑ぽつぽつものをいいかけていま

うにしてやりたいものです︒民ちゃんは

う︒いそがしいものだから︑ついしつ
︑なにかとりつく物があるとすぐに立ち

すとなかなか早いものです︒いまそこに

立ちはじめには︑物を持たせると立つこ
︑私はなんとなくものを待つ身持で︑じ

心の目をあらゆるものに向けて開いてく
ることや︑そんなものがこの世にあるこ
した︒けれども︑物にはそれぞれ名まえ

な國にいろんなものがあるんですね︒

︑なにか美しいものであらわそうとす

かすのは空しいものだよ︒こうえんで

暖かい感じのするものである︒なつかし

れたというだけのもののほうが多い︒ま

歴史にもとづいたものもあるが︑昔から

れて有名になったものもあるが︑ただ揮

えていってしまうものもある︒それで︑

は︑世界に共通なものさえある︒次にい
︒それからというものは︑いり用のとき

の細いやわらかなものが︑地をうがち岩

のさきをさえぎるものはなにもない︒お

る︒大きなかたい物を切るのこぎりのは

小さなやわらかい物を切るのこぎりのは

小さなつぶつぶのものが落ちてきて︑子

十二765園︒だが︑みせるものがあるよ︒﹂芭蕉

中にはいっているものであることを︑は
しらわすれていたものを思いだすような

貝つかからでたものをならべてみまし

ふたたびはげしいものになっていきまし

こ

のとして代表的なものです︒ 能面

時代の人のかいたもので︑浮世絵といい

などをはめこんだものもあります︒唄う

ようをあらわしたものです︒また︑なま

のなども︑いまのものとずいぶんちがっ
︑とくにすぐれたものの一つです︒さあ

りまえに作られたものであります︒夢殿

などをこしらえたものがあります︒ 夢

からほりだされたものです︒赤色のすや
ゆめ

ちや︑いろいろのものがあります︒じょ

物をいれるためのものですが︑もちろん

86

めいめいちがったものが思いだされてく

810973510464102849
94

十一164 天と地にかがやくものの中で︑いちばん

十一一7611図魍
火をたけよきものみせん雪まろげ

このままおされるものではありません︒

うなあるふしぎなものを感じました︒こ

十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十十十十

十一197 ると︑氣持よく︑物をわけてやったり︑

るふしぎな冷たいものの名であることを
︒こうして私は︑物にはみな名まえのあ
にふれるあらゆるものが︑生命をもって
日本語になおしたものです︒よんでわか
して︑すこしでももののわかる子どもに
﹁ことば﹂というものをわからせること

メートル以上のものもあるが︑まるで
︑そんな大きなものを︑どうして動か
れる人がいて︑ものによっては︑三人
もある︒人形はものをいわないが︑そ
か︑指でつかうもの︑ぼうでつかうも
︑ぼうでつかうもの︑糸であやつるも
︑糸であやつるものなど︑いろいろ種
ころ︑よくみたものだよ︒あのころは
いる︒ジャワのものはとくに有名だね

84

99

十一201 とのようにしたいものだと︑ほねをおっ

これが父親

十一296 まりの米を自分のものにすることができ

十一207 た︑父親のすきなものを買うために︑自
十一6911 もかわればかわるものか

十一7511園 うかよくしたいものだ︒力をおとさず
十一802 いに︑すこしずつものがわかりかけるよ
十一806 た︒また︑なにかものをいおうとでもし
十一841園 ないこともあるものだ︒﹂少年は二こ

十一8812 動かして︑なにかものをいいたげにしま
十二712 の思いをたくしたものでありました︒

16
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100
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102

1㎎

105

10了

108

十一915園 になにもあげるものがありません︒こ

りが︑書物というものはなにかすばらし

回虫ー012囹 さは︑﹁こんなものをひろって︑どう

十ニー010 とりだしてみせたものは︑ガラスのかけ
十一一1111

十ニー21 い力をもっているものだと考えました︒

4了
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られ︑むずかしいものは︑科学的研究に

果の関係の簡輩なものは︑普通の知識に

とを︑知るようなものである︒知識が開

︑その深く進んだものを科学的知識とい

︑浅いものと深いものがあるが︑その深

でなしとげられるものではありません︒

めてしっかりしたものとなりました︒こ

のとおりりっぱなものとなって生まれた
︑日本で出版したものです︒表紙の文字

十四3410

十四345

十四343

十四319

十四308

十四304

十四304

十四303

十四295

十四294

十四293

十四292

︑ごくごく小さなものです︒したがって

太陽もごく小さなものです︒地球などに

してはてしのないものではありません︒

十四3110

つともっと小さなものに感じられるかも

︑うちゅうというものは︑どこまで廣い

のものを見る目︑ものを考える力が大き

す︒あなたがたのものを見る目︑ものを

持までちっぽけなものになってしまった

遠いもの︑大きなものに心をくばること

か見ないで︑遠いもの︑大きなものに心

も︑自分の身近なものしか見ないで︑遠

︑自由に見られるものなのです︒それは

けっしてそういうものではありません︒

かにしまってあるもののように聞えるか

に見てもらいたいものがあるのです︒見

＋四6710こるうずのようなもので︑もっと大じか

十四677たつまきのようなものになって︑地面か

＋四6510かなかおもしろいものです︒せんこうの

十四646かいちりのようなものです︒空氣中には

十四644︒そのしんになるものは︑ふつうけんび

十四641ずくのしんになるものがあって︑そのま

十四639のと︑にたようなものです︒この色につ

十四633きりと同じようなものです︒この茶わん

十四616囹

十四615園

十四602園

十四594園

いちばんじみなものです︒しかし︑土

十四586園ばんたいせつなものは︑私たち水です

十四5711園

ちゃは︑だれのものとも︑簡軍にはい

︑みんなぼくのものだといってもいい

十四482

十四459

美しい声がだせるものだと思いました︒

ました︒すべてのものが︑ことごとく波

＋四7212と︑ちらちらしたものが見えることがあ

十四716れと︑同じようなものになるわけです︒

京横浜間を走ったものであります︒汽車
︒知識には︑浅いものと深いものがある

には︑いろいろなものがある︒まず︑も

十四754す︒とつ風というものがそれです︒たと

十四753たいへんあぶないものです︒とつ風とい

十四764風とよばれているもので︑病間は海から

十四738た︑きりのようなものがひと皮かぶさっ

十四809 いい︑氣のきいたものになったものとも

どうせ助からないものなら︑こういう美

ぼちゃはだれのものか︒﹄という話し
十四516園
十四524園かぼちゃは私のものです︒私の花がさ

十四483

ある︒見せたいものだって⁝⁝なにを
十三422園

ふくれただけのものです︒だから︑そ
＋四5212囹

十色︒すきこそもののじょうずなれ︒
＋四8112図

十四809 いたものになったものとも考えられます

な毛ぬきのようなものを持ち︑かた手に

十三541囲 う画家のかいたもので︑﹃いすによる

十四531園は︑私たち花のものだということはう

ようしに流れ出たものらしい一本の蒔き

十四131国 めもりのようなものがついていて︑ど

十四85国たちよりふかいものなんですから︒私

十四543囹やは︑全部私のものだと思います︒﹂﹁

十四835すを︑映画にしたものである︒雪が降り
十四839 ︑とりあつかったものである︒﹁雪﹂と

︑死んでいきたいものだと思いました︒

十四157国 ては︑どうしたものか︑ちょっと私に

十四549囹 ︑送ってあげたものです︒みなさんの

＋四8310
雪の景色を写したものではなく︑雪の一

十四484

十四1612国 にかそういったものがご入用のときは

十四555園ぼちゃは︑私のものだと思います︒﹂﹁

十四486

十四254 にうかんできた︒ものとことばが︑いっ

十四564圏しらえになったものでも︑私が運んで

九と︑にたようなものだと思いました︒
＋四7912

十四256 らのちも︑新しいものが世の中にできて

ちばん耳に親しいものは︑水を運ぶ一輪

おだんごのようなものをこしらえたり︑

十四648た︑ちりのようなものばかりがのこって

って︑みんなのものです︒しかし︑い

やは熱帯地方のものです︒それがこの

す︒地面は平らなもので︑日や月が︑東

十四3411

もっと大じかけなものがあります︒それ
十四6711
＋四6812︑よほどよくにたものと思ってさしつか

やは︑全部私のものだと思います︒﹂

もまるい形をしたもので︑火星などと同

十四351

とるほどの小さなものでしょう︒しかし

十四695たがいによくにたものであるという一つ

十四572圓

もその焦点にいるものだ︑ということを

十四353

︑人間の力というものは︑うちゅうにも

來語辞典というものもあるから︑それ

とおり︑天は動くものではない︑地球が
︑つるぎで失ったものを︑すきでとり返

十四357

大で︑すばらしいものだということがで

十四285園

そのほかわずかのものにすぎませんでし

十四358

よこはま

よりも︑とうといものが生き返りました

作物で︑できないものはないまでになり

1117410962127101076977794182

十四257 ︑新しく生まれるものであることが︑考
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五四四四四四四四四四
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心なしにはできるものではない︒野原の
︑けっしてわるいものとは思わないが︑

も雪にえんのあるものであるが︑私はあ

は︑うまくいったものだ︒このように︑

るようにしくんだものであった︒空から

らえて映画にしたものである︒ただ一ひ

十五4710

十五472園

十五4610園

簡単にできあがるものではなく︑白く焼

る︑色のはいったものが︑いちばんすぐ

にてまのかかるもので︒﹂プリンクリ

＋五爵12園 兄弟の﹃なにももののわからない幸福

十五鵬11園

中に︑﹃美しいものを見る喜び﹄がい

十五4810 白く焼けるはずのものが黒くなったり︑ 十五柵5囹 つきあっていたものだから︑すっかり
十五493 て︑思いどおりのものを作ることのでき 十五徹9園 いちばん美しいものがいなくなってし

十五4810

＋五伽−o園

十五鵬9囹 うに︑みじめなものになってしまうの

日本から美しいものが一つ消えてしま

たアマスト時代のもの︑京都時代のもの

十五⁝⁝3園

十五⁝⁝1園 たちの影以上のものは見えないのです

ですか︒私は﹃物のわかる喜び﹄でご

さ︒人間というものは︑目を閉じてい

です︒くらべるものもない﹃母の愛の

いちばん純潔なものでしょう︒﹂幸福﹁

︒その後に︑﹃もののわかる喜び﹄が

十五悩5園 弟ぶんのようなものですからね︒その

ず方向がちがったものであろうか︒雪國

十五503園

上ぐつは︑母親のものだったので︑この

中の生活は︑見るもの聞くものがことこ

いた︒﹁こんなものが︑まだほかにも

でいちばん樂しいものは︑なんといって

自分たち以上のものは︑見えないので

は︑見るもの聞くものがことごとくめず
︑ゆかいな樂しいものでした︒朝ぎりの

十五733

もの︑京都時代のもの︑なつかしい数々

十五佃4園 ちのゆめ以上のものは︑見られないの

れから車のついたものは送ってくださる

十五733

とって眞実であるものは︑他人にとって

十五佃6 にいたします︒﹂﹁物のわかる喜び﹂︑﹁光

上へでもとまろうものなら︑それこそた

十五787

あんなにうまいものをたくさんだべて

た大無間のようなものがあらわれます︒

︵名︶83

もの

者尋あわてもの・おく

ている﹃美しいものを見る喜び﹄でこ

らふり落されないものでもない︒

十五823

うよ︒人というものは︑自分のしなけ

一こく

りやくされてきたものが︑文字というも

十五832囹

﹇者﹈

のが︑文字というものの起りとなった︒

十五867園

一122圏

ここに

かくれんぼするもの︑よっといで︒

ほかのものがいいました︒

三佃3囹ほんとうは︑わたくしは月の世界の

二3210園

ひろったなかまですよ︒

いるものは︑みんな︑たまを

一612園

い・ひねくれもの・わかもの

の・しあわせもの︒にんきもの・のけものあつか

十五869囹

へらないときに物をたべる幸福﹄で︑

ていないときに物を飲む幸福﹄と︑﹃

びょうもの・おろかもの・げんきもの・こうふくも

物の形をうつしたものから発達したもの

十五8710園

う︒もっといいものがありますよ︒わ

十五8710園
十五9012園

ンロにいっぱい物を入れながら︑ズ略

あるが︑形のないものは︑この方法では

をうつしてできたものであるが︑それに

数という形のないものを表わすのに︑線

十五9212

ルのすみで︑﹁物をたべているときは

十五9412園たちはやっと︑物の眞実を見ることが

三備6 おつきのものにおたずねになりました︒

ってもらいたいものですね︒﹂チルチ

︑たくさんいたものだよ︒それを︑﹃

三一7

十五934囹

十五961囹

いちばん美しいものに見えるものだか

もの幸福というものは︑地の上でも︑

十五931園

十五984園

くつかの音のあるものがあり︑またいく

の全体をくずしたものから作りだしたも

分をとって作ったもので︑たとえば︑﹁

十五985園

ました︒

三宙6

ほかのものは︑あとになり︑さきにな

りして︑はげましはげまし︑さけびました︒

四507

おつきのものはそのとおりにしました︒

おつきのものは︑﹁︿略﹀︒﹂ともうしあげ

ものでございます︒

のから作りだしたものである︒かなは︑

十五985園

そんなことあるものですか︒﹂チルチ

十五麗7囹ばんたいせつなものです︒こんどあっ

十五9910園

いものに見えるものだからね︒﹂チル

プト文字から出たものである︒このエジ
ので︑それまでのものの考えかたや商費
︑みなめずらしいものばかりであった︒

表わす方法がないものであろうか︒私た

くつかの訓のあるものもある︒たとえば

ものから発達したものであるが︑形のな

ければならないものだよ︒ていねいに

もの

いに形のきまったものとなり︑今日のよ

絵文字とよばれるものがあった︒中部ア

十五6512

十五516 1のふでになったものである︒主人は︑ 十五梱1囹
十五5512園 おしをしていたものだ︒そのころ日本 十五鵬7園
十五599園 舞いこんで來たものだ︒それなら嚢の 十五麗6園
十五5910囹 ければならないものがたくさんある︒ 十五柵8園
十五宙9園

3492109699276551107743112128986298111
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﹁それでは︑自分のようなものでも︑役

八512

そのほんとうに幸福なものをさがしてき

まずしいこじきのようなものが家のまえに

そこの家の人がでてみると︑まずしいこじ

まずしいこじきのようなものがきて︑

たずねてくれるものも少ないし︑

なんといったって︑頭のとがったものが︑

おしあいの強いものだよ︒

ませんよ︒

十175園 だれもわかるものがありません︒

村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

めうえのいばったものに対してもおそれず︑

あります︒

十二756

りません︒

十ニー83園

家族の者にかんたんな手紙を書いて︑

船の上でわかれを告げたことや︑家族の

トントン︑トントンと入口をたたく者が

ぼくにはだれも教えてくれるものがあ

者が︑その旅に樂しい希望をかけていたことや︑

十一721

ありました︒

十︻683 また︑子どものようにうなっている者も

をみつめている者もありました︒

十一683 大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間

十一681 死人のようにみえる者もあれば︑

た︒

帰ったことと︑病院にはいったことを知らせまし

十一643

十二文はずむ者もありましたが︑

十一278 中には︑正月だというので︑そのうえに

一つの生きものみたいに進んでいく︒

十﹇82囹乗り組んでいる者が︑みんなそろって︑

そうかといって︑なにをしてもにくまれない︑

十656

らかわれても︑

十409 まわりの者から︑どんなにあざけられ︑か

そのゆめのような考えをわらった︒

十407

るのをみて︑父は︑﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑

八482園世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒ 十333 村じゅうの者から氣ちがいあつかいにされ

てほしい︒

八462園

﹁わたしの病氣をなおしてくれたものには︑ 九欄8 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま
四514 だれも︑ばらばらになって︑にげようと 八451
じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒
國の半分をわけてやる︒﹂
するものはありません︒
四651園 からだがじゅうぶんではないから︑あ 八456 そこへ︑王さまの病氣をなおすというもの 九糊9 まじめな顔でやってくるものなど
十131園 わたしは︑そんなにこわいものではあり
がでてきました︒
とのものがじゅんじゅんにたすけていこう︒

六95囹
にたつことがあるの か し ら ︒ ﹂

六183 ハーモニカをふいているもの︑オルガンを
ひいているもの︑たいこをたたいているもの︑
八531

いるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

八541

六184 オルガンをひいているもの︑
六184 たいこをたたいているもの︑

八611

一わだってこんなすがた

それは︑ひどく大きなからだで︑たいへん
ほかのものは︑

それに︑ほかのものと同じようにおよぐ

いや︑ほかのものよりうまくおよぐと
どちらもたまごからはいだしてまもないも

九655囹

﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

とちゅうでころんで︑雪だるまになってお
きあがるものもある︒

九㎜8

べつてよろしい︒﹂

九欄9囹

いちばんえらいんです︒

九665園

んもなく近づいていくのだから︑

八894雪篭のようなみっともないものが︑おくめ

のであった︒

八733

いってもいい︒

八695囹

し︑

八694囹

をしていない︒

八654園

みにくいものであった︒

八652

きのようなものが︑おもてに立っていました︒

六185 シロフォンをたたいているもの︑そのうし
ろに合唱隊がならんで︑うたをうたっています︒
の喜びはあじわえないだろう︒

六278囹 はたらかないものには︑この懐しさ︑こ

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

六567 私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど
六581 どうぞ︑みなさんの氣ついたことは︑なん
でも︑かかりのものにお知らせください︒

六659 このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて
かべ新聞がかりのものにだしてください︒
かたのつりばりをとっていったものはないか︒

六945園 みなのものにたずねるが︑だれか︑この
六949園 つりばりをとっていったものはないか︒
わる口をいったものも︑﹁︿略﹀︒﹂といって

六956囹︺だれか知っているものはないか︒
六三8

感心しました︒

六儒10囹 勝ったものになにもないなんて話はない︒
七5111 のこったものがふんとうした︒
七854 裁判官は︑ふたりのものに向かって︑

八115 茶のまにいたうちじゅうのものがびっくり
して︑いそいでピオをひろいあげました︒

八299囹私は︑けんぎゅうというものです︒
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十三59 長くかなしみにしずんだものにも︑春は︑
希望の帰ってくるとき︒

十三3111 鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ
て溜る者もある︒

十四48 まずしいもの︑︿略﹀の中に︑かえって︑
人間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四48 まずしいもの︑苦しんでいるもの︑ふし
あわせなものの中に︑

十四48 ふしあわせなものの中に︑かえって︑人
間としての心のとうとさをみつけたのです︒

十四475 おそらくは︑自分と同じように︑船から
なげだされたものでしょう︒
いってきたものがあります︒

十四574 高い声でわらいながら︑どやどやとは
十五2311 だれか︑その大わしのせの上へ︑がけの

に立ち向かうものはないのですよ︒

十五968園私たちに用のあるものは︑どうせこつ
ちを通るのだから︒

よ︒

天使のようなすがたをした者が︑きらき

十五969園ほかの者にまで会っているひまはない
十五塒6

ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

ことがあるのですもの︒

八827園ものごとを教えてもらえる人たちのなか

いっしょに歩いているうちに︑きゅうに

まいりをしたんだもの︒

つかみあいをはじめるんだもの︒

九918囹

ておっしゃるんだもの⁝⁝

十三399囹だって︑おばさんたら︑お客さんなん

十五919園それがこの世のすべてですもの︒

お月さんのくにのきしゃだもの︒

十五川2園

十五9912園 会ったおぼえがないもの︒

すもの︒

十五価10囹

ぼくたちは︑よくいっしょに遊ぶので

息をしたりして︑くらしているのですもの︒

たべたり︑飲んだり︑目をさましたり︑

あなたも︑おとうさんも︑おかあさんも︑

︵終助︶23もの

一506園

もの
一622園

みんないい人ですもの︒

わたしたちはめくらだもの︑みること

なんかできないよ︒

二328園

だって︑もりへでたいんだもの︒
﹁たきへでたいんだもの︒﹂

つ

まず︑もの責りが鳴らして論る鳴りもの

﹇物売﹈︵名︶1 もの責り

の音がおもしろい︒

十三287

ものうり

にているけれども︑ずっときれいだもの︒

だって︑だれかがばかにするんだもの︒ 十五佃5園 でも︑あなたは︑うちのおかあさんに

三285園あのいきおいのいいくすのきで

二423園

三657園

くったふねだもの︑

十五327 血まなこになって目の前のてきを相手に

三659囹

中ほどからとびついたものがあります︒
しているものには︑なんにも耳にはいりません︒

つかまえたのだも

遠くの方からひびいてくる︑いろいろな

もの音には︑いろいろなものがある︒

十一一一3212 このように︑いろいろなもの音がひびく

十三287

もの音に︑耳をかたむけたりしているのである︒

十三285

一ばんおしまいだっものおと ﹇物音﹈︵名︶5 もの音
だって︑ぼくたちが

電車のおかげで︑あんな遠いところまで︑

うらの方で︑もの音がする︒

が︑

十三435

わたしが水をやったんですもの︒

五615囹

はんたかはものおぼえがわるく︑そのう

﹇物覚﹈︵名︶1

ものか

なにがおかしいものか︑

︵終助︶7
五908園

ものか

え︑ものがよくいえませんでした︒

三113

ものおぼえ

ものおぼえ

耳を地べたに近づけて︑なにかもの音で

なかまがわるい虫をとってそだてたいね

おばさんのうちへは︑もう二どもいった

も聞こうとしたりする︒

十四894

七359囹

を︑こんどは︑あなたがたがまもるんですもの︒

六3910囹

かってみよう︒﹂

五9410囹﹁かわいそうだもの︑ひろっていって︑

しまっているんだもの︒

五676園うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて

一日でいって帰ってきたのですもの︒

五272囹

の︒

四9710囹

たもの︒

十五4411園私は日賦ンスというものですが︑じつ 四4410園ぼくは︑きのうは
は︑私のプリンタリーじいさんがね
十五481 細工人︑画工︑ちょうこく師︑下ばたら
きの者などが︑三十数人かかえられていた︒

十五497 このような美術品を買い求めるようなも
のは︑ほとんどいなかった︒

十五519園 じつは︑私は今右衛門のまごにあたる
ものです︒

十五775図神は︑みずから助くる者を助く︒
はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

十五8312囹 あの人たちは下等でもあり︑たいてい

十五874囹 失礼ですが︑この中のおもなものをこ
しょうかいいたしましょう︒

十五888囹 口は耳までさけているし︑だれもそれ

ものかげ一もみ
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﹁やるものか︒﹂

六324園 ﹁これぐらいの風にまけるものか︒﹂
六網5園 こんなものがあがるものか︒
六側−o囹

＋7411囹 ﹁にがすものか︑にがすものか︒﹂
＋7411園 ﹁にがすものか︑にがすものか︒﹂
自分からさきになって渡ってしまったのです︒

十一624囹このくらいのことがこわいものかと︑
ものかげ ﹇物陰﹈︵名︶1 ものかげ

物語与

︽ーッ・ール︾

読む人の心がひかれるのは︑ものごとを
ものさし

きちんと

﹇物差﹈︵名︶1

ものさしで

そろえたように

あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四899
ものさし

四415
ものずき

きかたも知らないで

國じゅうのものわらいに

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

﹇最早﹈︵副︶1 もはや

なるよ︒

もはや

もみ3たねもみ・たねもみひ

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま

十三212

せんでした︒

﹇籾﹈︵名︶12

やく3・6田のもみを︑水の中にひたしま

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八945 ういたもみがあったので︑手ですくってみ

した︒

八945

たし

ものずきな私は︑それはおもしろいと︑ もみ

﹇物好﹈︵形状︶1

なってとんだり︑
ものずき
十五574園
教授の申し出でをさっそく承知して︑
ものすごい鳥うちがはじまったのである︒

まほうつかいのようになって︑大きなチ
﹇者達﹈︵名︶1

ものたち

ルデン選手を追いつめるものすごさは︑
ものたち

私と弟のさぶろうは︑乗るには乗ったもの
の︑動くことさえできません︒
十五柵6

﹇物干竿﹈︵名︶1

物ほしざお

翻帥勧か﹁さあ︑そのベールをおとりくだ

山勘伽か﹁あなたは﹃光﹄なんですね︒

十五⁝⁝6
さい︒

ものほしざお

1つぶの種もみから︑やく1500つぶも

もみの数をしらべてみました︒

八面2

もみをむしろの上にひろげてほしました︒

こんどは︑もみとごみをわけました︒

いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ

のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

もみOおおもみ・こもみ

んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒

八m2

りこすってもみがらをはじきました︒

八佃8

かわきました︒

八佃6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

八鵬4

もみができたわけです︒

八鵬8

八鵬6

い︑白いめのようなものがでましたQ

八956 もみのもとのほうから︑はりのようにほそ

ほうがすこしふくらんでいました︒

八953 水をとりかえるときにみたらもみのもとの

このものすごいありさまを映画化するこ 八946 かるいもみともみがらばかりでした︒

とは︑たやすいことではあるまいが︑

十四8611

は︑ものすごいスピードで走るだろう︒

十一61園オールがぎゅうぎゅうとしなって︑船

八742

十二256 そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ ものすご・い ﹇物凄﹈︵形︶3 ものすごい ︽ーイ︾
ていって︑用をたさせるようにしました︒

ものがたり ﹇物語﹈︵名︶3 ものがたり
ものがたり・むかしものがたり

イソップものがたり・げんじものがたり・たなぼた

四885團 すずめ親子のものがたり︒

物語る

十二847

七97囹春には春の話︑秋には秋のものがたり︒ ものすごさ ﹇物凄﹈︵名︶1 ものすごさ

﹇ 物 語 ﹈︵五︶2

のたけだけしい相手を待ちかまえていました︒

十五2911 昔の物語に出てくる英ゆうのように︑こ
ものがた・る

きに︑自分の考えなどはいえないのだよ︒

十二775 日本とメキシコの農芸が美しくひるが 八804園 かしこいものたちがものをいっていると
えって︑きょうの職いを物語っています︒

もの心

七348

十五596 ことばみじかにその関係を物語る私の顔 ものの ︵接助︶1 ものの
﹇物心﹈︵名︶1

を︑あなのあくほど見つめていた博士は︑
ものごころ

学校にいくようになりました︒

十二4012 だんだんちえがっき︑もの心がついて︑ もののわかるよろこび ﹇物翻印﹈︹話手︺2 勧工働か
ものごと ﹇物事﹈︵名︶4 ものごと 物事

八826園 へやにはいってさ︑ものごとを教えても
らえる人たちのなかまいりをしたんだもの︒

みどりの牧場と︑もみと︑しらかばの森

五729圏女王さまのようなあるきかたも︑口のき 十三2011 そこで思いついたのは︑ノルウェー産の

林と︑近海の漁場のほかには︑

十三172

つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい もみ ﹇椎︺︵名︶8
ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒

十二4710園 便利とか不便だけで物事を考えないと 九152
ころに︑

間に行われる法則を知って︑ととのった知識とし︑

十三93 ものごとの原因と結果との関係や︑その ものわらい ﹇物笑﹈︵名︶1 ものわらい
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もみの木でありました︒

げるはまつ・すぎ・ひのき︒

八㎜3

のこっていたもみを︑1日︑日光にかんか

きょうはもみすりをしました︒

ほしてすぐ︑もみすりをするものではない

もみまき

冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ

﹇揉﹈︵五︶4

しました︒
も・む

︽ーン︾

五ひきのうさぎさんたちは︑あせをふいた
父親のちょっとしたため息にも︑ちょっ

十二504

首のところだけのこして︑もんだ紙にの

ほかのはよくもんでのばしておく︒

ももの花のさくころ︒

もも

りをつけないで︑上から上からかぶせる︒

も

﹇桃﹈︵名︶3

畑にさいて︑

続くひよりにさくらがさいて︑野山を
ふたりとも手はパンのしんだし︑目は
もものジャムですよ︒

十五885囹

かざると︑もも赤く

十一314圃

四801

もも

十二4910

とした目つきにも︑ふるえながら氣をもんで︑

十一793

り︑ねころんだり︑足をもんだりしていました︒

六㎜5

もむ

きょうは︑お天氣がいいので︑もみまきを

﹇籾蒔﹈︵名︶1

すりするばかり︒

十一399圃

と思いました︒

八柵5

んほして︑すぐにもみすりをしてみました︒

八㎜7

十三2012 実際に試験してみると︑もみの木ははえ もみすり ﹇籾摺﹈︵名︶4 もみすり
るが︑数年ならずしてかれてしまいました︒

十三218 これをノルウェー産のもみの間に植えて
みると︑両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑
十三219 両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑
年がたってもかれないで︑よくしげりました︒
十三224 もみは︑ある大きさまでのびると︑そこ︑

もみくちゃ

八961

かれは︑もみの生長について︑大きな発もみまき

で生長をとめました︒
十一一一2211

ユートランドのあれ地には︑おいしげっ

見をしました︒

十三231一
もみがら

たもみの林が見られるようになりました︒
﹇籾殻﹈︵名︶2

八946 ういたもみがあったので︑手ですくってみ

もみがら

ますと︑かるいもみともみがらばかりでした︒

八柵9 いたといたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴ
﹇揉﹈︵形状︶1

りこすってもみがらをはじきました︒
もみくちゃ
もみくちゃになった︒

十一5210 一停留所ごとに︑おりる人と乗る人とが
もみじ ﹇紅葉﹈︵名︶4 もみじ←はじもみじ

二221圓 先生︑わたしたち︑もみじのはっぱで︑
いろはあそびをしました︒

三791 五人の子どもが︑もみじのこかげのす
なばであそんでいます︒

もも色3うすももいろ

こいもも色のがさきました︒

﹇需﹈︵名︶2 もや

十576
もや

もゆ ︽ーユル︾

もやが深いから︑遠いような︑近いような︑

かけていく︒

七657 もやのかかったおきの島︑ポンポン船がで
七705

月明かりだ︒

わか草のはっかにもゆる庭に來てす

﹇萌﹈︵下二︶1

十五114図魍

も・ゆ

﹇模様﹈︵名︶10

もようnVしまめもよう・

ずめあさりてとなりへとびぬ
もよう

せみの羽は︑ぶるぶるとふるえて︑色も︑

しまもよう

もようも︑はっきりとしてきます︒

八242

もようをみたときには︑︿略﹀︑それをさが

してみようと思います︒

十2910

いるか︑それをさがしてみようと思います︒

十2911 そのもようが︑どんな軍位からなりたって

土器には︑なわ目のもようがあるので︑

じょうもん式土器といいます︒

十二㎜2

たいへんよくまとまっています︒

十二㎜9 それは︑もようもごくかんたんで︑形も

十二柵9 うるしをぬったうえに︑金や銀のこなを

みょうなゆらゆらした光った線や︑うす

まいて︑もようをあらわしたものです︒

十四701

それも︑お湯が熱いほど︑もようがはっ

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

十四707

そのために︑さきにいったようなもよう

きりします︒

十四729

﹇桃色﹈︵名︶4

うさぎの目はもも色のかわいらしい

十四7310
もん

このふしぎなもようがなんであるかとい

﹇文﹈暴じゆうにもん・ひゃくもん

うことは︑

が見えるのです︒
﹁わたしのもも色︑みえないわ︒﹂

た︒

目です︒

三826園

白と︑もも色と︑こいもも色のがさきまし

三381園

十576

七662 もみじがまっかで︑山のいもをほっている ももいろ
人が二三人︒

十二924 りすをみつけて追いかけたこと︑もみじ
の枝をとってきたこと

十一401圃山のもみじ葉みなちりはてて︑青くし

もみじば ﹇紅葉﹈︵名︶1 もみじ葉

もよおし一もらう
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もよおし
ろくめい

﹇催﹈︵名︶1

︵五︶60

もよおし

もらう

︽ーイ・ーウ・ーエ・

紙を書いてもらって︑

ぼくはねえさんから︑よくうたをおしえ

おかあさんのところへ走っていって︑も

しにおいてもらった︒

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒

八925

九787園

九451国

﹁きょうは︑このかたの畑をすこしほら

﹁小公子﹂をよんでもらいました︒

まいものなえを︑手わけして植えていきました︒

せめて︑おけの一つも︑もらってくれば

どうしてお礼をもらわなかったの︒

ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさんに

せてもらうことにします︒﹂

五674園

いや︑あちらで︑あかしをたててもらお

てもらおう︒

う︒

七796囹

争うさぎが9ひきと︑黒うさぎを一びきも
らいました︒

七895

その一わを買い︑小さなボールばこにいれ
てもらって︑だいじに持って帰りました︒

八63

天帝は︑男らしいうでまえにうたれて︑む
そうして︑そのシャツをもらってくるよ

すめのむごにもらいました︒

八314

うに︒

八463園

︑
20
ノ了− ぬまの水をのませてもらいたいとも思った
そこで︑あひるの子は︑三週間ばかりため

が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

八793

おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

おかみさんをもらえば︑くらしにもお金が

頼んで乗せてもらおう︒

母親は︑金次郎と相談して︑すえの子ど

おかあさん︑とみちゃんを返してもら

親類にもらってもらいました︒

﹁そんなら︑今夜いって︑返しても

遠い山へいって︑しばをかったり木を

これは︑絵のすきだったおじさんからゆ

世界のほまれ︑デビスカップを︑日本で

やむを得ず自分の説はあやまりであった

ということにして︑ゆるしてもらいました︒

十三164

は︑はじめてもらうことになります︒

十二825

ずつてもらったもので︑

十ニー67

切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一256

らってきましょう︒﹂

十一248囹

いましょう︒

十一242園

十一238

もを親類にもらってもらいました︒

十一237

十一117園

もらったうれしさで︑

十一56 ついせんだって︑大学生に頼んで乗せて

を

カをカり ヘ

十659

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑

十112

そのボタンをつけてもらわない︒

もう一ど金のさかなのところへいって︑ 九醜4園

ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

いま︑にいさんに日記をよんでもらって
三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の
うまよ︑そんな大きななりをして︑子ども

のように︑からだまであらってもらっているのか︒

七724

上に立って︑

七405

いたところよ︒

七304園

六佃9

家をもらっておいで︒

五6811囹

よかったのに︒

五675園

るといったが︑わしはお礼などもらわなかった︒

五671園海へ帰してくれ︑お礼はいくらでもあげ 九354團 そうして︑近所からわけてもらったさつ

てもらいました︒

十五5511園 鹿鳴館というクラブがあり︑おかしな 五435団
﹇貰﹈

もよおしをしていたものだ︒
もら・う

ーオ︒ーツ・ーワ︾ ← お も ら う

一﹇537 とうとう︑おかあさんは︑さちこからり
んごをもらいます︒
﹁ああ︑そのりんご︑いちろうにいさ

んからもらったのです︒﹂

一一543囹

三801園雨にぼくのいどをいっぱいにして

もらって

﹁どうかして︑あんなにきれいな人が

もらうんだから︒

三脳3園
およめにもらいたいものだ︒﹂
くることかな︒

四296 となりの うちから︑ うさぎを

四302 ﹁くみの人みんな﹂にきいてもらいた
いといって︑文を書きました︒
いで︑かえれたのでしょう︒

四384園 たろうさんは︑なぜぶどうをもらわな 七794園 さあ︑けいさつしょへ︑いっしょにいっ

おどりを

四856 みんなはよろこんでもらいました︒
四価10園 つれていってもらおうかな︒
おどってもらいましょう︒

四麗1囹 では︑ みんなに おもしろい

五128囹 きっぷをはいけんさせてもらいます︒
五156 切手をはってもらうのです︒

五2810園むこうの店に品物をとどけて︑受けとり

五287園 ぼく︑こんな本をもらいました︒
をもらって帰ってくるとちゅう︑

五2811囹 よその人からもらったんです︒

五303囹小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま
した︒

五387国こんど︑ぼくの受持の子どもたちに︑手
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もらえる一もる

十三229囹

﹁ダルガス︑おまえがくれるといった もり

﹇盛﹈与めもり

﹇森﹈︵名︶29

もり

森5うえののもり

みずうみを右へいけばもりへでます︒

もり

三6310

だって︑もりへでたいんだもの︒

材木を︑さあ早く も ら い た い ︒ ﹂

十三425園 そう︑二つあるのならもらうよ⁝⁝
三657囹

もらえる

︽ーエ・ーエ

三688園
﹁もりの方︒﹂

もりの方︒

んでいます︒
三691囹

﹁はじめにもりへ

たきへでようね︒﹂

三695園

森や︑小川や︑いな田などの︑きれいな︑

六衙10

足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺

長い森をくぐりました︒

八606

田や野原のまわりには︑大きな森があり︑

の屋根や停車場が目についた︒

八583

六脳3園森の木のきれいなこと︒

樂しかった思い出が︑うかんではきえていく︒

六407

いって︑それから

三682雲は︑もりの方へしずかにしずかにと

十四292 あなたがたに見てもらいたいものがある
のです︒

十四292 見てもらいたいなどというと︑

十四617囹 いちばんいい種を︑來年もわすれずに
まいてもらうことができさえずれば︑

論文を出版してもらうことで︑

十五55一 カーネギー博物館の刊行物として自分の

十五559囹 きょうはきみがまだ生まれないころの
日本の話をさせてもらおう︒

﹁ぎょうぎのいいことばをつかっても

らいたいものです ね ︒ ﹂

十五931園

十五佃1園 おかあさんたちが悲しそうな顔をして
﹇貰﹈︵ 下 一 ︶ 6

いるときでも︑ほおずりをしてもらえば︑
もら・える

十四755

森と畑とのさかいのようなところですと︑

けいあたためられるので︑

十四756 畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

畑の上からとんできて︑森の上へかかる

十四759 畑では空氣がのぼり︑森ではくだつてい
ます︒

と︑

十四7510

十五125図圃ガラス戸の外は月あかし森の上に白

あさき夜の月影清み森をなすすぎの

雲長くたなびける見ゆ

十五131図韻

﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂︑三つ重ね

こぬれの高きひくき見ゆ
十五377

美しいあなたがたのお國を親しくおたず

て﹁森﹂が作られた︒

−十五797

﹃森の幸福﹄で︑みどりの着物を着て

ねして︑町や︑家や森や︑山をながめたり︑

十五柵1囹

それには︑こんな針や︑もりなどがあり

﹇鈷﹈︵名︶1 もり

います︒

もり

森の中には深いみずうみがあった︒

森の中には深いみずうみがあった︒

森の木の葉がこがね色や茶色になった︒

ル︾

八606

ます︒

八838

九852園

一545園 そうして︑たまがひろえたら︑お月さ
んのくにのなかまにいれてもらえます︒

九492

いしい

もりた

にしの

石井先生の手品や︑森田先生と西野先生

のバイオリンとピアノ合そうなど︑

十五襯10

もりたせんせい

て︑まっさおな空の下にならんでいました︒
もりた
﹇森田先生﹈︹人名︺1 森田先生

まわりの山は︑︿略﹀︑きれいにもりあがっ

九326團ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある もりあが・る ﹇盛上﹈︵五︶1 もりあがる ︽ーッ︾
そうして︑谷川の南の︑まつ黒なかやの木

森の中の小さな農家ですが︑

一554園 きれいなたまがひろえたら︑またお
月さんのくにへ いれてもらえます︒

まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木

テ︾

すずの音は︑かやの森にガランガラン︑ガ もりた・てる ﹇守立﹈ ︵下一︶ 1 もりたてる ︽一

このような歩みをたどってきた日本を︑

これからどうもりたてていけばいいでしょうか︒

十二備3

午前の森に︑しかがすわっている︒

深い森のそばをとびました︒
十三477

六201一 テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ

みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ も・る ﹇盛﹈︵五︶1 もる ︽ーッ︾
つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三492

九帽6

ランガランとひびき︑

九634

の森でかこまれていました︒

九552

の森の方へ︑新しい小さな道がついていました︒

八7211 ぬまの水をのませてもらいたいとも思った 九543
が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒
まいりをしたんだもの︒

八826囹 ものごとを教えてもらえる人たちのなか

らえるので︑

十二715 先生の近くにいればこそ︑毎日教えても

てもらえないかもしれない︒

十五784 はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ

もらす 5ききもらす
もり ﹇守﹈5おもり・こもり・わたしもり

もれる一もんばん
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﹇漏﹈︵下 一 ︶ 3

もれる

︽ーレ︾δこもれ

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒
も・れる

六㎜8 はなのあなから息がもれないようにして︑

び

﹁ナ﹂︑﹁ノ﹂︑︿ 略 ﹀ と い っ て み た ︒

かずらのしげみをもれて︑

十二319 午後の日光は︑げんかんをおおったすい
十五484 この赤絵製作の方法が他にもれないよう
門﹇▽こもん

に︑保護されていた︒
﹇門﹈︵名︶12

もん

﹇物﹈︵名︶5

もん

へんなもんだな︒

じまん話をはじめると︑自分がいちばん

ぼくがあんまりじまん話をするもんだか

五5710園
ら

九棚7園
九棚11園

ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつかう

いいとも︑だれがきみなんかと遊ぶもん
文句

︹課名︺2

もんしろちょう

もんしろちょう⁝⁝⁝十六
もんしろちょう
もんしろちょう

新島家の窓は︑かたくとざされてあった︒

これが︑デンマルクの愛三者たちの心を

とにかく︑命のことはむずかしい大きな

﹇問題﹈︵名︶8 問題

六785園

もんだい

問題だね︒

十三184

﹁自然は︑このむずかしい問題を︑か

くだいた︑もっとも大きな問題でありました︒

はなく︑

さっきから問題になっている養分だっ

しかし︑問題はまだのこっています︒

熱さとつめたさとのむらが︑どうなるか

そうなると︑いろいろの実用上の問題と

ということは︑ただ︑茶わんのときだけの問題で

十四744

て︑みんな私がわけてあげたのです︒

十四595園

十三222

ならず解決してくれるにちがいない︒﹂

電話番号が書いてあったもんだから 十三215囹

りっぱだと思うもんだね︒

十三411園
十三417園
のは︑ぜいたくというもんだ︒

か

もんく

たいへんきれいなもんくをいいましたね︒ 十四7410

もんく

﹁それから︑はがきのもんくですが︑こ

それでは︑もんくはいままでのとおりに

一どははねあげられるが︑もんど

もんどりうつ

私たちは︑この問題をもっとよく考えて

かかし︑

﹇門番﹈︵名︶3 門ばん

ナポリの大きな病院の門ばんのまえへ

門ばんは︑その手紙をひと白みてから︑

看護人を呼んで︑

十一651

いって︑一通の手紙をみせ︑父親をたずねました︒

十一636

はんたかをみて︑

三153 こてんのいり口まできますと︑門ばんが

もんばん

りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六345

﹇翻筋斗打﹈︵五︶1

もんどう 5おしもんどう

みよう︒

十五4210

えんがつながってきます︒

六1910園

三
三

﹇紋白蝶﹈︵名︶1

もんしろちょうのおたんじょうね︒

︽ーッ︾

れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ もんどりう・つ
るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三3410

しましよう︒

九721園

れからは︑︿略﹀︑と書いていいでしょうか︒﹂

九714囹

﹇文句﹈︵名︶4

九9010園

三157しかたがありませんから︑はんたかは門 もんか ︵終助︶1 もんか

もん

のぞとにのこりました︒

三169園あれは門のぞとにいますので︑
六879圏 そのこてんの門のそばにいどがあって︑
そのそばには︑大きな木が立っています︒

六887 海のこてんの門のまえに︑大きな木が立つ
ている︒

六913園 門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ
しゃいます︒

十528 よその家の門の中へ︑はいっていこうとし
ます︒

七161

七24

もんしろちょう

十5212 門からもどってきて︑道にでたとき︑あと もんじ ﹇▽じゅうもんじ・まいちもんじ
をふり向きました︒

十一一佃1 仁王さまは寺の門に立って︑ほとけさま
をおまもりします︒

七322園

十三349 ホートンに面した家々の門には︑﹁れん﹂ もんしろちょう
が書かれてある︒

アジア大陸と太平洋との間におこると︑
門前

学校のいきかえりにその門前を通っても︑

﹇門前﹈︵名︶1

十五671

もんぜん

それがいわゆる季節風︵モンスーン︶で︑

十四769

十三355 正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の モンスーン ︵名︶一 モンスーン
直れんがはりつけられる︒

十五644 門を出て十メートルとは行かないうちに︑
ことが︑はっきりうかんできた︒

十五伽3 はじめてこの学校の門をくぐったときの

や ﹇矢﹈︵名︶6 矢εゆみや

︵並助︶ 論

いよ︒﹂

九鵬6囹
や

﹁いや︑もう︑おまえさんをたべやしな

や

びました︒赤や青やむらさきのたまが

あそびました︒赤や青やむらさきの

一5910 いぶつのおだんごや︑おもちを︑こちそ
一一147
一一徊7

三196 して︑そのかたちや色をよくしらべ

一一606圏ら︑このつくえやこしかけを︑かわ

三918
人のかいたてがみやはがきを︑ここに
三947 できます︒ピアノやふくすけをおる
三952 できます︒きつねや︑だましぶねや︑紙
三952つねや︑だましぶねや︑紙ふうせんなども
三991ころでも︑紙は︑字やえをはこんでく
三糊4 んはまいにち︑のや山へ竹をとりに

三792︒すなで︑トンネルや︑いどや︑家や︑道
三792 ︑トンネルや︑いどや︑家や︑道をこし
三792ネルや︑いどや︑家や︑道をこしらえて

三336園ありました︒青色やちゃ色のくすりび
三338園 いました︒お米や豆をいれた︑みほ

三2810くさんの米や︑麦や︑豆をつんで︑海

三2810は︑たくさんの米や︑麦や︑豆をつん

三麗8 けらいたちは︑弓に矢をつがえました︒
弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

つがえているではありませんか︒

六172 はとが下の方をみますと︑かりうどが矢を

しゃい︒

六829囹 にいさんはこの弓と矢を持っていらっ
九248 日本に春がくると思うと︑もう矢もたても
たまらず︑北をさしてすすむのです︒

﹇夜﹈δじゅうごや︒じゅうさんやさん

だおれでとどまりぬ︒

十五55図圏遠くそののちかしの木に︑矢はま
や
﹇屋﹈

←あかえや・あめやさん・いかけや・いし

や

やさん・いとや・いとやさん・いわや・おけやさ
ん・おもちゃやさん・かぐのいわや・かじゃ・かじ

四51 ︒こうえんのせわや︑どうろのそうじ
四58んきょくです︒手紙や小つつみなどをお

不自由な人や︑女や︑子どもたちをすわ
五247園
五327やってきます︒材木や︑石炭や︑お米を︑
五327ます︒材木や︑石炭や︑お米を︑たくさん
荷物の中に︑おり物や︑お茶や︑しんじゅ
五334
五334に︑おり物や︑お茶や︑しんじゅなどがは
五342す︒ここで︑きかいや︑ひりょうなど︑た
五349こんろにかけたかまやなべから︑ゆげがふ
五362 ︒この石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場

五369よう︒みなれない木や︑草や︑動物がみえ
五369みなれない木や︑草や︑動物がみえますね
たし船︑ かふんやそよ風のせてでる︒
五498圏
てでる︒ 子どもや荷物のせてでる︒
五501圃
五561 ︑たくさん︑子どもや町の人々が︑あっま

五6311略
園﹀︒﹂﹁あさがおやきゅうりは︑自分ひ

しは︑おとうさんやおかあさんの力で︑
五641囹

れば︑おとうさんやおかあさんの力でも
五646園
五826ま水をのまないことや︑ねるまえにたべな
五826まえにたべないことや︑日のかんかんてる

たが︑いろいろな音や︑みたこともないよ

︑ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本を

五893圏囹
みれば︑ うりやなすびの花ざかり︒

には小さなしんぼうや︑は車や︑ぜんまい

なしんぼうや︑は車や︑ぜんまいなどがな

4

6
1

わりに︑村の子どもや︑森や︑小川や︑い
︑村の子どもや︑森や︑小川や︑いな田な

豆つぶほどの自動車や電車が︑ひっきりな

じは︑これらの道具や時計をあれこれとみ

いる︒まわりのかべやガラス戸だなには︑

ットや︑小さなつちや︑さまざまの道具も

わしゃ︑ピンセットや︑小さなつちや︑さ

きりや︑ねじまわしや︑ピンセットや︑小

ならんでいる︒きりや︑ねじまわしや︑ピ

77102643321

やさん・くさや・ことりや・さかなやさん・さみし
がりや・さわぎやども・しゃしんや・とけいや・と
けいやさん・とこや・となりや・はなや・パンや・
ほおじろや・まんじゅうや・むきみや・やおや・や

四504 ほかのがんは︑右や左からかっちゃん
四827色紙でおったつるや︑ふうせんをさげ
四8210
た小さなつりがねや︑十字かもさげま
四塀6園 す︒﹂うらしま﹁赤やき色できれいだね

ノ、

おやさん・やすみちゃや・わがや・わらや
や ︵係助︶4 や

五247囹
たせ︑不自由な人や︑女や︑子どもたち

五223おあいして︑おもちゃ︑まつ白にこなのふ

五75ながれていく︒汽船や荷船がとおる︒下水
五76がとおる︒下水の水やうんがの水︑きたな

四4510囹 あとからなにかおっかけてきやしな 四榴3 と︑うらしまは︑父や母のことを思い
いかと思ってね︒
六845囹 小鳥一わとれやしない︒

いんだ︒
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六四3園 ぼくはきつねに追われてなんかいやしな
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六407 どもや︑森や︑小川や︑いな田などの︑き

ありません︒五ヶ月や八ヶ月でもありませ

がくれにお寺の屋根や停車場が目についた

みると︑足もとの森や林の中に︑みえがく

八911 とえば︑近所のねこやのらねこが通りかか

八68 か︑自分から指さきやくちびるへとびあが

八46 ︑南はきゅうしゅうやそのさきの島々まで

七903 ぎも︑まえ足で︑耳や顔をなでていました

七898 ぎでも︑くもった日や雨降りの日は︑きら

七681 一つは︑だいりせきや木材をけずっていっ

七128 ︒﹁きゅうりの手﹂やコ豆の手﹂なども︑

七127 うに立ててある︑竹や木のことをいうので

六摺5 と︑それに︑たこ糸やのりなどです︒紙は

六価7 た︒たこが青空で右や左にゆれると︑自分

六梱4

六夢3
があったら︑﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえれ

︒なんでも︑﹁ナ﹂や﹁ノ﹂のつくことば

九377團

九341團

九316囲

九226

九213

九213

九188

九184

九152

八925

八918

八839

八838

のうえ︑くまざさやいろいろな名も知ら

す︒ぼくは︑先生やみなさんといっしょ

︑いまでも︑先生やみなさんのことを︑

たほどでした︒汽車や飛行機で送られた数

ち︑そのかたや︑頭や︑手にとまりました

たちまち︑そのかたや︑頭や︑手にとまり

︑ときには︑あらしや︑そのほかの思いが

くとぶ鳥です︒汽車や自動車もかなわない

ごろ︑つばめが電線や物ほしざおに五六ぱ

︑もらってきたパンやおかしをなげてよこ

もがきて︑水にパンや麦をなげてくれた︒

つた︒雲は︑あられや雪で重くなってひく

の木の葉がこがね色や茶色になった︒雲は

八1811 もたちは︑つみこえやこえ土の中に生みつ

九431團

九4210團

して遊びます︒母やおばまで子どものよ

この家にも︑二本や三本はあります︒ぼ

をはなれました︒木ややぶが︑けむりのよ

めいめい︑シャベルや移植こてなどを持つ
︑リヤカーに︑はこやかごなどをのせてお

人でも︑おじいさんやおとうさんがおうた

ました︒そのけむりやほのおがおもしろい

て︑オーストラリアや南洋の島々であるが

うどよい海水の温度や︑海の深さのことも
︑しおの流れの早さや︑えさのよいわるい

くいかなかった︒村や町の者は︑幸吉のむ

たいと思います︒父や母のために︑いつも

どうをみてやり︑兄や姉の手助けとなりた

思います︒もし︑弟や妹がけんかでもはじ

はなく︑雪のようすや︑星の世界なども︑

たや︑花のさきかたや︑実のなりかたなど

れば︑そののびかたや︑花のさきかたや︑

動きかたや︑羽の色や︑形などを︑こまか

りかたや︑動きかたや︑羽の色や︑形など

き声や︑とまりかたや︑動きかたや︑羽の

くれば︑その鳴き声や︑とまりかたや︑動

たちは︑さくがん機やつるはしを持って︑

まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑

のほし場︒まえかけや︑しきふや︑ハンケ

で感じられる︒右岸や左岸では︑その味が

って︑うまそうな水や名高いいど水をため

いるやまだのかばんやぼうしをひろってあ

れには︑こんな針や︑もりなどがありま

の中に︑いのししやしかの角などに手を

ことにしよう︒貝や石ころは︑どれか一

たべたけものの骨や︑角などを︑ここへ

われたりした道具や︑たべたけものの骨

人も︑くわや︑ふごや︑かごなどを持って

略﹀︒﹂主人も︑くわや︑ふごや︑かごなど

きました︒平らな畑やたんぼの向こうに︑

牧園町園園
9856679824エ0988776114822159999984

八3410

八584

38山や︑みずうみや︑はたけの上をひと 八583
きまわっていた︒田や野原のまわりには︑

六433 ばめのむれ︒38山や︑みずうみや︑はた八408 て︑そこらの木の葉や花にみんな手をおふ
六446圏

まいには︑自分の兄や姉からまで︑﹁︿略﹀

八6610園

八606

をにげていった︒田や野原をこえて︑どん

八106 かけてきて︑かかとや足の指をつっついた

九3711国

おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし

八107 ︒ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑ちゃ

九3911溢した︒下では︑兄や︑母や︑おばが︑只

す一﹁おとうさんやおかあさんにもわか

六612 1五 いろはがるたやことわざの中にも︑
八713

ばかりでなく︑ねこやにわとりとはまった

八107 かんさや︑りこうさや︑ちゃめぶりや︑お

九422團︒山には︑つぐみや︑ひわがきました︒

九3911艶話では︑兄や︑母や︑おばが︑天略﹀︒﹂

六433

六692 学校の子どものかずや︑一ばん遠くから通

八795

六7710 もうまもそうだ︒風や︑自動車や︑水車は 八765

六693 っている子どもの名や家の場所も書きまし

八823囹

足をつかうようすや︑あのしせいのいい

六806園 日山へいって︑鳥やけものをとっていま

六7710 うだ︒風や︑自動車や︑水車は︑動いてい

八107 うさや︑ちゃめぶりや︑おかしさなどは︑

八207 まが夏だということや︑よい天氣がつづい

九442團

ルもある高いすぎやまつのはえていると

八1810 のでも︑こがねむしや︑かぶとむしの子ど

八215 いらしいので︑ねこや︑すずめにみつけら

九485

どきしました︒母やおばがくわをいれる

八349 のきょりは︑二十分や三十分ではありませ

九7311

このにやあとした顔や︑そのめんどうだと

八349 はありません︒五日や二十日でもありませ
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62 54 45 42 42 40 30 30 30 28 2了 27 2了 2了 27 2了 24 21 21 122 121 91 85 85 81 了9 了9 78 78 了了 了6 了6

わ川の大水で︑田や畑をみんな流された

︵

てとめる︒く
の鼻や耳︑ひたいやあごの
の鼻や耳︑ひたいやあごの形も︑古新聞

一

つくえやいすを重ねて︑つか

て︑つかう人の顔や頭がみえないように
かた

舞台の上には︑紙やいたぎれで︑木や家
やいたぎれで︑木や家を作っておく︒

る︒なつかしい山や︑おもむきのある川
れで︑おじいさんやおばあさんからきい
この岩屋からぜんやわんなどの家具ので

あらわれては︑田や畑を荒らすので︑村

る船大工の子どもや︑のりをとりにでる

上に︑みごとな草や木がしげっていく︒

10

︑めいめいの生活や経験が同じでないた

へいったこと︑弟やいぬをつれていった
︑おそらく︑太郎や秋子と同じではなか

か︑うまや︑いぬや︑鳥などをこしらえ

しています︒手首やむねなどには︑まが
︑このほか︑うまや︑いぬや︑鳥などを

トルほどあり︑男や女のいろいろなすが

も︑かめや︑はちや︑いろいろのものが

ます︒形も︑かめや︑はちや︑いろいろ

とや︑樂しいことや︑ときには悲しいこ

んや︑おじいさんや︑ひいおじいさんの
︒なつかしいことや︑耀しいことや︑と

がたのおとうさんや︑おじいさんや︑ひ

の人その人の生活や経験によって生かさ

ら︑ことばづかいやいいあらわしかたに
︑読み手の思いでや心持にとかされて︑

きがかりや︑音声や身ぶりによって︑い

すや︑ゆきがかりや︑音声や身ぶりによ

のまわりのようすや︑ゆきがかりや︑音

きて︑子どもたちや︑芭蕉の足もとに落

66

6

ていたわずかの田や畑も︑流されてしま

青うめ・

とんぼの

大きな声だが︑雨や風の音のために︑乗
花火やほたる︑

はちみつやいちご︑

かげよ︒

る︒

かれを告げたことや︑家族の者が︑その

をかけていたことや︑手紙の着いたとき

了2

5
11

母親のことや︑妹たちのことや︑

111111

73

2
7

を

べながら︑飲み物やくすりを︑少年の手

や︑妹たちのことや︑父親の帰りを待ち

んでした︒看護婦や︑看護人や︑助手が

ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

看護婦や︑看護人や︑助手がかけよって

して︑さつまいもや野菜を作ったりして

そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指

る︒それが音樂や歌にあわせてしばい

つかっていることや︑そんなものがこの

動かして︑喜びや︑悲しみや︑傳説や

間には︑顔の色やくらしかたがどんな

一望びや︑悲しみや︑墨汁や︑歴史やを

悲しみや︑置型や︑歴史やを美しく舞
︑聖業や︑歴史やを美しく舞台にあら
︑人間の美しさやおもしろさが生まれ
間みたいに不平やわがままをいわない
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十633ものですが︑かぶきや︑ほかのしばいとも
十636ときには︑おしろいやべにでけしょうをし
十642います︒日本の絵画や︑庭園や︑建築にも
十642日本の絵画や︑庭園や︑建築にも︑外國と
十649て︑狂言は︑ひにくや︑あてこすりや︑す
十649にくや︑あてこすりや︑すっぱぬきや︑ひ
十649すりや︑すっぱぬきや︑ひやかしなどで︑
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ますが︑屋根の形や左右にのびたろうか

は︑めでたい文句や︑詩の一節であるが

まく︒黄色や︑赤や︑白の糸たばがくり

をとりまく︒黄色や︑赤や︑白の糸たば

すや︑せんめん器や︑道具を入れた赤い

しかける赤いいすや︑せんめん器や︑道

べつに︑おもちゃや絵本などを持って遊

んじゅや︑やなぎや︑ねむのきの枝など

上から︑えんじゅや︑やなぎや︑ねむの

よく︑寒土の地質や地味を研究しました

らいろいろな発見や発明をしました︒自

憎しました︒火星や金星・木星などのよ

平らなもので︑日や月が︑東から西へま

ている︒よいことやわるいこと︑まつす
︑まっすぐなことや曲がったことは︑知

て︑その人の性質や運命をきめたりして

因と結果との関係や︑その間に行われる

うや︑はち︑へびや︑とかげや︑青がえ
︑へびや︑とかげや︑青がえる︒やがて

けのこや︑ちょうや︑はち︑へびや︑と

ふきや︑たけのこや︑ちょうや︑はち︑

たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑たけのこ
︑わらびや︑ふきや︑たけのこや︑ちょ

げる季節︒ひばりやつばめも︑やがて︑

とき︒新しい勇氣や空想をもって︑春は

うるしの中に︑銀や貝が光をはなってい

す︒また︑なまりや貝などをはめこんだ

ぬったうえに︑金や銀のこなをまいて︑

きかたや︑身ぶりや︑手ぶりによって︑

う人のあるきかたや︑身ぶりや︑手ぶり

土ひょうは︑はぎやすすきがさきみだれ

この人たちの着物やかぶりものなども︑
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や一やえこ

810

十三562 として︑その着物やはだの色の美しいの
十五353

十五353

十三4210園 よ⁝⁝おじさんやおばさんによろしく 十五352
︑ぼうきれや︑石や︑貝がらなどに︑は

れから︑ぼうきれや︑石や︑貝がらなど

︑色のちがった貝や︑じゅずだまを結び

十五桝10園

十五構9圏

十五㎜11囹

チルチルや︑それから︑ミチルや︒

十五435

十五402

の有名な源氏物語や枕草子などは︑すべ

九271図魍

九265選管

こがらしや子ぶたのはなもかわきけり

麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

のものの考えかたや商費では︑ふだんの や ︵間助︶9 や

ざられてあるさらやはちを︑しげしげと

九273囲

チルチルや︑おまえは︑いまだけ天國

ここにいたいや︒

おかあさん︑ここにいるなら︑ぼくも

ぼく︑うちへ帰りたくないや︒

十三611囹 れないが︑深みやしんけんさは︑どう
に便利なかたかなや︑ひらがなを作りだ

十四191園

十五454

︒職人のちんぎんや材料のお金をはらう

九283図魍

まくらのそうし

十五394

十四265 に︑また︑チフスやトラホームは︑ドイ
十五4812

いて︑作品を東京や箱根へ古りだすこと

九帽6図圃

げんじものがたり

十四91国 かあさんの生活や︑私たちの生活のこ

十四3212 みなさんは︑地球や金星などのわく星が

十五561囹︺の中で︑富士山や磐梯山のいただきを

十五4911

おたずねして︑町や︑家や森や︑山をな

むかえた私は︑母や多くの弟妹たちをあ

じ

ばんだい

にしの

るかってさ︒戸や窓のやぶれるほど︑

もりた

︑石井先生の手品や︑森田先生と西野先

一

や

ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ

さい晩や火のこ豊かの汽車けむり
や

︵感︶8

四779

やあ

二6510園
やあ︑ かすみがたなびいている︒

やあ

や一山より高いものはなに︒

十五75与島

な子や夜はいろりの火にあてており

九冊2図魍

な子やえんがわの上にうつる日を追いて

ふくじゅそうのはちをおきかうるおさ

親のまたくぐる子うしや草の花

すみきったボールの音や秋の風

に來ていると思っているけれど︑

十四526園つきません︒根や︑つるや︑葉のない
十四526園ん︒根や︑つるや︑葉のないかぼちゃ

ねして︑町や︑家や森や︑山をながめた

雪やこんこん︑あられやこんこん︒

十五備3園

かりで︑花さんや︑葉さんや︑根さん
＋四5512園

十五796

十五669

て︑町や︑家や森や︑山をながめたり︑

雪やこんこん︑あられやこんこん︒

﹁では︑バケツやカーテンなどは︑日

さんや︑葉さんや︑根さんのような︑
＋四5512園

十五797

十五796

が︑けだものの肉や︑ふしぎなくだもの

十二721圃圏

はこね

十四562囹つた地の中の水や養分でも︑葉さんが
十四566囹のあたるところや︑高いところがおす
十四581園さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ
十五824

だものを︑水がめや︑ひっくりかえった

十二721蟹

とうきよう

十四6111﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑日や︑土や︑水などがい

十五825

ていて︑びろうどや︑にしきにくるまり

いしい

いしい
てくださった校歌や︑石井先生の手品や

ふ

十四6111 vと︑日や︑土や︑水などがいいまし

十五828
十五擢9

十五棚11園

十四632 ので︑ちょうど雲やきりと同じようなも
十四637にじのような︑赤や青の色がついていま
十四674湯げは︑えんの下やかきねのすきまから

十五槻10

や

どうでもいいや︒

︵終助︶14

四642園

まあいいや︑こんないいときにあそばな

＋五2010どもたちは︑両親や家庭教師につれられ

＋四8612 ︑ばんそうの音痴や︑場面の組みあわせ

十ニー73囹

九鵬8囹

八421園

八119園

六糊9園

あれだけ残っていればいいや︒

でもいいや︒

あのざくろの色もかけてないや︒

﹁おお︑かわいいひめや︒﹂

﹁ピオや︑ピオちゃん︒﹂

やえこ

やえ

血忌−o園

六M9園 やあ︑よくあがる︒

や

六242園

十五344わすのに︑ことばや︑身ぶりや︑手まね
十五344ことばや︑身ぶりや︑手まねなどを用い

十五963園

ちょうどいいや︒

十五625園

やえ子

やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ

︹人名︺2

﹇Vななえやえ

十五949圏やあ︑なんてきれいなところだろう︒

十二737園﹁やあ︑あられだ︑あられだ︒﹂

﹁やあ︑うさぎ︑うさぎ︒﹂

五781園やあ︑きれいですね︒

十五345その場にいない人や︑遠くにいる人に知

十五963囹

チルチルや︑それから︑ミチルや︒

三43囹やあ︒
三44園やあ︒

十五348で︑その結びかたや︑なわの色や︑なわ

十五柵11園

﹁なにもいらないや︒﹂

十五349かたや︑なわの色や︑なわの太さなどに

いで︑いつあそぼうというんだね︒

十五351た︒また︑木の皮や︑あさなわなどであ

十四731がたつのは︑かべや屋根が溢せられると
十四745く︑たとえば︑湖や海の水が︑冬になつ

十四7211あたっているかべや屋根をすかして見る

＋四6912ゆらした光った線や︑ うす暗い線が︑不

＋四6710よう︒茶わんの上や︑庭さきでおこるう

〉。

811
やえざくら一やがて

したよ︑よわったなあ︒

十五647園 やえ子︑ぼくのステッキを持っておく
れ︒

やえざくら ﹇八重桜﹈︵名︶1 やえざくら

やお屋

十226 光る白い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ
ざくらの花︒

﹇八百屋﹈︵名︶1

﹇八百屋﹈︵名︶1

やお屋さん

十二価10 くだものをならべたやお屋らしいのもあ

やおや

ります︒

やおやさん

十172園 太郎よ︑フランスでは︑さかな屋さんで
も︑やお屋さんでも︑みんなフランス語です︒
やか ←あざやか・おだやか・かるやか・さわやか・

やがて

なごやか・にぎやか・にこやか・はなやか・まめや
か・ゆるやか
﹇騰﹈︵副︶3 4

四479 一列になってとんでいきましたが︑や

やがて

がて︑まつばのようなかたちになりました︒

六78 ふたりはそこらをみまわしていたが︑男の
子は︑やがてしごと台の上のものをあれこれとい
じりはじめた︒

六711 女の子はただじっとみつめていたが︑やが
てこの小さなねじをみつけて︑

トでねじをはさんで︑きかいのあなにさしこみ︑

六113 それをいじっていたが︑やがて︑ピンセッ
六柵1 しかさんは︑いつのまにかはぐれてしまい
ました︒やがて︑うさぎさんたちは︑大きな岩の
ところにでました︒

七521 のこったものがふんとうした︒やがて︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑ふえ が ひ び い た ︒

八154 地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い
にやわらかいところをさがして︑地の中にかくれ

しばらくそのままのしせいで動きません︒

てしまいました︒

八234

やがておきなおったかと思うと︑からだはすつか
やがて死ぬけしきばみえずせみの声

り皮からはなれていました︒

八251図圃
と︑むかしの人がうたっていますが︑

死ぬことなど考えられないほどにぎやかに

鳴きたてたせみも︑やがて︑秋になると︑みんな

八253

ドアのぞとに足音がきこえて︑やがて︑

村をすくい︑多くの人からうやまわれるようにな
りました︒

﹁︿略V︒﹂という声がきこえました︒

十一814

父親は︑じっと少年をみつめていました

が︑やがてまた︑病人の方をみました︒

十一8512

つむいていましたが︑やがてからだをまっすぐに

十一903 医者は︑病人の上にしばらくのあいだう
立てました︒

へびや︑とかげや︑青がえる︒やがて︑

になった︒

十五732

第二の人が歩いて行く︒やがて第三の人

わが祖國︑やがて立つべし︒

ピッツバーグの町を走り出た自動車は︑

なつかしい数々の写真があった︒

やがてすがたをあらわした博士の手には︑︿略﹀︑

しきりにさがしものをしておられたが︑

やがてこう外のすばらしい家のげんかんに横づけ

十五729

いどおりのものを作ることのできる日がさた︒

十五492 このしごとはやめなかった︒やがて︑思

十五178年忌

も通り︑

十四8710

ボートが︑やみをぬって助けにきてくれました︒

ナがおよいで行ったように︑やがて︑一そうの

十四501 おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

て老いても︑そのように︒

十三522 おとなになってる︑いまもそうだ︒やが

たいて︑おしよせて來る︒

かれらもせいぞろいして︑かげろうのたいまつを

十三69

ここに帰って來て︑

十三62 ひばりやつばめも︑やがて︑遠い國から

えあがります︒

馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ 十一一763 やがていろりには︑パチパチとしばがも

死んでしまって︑

八282

ぎっていってしまいました︒やがて︑大きな天の
やがて︑九月のなかばをすぎると︑つばめ

川にさしかかりました︒

九169

は︑そろそろ日本をさっていき︑

受けとりにくい氣持でいるが︑やがて思い
きって︑たかぎのそばにより︑だまったままそれ

九951

急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ

をとりあげる︒

九㎜5

せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒やがて︑

水は︑さらさらと走って︑やがて︑すぐ下

十人︑二十人︑つぎつぎにすべりはじめた︒

丁半1

一まい

いまのようなぬのの織りかたをしていたの

のすこし大きな川に流れこんでいた︒

十342

教室の高いところの窓ガラスが︑

では︑やがて︑困るときがくるにちがいない︒
十一1511

こわれていて︑やがて︑小鳥たちは︑そこから遠
い空へにげていった︒

三年めには︑二十びょうの米をとること

ができました︒やがて︑金次郎は︑親類の家から

十一2912

でて︑もとの自分の家に帰り︑一家をふたたびお
いろいろのことを身につけて︑やがて︑

こすことができました︒

十一303

やかましい一やく

812

どきになったので︑住い食堂にみちびかれ︑

十五739 家の中はがらんとしていた︒やがてお書
十五冊6 ふたりは長いあいだだきあいます︒やが

やきすてる

︽ーテ

やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお
﹇焼捨﹈︵下一︶1

すきなライラックを植えましょう︒

十一496
やきす・てる

紙をやきすてよ︒﹂

ヨ︾

︽ーイ︾

てはなれて顔をあげますと︑ふたりの目にはなみ

やかましい

三士4囹﹁その山の上で︑ふしのくすりと手

﹇喧﹈︵ 形 ︶ 4

だが光っていました︒
やかまし・い

やかん

る︒

やきもの

思い出は︑いまも私の胸にやきついてい
やき鳥
焼物

﹁あれはやき鳥だろうか︒﹂

﹇焼物﹈︵名︶9

十四938囹

やきとり

﹇焼鳥﹈︵名︶1

十五656

五佃10 製材所ができて︑のこぎりのやかましい音 やきつ・く ﹇焼付﹈︵五︶1 やきつく ︽ーイ︾
が︑あさからばんまでひびきました︒

九659園 やかましい︑ここをなんと心える︒
だまれ︑やかましい︒

﹇薬缶﹈︵名︶1

九678園 やかましい︒

九6611囹

やかん

﹁たいへん焼物がおすきのようですが︑
﹂

いままで見たこともないみごとな嶢物で

あったからである︒

十五465

あなたは

十五449囹

三368園大きなうに︑大きなやかんがかかっ 十五443園古い焼物そっくりですね︒
ています︒
やき ﹇▽いまえもんやき・おにわやき・すみやきご

や・すやき・まるやき
やぎ ﹇山羊﹈︵名︶8 やぎεめやぎ

自分の家でつかう食器とか︑おくりもの
ひとりでこの焼物を作ることは︑むずか
この焼物をやめれば︑日本から美しい
プリンタリーは︑日本の美しい質物にひ

役δおやく

いろいろな焼物を集めた︒
﹇役﹈︵名︶11

あれはなんの役にたつのだろう︑これは
六69世世の中の役にたつのに︑どれもこれも不

︿略﹀のだろうなどと考えているうちに︑

六63

やく

十五5012

きつけられていろいろな焼物を集めた︒

十五501一

ものが一つ消えてしまうことになります︒

十五502園

しいことであった︒

十五487

にする嶢物とかを作らせていたが︑

十五479

ら三百三十年ばかりまえのことである︒

二ひきのやぎが︑そのはしのまん中 十五476 有田に嶢物がはじめられたのは︑いまか

でであいました︒

二271園

二2710園 べつのやぎがいいました︒

二276受唇 一びきのやぎがいいました︒

二282園やぎとやぎと︑せまいはしの上で︑
やぎとやぎと︑

つのをおしあっていました︒
一一282園
がめている︒

七89 やぎが︑つまらなそうに︑タやけの空をな

足もひどく曲がってやぎのようですし︑

九562 みえない方の目は︑白くびくびくうごき︑
十一495 やぎもかいます︒
やぎごや ﹇山羊小屋﹈︵名︶2 やぎ小屋
ぼうっとあらわれる︒

七43 中庭のキャベツが︑なたねが︑やぎ小屋が︑

ただ自分だけがこのように小さくて︑な

足はなさそうである︒
六611園

﹁それでは︑自分のようなものでも︑役

んの役にもたちそうにない︒

高い木をみつけると︑兄かぼくがのぼる

自分もほんとうに役にたっているのだ︒

にたつことがあるのかしら︒﹂

六95園
六129園

役をひきうけました︒

九392團

十637 おしろいやべにでけしょうをして︑その役

らしく顔をこしらえあげるのですが︑

十一215 金次郎は︑︿略﹀︑働きつけているので︑

いつもやすりをかけて右と左によじって

役にたたないことはありませんでした︒

しかし︑いつも勉強してみがきをかけて

おかないと︑なんの役にもたたない︒

十二681
十二694

それに︑ランプは︑かさなしでもりっ

いないと︑じき︑役にたたなくなる︒

やく

僥く

︽iイ・ーカ．一

やくは︑白くてにおいもなく目だちません︒

﹇蔚﹈︵名︶1 やく

ぽに役にたちます︒

十四123團
やく

八撹9

ふしのくすりをやいたけむりが︑山の

や・く ﹇焼﹈ ︵五︶ 10
ク︾

上から︿略﹀たちのぼっていました︒

三宙7

うちではバターもつくったし︑こむぎこ

﹁そんなに︑手をやかせるな︒﹂

十一479

七144

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑

で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十一4710

八郎はその魚をとってやいてたべた︒

いつも本を読んでいた︒

十二6211

やいた鳥が一それこそほんとうのまる

やきの鳥が︑ほかほかとあたたかいいきをたてて︑

十四971

813
やくさんじゅうねん一やさしい

クとをせなかに立てたまま︑

十四974 そのやいた鳥は︑肉を切るナイフとホー

十五471園ときどき焼いては︑この店に持って來
ますが︑なにぶん作るのにてまのかかるもので︒

十五486 いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし
ごとをしていたため︑

やく三十

十五489 赤絵の技術をどうかして残したいと考え︑
自分でまず︑焼くしごとがらはじめた︒
やくさんじゅうねん ﹇約三十年﹈︵名︶1
年

やく3・

八356 今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど
まえに発した光だというわけになります︒
やくさんてんろくデシリットル ︵名︶ 1

6田

﹇役者﹈︵名︶2

役者

約そく

やくめ

且vまちやくば

やく八分二十秒

︽ーツ︾

光が︑地球にとどくまでには︑やく八分円

﹇役目﹈︵名︶1

役目

嵩置キロ

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

日本の新しい出発にあたっても︑この自動

n▽ゆうやけ・ゆうやけぐも・ゆうやけこやけ

おまけに︑いっかランプをつけるとき

﹇火傷﹈︵名︶1 やけど

﹇焼﹈︵下一︶3 やける 焼ける ︽ーケ・

それに︑うちはやけなかったから︑本

﹁竹やぶやけた︒﹂

﹇野菜﹈︵名︶2 やさい 野菜

きしゃしゃしんややさいいなごごま

﹇優﹈︵形︶1 やさし

︽ーシク︾

﹃はい﹄﹃いいえ﹄︑やさしいことばで

﹇易﹈︵形︶2 やさしい ︽ーイ︾

﹁やさしいようだが︑なかなかいいに

くいことばだよ︒﹂

十一598園

はありませんか︒

十一597囹

やさし・い

るとも︑失うな︑やさしく清きなが心︒

十五175図心花そだてつつあきないて︑つづれ着

やさ・し

さつまいもや野菜を作ったりしていたので︑

十二2310 荒れ地を三十アールばかりかいこんして︑

ニー72

やさい

黄色くなったりして︑失敗に失敗を重ねていった︒

十五4810 白く焼けるはずのものが黒くなったり︑

だってたくさんある︒

十三417園

四692

ーケル︾

や・ける

やけどをしたあとまであるよ︒

十五稲7囹

やけど

やけ

ろう︒

織機が︑どれほど大きな役わりをはたすことであ

十378

ですから︑1つぶの種もみから︑やく15やくわり ﹇役割﹈︵名︶1 役わり

1500つぶ
八千8
00つぶももみができたわけです︒
やくそく

せっかくですが︑わたしたちはみんな︑

﹇約束﹈︵名︶3

六2311囹

やくそく

はたらくやくそくだって︒

はたらくやくそくをしているのです︒

六242園

おには約そくをまもって︑そののちはも
役だつ

約二

発音のこまかなところまで書き表わすこ

﹇役立﹈︵五︶1

う田畑を荒らすようなことはなくなった︒

十二5812
やくだ・つ

十五421

﹇約二百万人﹈︵名︶1

とができて︑標準語の教育に役だつ︒

やくにひゃくまんにん
百万人

やくば

れるが︑

八945 やく3・6㎝のもみを︑水の中にひたしま十三1012 日本には︑毎年︑約二百万人目人が生ま
した︒

やくしゃ

1

十632 役者が美しい舞を舞ったり︑さまざまなし やくはちふんにじゅうびょう ﹇約八分二十秒﹈ ︵名︶
ぐさをしたりするものですが︑

八346

﹇約八万九千羽﹈︵名︶1

十秒ばかりかかることになります︒

約八万九千ば

やく12平 やくはちまんきゅうせんば

十635 ふつうのしばいでは︑役者がおじいさんに
なったり︑むすめになったり︑

やくじゆうにへいほうメートル ︵名︶ 2

方m
た︒

八995 やく12平方mに150かぶばかり植えま
九し
231 この合計は︑約八万九千ばです︒

︵名︶1

一608囹

一467

まきげちゃんも︑おともだちとなかの

おんなの人がやさしくいいました︒

δおやさしさ

鳥取の西方二四キロのところに︑まわり やさし・い ﹇優﹈ ︵形︶ 10 やさしい ︽ーイ・ーク︾
矢車

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

﹇矢車﹈︵名︶1

十一332團

やぐるま

十ニキロの湖がある︒

十二593

とつとり

やくよんキロ

にたつのに︑どれもこれも不足はなさそうである︒

八㎜6 やく12平方mの土地で︑41のげん米がと六69園 ひとかどの役目をつとめて︑世の中の役
れました︒

やく

九191 約十万ばのつばめが︑きゅうに落ちてきた

やくじゅうまんば ﹇約十万羽﹈︵名︶1 約十万ば
ことがあります︒

やくしょ εしやくしょ
やくせんごひゃくつぶ ﹇約千五百粒﹈︵名︶1

やしき一やせこける

814

おもりなどいろいろあります︒

﹇易﹈

そのねだんのあまりに安いのにおどろ
δうけやすい・うたいやすい・おやす

﹇休﹈︵名︶3

休み3おひるやすみ・おや

休みもなく︑はてしもなく︑ゆるやかに

しょう︒

り︑かえでの枝で休んだりしていきました︒

五978 さんちゃんのおうちのまつの木にとまった

六656 はたらくときはよこになり︑休むときは立

五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく

つものはなあに︒

り休むことにしました︒

六柵5

八729 あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ

ほかの人たちは休んだりむだ話をしてい

て休みたいと思った︒

十一216

金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

るのに︑金次郎は︑すこしも休まず働くので︑

十一217

庭にかがやくひまわりの花︑あぶらぜ

みの声さわがしく︑書の休みもあせがでる︒

十一794

﹇休茶屋﹈︵名︶2

﹇休﹈︵五︶14

やすむ

休み茶屋

休む

︽ーマ・ーミ・

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑
やす・む

ム・iモ・ーン︾﹇Vおやすみくださる・おやすみな

るような失望とのあいだで︑

﹇安﹈︵形状︶1 安らか

やすり

のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて

﹇鎗﹈︵名︶1

右と左によじっておかないと︑

十二679

やすり

生きていてくださるのだと︑思いたいのです︒

十四912国子どもたちのことを思って︑安らかに

やすらか

になるものではなかった︒

十399 理論と実際とは︑そうやすやすと︑ひとつ

るものではありません︒

八466 ほんとうに幸福な人は︑やすやすとみつか

橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも やすやす ﹇易易﹈︵副︶2 やすやす

よくいってこしかけました︒

十107

やすみちゃや

十五915園わたしたちは︑すこしの休みもなく︑ やす・める ﹇休﹈︵下一︶1 休める ︽ーメル︾
心を休めるような希望と︑胸をこおらせ
飲む︑たべる︑ねむる︑

十一355圃

うつ波の声は︑

十一131

すみ・なつやすみ・ひとやすみ・ひとやすみする

やすみ

い・さめやすい・たやすい・ねっしやすい

やすい

いた︒

十五469園

﹁︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑はなしてや やす・い ﹇安﹈︵形︶1 安い ︽ーイ︾

いい︑やさしいこになりました︒
五668
りました︒

九幽3 いままた︑ばらの花のやさしいことばをき
くこともできた︒

十一7110 かなしい思いにしずみながら︑やさしい
父親のことをいろいろと思い返していました︒

十一729 看護婦はやさしくいいました︒
しっかりするようにとはげましたりしました︒

十一883 手をさすったり︑やさしく話しかけたり︑

もありましたが︑

十一8812 また︑やさしい色がその目にうかぶこと
十一一繊1 このやさしいのびのびした顔をごらんな
さい︒

十四㎜2 おばあさんは︑いつものように︑やさし
やしき

く︑しんせつなようすをしていた︒
﹇屋敷﹈︵名︶2

︽ーイ・

九433国ぼくたちのかりているやしきのまわりに 十111 おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

やしき
も︑大きなかきの木が三本あります︒

十二238 やしきがすこし匿いし︑
養う

さる

やしなう

すこし休もうか︒

﹇養﹈︵ 五 ︶ 4

ーウ・ーツ︒iワ︾

二396園

やしな・う

十一182 流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑

ええ︑休みましょう︒

でも︑雨がふると︑どこかで休んで

四892圏圏

﹁やすみましょう︒﹂と︑子すずめが︑

﹁さあ︑やすもうよ︒﹂と朝すずめ︒

どうして︑きょうはこんなに休んだので

きょうは五人も休みました︒

五821園

五814

四894圏園

んでいます︒

切りとるばかりで手入れをおこたったた

目を右に左に向けて︑青ざめた︑やせこ

﹇痩﹈︵下一︶1 やせこける ︽ーケ︾

十一6711

やせこ・ける

めに︑土地は︑年を追ってやせおとろえ︑

十三204

る ︽ エ︾

四306国にしださんは︑きょうもびょうきで休 やせおとろ・える ﹇痩衰﹈︵下一︶1 やせおとろえ

いると思います︒

四258團

二398囹

やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒

十二663 おおつなのようなたくましい根が︑深く
のびてみきをささえ︑廣くのびて枝をやしない︑

十三212 あれ地は︑もはや︑この強い木をやしな
さつぼろ

うにたる地力さえ︑のこしていませんでした︒
外に養っていたのは︑
﹇鑑﹈︵名︶1

矢じり

十五604 新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう
やじり

九854三石で作ったもの︑それには石の矢じり︑

815
やつ一やってくる

﹇奴﹈︵名︶3

やつ

けた顔をしている病人たちをみまわしました︒
やつ

なやつが︑いちばんえらいのだ︒

九694囹 てんでなってなくて︑頭のつぶれたよう

﹁このらんぼうなやつ︑いったいなん

十329園 はたばかりいじっていて︑おかしなやつ
だ︒

だい︒﹂

十五価2園

五706

おじいさんは︑口ごたえもできず︑力のな

す︒

秋になると︑また︑わたり鳥がやってきま

それで︑いまここへやってきたところで

つぎからつぎへと︑子どもたちがやってく

そこへ︑おさるさんがやってきました︒

六933囹
六梱9

る︒

七510

暑い夏がやってくると︑たまごは︑はじめ

そこへ︑ひとりの旅人がやってくる︒

たしのそばへやってきた︒

七99園毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ

八148

七757

親たちの大できのすずめもねこもやってこ

てかえりました︒

八侶8

﹁︿略﹀︒﹂といって︑顔をまっかにして

ないから︑安全です︒

八706

こうして︑大きなぬまのあるところへやつ

やってきた︒

八723

くれがたになって︑あひるの子は︑ある小

すると︑そこへ二わのがんがやってきた︒

てきた︒

八769

八732

草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが

さなひゃくしょうの小屋へやってきた︒

せんめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑

鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ

忌わしは︑︿略﹀︑ぱっと一まず舞いたち

十五8511

プリンタリーが︑︿略﹀を教えるために

ところがある日のこと︑せんぽいの教

大きなおなかを両手にかかえて︑たいぎ

授がやって來て︑

十五572國

やって來たのも︑そのころのことであった︒

十五459

ましたが︑まだこりないでやって來ました︒

十五314

て︑．あいているときがなかったよ︒

＋三5912園
見物の人が︑かわりばんこにやって來

十三324夏は︑きんぎょ費りがやって干る︒
十三327アイスクリーム下りがやって惟る︒
十三329秋には︑なつめ至りがやって隠る︒
十三329ぶどう巡りもやって來る︒

十三323春は︑なえ責りがやって來る︒

て來る者もある︒

十三3111

な音をたててやって航るのは︑さるまわしである︒

十三308 その中で︑いちばんさわがしくて︑恥き

みを鳴らしてやって來る︒

十三295 でんでんだいこのような︑ブリキのつづ

てんびんぼうでかついでやって來る︒

十三2810

たるすにやってきて︑その書物を手にとりました︒

十ニー22 リビングストンがちょっとそとにでかけ

ます︒

十一276 たいこをたたいて︑家から家へやってき

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒

九鵬9 にこにこわらいながらおりてくるもの︑ま

九621園 ありのようにやってくる︒

やってきた︒

おじいさんは︑とぼとぼと海へやってきま 八841

おじいさんは︑また海へやってきました︒

五7211
した︒

五759

かえでの木につるしておくと︑いろいろな

い足どりで︑海へやってきました︒

五鵬1

どこからか︑しじゅうからがやってきて︑

鳥がやってきます︒

五脳7

しじゅうからは︑あくる日もやってきまし

﹁︿略﹀︒﹂と︑いい声で鳴いて︑

た︒

つ

やっつ ﹇八﹈︵名︶5 やっつ 八つ尋ななつやつ

五価4

五価3

一113園ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑
五価11

そのつぎの日もやってきました︒

一117囹 ななつ︑やっつ︑ここのつ︑とお︑

やつで

やつ

した︒

十114 いずれも︑八つばかりの子どもたちでした︒

十二499 古新聞を二まいとも八つに切って︑その
うち一まいだけを正方形にする︒

十五206 ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子
﹇八手﹈︵名︶1

で四つになるかわいい子どもたちでした︒
やつで

やってくる

十1112 プラタナスの葉の大きいのは︑やつでほど
﹇来﹈︵力変︶48

もありました︒

﹁これ︑どこからやってきたの︒﹂

て 來 る ︽ ー キ ・ ー ク ル・ーコ︾

やって・︿る

三741園

﹁お日さまの光はお日さまからやつ

てきたのね︒﹂

三752園

四552 島にはかりうどはきませんが︑大きな
へびがやってくることがあります︒
やってきます︒

五326 おや︑むこうからも長い︑長い貨物列車が

た︒

五678 あくる日︑おじいさんは海へやってきまし
五691 おじいさんは海へやってきました︒

やっと一やどる

816

七57園 やっぱりあの男の子だった︒

にいさんもやっぱりえものがなかったん

どんぐりどもはやっとしずまりました︒

ですか︒

しばらくひげをひねったまま下を向いてい

六847囹

九6511

ると︑からだじゅうがあせです︒
九7111

そうに︑子どもたちの方へやって來ました︒

十五967園小さな子がやって來た︒

十五958園 かわいらしい幸福たちがやって來た︒

やっぱり︑︿略﹀いいといえばよかったと︑

十一85囹

だがね︑やっぱり︑いちばんだいじで︑

いちろうはときどき思うのです︒

九754

るな︑と思いながらみていると︑

九601 やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

やっと歩きはじめました︒

やっと眞息急珠ができたよ︒

そこでやっと︑思いどおりの機械ができあ

ましたが︑やっとあきらめていいました︒

十524

十4312園

がつた︒

十365

十五梱4囹 まもなくやって來る明かるい﹃大きな
喜び﹄の兄弟ぶんのようなものですからね︒

十五価7 天使のようなすがたをした者が︑きらき
ら光る着物を着て︑そろそろとやって來ます︒

むずかしいのは︑コックスだろう︒

やっと

十二204園

︵副︶30

やっと一台の電車がとまった︒

やっと

十一522

か︒﹂

﹁影絵ってやっぱり人形のしばいです

これでも︑本物にくらべたら︑やつぱ

﹁じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたい

に︑旅行して來なくちゃだめですね︒﹂

十三585園

り︑月と太陽みたいにちがうといってもいいな︒

十三564園

﹁やっぱり容易じゃないのですね︒﹂

一505園 やっときがついたの︒

息をつくのもやっとのようでした︒

ああ︑やっと思いだした︒

十二464園

父にきびしくただされて︑太郎は︑やつ

十一704

﹁︿略﹀︒﹂とだけ︑やっといいました︒

ときようのことを︑ありのままにうちあけた︒

十一618

四534 やっと高い山のみねをこえました︒
十一845

やっと目がさめたころ︑︿略﹀その声を

すことができました︒

三263 長いあいだかかって︑やっと切りたお

五139園 やっとついた︒

十三321

やっぱり

金色の雲の中に︑つま先で立って︑

やっぱり

やっぱり

おじいさんが︑

︵副︶21

一469

みみを

やっぱりおみみなおらないのね︒

二306囹

﹁やっぱり雲が走っているんだね︒﹂

この大きなかぼちゃは︑ずいぶんかた

は︑私のものだと思います︒

十四589園

けれども︑やっぱり︑そのたくさんのろ

いようですが︑やっぱり︑この大部分は水です︒

うそくはもえ続けていて︑

十四989

十五棚5園あなたは︑やっぱり︑なんにも知らな
いのですね︒

矢と歌

﹇宿﹈︵五︶2 やどる

εあまやどり

矢と歌
矢と歌

︹題名︺2

ころでその水でお茶をたてる︒

やとうた

やどり
やど・る

︽ーッ︾

九槻2 舟をやとってこぎのぼりながら︑ところど

たまは やと・う ﹇雇﹈︵五︶1 やとう ︽ーッ︾

どなたが

なっても︑

一578園

おもちに

一623園

ふりふり︑わたくしたちをよびました︒

ながい

やっと見えるくらいのところにいる人︑だれなの︒

十五佃2囹

ができるのだよ︒

十五9412園私たちはやっと︑物の眞実を見ること 十四554園だから︑私は︑やっぱりそのかぼちゃ

十四6012園

聞くのは︑ゆめの中の声のように思われる︒

五194 二日めのあさ︑やっと汽車からおろされ︑
はなして︑ばんをごろうさんにゆずりました︒

五583 まだみていたいようでしたが︑やっと目を
五995 水をふきかけたり︑くすりをつけてやった
りしますと︑やっと生き返りました︒

六84 やっとつまんだと思うと︑すぐにおとして
しまった︒

六361 噂すぎの上にやっととまったかかし︒

六568 手わけをして︑やっとつぎのようなものが

﹁ や っとできましたよ︒﹂

やっとできたので︑

できあがりました︒
六⁝⁝⁝9

六佃11囚囚

やっぱりたまですよ︒

二311囹︺やっぱり十一びきしかいません︒

六襯9 やっとしずかな廣い野原にでました︒
八762 しばらくして︑やっとひっそりした︒

やっぱり十一びきしかいません︒

八974 ひたさない種もみからも︑やっとめがでて
きました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑かぐやひめはやつ

二314園 けれども︑やっぱり 一びきたりません︒ 十五23
十五42
六552囹

ばりききませんでした︒

九352国 ぼくたちの畑がようやくかいこんされて︑ 三鵬10
三日めにやっと︑うねを十三本つくりました︒

九396團 足もとの枝をおろして︑やっとおりてく

817
やなぎ一やはり

十4411

はたして︑眞円眞珠がやどっていた︒

十五606 恩師クラーク博士の精神のやどっている
﹇柳﹈︵名︶4

やなぎ

札幌独立教会をつかさどっていた私の父とは︑
やなぎ

三572圏 うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの
むちでぶちましょか︒
しりほかがやく上 を ︑

十一325圃岸のやなぎのほわたがとんで︑麦のは
十三272 土べいの上から︑えんじゅや︑やなぎや︑
ねむのきの枝などが︑ずっとのびだしている︒

さん舞ってくる︒

十三365 やなぎのわたが︑どこからともなくたく
やね ﹇屋根﹈︵名︶25 やね 屋根←おやね・かわ

いなかのやねのべんぺんぐさは︑

三354園 やねのところで︑すずめがないてい

らやね・わらやね
ます︒

三528圏
﹁︿略﹀︒﹂といい ま し た ︒

した︒

三川10 やねの上まで︑人でいっぱいになりま
四231團 やねも︑かべも︑はしらもかきました︒
う︒

四柵10怯むこうに光ったやねがみえるでしょ
六373 とがった屋根にひっかかっているかかし︒

六385園 おかあさん︑なんでしょう︒あの屋根に
とまっているのは ︒

六388 親子のつばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑ま
た︑もどってきてかかしの近くにとまる︒

六㎜5

どこかの屋根が︑めがねのたまいっぱいに
それは︑ここから百メートルもはなれてい

ひろがって︑

六㎜10
屋根だ︒

る︑向こうの家の屋根であった︒

六麗8

こんどは︑思いきり高くとんで︑屋根をこ
足もとの森や林の中に︑みえがくれにお寺

えて︑うすべに色の空にきえた︒

七56
八584

の屋根や停車場が目についた︒

屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明

かるさ日のてる中に

九備4図魍

ひさしぶりで︑姉やふたりのまごたちと

いっしょに︑同じ屋根の下でくらせるのですから︑

十二235

屋根のかざりにほうおうがついているか
屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

らだといわれていますが︑

十一一餌5
十一一脳7
うにも︑

かべや屋根をすかして見ると︑ちらちら
したものが見えることがあります︒

十四7211

ガラス戸の外にすえたる鳥かごのブ

かべや屋根が識せられると︑

十五123図魍

十四731

リキの屋根に月うつる見ゆ

女の子は︑つめたい屋根うらのへやを出
思いきって︑その屋根うらの家へ帰るこ

ともできなかった︒

いかに目ざとき人とても︑声の行

やは

石の矢の根があります︒

﹇矢根﹈︵名︶1 矢の根

十二993

やのね

︵係助︶−

十五53勲記

やは

やはりゆかにのこっています︒

やはりかしこくなりません︒

﹇矢張﹈︵副︶23 やはり

くえの見えんやは︒

三123

もし︑人がなくなったときには︑やはり

けんぎゅうは︑やはりふえに心をうばわれ

フランスだって︑きれいなところもあり︑

やはり外國から帰ったばかりで︑

やはり︑いぬは︑ふり向かないので︑
十一866囹

十518

りですから︒

きたないところもあり︑日本も︑やはりそのとお

十153

ていました︒

下欄1 あたりには︑やはりばらの花のにおいがし

すと︑やはりそうであることがわかりました︒

九244 いろいろな方法でこのことをしらべてみま

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒

九144 ゆめからさめるときには︑音などはけっし

りましたが︑やはりみあたりませんでした︒

天の01 けらいたちは︑足をぼうにしてさがしまわ
ノ41

ていました︒

八3011

命がないのかなと思いました︒

六766 この手が動かないから︑やはり雪だるまは

をしていらっしゃるのです︒

五384 そのかたは︑ほっかいどうで︑やはり先生

せたいといって︑

四314 かずこさんも︑やはり︑﹁みんな﹂に知ら

ここにとどけます︒

四54

三723

やはり

十五135図圃照る月の位置かわりけん鳥かごの屋
ひくい屋根も︑あけはなした店も︑のき

根にうつりし影なくなりぬ

十五461

かべをたたき落し︑屋根をもちあげる

先にかかっているおもしろいかんばんも︑

十五皿1囹

ほどの喜びをこしらえているのですよ︒

十四926

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた︒

十四907

六428 つばめのむれ︑屋根の上にひとかたまりに やねうら ﹇屋根裏﹈︵名︶2 屋根うら
なる︒

六512 屋根も︑木の葉も︑石ころも︑みんなきれ
いに光っていまし た ︒

﹇要撃﹈︵形状︶1

やぶからぼう

十五574圓その一つに日本の青年をとまらせて︑

十一8612 病人は︑やはりじっと少年の方をみてい やぶからぼう

三45園山︒
三46園山︑山︒
三46園山︑山︒
三49園山の山びこ︒
三52園あかるい山︒

にわの花も︑空の雲も︑とおい山も︑

おじいさんはまいにち︑のや山へ竹を

するがにある山がいちばんみやこに

天にいちばんちかい山はどこか︒

おじいさんが︑だれよりもはやく山に
三描5園

くすりをやいたけむりが︑山の上から

それで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂と

ましょうね︒

四236團そのときは︑山へくりひろいにいき

いうようになりました︒

ｧ9

いつまでもいつまでもたちのぼっていました︒

三掘7

紙をやきすてよ︒﹂

三柵3囹﹁その山の上で︑ふしのくすりと手

もちかく︑天にもちかいそうでございます︒

三描8囹

いって︑

三柵7

とりにいきました︒

三糊4

ちかい家も︑かくことができます︒

三962

うしろの山にすてましょか︒

三563囲カナリヤ うたをわすれたカナリヤは︑

れた︒

三53囹山のあの色︒
山があれた︑海が あれた︑かぜであ
三547囲

のぼって

山から小ぞうがとんできた︒

山に︑ゆきがふっているのをみつけました︒

二378囲園

二387ところ山の中

ました︒

そのせわをしてはくれまいかと︑やぶからぼうの

二392 たろうと

︽ーレ・ーレ

レ︾

おとうさんが︑山へ

十一一761園 友だちがほしくなるのはやはりこんな
話をもちだした︒

やぶれる

ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは︑

﹇破﹈︵下一︶4

て︑のびているたけのこがありました︒
やぶ・れる

九囲10

ル︾

やぶれたところをつくろいかけました︒

あみは︑すっかりやぶれて︑くもはそのま

ま地面に落ちました︒

九鵬10

それが︑ちょうどさけめのようにたて横

にやぶれて︑そこだけがとう明に見えます︒

十四739

︽

十五川11黒戸や窓のやぶれるほど︑いっぱい﹃幸
福﹄でつまっているじゃないの︒
敗れる

ドイツオーストリアニ國との職いに敗れ︑

﹇敗﹈︵下一︶4

十三179

戦いは敗れ︑國はけずられ︑國民の意氣

やぶ・れる

十三185

はしずみ︑その活動はおとろえました︒

たとえ戦いに敗れても︑精神的に敗れな
い國民こそ︑眞にすぐれた部民でしょう︒

十三186

山呂うらやま︒おくや

きます︒

晩だ︒

夜半

やぶ﹇▽こやぶ・たけやぶ

五915

十二844 第一回は七i五で清水選手が勝ち︑第二やぶ・る ﹇破﹈︵五︶1 やぶる ︽ーッ︾
みると︑ざしきのまん中のたたみをやぶつ
回めもやはり清水選手の勝となりました︒

も︑やはりこのためである︒

十二9210 書かれたことがそれぞれちがってくるの
﹁やはり地球はまわる︒﹂と信じて︑

死ぬまで眞理を求めていたのです︒

十三166園

十四502 ボートが︑やみをぬって助けにきてくれ
ました︒やはり︑その美しい声を手がかりにして︒
十五9712園 ここだって︑どこだって︑やはり︑お
金持よりびんぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒
やはり時間がおしいのだよ︒

十五帽12園幸福なんですけれど︑やはり︑私たち

十五9811囹

﹇夜半﹈︵名︶1

の影以上のものは見えないのです︒
やはん

﹇藪﹈︵名︶5

五千ばのつばめをつんできました︒

九218 その夜半には︑また一台の貨物自動車が︑
やぶ

四624 しずかな やぶの ところで︑はばたきの
音がきこえます︒

やま

精神的に敗れない國民こそ︑

﹇山﹈︵名︶m

十三186

やま

ま・かみやま・こやま・つみねやま・のやま︒ふじ

の方へいってしまいました︒

六伽9 うさぎさんたちは︑そのまま向こうのやぶ
六燭8 ささの中︑やぶの中をとんでいきます︒

山のつつじがさいた︒

のやま・もとやま

一402

山のうえから︑おおきなお月さんがで

二375園学校からかえるとき︑くにざかいの

二207ほしよるゆめ山川さかなふね

るところでした︒

一628

九7311 木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ
ました︒

十一322圏 しとしとと降る春雨に︑やぶのたけの
こすくすくのびて ︑

五463 やぶうぐいす

やぶうぐいす ﹇藪鶯﹈︵名︶1 やぶうぐいす

一一

やはん一やま

818

819
やま一やま

四288 山にいって︑くりひろいをすることか
な︒

その山のふもとには︑大きな木がし

山のそばにきました︒

四4710 はたけをこえ︑のはらをすぎると︑高い

四482
げっているので︑そこをよけてとびました︒
かかったとき︑

四485 山の上を高くとびこえて︑たににさし
四531 目のまえに︑高い︑高い山がそびえて
いました︒

四532 なかまは︑この山のむこうにあるみず

うらの山から海べをみれば︑波にうか

すびの花ざかり︒

五896圏國

むこうの山から︑大きな月がのぼってくる

んださどが島︒

五937

さんちゃんが︑友だちと︑山へわらびをと

ところでした︒

五942

あした山へつれていって︑はなそうと

りにいきました︒

五988囹
思っているのです︒

五欄4園山へはなしてやりたかったんだけれど︒

あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

六341園山のかげにかくれて︑ここからはみえな
いよ︒

六394囹

うみのところへいこうと話しあいました︒

四534 やっと高い山のみねをこえました︒
六433

目をさましたときには︑おびみたいなも
やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは
お友だちと遊ぼうと思って︑山の谷を歩い

六817囹
しやって︒

六826園

六鵬3囹

六齪3囹

そのかわり︑にいさんは山へいらっ

﹁このくるみを持っていって︑山のてっ

﹁あの山のてっぺんさ︒﹂

決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒

ぺんでたべよう︒﹂

六⁝⁝⁝4囹

わたしは山へいこう︒

ていますね︒

六806園私は毎日山へいって︑鳥やけものをとつ

ていきました︒

六674

すずなり︑夕がらす︒

六475圏

のが向こうの山の方へとんでいったんだよ︒

六448囹

まりになってとぶつばめのむれ︒

山や︑みずうみや︑はたけの上をひとかた

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

四764 た⊥局い山︑ひくいたに
四779 やIl山より高いものはなに︒
四886囲 山は大雪︑日はくれる︒
五43 山に雨が降る︑きりがおりる︑
五47 山から川のあかんぼが生まれる︒

五48 山のてっぺんのすぐちかいところ︑小さい
たにまに︑小さいいずみ︑

五51 小さいたにまに︑小さいながれ山から川の
あかんぼが生まれ る ︒

五56 川は山からかけおりる︒
ジャブはしゃいで︑川は山からかけおりる︒

五510 いわの上からとびおりて︑さかなとジャブ
五171 そこは私たちの山です︒

五361 ほりだされた石炭が︑山のようにつまれて
います︒

五393葉山のてっぺんには︑まだ雪がのこってい
ます︒

五395鶴山の木のめがではじめました︒

五892圏國高い山からたにそこみれば︑うりやな 六榴4園 あの山のてっぺんか︒

六鵬5 しかさんは︑のっそりと立って︑山の方を

谷川にそって︑山のふもとにでてきました︒

山を︑いくつも︑いくつもこえました︒

みあげました︒

六槻7

朝日が山の上にのぼって︑

六鞭8

八241

しきが目のまえにひらけてくる︒

八581 山のおねを曲がるたびに︑美しい大きなけ

八593 すると︑向こうの山の谷まにのこっている

あの山にのぼったら︑もっと大きなけしき

雪が目についた︒

がみえるだろう︒

八595

おとなといっしょに畑にでたり︑山へた

﹁山﹂﹁けむり﹂﹁絵はがき﹂﹁港﹂

んでいる︒

八596 山の上には︑青い空がすきとおるようにす
九811

九322団

ぼくがいまいる家は︑山のふもとにある

きぎをとりにいったりするので︑

九325團

秋晴れのすみきった空の下に︑山のすが

森の中の小さな農家ですが︑

九3211団

たきぎをとりにいく山は︑ぼくの家から

たが︑さかさまに湖の中にうつって︑

九361国

たきぎをせおって山からおりるとき︑

は十五六分ほど登るのですが︑

九367團

九369團山へ登るほそ道の両がわに︑

九373團ぼくははじめ︑山へたきぎをとりにいく

のが︑すきではありませんでした︒

おってよいことになっています︒

九382團かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

九408團はるか向こうの山のはしから︑美しい湖

が半分ばかり顔をみせていました︒

になりました︒

九413国秋になって︑ぼくは山へいくのが豪しみ

やまい一やまだ
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九416国 山へいくたびに︑めずらしい小鳥がみつ
かるからです︒

九422国山には︑つぐみや︑ひわがきました︒
ばかりのように︑きれいにもりあがって︑

九491 まわりの山は︑みんな︑たったいまできた

九767 みるまに︑貝がらの山が家のまえにできま

九527園南なら︑あっちの山の中だ︒
す︒

九餌4 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生
につれられて︑山のスキー場へいった︒

九備7図魍 ちろちろと岩つたう水にはい遊ぶ赤き
かにいてすぎの山しずか

九冊2 私は父につれられて︑近くの高い山に登っ
た︒

もとやま

けわしい山が︑むらさきがかった大空の

する

勇ましい少年をほめたたえているようでした︒

十五604

あなたがたのお國を親しくおたずねして︑

やまい ﹇病﹈︵名︶1 やまい
さつぼろ
新島のおじさんが︑やまいを札幌のこう
めいじ
外に養っていたのは︑明治二十年の夏であった︒

町や︑家や森や︑山をながめたり︑

十五797

河湾の海岸線をながめ︑

が

十五564園山のいただきに立った私は︑︿略﹀駿

あの山のすがたが︑小さいころのことを︑ 十五381 ﹁山﹂を﹁やま﹂︑

との小屋はみぞれして︑うらの山には白雪つもる︒
十一4611
いろいろと思いださせる︒

かみやま

なつかしい山や︑おもむきのある川など
が

秋田縣の男鹿半島に︑神山︑本山という

お

があるためばかりではない︒

十二554
あきた

二つの山がある︒

十二574

もうあとわずかというところで︑日はは

や西の山に傾いて︑くれそうになってきた︒

十二608

やまだ

﹇山師﹈︵名︶1 やまし

︹話手︺23 やまだ

しるようになった︒

十418 かれを氣ちがいとよび︑やましとさえのの

やまし

こぼれたように雑草の中にありました︒

九369團まっかな︑かわいらしい重いちごの実が︑

ある日のこと︑八郎が山でしごとをして やまいちご ﹇山苺﹈︵名︶1 山いちご

いると︑のどがかわいてきた︒

十二628

天氣のよかったこと︑山へいったこと︑

山の湖水のほとり︑﹁ます﹂小屋のラン

弟やいぬをつれていったこと︑

十二9011

十三482

山もはっきり見えてきた︒

プが︑きゅうに暗くなりました︒

十四417囹

みかんむこうと手ぶくろをぬぐ山ふか

ちりもつもれば山となる︒

ざくらの花︒

十225 光る自い雲︑遠い山のみね︑村の道︑やえ

十四822
く

十五82圏

九9610やまだ﹁落したんじゃない︒

九889やまだ﹁いやだい︒﹂
九898やまだ﹁はなしてくれったら︑
九958やまだ﹁じょうぎだろう︒﹂
九967やまだ﹁なんだ︒﹂

十2412 みるまに︑トロッコにつまれる石炭の山︒

十五102囲月が出る山の家にうしをつないだ木

美しい山があります︒

ユングフラウという美しい山があります︒
十五193

が︑このユングフラウの山です︒

九9810やまだ﹁ぼくだって︑

九981やまだ﹁首︑いたいのか︒﹂
九986やまだ﹁つかなくたって︑いいよ︒﹂
九988やまだ﹁なにがあいこだ︒﹂

十五192山々のうち︑もっとも高い山の一つに︑

十596 ごはんをたべてから︑山の方へいって︑た
くさん取ってきた︒

十﹇49 長いいかだを組んで︑材木を遠くの山か
ら運んでくるのもみえる︒

十一243囹 ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが
山へいって木を切ってきてもうけますよ︒
切ったりして︑村の人に買ってもらいました︒

十一255 遠い山へいって︑しばをかったり木を 十五196 その中で︑一だんと高くそびえているの

見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑

十五215

ユングフラウのまつ白な山までも︑︿略﹀

やまだ﹁ぼくもわるかったよ︒﹂

やまだ﹁かんにんするかい︒﹂

やまだ﹁ぼくもそうさ︒﹂

九9910やまだ﹁よし︑じゃあ︑

十一2610 まきをとりに山へいく︑そのいき帰りに︑ 十五2012 このヨーロッパの高い山の中の生活は︑ 九991
や
ま
だ
﹁
で
も
︑
き
み
は
ひどいよ︒
九994やまだ﹁そりゃあ
﹂
九996やまだ﹁そりゃそうさ︒﹂

いつもその本を手からはなさず︑

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

十一389圏 きんもくせい︑︿略﹀︑ちれば山にはま

つたけが︑かおりも高くはえてくる︒

いるひつじのむれを追いでもするように︑

十五339

十一401圃山のもみじ夢みなちりはてて︑青くし 十五2112 山の上の方に︑また下の方にちらばって 九棚1
九捌3
九川5
げるはまつ・すぎ・ひのき︒

十一413魍 さとはしぐれがしとしと降るに︑ふも
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やまだ一やまねこ

九九九九九九
101

﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で︑南の

やまねこがここを通らなかったかい︒

へとんでいきましたよ︒﹂

九521囹

やまだの顔をみると︑きゅうにまたつんと

なって︑だまってそれをとり︑かばんにいれる︒

九523囹

九963
そのあいだに︑やまだがいきかける︒

や ま だ ﹁ つまらないことさ︒

やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび

やまだ﹁友だちにまで心配させて一﹂
九965

やまねこ与どんぐりと

﹁やまねこなら︑けさまだくらいうちに︑

やまねこがここを通らなかったかい︒

方へとんでいきました︒﹂

九972

九536園

九533園

九566囹

やまだ︑みせまいとしてからだをねじって
やまだちょっとたかぎをみて︑

ふり返ってみますと︑そこに︑やまねこが︑

﹁あなたはやまねこを知りませんか︒﹂

馬車で︑南の方へとんでいきましたよ︒﹂

九979

九5911

﹇山猫﹈︵名︶36

やまねこ辞

やまねこはぴんとひげをひねっていいまし

そこで︑やまねこがさけびました︒

九672やまねこが︑ひげをひねっていいました︒

九6610やまねこがさけびました︒

た︒

九6511

九658

りにいばっていいますと︑

九641 やまねこがすこし心配そうに︑それでもむ

すの服を着て︑

九636 やまねこは︑もう︑いっか黒い︑長いしゅ

やまねこのまえのところの草をかりました︒

九629 大きなかまをとりだして︑ザックザックと

しゃにいいつけました︒

九626 ﹁︿略﹀︒﹂やまねこは︑大いそぎでぎょ

をつきだしていいました︒

九603やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑腹

るな︑と思いながらみていると︑

九601 やっぱりやまねこの耳は立ってとがってい

︿略﹀立っていました︒

たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑

やまだくん
さあ︑やまだくん︑これでひきわけだ︒

︹人名︺4

やまだ︑思わずわらいだす︒

九888囹

え

大和絵

﹁いこうよ︑やまだくん︒﹂
え

大和絵

これは︑︿略﹀町の風景で︑大和絵でや

﹇大和絵﹈︵名︶1

大和絵

やまと

︹題名︺1

やまと

﹁さあ︑きみたち︑やまだくんをつれて

ね︑やまだくん︒

やまねこ

わらかにかきあらわされています︒

十二鵬11

やまとえ

十一一価1

やまとえ

九907囹

いけよ︒﹂

九906囹

九897園

やまだくん

九㎜6

そっとやまだに近づく︒

九984

かくす︒

九975

つけようとする︒

や ま だ ﹁ そう︑してもいいね︒﹂
﹂

やまだ

やまだ﹁い こ う ︒ ﹂

︹人名︺22

そこへやまだが帰ってくる︒

やまねこ

九477団

やまねこのにやあとした顔や︑そのめんど

九6710やまねこがいちろうにそっと申しました︒

九677やまねこがさけびました︒

うだという裁判のようすなどを考えて︑

九485

やまねこがここを通らなかったかい︒

九497園

九512囹

﹁やまねこなら︑さっき馬車で︑西の方

やまねこがここを通らなかったかい︒

それから︑いかにも氣どつたようすで︑

九697そこで︑やまねこは︑黒いしゅすの服をぬ

いて︑

九687やまねこは︑なるほどというようにうなず

九956 たかぎ︑ちょっとやまだの方をみるが︑

九514園

方へとんでいきましたよ︒﹂

﹁やまねこなら︑けさ早く馬車で︑東の

して︑﹁︿略﹀︒﹂

九961 やまだ たかぎのまえにじょうぎをつきだ

して︑さっきすてたじょうぎをひろってくる︒

九9510 やまだ︑おこっていきかけるが︑思いなお 九499園

して︑﹁︿略﹀︒﹂

九954 やまだ わざとたかぎの顔をみないように

みている︒

九948 やまだ︑はなれたまま︑たかぎの手もとを

九9311

らでてくる︒

九932 やまだ︑さがし物のようすで地面をみなが

かばんやぼうしをひろってあとにつづく︒

九912そのほかの友だちが︑落ちているやまだの

九9011やまだのせなかをおしながらさる︒

九904やまだをかこんでいる友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂
九907やまだの手をひっぱって︑﹁︿略﹀︒﹂
九909やまだひつばられながら︑﹁︿略﹀︒﹂

は四︑五︑六︑

九885 たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに

ころである︒

九884 たかぎとやまだが左右にひきわけられたと

九875 人 たかぎ・やまだ

やまだ

九日2

みてあげよう︒﹂

やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁でも︑

やまだ﹁首は

や ま だ ﹁ けんかの話をするのかい︒﹂

1197527

102

102

102

102

1α2

やまねこさま一やむ
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いで︑︿略﹀︑い ち ろ う の 手 を と り ま し た ︒
やまびこ

︹課名︺2

山びこ

山びこ

山びこ⁝⁝⁝三十八

二32六

やまねこは︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

九6910

﹇山彦﹈︹話手︺8

一一409山びこ﹁おうい︒﹂

やまびこ

二381六山びこ

て︑目をぱちぱちさせていましたが︑

九711 やまねこは︑︿略﹀︑しばらくひげをひねつ

九719 やまねこは︑︿略﹀というふうに︑しばら

二413山びこ﹁たろうだよう︒﹂

二41一 山びこ﹁だれだあい︒﹂

二415山びこ﹁たろうだよう︒﹂

くひげをひねったまま下を向いていましたが︑
たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒

九725 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

二417山びこ﹁うそつくな︒﹂

五556

﹇先生﹈︹人名︺1

やまもと先生

受持のやまもと先生がおいでになって︑

やまもとせんせい

﹇山山﹈︵名︶5

山々

﹁︿略﹀︒﹂と︑さそってくださいました︒

やまやま

みはらし台に立ってみると︑目のまえに高

い山々がそびえて︑ずっとつづいている︒

八5810

のぼうしがみえます︒

九466国もう︑遠くの山々のいただきに︑自い雪

なつかしいそちらの山々の景色を思いだ

首府のベルンの町からながめると︑まつ

ヨーロッパのアルプスの山々のうち︑

します︒

九467團

十五194
山びこ

十五192

﹇山彦﹈︵名︶4

二431山びこ﹁ごめんね︒﹂
やまびこ

二385山びこ︵声ばかり︶

三49園山の山びこ︒
三51園山びこ︒

やまぶき

四595山びこがむこうで︑﹁︿略﹀︒﹂と
﹇山吹﹈︵名︶4

だけでした︒

やまぶき

やまやま

﹇山山﹈︵形状︶1 やまやま

ですが︑

八494園王さまに︑さしあげたいことはやまやま

そのがけの下の方へゆったりとんで行く

大きなやまわしのつめにっかまれて︑

十五237

︿略﹀︑みんなの上へ舞いおりて來ます︒

十五231 羽をひろげた大きな一わのやまわしが︑

こたえる やまわし ﹇山鷲﹈︵名︶2 やまわし

黄色いやまぶきの花に︑黄色いちょうがと
まっています︒

七586

﹇闇﹈︵名︶2 やみ

︽ーム︾

やがて︑ 一そうのボートが︑やみをぬっ

﹇病﹈︵五︶1 病む

呂ながれやむ・ふりやむ

﹇止﹈︵五︶7 やむ ︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

外に來て鳴け病む人のために

十五112図圃人の家にさえずるすずめガラス戸の

や・む

て助けにきてくれました︒

十四502

はまつ黒︑やみの夜︒

四鵬7圏圖黒いころものそろいでまえば︑月

やみ

少女はなにを思ったのか︑ふと庭さきに やみ ﹇止﹈﹇Vこやみ
さいていだ黄色なやまぶきの一枝をおってきて︑

十二73

やまぶきの一枝

﹁七重八重花はさけどもやまぶきの

少女とやまぶきの花とをみくらべるばか
りでした︒

十二76

十二710図魍

︹題名︺1

みのひとつだになきぞ悲しき﹂

やまぶきのひとえだ

山道

やまぶきの一枝
﹇山道﹈︵名︶1

十二62

なの人が︑︿略﹀登ってくるのがみえます︒

九409団下の方の山道を︑しょいこをつけたおと や・む

やまみち

白に雪をいただく山々がならび立っています︒

二433山びこ﹁わるかったよう︒﹂

二419山びこ﹁ばか︒﹂

九731 やまねこのじんばおりが︑風にバタバタ鳴
りました︒

九732 やまねこは︑大きくのびあがって︑目をつ
ぶって︑半分あくびをしながらいいました︒
九739 やまねこがいいました︒

九743 やまねこは︑とぼけた顔つきで遠くをみて
いました︒

﹁やまねこ舞﹂というはがきは︑もう

も︑きのこの馬車も︑一どにみえなくなって︑

九749 やまねこの黄色のじんばおりも︑ぎょしゃ
九753図田
きませんでした︒

やまねこさま ﹇山猫様﹈︵名︶2 やまねこさま
どっておいでになるよ︒

九569園 やまねこさまは︑いますぐにここへも
九596園 わしはやまねこさまのぎょしゃだよ︒

七662 もみじがまっかで︑山のいもをほっている

やまのいも ﹇山芋﹈︵名︶1 山
人が二三人︒

やまのスキーじょう ︹課名︺2 山のスキー場

九35 九 山のスキー場⁝⁝⁝百四
忌門1 九 山のスキー場
やまのつつじ ︹課名︺2 山のつつじ

一39 十七 山のつつじ⁝⁝⁝四十
一401 十七 山のつつじ

823
やめ一やりなおし

やめ

︽iメ・ーメレ︾

ら︑やめて帰ろうといった︒

先生は失望して︑一時やめていらっしゃ
さるは︑とちゅうできよとんとしてやめ

きょうはこれでお話をやめます︒

この忌物をやめれば︑日本から美しい

やりかけたこのしごとはやめなかった︒

やよい式土

じょうもん式土器のほかに︑やよい式土
器というのがあります︒

十二鵬8

器

﹇弥生式土器﹈︵名︶2

ものが一つ消えてしまうことになります︒

十五502園

十五492

十四177團

りする︒

てしまったり︑とんでもないべつのことを演じた

十三316

いましたが︑

十二355

また下がきにがかった︒

四702 ボンボンどけいととく︒こころは︑ふり 十ニー510 文雄は︑それをとりのけるのをやめて︑

一一142 あめがやんで︑にじがでました︒

がやむと︑なりもとまる︒
五467 たちどまると︑鳴き声がやんだ︒

十三163 やむを得ず自分の説はあやまりであった
ということにして︑ゆるしてもらいました︒
十三248 夏︑しもがおりるのはまったくやみ︑
心をひきつけてやまない︒

十三345 ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの

﹇止﹈︵名︶1

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四874 ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情
やめ

やめる

やよいしきどき
十五5911園 きょうは︑もうこれでしごとはやめだ︒
﹇ 止 ﹈ ︵ 下 一︶17

二215園 しまいまでみていたいとおもいまし

や・める

たが︑かねがなったので︑やめてきました︒

よい式土器という名まえがつけられています︒

二501 けれども︑それをやめて︑しばらくかん 十一一棚1 東京のやよい町から発見されたので︑や
がえます︒

この式の土器は︑はじめ︑東京のやよい
町から発見されたので︑

十二㎜12

二514 きゅうにおどりをやめて︑しずかにな やよいちょう ﹇弥生町﹈︹地名︺1 やよい町
ります︒

三無2囹 では︑つれていくのはやめよう︒

ごたごたと耳にはいり︑目にはいるばかり

︵並助︶9

六986圏圖

たきと落ちくる大ゆうだちに︑いまの
やら

みんなでまうやら︑うたうやら︒

でまうやら︑うたうやら︒

みんなあわてて︑口々によんで︑元息づけ

るやら︑くすりをのませるやら︑

八1110

くすりをのませるやら︑あたためるやら

ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑にわ

くすりをのませるやら︑あたためるやら

あらゆる手あてをつくしましたが︑

八1111
八1111

十一407圃

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ

ほしたかぼちゃは赤やら黄やら︑

とりどもはひなたぼこ︒

十一407圃

十五599園

やりかける

︽一

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑

に見せなければならないものがたくさんある︒

︵下一︶ 1

それでも︑やりかけたこのしごとはやめ

﹇遣掛﹈

十五599園
やりか・ける
ケ︾

﹇遣方﹈︵名︶6 やりかた

なかった︒

十五491
やりかた

かたがあります︒

七675 人の顔をちょうこくするのに︑二つのやり

七679 ねんどでだんだん肉づけをし︑しだいに︑

その人の顔ににせていくやりかたです︒

にせていくやりかたであります︒

七682 けずっていって︑だんだん︑その人の顔に

七683 まえのやりかたは︑ちょうど︑文章をくわ

しく書きたすのににています︒

のと同じです︒

七684 あとのやりかたは︑文章をきりつめていく

七686 やりかたはいろいろですが︑ねらいどころ

やりなおし

﹇遣直﹈︵名︶2 やりなおし

やりなおし

やりなおし

︹題名︺2

は一つです︒

やりなおし

やりなおし

十一432

六986圏長めでた︑めでたとさかなたち︑みんな 十一32

やら

暑さはどこへやら︒

十一359圃

で︑なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

六46

につつまれて︒

四399園 さくらの枝をおろうとしたとき︑お やら ︵副助︶3 やら
じさんのことばに氣がついてやめました︒
四価1圃 いつのまにやら天人は︑春のかすみ
六164 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑
弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒
六516 三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒
いっしんにひきつづけていた︒

七424 しかし︑青年は︑ひく手をやめないで︑
九717園 それは︑やめたほうがいいでしょう︒
からないと︑だめだと思ってやめてしまう︒

九8011園 あっちこっちほってみて︑なんにもみつ

九慨10 つれの人は︑この茶人ほど熱心ではないか

やりなおす一やる
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おしにがかった︒

十弔6 かれは︑新しく玉池を求めてきて︑やりな

やりなおす

︽ーシ︾

十五894園 みんなえん会のやりなおしをするとこ
ろです︒

﹇遣直 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーッ・ーラ・ーリ・

一どやりましょう︒

ル・

十一463 まちがったとき︑思いきってやりなおし

やりなお・す

やる

た︑その勇氣を頼もしく思いました︒
﹇遣﹈︵五︶雄

もう

ーレ・ーロ︾←いれやる・おいやる・おやる

や・る

一1110園

二445園 よろしい︑ではやりますよ︒
一一456園 ﹁おじさん︑こんどは︑わたくしが
﹁ほう︑なにをやるかな︒﹂

やってみましょうか︒﹂
二458園

これをうけとった

一わが︑きず口をて

たということがわかりました︒

四545
みんながかわるがわる︑つめたい水で︑

いねいにあらってやりました︒

四551

うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑

あたまをひやしてやりました︒

四998
それぞれわたしてやります︒

とんでもないところにやられるかと思っ

まえからも︑やりたいと思っていました

きみは︑ときどき︑こういうことをやる

て︑びくびくしているところだよ︒

五1711園

のかね︒

五308囹
五3010園

これからも︑いつもやりたいと思います︒

が︑なかなかできなかったのです︒

五312囹

手をたたいてやりますと︑まさこも︑まる

こやしをやったり︑手をやったりした

わたしが水をやったんですもの︒

こやしをやったり︑手をやったりした
五633園

﹁︿略﹀︒﹂とやさしくいって︑はなしてや

せわはしてやりました︒
りました︒

五672園

それで︑手おけの水をかけてやると︑た

あなをあけてやったら︑それ︑このとおり︑

五922園ゆかいたをはがして︑たたみのまん中に

けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

五919園

してやりたい︒

五755園あのひろい海で︑金のさかなをけらいに

そうして︑青い海へはなしてやったよ︒

五668

じゃありませんか︒

五631囹

じゃありませんか︒

五631園

五615囹

くふとった手をたたきました︒

五534

二548 おかあさんは︑三人のあたまを︑しずか 五412團 けさも︑まきばにだしてやりました︒
になでてやります︒
二607園 このつくえやこしかけを︑かわいがっ
てやりましょうね︒

二613 みんなでかんがえて︑やりましょう︒
と︑おおもいになりました︒

三116 はんたかをりっぱな人にしてやりたい
三118 そこで︑まいにちかしこいでしをひと
りずつ︑はんたかのところへやって︑

三649園 はじめに右か左かどちらかへやらな
ければ︒

つれて

かみきれをいれたりする小さな子が

いたら︑とめてやりましょう︒

三923

三鵬6園 もし︑ かぐやひめをこてんに

きたら︑おまえにくらいをさずけてやろう︒
はなおをすげてやりました︒

四326団 その生徒さんは︑すぐひもでげたの
四4910 かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ

たまごのきみですりえをこしらえて︑たべ

おとうさん︑ひとりでとべるようになる

させてやりました︒

五955
五959園

かごからだして︑にがしてやりましょう

まで︑かってやりましょうね︒

か︒

五969園

五995 さんちゃんたちが水をふきかけたり︑くす

いつまでもかわいがってやるよ︒

りをつけてやったりしますと︑

五㎜4園

はとは︑いそいで木の葉をとって︑ありの

五㎜4囹山へはなしてやりたかったんだけれど︒
六1410

ここでいっしょに黙秘会をやろうじゃな

そばにおとしてやりました︒

いか︒

六2210園

六793囹︺どきんどきんやっているでしょう︒

ときでも︑どきんどきんやっていますよ︒

六798囹息と同じように︑あなたがねむっている

思った︒

六柵6 そこで︑ぼくもひとつまねをしてやろうと

らわせてみせるぞと思ったが︑

六佃8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ

新しく思いついたことをみんなに話して︑

などという氣持は︑

六佃9弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう
六旧11

うさぎさんたちは︑まつかさを一つ一つ︑

びっくりさせてやろうと考えたからである︒

きみたちが︑ここでわいわいやっていて

ぽんぽんとおさるさんになげてやりました︒

六十6

六伽11園

﹁よし︑やろう︒﹂

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑
六事1園

﹁やるものか︒﹂

六窟6囹角でついてやる︒
鯉川10囹

825
やる一やる

子すずめにやるのさ︒

﹁この手でやってみよう︒﹂

七123 ﹁あさがおに手をやりましょう︒﹂
七139
七2211園

七888

七885

うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ

にんじんをやったときのように︑

ばかりたべて︑

七914

ぬれた草はやらないように

れた草はやらないように注意しています︒

七241園ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水 七914 なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ
をやるから︒

七243 兄は︑しいくびんの中の砂に水をやる︒
はっぱを︑とりかえてやるのが許しみだ︒

寒くなったので︑むしろで戸をこしらえて
﹁︿略﹀︒﹂とほめたり︑なでてやったり︑

ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

まい︒

ずっと日でりがつづいたので︑水をやると

うれしそうです︒

八梱2

九3811聖母たちもぼくも︑はじめ︑その竹ざおに

かまをつけてやる方法を知らなかったので︑

九456團ぼくは︑おとうさんのやっていたパン屋
九457團

たくさんの白いきのこが︑ドッテコドッテ

しんけんにやろうと思っています︒

のしごとを︑しんけんにやろうと思っています︒
九5110

いまでもこうやって︑人は貝をたべてい

コと︑へんな樂隊をやっていました︒

ます︒

九771園

にかをほりあてたらいいが︑

九809囹手あたりしだいにやって︑ぐあいよくな

八128 庭さきの︑いちばん美しい花のさく︑つば 九827園いっしょうけんめいやってみよう︒
きの木の根もとにうめてやりました︒
九892園まだやるのか︒
八1210 ﹁ピオのはか﹂と書いた︑小さなせきひを 九893園やるとも︒
立ててやりました︒
九898囹はなしてくれったら︑ぼくはやるよ︒
九899園ぼくだってやるよ︒
九989園じょうぎひろってやったじゃないか︒

ぐまいもどってきます︒

八92

﹁︿略﹀︒﹂と︑きいてみたりするのです︒

八711

やりました︒

七952

黒いうさぎの上に乗って︑たべました︒

七2910園 ぼくは︑学校から帰ると︑だいこんの 七917 私が麦をやったら︑白いうさぎは︑︿略﹀︑
七331囹 ここからだして︑庭のだいこんの葉に︑
うつしてやりましょうね︒

んめいにやった︒

七489 ぼくも︑せんしゅになって︑いっしょうけ
七4810 はじめに︑ひがし村の学校とやった︒
﹁しっかりやれ︒﹂と︑公議づけてくだ

むちゅうでやっていると︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴っ

七509園

七498 さいごに︑町の学校とやることになった︒
さった︒

七525
た︒

なった︒

てやろう︒

ないか︒

ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ
九9810園

一ふくろやったのがはじまりで︑

ほかのことを考えないで︑みっちりしご

とをやってくれ︒

十335園

や姉の手助けとなりたいと思います︒

十308 家では︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄

を︑

十117 おとうさんが︑子どものすきそうなおかし

やったこともありました︒

十84そのなかまいりをして︑なわをまわして

う一 つなぐってやる︒

﹁わたしの病氣をなおしてくれたものには︑ 九二1園 よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も
國の半分をわけてやる︒﹂

八451

うとあうことをゆるしてやろう︒﹂

八327園

﹁では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅ

七529 第二回めは︑にし村の学校とやることに 八291園 むすめのために︑りっぱなむごをさがし

﹁ し っかりやれ︒﹂

七534園 みんな元氣でやるんだ︒
七538園

バタバタやって︑にげていった︒

七615 まよったせみが︑かきの木につきあたって︑

みどりは目のためにいいから︑親あひるは
どんなにしても思いきってはいるように
そんなものはほっておいて︑ほかの子ど

八656園なにしろ︑水にいれてやらなければなる

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ︒

八645囹

してやることができなかった︒

八641園

みたいだけみさせてやった︒

八619

七868 草をやったら︑3びきとも︑せっせとたべ 八574 よし︑あれを目じるしにしてやってみよう︒
ました︒

ました︒

七873 きょうは︑れんげそうとなたねの葉をやり
七882 にんじんとじゃがいもをやったら︑黒と白
が︑けんかをしてたべました︒

やったときのように︑喜んでたべました︒

七885 はこべとおおばこをやったら︑にんじんを

やれる一やわらか
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十369園

﹁ よ くやった︒﹂

又略﹀︒﹂といって︑月の方へ手をやった

からとりだして︑いぬにやりながら︑

十513 母がこしらえてくださったパンを︑ふくろ
十608
ら︑あかちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

まをやったり︑だまされたりなど︑

十654 いたずらをしたり︑また︑とんでもないへ
十655 よわい人間のしそうなことを︑なんでもや
ります︒

なければならないので︑

十6511 着物をきせたり︑おこづかいをやったりし

十677園 次郎かじゃ︑おまえは︑せんすであおい
で︑風を向こうへやってくれ︒
﹁かまわない︑おれはたべてやる︒﹂

十一75園 ぼくが力をいれて︑一本バックをやる

十709囹

と︑ボートは向きをかえて︑

十一712園みんながさせてくれたら︑コックスの
まえにすわって︑整調をやってみたいな︒
ろうということができたら︑うれしい︒

十一94園 そういわれて︑自信をもって︑よしや
十一197 氣持よく︑物をわけてやったり︑お金を
かしてやったりしました︒

十一197 お金をかしてやったりしました︒
になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

十ニー87園

これが鳴るんだなと思ってやっている

民ちゃんをなんとかして早く歩くように

うちに︑だんだんおもしろくなったのです︒

十二249

ちゆうごく

﹃不幸﹄をなぐさめてやることがすき

﹃大きな喜び﹄を呼びにやりましょう︒

なん代もやってみた結果︑

十五塒6園

十五悩9園

まあ︑どうあなたがやってみたって︑

なのですから︒

あれをすっかり見るには︑まだ小さすぎますよ︒

十五佃5園

﹁でも︑生きた人間のほうがうまくや

ところで人形しばいだが︑これは人間

こうえんでも教室でも︑どこでもやれ

夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

﹇柔﹈︵形状︶7 やわらか

やわらかなもうせんをしいたようなし

十二653

その細いやわらかなものが︑地をうがち

毛よりもやわらかだ︒

チルデン選手は︑︿略﹀︑やわらかなボー

これは︑︿略﹀町の風景で︑大和絵でや

わらかにかきあらわされています︒

十二価11

ルだったので︑無事に受け返すことができ︑

十二863

岩をおしわけ︑深く鈍くのびていく︒

十二652

たけいっぱいにはいります︒

九791 土はやわらかで︑ずぶずぶと︑ステッキの

ばふ︑みどり色につやつやと光ったしばふ︒

三937

光っていて︑

三407 くわばたけのくわのはが︑やわらかで︑

やわらか

よく見てごらんなさい︒

十四706

るからね︒

十二487園

にできないことでも平氣でやれる︒

十二483園

れるし︑それに便利でしょう︒﹂

十一一478圏

﹁どうかして︑中へいれてやれませんか

五9911園 にがしてやれなくなったよ︒

たもとをひいてやると︑民ちゃんは︑ や・れる ﹇遣﹈︵下一︶6 やれる ︽ーレ・ーレル︾

早く︑いえるようにしてやりたいもので

してやりたいものです︒

十二2411
す︒

十二288

さいゆうき

三国志とか︑西遊記とかいった︑中國

そののち︑氣をつけて︑おけ屋さんなど

なん回もなん回も︑あるいは︑なん代も

しら︒﹂

このごろふとってきて愛らしくなった民 七369園

ばったりそこへすわりこんでしまいました︒

十二2912

だれかが水をくみあげていましたので︑

ちゃんをだいてやろうとすると︑

十二3611

先生は私の手をといの口の下へやりました︒

両親は︑なんとかして︑すこしでももの

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二406

お友だちとやってごらん︒

もしそれができたら︑毎年ひとりずつ︑

十二4811園

十二582

私は︑その少年の持っていたペンをかり

おにに人間をくわせてやるというのであった︒
十一一782

ボールをやわらかくして︑しかも受けや

て︑サインをしてやりました︒

十二86一

さんごくし

すいところに︑送ってやったのであります︒

十三315

なんでこんなにほがらかでいられるの

のむかしものがたりをやるつもりなのだが︑

十四806

のやっているところを見ると︑

十四7810

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

十四5712囹それがこの日本でできるためには︑私

たら︑おもしろいだろうと思います︒

﹃︿略﹀︒﹄という話しあいをやってみ

か︑それを︑こう話してやるのだ︒

十一2310 母親も︑子どもをよそへやってから︑夜 十四444圃

チチロをやりました︒

ところをふやしていったりするうちに︑

十一298困っている人にかしてやったり︑植える 十四516園
十一835国⁝圓

だしたのかと思いながらやってみましたが︑

十一一59 人々は︑なんのためにこんなことをいい
これをとりかたづけてやろうか︒

十ニー58園 そのままにしておいてやろう︒

十ニー411圏

やわらか・い
ーク︾

﹇柔﹈ ︵ 形 ︶ 8

やわらかい
﹇油﹈εきはつゆ

湯←おゆ・ちゃわんのゆ

茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも

﹇湯﹈︵名︶24

九梱5

ふろ場の中で湯をかきまわしている父に

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒

ます︒

十四623

しかし︑茶わんの湯を︑ふたをしないで

の動くのを見ていても︑いくらかわかるはずです︒

十四719

湯の表面には︑水のおりているところと︑

湯は表面からもひえます︒

おいたばあいには︑湯は表面からもひえます︒
十四723

十四7110

十四724

湯の︑中までも熱いところと︑わりあい

のぼっているところとがほうぼうにできます︒

中には︑熱い湯がいっぱいはいっており

茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯

反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ
湯の温度を計る寒暖計があるなら︑いろ

だから︑どれもこれもみんな︑茶わんの
湯げのお話はこのくらいにして︑こんど
白い茶わんにはいっている湯は︑︿略﹀︑

湯の表面の茶わんのまわりから︑熱がに
そうなると︑茶わんに接したところでは︑

一

ゆ

熱い茶わんの湯の表面を︑日光にすかし

湯がひえるときにできる︑熱さとつめた

茶わんの湯のお話は︑すればまだいくら

でもありますが︑

δあさゆう

四793 ゆ一ゆうべみたゆめ︒

友愛の精神が︑もっともっとひろがって

こんなに大きく

ませたくびだす子うまの顔に︑かきはす

﹇夕明﹈︵名︶1 夕明かり

﹁先生︑ゆうがおが

﹇夕顔﹈︵名︶1 ゆうがお

﹇夕風﹈︵名︶1 夕風

湯の中にうかんでいる小さな糸くずなど ゆうがた ﹇夕方﹈︵名︶11 ゆうがた 夕がた

こちと︑こよい樂しいぼんおどり︒

十一366圏夕風ふけばたいこ鳴り︑清い歌声あち

ゆうかぜ

なりました︒﹂

一一216園

ゆうがお

ずなり︑夕明かり︒

六482圏

ゆうあかり

いきますように︒

十五808

茶わんの湯と︑︿略﹀とは︑よほどよくゆうあい ﹇友愛﹈︵名︶1 友愛

ゆう

ゆ

十四7611

さとのむらが︑どうなるかということは︑

十四741

のようなものがひと皮かぶさっており︑

第︸に︑湯の表面からは︑白い湯げが 十四737 湯のおもてに︑にじの色のついた︑きり

て見ると︑

にぬるいところとが︑いろいろに入りみだれて
のすき

ただ一ぽいのこの湯でも︑︿略V

十四6411

たっています︒

十四6210

な人には︑なかなかおもしろい見ものです︒

十四627

十四735

こういわれたら︑

十二8710

ゆ

︽1・ーイ・ ゆ

七977 そうして︑にんじんのやわらかそうな葉を︑
たべていました︒

にやわらかいところをさがして︑

八155 地面におりた虫たちは︑やがて︑思い思い

い︑せみのからだがはみだしてきました︒

八225 すると︑中から︑みずみずしい︑やわらか
十︻479 うちではバターもつくったし︑こむぎこ
で︑おいしい︑やわらかいパンもやいた︒

十二685 小さなやわらかい物を切るのこぎりのは
は︑小さくてうすい︒

︿略﹀︑送ってやっ た の で あ り ま す ︒

十二8512 清水選手は︑ボールをやわらかくして︑

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

十四717

湯は︑ひえて重くなり︑

十四711

げるためだと思っていいのです︒

十四709

べつにかわったようすはなにもありませんが︑

十四699

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四697

湯にくらべるのはむりですが︑

十四693

にたものと思ってさしつかえありません︒

十四6811

いろ自分でためしてみると︑おもしろいでしょう︒

十四654

いわけです︒

十四653

十四105国 ほのおがゆれたりしないとか︑光を 十四651 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑
ずっとやわらかくするために小さなかさがあると
か

︽ーキ︾

十四123團 かさは︑光をへいきんさせ︑もっとや
やわらかし

わらかくするためなのです︒
﹇柔﹈︵ 形 ︶ 1

十五184︹酔臥 きみたちのそのやわらかきたなごこ

やわらか・し

ろもて︒

︽ーイ︾

やわらかなボール ︹題名︺1 やわらかなボール
やわらぐ

十二821 やわらかなボール
﹇ 和 ﹈ ︵ 五︶1

十五693 きずのあるみけんの下にかがやく目は︑

やわら・ぐ

思いなしかやわらいで見え︑

ゆ

827
やわらかい一ゆうがた

ゆうがらす一ユートランド

828

そのとき︑少年は︑勇氣をふるいおこし

五525 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑まさこを

六266園

五935園

夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

さ︑そろそろ夕ごはんにしようか︒

どれどれ︑ゆうごはんでもたこうかな︒

うば車に乗せて︑はるおと大通りにでました︒

十四705

よく見てごらんなさい︒

室友ホランド先生︑自然科学にもっと

ゆうだちn▽おおゆうだ

ユートランドのあれ地と職い︑これを豊

ユートランド

ゆうだちとかけて︑なんととく︒

﹇夕立﹈︵名︶1

十三195

ユートランド ︹地名︺13

四698

ち

ゆうだち

もきょうみを有し︑︿略V等をこのんで勉学す︒

十五589図

新しい青墨や空想をもって︑春は︑また︑ ゆう・す ﹇有﹈︵サ変︶− 有す ︽ーシ︾

なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお
くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな︒
ゆうぎ

ゆうぎ・：：：：二十一

十

︹課名︺2

一32

十

ゆうぎ

一211

ゆうぎ

十四446圃

うとお思いになるにはおよびません︒

十四89團

樂しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節︒

十三511

てたずねました︒

十一753

からついていきながら︑

十﹁626園 ﹃いいえ﹄といいきるには︑ほんとう
四163 ゆうがた︑水くみにでた︒
の勇氣がいる︒
四246團 きのうのゆうがた︑︿略﹀と︑あのい
十一679 少年は︑髪型をふるいおこして︑その後
けのそばまでさんぽしてきました︒
四862 ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど
雪につもられて︑だまっている︒
五212 ある日のゆうがたでした︒

七672 炭を切る音も小鳥の声も︑夕がたになって
いる︒

九472 おかしなはがきが︑ある土曜日の夕がた︑
いちろうのうちにきました︒

九榔5 ある日の夕がた︑このくもは︑木と木のあ
いだに︑巣をかけ ま し た ︒

ときに︑

十一779 夕がた︑コップを病人の口もとにつけた

夕がらす

﹇夕暮﹈︵名︶5

夕ぐれ

雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ
私は︑汽車のまどから︑夕ぐれに近いそと
せみの子は︑︿略﹀︑あたりのくらくなりか

もあって︑

十三202

ユートランドの平野には︑八百年あまり

これなら︑ユートランドのあれ地にも育

前には︑よくしげつた森林がありました︒

十三2011

ユートランドのあれ地は︑もはや︑この

つだろうと思って︑実際に試験してみると︑
十三21一

強い木をやしなうにたる地力さえ︑のこしていま
せんでした︒

ユートランドのあれ地から建築用材を求

ユートランドのあれ地には︑おいしげっ

第一︑ユートランドの氣候が︑そのよい

感化を受けました︒

十三241

たもみの林が見られるようになりました︒

十三2310

めるダルガスの熱望は︑実現されません︒

十三223

みどりの野が廣がりました︒

ある夕ぐれ︑太陽が美しくしずむときで 十三2110 ユートランドのあれ野には︑年ごとに︑
夕ぐれ寒くふくこがらしは︑黄色くか
れたくぬぎ葉鳴らす︒

十﹇403圏

あった︒

八8310

けた夕ぐれをみはからって︑

八209

をながめた︒

七465

ろ︒

六262

ゆうぐれ

がかってにかんがえておどりました︒

かな土地にしょうとする大計画をたてました︒
十一887 夕がたの回しんのときに︑医者は︑ ゆうぎ ﹇遊戯﹈︵名︶1 ゆうぎ
︻222 それから︑このうたのゆうぎを︑みんな 十三199 ユートランドは︑デンマルクの半分以上
﹁︿略﹀︒﹂といいました︒

がたになると︑西の空にしずみます︒

十三128 朝になると︑日は東の空からのぼり︑夕

﹇夕烏﹈︵名︶1

十五柵7囹 それから︑夕がたになると︑
ゆうがらす

ゆうかんさ

六477圃 やまが︑草屋ののきまでたれて︑かきは
すずなり︑夕がらす︒
﹇勇敢﹈︵名︶1

八107 ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑ちゃめ

ゆうかんさ

勇氣

ぶりや︑おかしさなどは︑
﹇勇気﹈︵名︶9

十326 人をうやまうとともに︑自分のつとめをは

ゆうき

たすだけの勇氣を︑もちたいと考えます︒
ん

ました︒

三699

五人の子どもはゆうごはんをたべてい

十363 かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜も書も ゆうごはん ﹇夕御飯﹈︵名︶5 ゆうごはん 夕ごは
なく考えとおし︑

た︑その勇氣を頼もしく思いました︒

十一463 まちがったとき︑思いきってやりなおし

829
ゆうはん一ゆかい

十三243 ユートランドの夏は︑査は暑く︑夜はと
きに︑しもさえ見ることがあったのです︒

十三245 そのころ︑ユートランドの農夫のつくっ
た農作物は︑

しげったために︑こえた田園となりました︒

十三2410 ユートランドのあれ地は︑大もみの林が

夕はん

十三257 とうとう︑ユートランドは生まれかわり
﹇夕飯﹈︵名︶1

ました︒

ゆうはん

はく︒

ゆうべ

ゆうべ︑おもしろいゆめをみました︒

﹇昨夜﹈︵名︶9

一394

ゆうべ︑おとうさんときしゃにのって︑

ゆうべ

一395

六4010

夕やけがばら色にこくなる︒

下雲へ下雲へ夕やけうつりさる

がめている︒

七89 やぎが︑つまらなそうに︑夕やけの空をな
九292圃

十43 朝明けの空︑夕やけの空の美しさ︑
六3611

夕やけ雲がうかんでいる︒

ゆうべ︑ねどこにはいってから︑こんな ゆうやけぐも ﹇夕焼雲﹈︵名︶1 夕やけ雲

お月さんのところへいったゆめをみました︒
二553
ことをかんがえました︒

ゆうべみたゆめ︒

︵名︶1

ゆうやけこやけ

一182翻︺ゆうやけこやけ︒

ゆうやけこやけ

﹁31九ゆうやけこやけ⁝⁝⁝十八
一181九ゆうやけこやけ

おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ ゆうやけこやけ ︹課名︺2 ゆうやけこやけ

ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい

と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

一一602

四438
ゆ

あの有名な源氏物語や枕草子などは︑

夕やけ

ゆうゆうととんで︑にげていくみつばちの

﹇故﹈︵名︶1 ゆえ

そのとき︑ピーターはふと︑ゆかの上に

﹇床﹈︵名︶7 ゆか

ゆかの上に︑なにか︑長い︑光った︑ぴ
三723

みんなでさがしまわりましたが︑ゆかの

やはりゆかにのこっています︒

とうとうかんしゃくをおこして︑新しい

ゆかをきれいにふきました︒

ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子

﹃とてもたまらなくなるゆかい﹄です

﹇愉快﹈︵名︶1 ゆかい

十五価5園

ゆかい

の方へずっとよってくるではないか︒

十四976

人形を手にとって︑ゆかにたたきつけました︒

十二358

五806

上にはもうみえませんでした︒

三762

かびかしたものがあります︒

三707

なにかあるのをみつけました︒

三702

ゆか

十五65図圃六つほどの子がおよぐゆえ水わかな

ゆえ

うしろすがたをみていましたが︑

九麗11

﹁どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかった ゆうゆう ﹇悠悠﹈︵副︶1 ゆうゆう
ゆうべからの大あらしは︑けさになって
ゆうべ︑にいさんに聞いたよ︒
有名

つぎの﹁ぶす﹂は︑狂言の中の有名なもの

﹇有名﹈︵形状︶5

ジャワのものはとくに有名だね︒

また︑文章に書きつづられて有名になつ

あの有名な﹁ちょうるいずふ﹂の著者ダ

まくらのそうし

十五402

︹課名︺2

ブリュー・ジェー・ホランド博士︑

夕やけ⁝⁝⁝二十六

ゆうやけ

四夕やけ

四

九261

九28

夕やけ

ずっと下にみえる夕やけの大通りを︑

﹇夕焼﹈︵名︶5

六379

ゆうやけ

が︑ひっきりなしにゆききしている︒

︿略﹀

十五541

げんじものがたり

たものもあるが︑

十二558

十二468囹

です︒

十651

ゆうめい

十四184園

もまだ続いていた︒

十一512

かい︒﹂

六752囹

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

十一351圖 いねはそだつし︑あぜまめのびて︑ふ

四793

﹇夕日﹈︵名︶2

くすず風に夕はん若し︒
夕日

ゆうひ

九佃5図圃金色の小さき鳥のかたちしていちょう

ゆう美

夕日はすっかりおちてしまいました︒

ちるなり丘の夕日に
﹇優美﹈︵形状︶1

十一﹇865
ゆうび

夕日かげ

十6412 ことばも︑能は︑ゆう美ですが︑狂言はそ
﹇夕日影﹈︵名︶1

うではありません︒

ゆうひかげ

九265図閣麦ふむやみだれし麦の夕日かげ
ゆうびん ﹇郵便﹈︵名︶2 ゆうびん 郵便
﹁ゆうびん︒﹂

三91図郵便
五206園

ゆうびんきょく ﹇郵便局﹈︵名︶3 ゆうびんきょく

四56 ここはゆうびんきょくです︒
きなはこの中にはいりました︒

五1611 まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大

五196 やっと汽車からおろされ︑自動車につみこ
ゆう

まれて︑ある町のゆうびんきょくにつきました︒
びんなげいれ口

ゆうびんなげいれぐち ﹇郵便投入口﹈︵名︶1

四911 ゆうびんなげいれ口のまわりをさっさと

ゆかい一ゆき

830

よ︒

ゆかい

﹇愉快﹈︵形状 ︶ 1 0

ゆかい

九雪

﹇雪﹈︵名︶84

四861
ゆき
かぜ

ゆき
あめ

きた

雪Oおおゆき・こなゆ
ゆき

からすかぜゆきあめかさまんと

一324

き・こゆき・しらゆき

二204

にカチカチと音をたてはじめた︒

六117 かいちゅう時計が︑たちまち︑ゆかいそう
六195園 じつにゆかいだ︒

とき︑くにざかいの

学校から

しかし︑降ってくる雪は︑まつ黒だ︒

降った雪はまつ白だ︒

まどからかおをだして空のほうをみ
降ってくる雪はみんな黒い︒
雪がかおにかかるのもわすれて︑高い

あげて︑降ってくる雪をながめる︒

四93！
四938
四941

雪のかたちはさまっていない︒

四955 大きな雪︑小さな雪︑

四955
ます︒

五394国山のてっぺんには︑まだ雪がのこってい

せん︒

五394国けれども︑中ほどから下は︑雪がありま

雪の朝

雪がたくさん降ってきます︒

このあいだ雪の降った朝︑

六307

九塒9

﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれいに写

﹁雪は︒﹂

すると︑向こうの山の谷まにのこっている

おりよく戸があいていたので︑あひるの子

水の音にもなり︑風の音にもなり︑雪の降

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき

のぼうしがみえます︒

九466團もう︑遠くの山々のいただきに︑白い雪

るようすにもなるのは︑ふしぎである︒

九1210

ような氣がした︒

九127 いかにも雪がしんしんと降りしきっている

てくるところをあらわしたひびきである︒

九125 もっとおもしろいと思ったのは︑雪の降っ

は︑雪の中の草むらへはいりこんだ︒

八874

ていた︒

八839 雲は︑あられや雪で重くなってひくくたれ

雪が目についた︒

八593

六749園

生しました︒

六683

雪がついてころびました︒

六586 一年生の子が︑学校にくる道で︑はき物に

六584

六583

﹁雪が降ってきた︒﹂

六262 雪がちらちら降っていて︑夕ぐれに近いこ

あ

四921

︽ーン︾

降っている雪を上からみると︑白くて︑

よくもあんなに雪のたねがあるもの

高い空のまん中をみあげる︒

四953
だ︒

四954

大きな雪︑小さな雪︑雪のかたちはき

黒くはない︒

四955

まっていない︒

ろ︒

ゆうがた︑まつの木の枝は︑まがるほど 六263園

雨︑ゆき︑あられ︒

四863

雪が降るのだろうか︒

ちらちらちらと雪が降る︒
すずめ親子のねたあとは︑さらさら

雪だというと︑あさ早くはねおきて︑

そとにとびだして︑雪かきをなさるおじいさ

四898

さらと雪の音︒

四883圃
四897圃

四875

雪につもられて︑だまっている︒

四7810

山に︑ゆきがふっているのをみつけました︒

かえる

二376園

んが︑ ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

九469團 あの廣い学校の運動場で先
︑生とみなさ

とうにゆかいであった︒

九鴨11 林をぬって長いきょりをすべるのは︑ほん

十二359 そうして私は︑くだけた人形のかけらを
足さきに感じながら︑ ゆかいに思いました︒

うだんでわらい︑

十三494 空氣までが︑
わたしたちのゆかいなじょ

十三503さあ︑元氣でゆかいに︑手をつなぎま
しょう︒

十四514園ひさしぶりにごちそうをたべて︑たい

四921

雪が降りだすと︑ぼくはまどからかお

ん︒

十五211 山の中の生活は見
︑るもの聞くものがこ

四924

へんゆかいです︒
とごとくめずらしく︑ゆかいな遠しいものでした︒

ゆかいた

ゆがむ

をだして空のほうをみあげて︑

十五757 日本へ帰ったら新
︑島夫人にきょうのゆ
﹇床板﹈︵名︶1

かいな会見のてんまつを傳えてくれといいながら︑
ゆかいた

五921園 ゆかいたをはがして︑たたみのまん中に
﹇ 歪 ﹈ ︵ 五 ︶1

あなをあけてやったら︑それ︑このとおり︑
ゆが・む

︽ーメ︾

十四882 そ．の一すじの道をながめると︑一直線で
ゆがめる

はなく︑くねくねとゆがんでいる︒
﹇歪﹈︵ 下 一 ︶ 1

十四59 すなおな心は︑まずしさのために︑すこ

ゆが・める

しもゆがめられたりはしませんでした︒

四33九雪⁝⁝⁝八十六

ゆき ︹課名︺2 雪

831
ゆきかえる一ゆきき

こえる︒

九㎜4 急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ
せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九鵬6 思い思いに︑スキーのあとを雪の上にえが
きながら︑小鳥のようにおりてくる︒
とうをたべた︒

九麗11 お書になったので︑雪の上で寓しくおべん

かるさ日のてる中に

九備4図圃 屋根の雪かきおとしいる少年の顔の明
九㎜4 おく山の雪がとけてそのまましみてきたか
と思われるようにつめたかった︒

十284 動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の
世界なども︑しらべていきたいと思います︒
十一一719 芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に
こたえましたが︑雪をみるのが心しみでした︒

十四832

十四833

雪の映画を二つ見た︒

一つは﹁雪國﹂というのであり︑もう一
﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と職って

つは﹁雪﹂というのであった︒

十四834
いるようすを︑映画にしたものである︒

雪が降りだしてから︑だんだんつもるよ

﹁雪﹂というのは︑雪の景色を写したも

深い雪の中で生活している人々︑

うす︑深い雪の中で生活している人々︑

十四835
十四836
十四8310

雪の景色を写したものではなく︑雪の一

雪の景色を写したものではなく︑

のではなく︑

十四8310

十四8310

ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑

ひらをとらえて映画にしたものである︒
十四841

一ひら一ひらの雪が︑それぞれちがった

まことにきれいな形をしていること︑

その美しい雪が数かぎりなく︑天上から
どうして雪のけっしょうができるか︑ど
さまざまな事件によって︑雪のけっしょ
空から降ってきた雪の一ひらを受けとつ

ふんだんに降ってくる雪の中から︑一ひ

らの雪をとらえて︑

十四8511

風にあおられた雪のむれが︑道を消⁝し︑

十四8511 一ひらの雪をとらえて︑
十四869

木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ︑

半年も雪にとざされていた地上に︑ぽ

をあつかっても︑おもしろいと思う︒

十四874 ふぶきのやんだあとの︑雪の野原の表情

十四8811

雪はひっきりなしに降ってくる︒

ちっと黒い土が見えはじめたときの喜びは︑

十四902

りを︑花かんむりのようにくまどつた︒

十四931 雪は︑そのかなしげな︑小さな顔のまわ

十四934 その小さなマッチ巡りのむすめは︑自分

雪のようにまつ白なぬのをかけ︑びかぴ

のまき毛のことも︑雪のことも考えなかった︒

か光るさらをならべたテーブルが見えた︒

十四9612

十五194 首府のベルンの町からながめると︑まつ

一つまちがえば︑底ひろの谷間へ︑氷と

白に雪をいただく山々がならび立っています︒

ゆきかえる ︽ール︾

まわりには︑鳥の白い羽が雪のようにと

雪の中へ︑まっさかさまに落ちこむのでした︒

十五2410
十五3111

びちりました︒

うえの

﹇行帰﹈︵四︶−

十五137図閣月照らす上野の森を見つつあれば家

ゆきかえ・る

ゆるがして汽車ゆきかえる

ことばは︑︿略﹀︑ゆきがかりや︑立日声や

﹇雪掻﹈︵名︶1 雪かき

身ぶりによって︑いろいろにその意味がかわる︒

十二882

その雪が︑どこで︑どのようにしてでき ゆきがかり ﹇行掛﹈︵名︶1 ゆきがかり

て︑それをくわしく観察してみると︑

十四8412

うがちがうわけを︑映画的手法によって︑

十四849

んなばあいに︑どのようなけっしょうになるか︑

十四846

地上へ降ってくることなどを写している︒

十四844

けっしょうをしていること︑

十二7110 芭蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪 十四843
﹁雪やこんこん︑あられやこんこん︒﹂

が早く降るといいなあと待ち遠しがっていました︒
十二721圃圓

﹁みんなは︑雪が降ったら︑なにをし

などと︑はやしたてていました︒
十二7212園
て遊ぶの︒﹂

十二743 芭蕉の待ちに待った雪が︑とうとうくれ
がたから降ってきました︒

十二753 その夜は︑すべての音も雪にうずめられ
たようなしずかさでした︒

十二754 そのしいんとしたしずかさの中に︑芭蕉

十四851

﹁雪は︑空からのお手紙です︒﹂

たか︑どんな天空を旅して降ってきたか︑
十四854囹

は心をすませ︑雪の句を考えました︒

十二764園 先生︑今夜の雪の句はいかがですか︒

十四856

ゆきき

﹇行来﹈︵名︶1 ゆきき

て︑雪かきをなさるおじいさん︒

四899 あさ早くはねおきて︑そとにとびだし

一ひらの雪によって︑はるかに高い天空 ゆきかき
このように︑二つの映画は︑どちらも雪
にえんのあるものであるが︑

十四859

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

十二767 それは︑赤いおぼんの上に︑雪をまるめ
てこしらえたうさぎでした︒

雪がふろうが︒

十四424圃心に太陽をもて︑あらしがふこうが︑

ゆききする一ゆくすえ

832

十一385圏 村道に立つ大のぼり︑ゆききの人もえ
2

ゆききする ︽

顔して︑その足どりもいそいそと︒
︵サ変︶

うね︒﹂

六708園

雪だるま︑どんなお話をするだろう︒

十四837

深い雪の中で生活している人々︑春の光

︹課名︺2

雪の映画

がさしそめて︑雪どけ水が流れだすところ︑

﹁いま︑この雪だるまが︑お話をすれば ゆきのえいが

いいって︑いっていたところよ︒﹂

六712園

十一一34 八

雪まろげ

雪まろげ⁝⁝⁝七十

﹇雪丸﹈︵名︶1

十二701八 雪まろげ

いもうとの小さき歩みいそがせてちよ

﹇行方﹈︵名︶2

ゆくえ

行くえεつりば

乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

いかに目ざとき人とても︑声の行

﹇行先﹈︵名︶3 ゆくさき

わたしは︑ちゃんとゆくさきは知ってい

ゆくすえ

行く末

日本のゆくすえをどうするのか︒

﹇行末﹈︵名︶2

九171 つばめのゆくさきは︑遠い南の海のかなた

るが︑

五1710園

から︑まちがいはありません︒

五154 ゆくさきはむねのところに書いてあります

ゆくさき

くえの見えんやは︒

十五53図圃

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒

十四453

りのゆくえ

ゆくえ

こよりぞいぬのあらわる

九備5図圃赤いぬの一びきゆけばこの町のそここ

紙かいにゆく月夜かな

九関2図魍

ゆく

ゆ・く﹇行﹈︵四︶2ゆく︽ク・ーケ︾ゆうすれ

げ

きみ火をたけよきものみせん雪まろ
十一一7611図韻

ゆきまろげ

雪まろげ

十四37 九雪の映画⁝⁝⁝八十三

﹇行来﹈

﹁雪だるま︑きっと喜びますよ︒﹂

いったい︑あの雪だるまは︑死んでいるの

︹課名︺2

シ︾

ゆきき・する

六723園

六726

﹁雪だるまのことです︒﹂

か︑生きているのか︒
六732園

んでいるのでしょうか︒

六736囹雪だるまは生きているのでしょうか︑死
学校へいくとき︑雪だるまのかたのところ

に︑まつの枝をつけました︒

六7510

この手が動かないから︑やはり雪だるまは
﹁雪だるまは動きもしないし︑息もして

命がないのかなと思いました︒

六766

いませんね︒﹂

六776囹

﹁雪だるま︑雪だるまは生きものではな

︽ーッ︾

とちゅうでころんで︑雪だるまになってお

雪だるまは生きものではないからね︒

いからね︒﹂

六777園

血糊7

六777囹

﹁雪だるまを作るの︒﹂

きあがるものもある︒
十二732園

ゆきづまる

雪どけごろ

どうして︑こんなふうにゆきづまってきた

﹇行詰﹈︵五︶1

﹇▽ふくざわゆきち
ゆきづま・る

ゆきち

十558

﹇雪解頃﹈︵名︶1

のでしょう︒

ゆきどけごろ

ゆきまろげ

十四831九 雪の映画

雪だるま

えさんが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

六3711 夕やけの大通りを︑豆つぶほどの自動車や 六7110園 雪だるまはお話はしないけれども︑はる
電車が︑ひっきりなしにゆききしている︒
十二8310 目にもとまらぬボールが︑ネットの上を
右に左にと︑ゆききしました︒

ゆきぐに ︹題名︺3 雪國

十四832 一つは﹁雪國﹂というのであり︑もう一
つは﹁雪﹂というのであった︒

十四834 ﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と職って
いるようすを︑映画にしたものである︒

雪國

十四866 ﹁雪曇﹂の映画も︑けっしてわるいもの
﹇雪国﹈︵名︶2

とは思わないが︑
ゆきぐに

十四838 それをうれしそうに見ている雪國の子ど
もなど︑

いっても︑春さきの雪どけごろである︒

十四889 雪國でいちばん樂しいものは︑なんと
ゆきけむり ﹇雪煙﹈︵名︶4 雪けむり

九佃3 急停止すると︑ぱっと雪けむりが立ち︑あ
せばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

九欄10 みんなが急停止をすると︑雪けむりが一ど
にあがった︒

九柵7 はげしい制動をかけられると︑もうもうと
雪けむりが立つ︒
﹇雪達磨﹈︵名︶16

九㎜7 雪けむりがきえて︑先生のえ顔がうかぶ︒
ゆきだるま

です︒

十357園

ゆくすえ

雪國でいちばん青しいものは︑なんと
いっても︑春さきの雪どけごろである︒

六703 ごろうは︑妹のはるえといっしょになって︑ 十四8810
大きな雪だるまを作りました︒

六705囹 ﹁にいさん︑この雪だるま︑歩きだしそ ゆきどけみず ﹇雪解水﹈︵名︶1 雪どけ水

833
ゆくて一ゆっくり

十五46図圏ときいきおいにまなこすら︑その
行く末を見ざりけり︒
ゆくて ﹇行手﹈︵名︶2 ゆくて ゆく手

九伽8 大きな岩がごろごろとゆくてをふさぎ︑ま

七142 ﹁ゆく手に︑まつの木が立っています︒﹂

﹇湯気﹈︵名︶ 1 3

ゆげ

湯げ

つ林におおわれた道もない谷まになった︒
ゆげ

四916 ひとはきはいて︑うちにあがっておい

三367園 ゆげがもうもうとたっています︒
でになると︑ひたいからゆげがたつ︒
五3410 ガスこんろにかけたかまやなべから︑ゆげ
がふきでています︒

十二751

︽ーッ︾

しょう︒﹂

十ニー67

つくば

三郎は︑だれかにゆずってもらった座席の
﹁ゆずられたときの氣持でゆずりま
﹁ゆずられたときの氣持でゆずりま

﹇豊﹈︵形状︶5

ゆたか

豊か

子どもにはりっぱすぎるほどだった︒
ゆたか

たくさんの村々は︑だんだんゆたかに
なっていったということです︒

三296

われわれは︑どんなにでも毎日の生活を︑
ゆたかに︑沸しくすることができる︒

十66

ユートランドのあれ地と戦い︑これを豊
かな土地にしょうとする大計画をたてました︒

十三196

さい晩や火のこ豊かの汽車けむり

が熱と光とをゆたかに送ってやったからです︒

もう次のへやにはいっているというよう

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

ゆだんができないわ︒

に︑すこしもゆだんができません︒

十五319

十二296囹

﹇湯湯婆﹈︵名︶1 ゆたんぽ

だんをすれば︑それにふきとばされ︑
ゆたんぽ

ぽをいれている︒

六635 弟がせきがでるので︑おかあさんはゆたん

ごじゅんにゆっくりおのりください︒

︵副︶16 ゆっくり

一485園

みなさん︑どうかゆっくりおやすみく

はやくかくことも︑ゆっくりかくこと

どうぞゆっくりあそんでいってくだ

安心して︑ゆっくりおあがりなさい︒

まあ︑ゆっくりお休みください︒

まあ︑おちついて︑ゆっくりしごとにか

坂道を︑ゆっくりとした足どりで︑家に
帰ってくる︒

十256

かりましょう︒

九803園

九6011囹

六網5囹

り休むことにしました︒

六㎜5 五ひきのうさぎさんたちは︑ここでゆつく

くりとねむりたかったのさ︒

六悩4囹 このあたたかいトンネルで︑今夜︑ゆっ

ゆっくりでてきます︒

六217 そのとき︑しもてから︑ありが三びき︑

く︒

五74 川は大きくなると︑ゆっくりとながれてい

五68 野原をゆっくりあるいていく︑

さいませ︒

四川1囹

もできます︒

三971

ださい︒

一513園

ゆっくり

十四5712園それがこの日本でできるためには︑私
十五75図書

十一一276

ふだんは筑波おろしがさわがしく︑雨戸 ゆだん ﹇油断﹈︵名︶3 ゆだん

ゆじま
﹇湯島﹈︹地名︺1 湯島

をゆさぶったり︑

ゆじま
ありあけ

裏εにいじまゆずる・に

そのとき落ちた土くれが︑有明海の中に

ある湯島であるという︒

ゆじま

十二572
﹇嚢﹈︹人名︺1

いじまゆずるのはか

ゆずる

裏の写眞やら︑当時の日記やら︑きみ
︽ーッ・ーラ・ーリ︾

に見せなければならないものがたくさんある︒

十五599囹

ゆずる

はるおにさいそくされて︑ばんをゆずりま

﹇譲﹈︵五︶6

五571

ゆず・る

した︒

しょう︒﹂

十一547圃

上に立って︑

七405

はなして︑ばんをごろうさんにゆずりました︒

十四6210 第一に︑湯の表面からは︑白い湯げが 五584 まだみていたいようでしたが︑やっと目を
たっています︒

十四634 この茶わんをえんがわの日なたへ持ちだ
して︑日光を湯げにあて︑

じのような︑赤や青の色がついています︒

十四637 日光にすかして見ると︑湯げの中に︑に

ゆさぶる

おじさんからゆずってもらったもので︑

十四6411 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯 十一547圃
が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒
十四651 熱い湯ですと︑湯げの温度が高くて︑
ろのうずができます︒

十四658 つぎに︑湯げがのぼるときには︑いろい
十四665 茶わんの湯げなどのばあいだと︑もう︑
茶わんのすぐ上から大きなうずができて︑
て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

十四672 土のしめっているところへ日光があたっ
十四674 湯げは︑︿略﹀︑つめたい風がふきこむた
びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒

﹇揺振﹈︵ 五 ︶ 1

は︑湯のほうを見ることにしましよう︒

十四697 湯げのお話はこのくらいにして︑こんど
ゆさぶ・る

ゆったり一ゆびにんぎょう

834

十二371 手に︑はじめのはゆっくりと︑次には早
く︑﹁水﹂という字を書いてくださいました︒

﹁みたされたきょえいの幸福﹂ゆっくり

十三294 荷車をひきながら︑ゆっくり歩いて看る︒
十五879
とうなずく︒

ゆったり ︵副︶3 ゆったり

ゆでたまご

ユニホーム

︽ーデ︾

指命おやゆび・なかゆび・ひ

ふみ石の上で︑ガチャンとくだいてしまいました︒
﹇指﹈︵名︶13

それでもきかなければ︑指で追ったりしま
歩いているとき︑追いかけてきて︑かかと
字はへたで︑すみもがさがさして指につく
太郎かじゃは︑すばやく指をつっこんで︑

きゅうにいきおいづき︑せんすをほうりだ
ふたりは︑かわりばんこに指をつっこみま
そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指

私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく
ただ︑さるの人まねのように指を動かす
私は︑身動きもせず︑立ったままで︑全

あなの両わきを切りこんで︑手さきをま
鼻を指ではじいたり︑ひら手でたたいた
り︑︿略﹀氣ちがいのようにはねまわります︒

十五脳12

るめ︑指の線をほる︒

十二526

糸であやつるものなど︑いろいろ種類がある︒

十二4512園指でつかうもの︑ぼうでつかうもの︑

身の注意を先生の指の動きにそそいでいました︒

十二373

だけでした︒

十二342

なって︑それをまねようとしました︒

十二336

はまったくわれをわすれてなでていました︒

十二321

した︒

十715

して︑自分も指をつっこみました︒

十713

すぐそれを︑口に持っていきました︒

十7010

くらいでした︒

九478

や足の指をつっついたりするのです︒

八106

した︒

八74

とさしゅび

ゆび

五404團白くてゆったりとさく︑ひんのいい花で
す︒

八901 そうして︑羽をひろげてゆったりと近づい
てきた︒

十五237 そのがけの下の方へゆったりとんで行く
﹇茄卵﹈︵名︶1

大きなやまわしのつめにっかまれて︑
ゆでたまご

十二53 コロンブスは︑つと立って︑テーブルの
ゆでる

上のゆでたまごをとり︑﹁︿略﹀︒﹂といいました︒
﹇ 茄 ﹈ ︵ 下 一︶1

十二915 帰っておかあさんにゆでていただいたこ

ゆ・でる

︵名︶一

と︑みんなでたべたことー
ユ＝ホーム

つけて︑練習のためにコートにでました︒

十二777 時間がせまったので︑私はユニホームを
ゆのみ ﹇湯飲﹈︵名︶3 ゆのみ 湯飲み

十739園次郎かじゃは力があまり︑茶だなの湯飲
みをはねとばして︑こなみじんにいたしました︒

十二351 ﹁ゆのみ﹂と﹁水﹂とでたいへん苦しん
﹁ゆのみ﹂が道具で︑﹁水﹂がその中に

だあとでした︒

十二352

はいっているものであることを︑
ゆのみぢゃわん ﹇湯飲茶碗﹈︵名︶2 湯飲み茶わん

十五5611園

六83

男の子はゆびさきでそれをつまもうとした

かごの中から︑↓わずつつかみだしては指

が︑あまり小さいのでつまめなかった︒

八59

だんだんなれて︑指さきへもかたへもとま

さきへとまらせたり︑かたへ乗せたり︑

るようになったばかりか︑頭の上にも乗り︑

八66

八68 自分から指さきやくちびるへとびあがり︑

とびついて︑じょうずにえさをとったり︑

十199 ほかの生徒の指さきが︑すばやく点字の上

二階から母のところへかけおり︑指さき

をすべっていく︒

十二3311

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

で人形という字をつづってみせました︒

十三3811

下とを

ゆびさして︑

お立ちに

﹇指差﹈︵五︶7 ゆびさす 指さす ︽一

るまわしながら︑食しそうなようす︒
ゆびさ・す

三101囲上と

サ・ーシ︾

老人は廣場の方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と

なっていらっしゃる︒

答えました︒

十ニー12

指さされるままに︑顔をあげてへき面を

十四399 二の人はるか遠くの方を指さして︑
﹁︿略﹀︒﹂

チルチル︑すこし横の方に立っているひ

見あげると︑おじさんの大きな写眞があった︒

十五691
十五8810

ふとった幸福﹁光﹂を指さしながら︑チ

とりの﹁幸福﹂を指さして︑

指人形

つつましくすこしさがってい

ルチルに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

十五9111

十五備3 チルチル

指人形の作りかた

﹇指人形﹈︵名︶1

る﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十二492

指おり数えると数十年の昔になるが︑ ゆびにんぎょう

十727園 おまえは︑だんながだいじにしているあ ゆびおり ﹇指折﹈︵副︶1 指おり
の湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけろ︒

十729ずっしりと重い︑大きな湯飲み茶わんを︑ ゆびさき ﹇指先﹈︵名︶7 ゆびさき 指さき 指先

835
ゆびわ一ゆりかご

﹇指輪﹈︵名︶1

指わ

十五備6園小さな指わをはめている︒

ゆびわ

ゆみ﹇弓﹈︵名︶3弓
三麗8 けらいたちは︑弓に矢をつがえました︒
弓に矢をつがえて︑木の上をねらいました︒

六164 そのかりうどは︑きゅうに歩くのをやめて︑

弓形

六829囹 にいさんはこの弓と矢を持っていらっ
﹇弓形﹈︵名︶1

しゃい︒

ゆみがた

十一702 ただ︑ひたいと弓形をしたまゆとのほか

弓なり

には︑どこといって父親らしいところはありませ
﹇弓形﹈︵名︶1

んでした︒

ゆみなり
まげるのですから︑めんどうでした︒
弓矢

弓矢を

六㎜4 よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに
﹇弓矢﹈︵名︶3

三川9 おじいさんの 家の まわりは︑

ゆみや

もった人たちで︑いくえにもとりかこまれ︑
六162 そのとき︑ありのまえをひとりのかりうど
が弓矢を持って通りました︒

ゆめ

六846園 さ︑弓矢を返すよ︒
﹇夢﹈︵名︶2 5

一393 ゆめをみました︒

ゆめ

一394 ゆうべ︑おもしろいゆめをみました︒
一396 ゆうべ︑おとうさんときしゃにのって︑

お月さんのところへいったゆめをみました︒

︹課名︺2

ゆめとつくえ

夢殿の観音

ゆめどの

︹題名︺1

﹇夢殿観音﹈︵名︶1

﹇夢﹈︵副︶1 ゆめにも

ゆらゆら

ているではないか︒

夢殿の観

十438ゆめにもわすれられない眞円公害が︑光っ

ゆめにも

人々からたっとばれている作品です︒

十二皿11 夢殿の観音といって︑いまでも︑多くの

音

ゆめどののかんのん

十二皿5 夢殿の観音

ゆめどの

ゆめどののかんのん

二34八ゆめとつくえ⁝⁝⁝五十五
二551八ゆめとつくえ

こんな幸福があろうなどとは︑ゆめにも ゆめとつくえ

しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわかに

思わなかった︒

八9311園

九141
目をさます場面を演ずることがある︒

ゆめからさめるときには︑音などはけっし

てするものではないが︑やはりたいこをたたく︒

九142

くもの小さなときのことが︑ゆめでもみる

くもは︑いまみたばかりのゆめを︑なんど

﹁なんとみじかいゆめだろう︒﹂

ように思いだされてきました︒

九柵2

九襯10

九襯9囹

それから︑いいゆめをみることもできた︒

もなんども思い返しました︒

九幽2

十382

それがゆらゆらともえあがると︑まあ︑

︵副︶1

けむりがゆらゆらして︑いくつものうず

みょうなゆらゆらした光った線や︑うす

︵副︶1

ゆらら

大きなるべにばらのひと花思わぬを

ゆららにあかく開き満ちたる

十五142図圏

ゆらら

暗い線が︑不規則なもようのようになって︑

十四6912

になり︑それがだんだんに廣がり︑

十四661

ゆらゆら・する ︵サ変︶2 ゆらゆらする ︽ーシ︾

なんというふしぎなことだろう︒

十四968

天然眞珠をてのひらにのせて︑大きなゆめ ゆらゆら
﹁このわけをあてはめれば︑自分のゆめ

をえがいていた︑ひとりのわか者があった︒
十3810園

村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

も︑実現できないことはあるまい︒﹂

十407

大きなゆめは実現された︒

そのゆめのような考えをわらった︒

十451

ゆめのように︑眞理のように︑白雲をか
たにまとった小山をめぐって︑聞えてくる︒

十三74

これをこえた土地とするのが︑ダルガス
のゆめであります︒

十三1911

八978

なえが朝風にゆられるようになりました︒

このゆめを実現するために︑ダルガスの ゆら・れる ﹇揺﹈︵下一︶1 ゆられる ︽ーレル︾
とるべき手だては︑ただ二つしかありません︒

十三1911

ゆめがさめた︒

ゆりかご

はねのいたんだ大きなちょうちょが︑

﹇揺椅子﹈︵名︶1

ゆりいす

ぼくのいすは︑小さなゆりいすで︑その

﹇揺籠﹈︵名︶1 ゆりかご

下に︑いつもかいねこのメリーがいた︒

十一481

ゆりいす

けさも︑ゆりの花にきていましたよ︒

一一234囹

目がさめたころ︑遠いところを通るその ゆり ﹇百合﹈︵名︶1 ゆり

長いゆめがさめた︒

声を聞くのは︑ゆめの中の声のように思われる︒

十三322
十四392園

二 2 0 7 は な ほしよるゆめ山川

十四392園

ゆあ

二568 ゆめに︑ひろいのはらをみました︒

﹇夢以上﹈︵名︶1

ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒

十五佃4園私たちは︑幸福なのですけれど︑私た

ゆめいじょう

二602 おはなしをきいたとき︑わたくしは︑ふ
ゆうべみたゆめ︒

と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

四793 ゆ

四川7園 まるでゆめのようだ︒

ゆりこ一ゆれる

836

十四916 その男の子は︑これは人形のゆりかごに
はもってこいだと思ったのであろう︒
ゆりこ﹁春︒﹂

ゆりこ ︹話手︺2 ゆりこ
三64

ゆる︽ールル・ーレ︾

三68 ゆりこ﹁どこもさくら︒﹂
﹇揺﹈︵下二 ︶ 3

九網4図圏水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

ゆ・る

しゅれいるこでまりの花

十五146図魍 風くればぼらはたちまち火となれり
ゆれにゆるるか照りそう風に
﹇ 緩 ﹈ ︵ 形 ︶1

ゆるい

︽ーイ︾

十五146園圃 ゆれにゆるるか照りそう風に
ゆる・い

ゆるがす

ゆるがせ

︽ーシ︾

るいけむりのあがるのがみえました︒

九411團 思わぬところに炭やき小屋があって︑ゆ
﹇ 揺 ﹈ ︵ 四︶1

うえの
十五137図圏 月照らす上野の森を見つつあれば家

ゆるが・す

﹇忽﹈︵名︶1

ゆるがして汽車ゆきかえる
ゆるがせ

ゆるす

︽ーサ・ーシ・

ス︾

十341 ぬのを織るしごとも︑けっしてゆるがせに
してはおかれない︒
﹇許﹈︵五︶11

四981園 でも︑ゆるしておやり︒

ゆる・す

六862囹 にいさん︑ゆるしてください︒
六864園 いや︑ゆるすことはできない︒
ゆるしてくれるみこみもありません︒

六蜘5 助けてくださいと︑お願いしたところで︑

﹁では︑七月七日の一日だけ︑けんぎゅ

六欄8圓 よこどりすると︑ゆるさないそ︒
八326囹

うとあうことをゆるしてやろう︒﹂

ら︑ゆるしてくださいQ

やむを得ず自分の説はあやまりであった

ということにして︑ゆるしてもらいました︒

十三163

十五483はん主からゆるされた十六人目けが︑有
札幌独立教会をつかさどっていた私の父

田に赤絵町を作って住み︑

十五607

さすがの

ゆるめる

︽ーメ・ーメ

へびも︑いきがくるしくなつ

﹇緩﹈︵下一︶2

とは︑心をゆるした間がらのこととて︑

ル︾

ゆる・める

四629

ゆるやか

ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のくち

たので︑力をゆるめました︒
十五3110

﹇緩﹈︵形状︶3

ばしでつき殺されます︒
ゆるやか

なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑

からだがらくになったような氣がしました︒

七3611

はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑
われわれの心をあらうようにきこえる︒

十一131

ゆれいる

ゆれ動く

︽ーイル︾

︽

キ・

水ぐるま近きひびきにすこしゆれすこ

﹇揺居﹈︵上一︶1

﹇揺﹈﹇Vおおゆれ

やかに動いているのに氣がつくでしょう︒

十四702光った線や︑うす暗い線が︑︿略﹀︑ゆる
ゆれ

ゆれ・いる

九榊4図閣

﹇揺動﹈︵五︶2

しゅれいるこでまりの花

ク︾

ゆれうご・く

ほのぼのとゆれ動くかげ絵は︑子どもの

︽

さめて︑

かぜに

レ・ーレル︾

羽風で空氣がゆれ動き︑ちょっとでもゆ

心をひきつけてやまない︒

十三344
十五319

ゆれる

かなかなぜみも目が

﹇揺﹈︵下一︶28

だんをすれば︑それにふきとばされ︑

三504圃

ゆ・れる

八7211 ぬまの水をのませてもらいたいとも思った
が︑それもゆるしてもらえそうもなかった︒

十一858園 あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

かぜにゆれゆれさきました︒

ゆれゆれさきました︒

三504囲

四悩5圃右に左にひらひらと︑ゆれるたもと

のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ

がうつくしい︒

おもさにゆれゆれ岸をでる︒

ゆれ岸をでる︒

五503圏
五503圖

六315いねが波のようにゆれる︒
六321木が大ゆれにゆれる︒

六備7 たこが青空で右や左にゆれると︑

七67えんどうの花が︑風もないのにゆれている︒

さぶろうは︑ だんだん頭を私によせ︑

七35！ 汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

七417青年のからだはゆれていたが︑ひく手にく

るいはなかった︒

七595 なにかの花びらが︑くもの巣にかかってゆ

さくらの木が︑ぬれてゆれている︒

れている︒

七622

青々とはれて︑すすきすこしゆれている︒

持ちかえしせんこう花火のゆれている

秋風にプールの水がゆれている

七664

九274圃
九285図圃

九406国なたをふりおろすたびに︑すぎの木は大

ただ︑くるみのいちばん上の枝がゆれ︑と

きくゆれました︒

なりのぶなの葉がちょっと光っただけでした︒

九5311

九741 木ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれ

そのとき︑あみがにわかにゆれました︒

ました︒

印象4

みがゆれ︑くももいっしょにゆれました︒

九伽7 風が思いだしたようにふいてくるので︑あ

まえかけや︑しきふや︑ハンケチなどが︑

くももいっしょにゆれました︒
十211

九㎜8

837
ユングフラウーよ

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑

夜は明けかけていました︒

一124圃

かい︒

まあだだよ︒

じゃんけんぽんよ︑

もういいかい︒

あいこでしょ︒

い︒ もういいよ︒ 六 もちもの

かい︒ まあだだよ︒ もういいかい︒

︑わたしがいますよ︒みんなもうこい

あお

いということだよ︒わかったかい︒﹂

あ︑うぐいすさんよ︒﹂みんな﹁うぐいす

れをつかいますよ︒ですから︑この
︑春の声がするよ︒﹂みんなは︑小さ

のおとうさんだよ︒﹂といって︑にこ

ます︒﹁ここですよ︑さちこさん︒﹂さ

よ︒さあ︑いぬだよ︒わん︑わん︑わん

︑ではやりますよ︒さあ︑いぬだよ︒

なくいうからだよ︒おまえがきれい

うものではないよ︒﹂たろう﹁だって︑

ちわににているよ︒﹄といいました︒

ました︒﹃ちがうよ︒つるつるして︑と

なんかできないよ︒﹄と︑ほかのもの

ました︒﹃いやだよ︒きみこそどいて

にきていましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︒まだありますよ︒﹂﹁あかい

ひかっていますよ︒﹂といって︑おか

ちのおくにですよ︒それであんなに

っぱりたまですよ︒﹂といって︑わた

ったなかまですよ︒﹂おじいさんがこ

だいやもんどですよ︒しんせつないい

だいやもんどですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑わ

はあまの川ですよ︒そら︑ところどこ

すと︑﹁いいですよ︒さあ︑あちらの

をしらべるのだよ︒﹂こんなこえが

わたしおるすいよ︒ふたりでいって

くにへいくんだよ︒いそいででかけ

木もはえていますよ︒せんせいの目の

もうこいていますよ︒木もはえていま

58165665511698558333716633843253

風にゆれている︒

十五夜がちかくなったある夜︑かぐや
その夜は︑さいわい︑雨もふらず︑風も
その夜︑ごろうはおとうさんに︑この考え

ほたる追う夜も重なって︑麦のとりい

その夜︑また父にきびしくただされて︑

十一933

おには︑これを承知して︑ある夜︑石だ
その夜は︑すべての音も雪にうずめられ
月が出ていれば︑出ていたで美しく︑星
夜のふけるのも知らないで︑見とれてし
﹁夜が明ける︒﹂

あさき夜の月影清み森をなすすぎの

の外明らかに月ふけわたる

十五133図圃夜のとこにねながら見ゆるガラス戸

こぬれの高きひくき見ゆ

十五131図魍

十四393園夜が明ける︒

十四387園

まう︒

十三345

の夜であれば︑またさらに美しい︒

十三3310

たようなしずかさでした︒

十二753

んをきずきだした︒

十二585

︿略﹀きょうのことを︑ありのままにうちあけた︒

十一618

れことなくすめば︑はい色見が装うちおおい︑

十一339圃

九272図圏月の夜をわが家のありしあたりまで

ついたことを話しました︒

六781

ふかない︑しずかな︑星の光る夜でした︒

四555

ひめは︑とうとう声をたててなきだしました︒

三夕6

みじかよ

十625 もう︑親竹と同じくらいに高くなって︑風 よ ﹇夜﹈︵名︶15 二士あさよ・つきよ・つくよ・
にゆれていました ︒

十一474 津軽海峡の海の水が︑こいみどり色にゆ
れて︑

十一485 アカシヤの花が風にゆれ︑畑では︑いち
ごがでさかりだっ た ︒

十三2912 歩いて行くと荷がゆれて︑しぜんにふん
どうがどらにあた る ︒

ずっとやわらかくするために小さなかさがあると

十四104国 ほのおがゆれたりしないとか︑光を
か

ユングフラウ ︹地名︺4 ユングフラウ
ユングフラウという美しい山があります︒

十五193山々のうち︑もっとも入国い山の一つに︑

が︑このユングフラウの山です︒

十五196 その中で︑一だんと高くそびえているの
十五204 このユングフラウの山中のホテルに︑ア
メリカ人の一家族が來て︑

十五338 大きなユングフラウのまつ白な山までも︑
︿略﹀少年をほめたたえているようでした︒

よ

十429 ひとまずこれを加工して︑かざり物として︑

よ ﹇世﹈︵名︶3 世δこのよ
ともかく︑世にだすようになった︒

一131圏

十四57 おさないころから︑人の世の苦しみをい よ ︵終助︶柵 ヨ よ
ろいろとなめていたからのことでした︒

十五805 それ以前は︑おたがいに他の國々のこと

136967605852444442423635322723665636261535352464544434242421313
囹園囹園園園囹園囹園園囹囹園園囹園園園園囹囹園園園園囹，．、 團圃

うみへおりようよ︒﹂と︑デビッドが
四468囹

四465園

が︑氣がついたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁たのむよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂かっち

うはちがうんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

もうよすがいいよ︒おとといは︑

一ば

いいます︒﹁だめよ︑だめよ︒﹂と︑ジ
Q﹁だめよ︑だめよ︒﹂と︑ジュデーが
四518囹

だいじょうぶだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

四585園

﹀︒﹂﹁知りませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

四568園出発してもいいよ︒ぼくたちのたび

四566園

四561園

いいます︒﹁いいよ︑いいよ︒﹂と︑デ
︒﹁いいよ︑いいよ︒﹂と︑デビッドが

んにはいけないよ︒右手と左手をは
四601園

ふ

らんこしているよ︒﹂といったので︑

ずうみへいこうよ︒﹂といいました︒

にきいてみようよ︒﹂と︑いいました︒

四783

そいでかえったよ︒

よきょうをするよ︒ねているうちに

れ︑あれごらんよ︒﹂ピーターは大声
四84エ囹

さあ︑やすもうよ︒﹂と親すずめ︒
なでころがそうよ︒﹂みんな﹁よいしょ

四川8園

﹁︿略﹀︒﹂﹁かったよ︒さあ︑改札ロへい

てはいけませんよ︒﹂うらしま﹁これは

もこうなのですよ︒﹂うらしま﹁すばら

にはおよぼないよ︒元氣になってよ

がしてあそぼうよ︒﹂子ども二﹁でも

四面7園

四二7園

四989園

四968囹︺

からすのかんた

ふけふけ風よ︑たこあがれ︒こ

ました︒﹁ちがうよ︒﹂みんながいいま

四892圏圏

四888圃

ｪ＞Q﹂﹁ちがうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
天略﹀︒﹂﹁ちがうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ってしまったのよ︒﹂おかあさんがお

をあげるのですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五84囹

國へいくんですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんど

五人の

ました︒﹁だめだよ︒雨にぼくのいど

いあさあえますよ︒﹂

五911園

五94園

五86園

やん︑海がみえるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

んが︑乗ってきたよ︒じろう︑せきをあ

車がはいってきたよ︒﹂シュ︑シュー︑

にじ

かえってきますよ︒だれにもお日さ

ました ︒ ﹁ み え た よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ マ

五103園

︒﹂﹁トンネルですよ︒ここは︑みなさん

っけて︑﹁ごらんよ︒﹂といいました︒

いに光らせるのよ︒﹂だんだんにじも

五104園

五121園

v﹁シグナルだよ︒あれをみて︑汽車

も氣をつけているよ︒ほら︑あそこをご

つたトンネルですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︑﹁ああ︑かるいよ︒﹂とおっしゃった

のしいものですよ︒﹂とおっしゃいま

五118園

はなしてあげるよ︒﹂たろうさんは︑﹁

それはいけないよ︒﹂といったのは︑

五164園ばんにはいるんだよ︒﹂といって︑私た

五144園

五141園

五135園

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁いいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

から︑おりるんだよ︒﹂シュ︑シュー︑

﹁だいじょうぶだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五123園ぼうや︑ここですよ︒おりましょう︒ど

しまいはつらいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

つちゃあこまるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂がんは︑

﹂﹁でもじゃないよ︒おしまいは氣が

五177囹

ら︑なお心配ですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのう
もね︑つらいんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五181暫しているところだよ︒﹂そのうちに︑き

616542105897210641191096537268658148

んから手紙がきたよ︒﹂みつおさんがよ

の花そのかざろうよ︒

のうたをうたおうよ︒

くとんであそぼうよ︒

やぶうぐいす

ぼくら︑日本の

ぼくら︑日本の

明かるい世界の

いってみませんか

みつけた二ばん星よ︒

あれ土星というの

ｪ﹀︒﹂また︑

じゅんばんがき

ｪ﹀︒﹂﹁星ですよ︒﹂

あれ土星というのよ︒﹂

光っている星ですよ︒﹂私は︑﹁︿略﹀︒﹂

うで星をみせますよ︒

ずかな空で光ろうよ︒

とだ︒ 世界の友よ︑手をつなぎ︑ な

が書いてありますよ︒﹄といって︑ぼく

いから︑まあいいよ︒﹄﹃︿略﹀︒﹄といっ

あの人にいったのよ︒﹂天祐﹀︒﹂又略﹀︒

囹三園園園園囹囹不言園園園囹園第二園園二二園園圃圏圏圃圏園飾玉園

たねはおかあさん

かわいいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

高い山からたに

おじぎをするのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

うたをうたうのだよ︒

あら︑おかしいわよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂子ども

おび

るかと思っていたよ︒あはははは︒﹂﹁︿

も︑目は二つですよ︒﹂ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

はあとからきますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そのと

ですか︑写しますよ︒﹂とおっしゃった

は女王になりますよ︒﹂といいました︒

ものわらいになるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじい

けができていますよ︒﹂おじいさんが帰

へはなしてやったよ︒﹂おばあさんは︑﹁

のさかなをとったよ︒それが︑海へ帰し

おの花もおなじだよ︒﹂といって︑おわ

いではありませんよ︒﹂おとうさんは︑

力ではありませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

がおとおなじですよ︒

がおがさきましたよ︒﹂ といいました︒﹁

「〈

ました︒﹁ちがうよ︒﹂みんながこたえ

10751711037851710861847528457799775
囹園園園園美園夕虹圏囹囹園圓園学園囹園園囹囹霊園昌昌毎夏園園二男
きけんせんばんだよ︒あとからなにか

「〈

「〈

てはいけませんよ︒﹄という声でし

〉。
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一L

ヤアとないたのだよ︒それからな︑おか

略﹀︒﹄というのだよ︒それで︑手おけの

ツンとうったのだよ︒そこで︑ゆかいた

たけのこごはんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

けのこごはんですよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
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了1

了1

さん︑ちがいますよ︒ごはんの中にたけ

たけのこごはんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

v﹁ ち が い ま す よ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ わ か ら

い︒ひわの子ですよ︒ほんとうは︑まひ

ばりかもしれないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

声でさえずりますよ︒﹂と︑となりのお

くことはできまいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂そうい

ずりはじめましたよ︒このままかってお

てやれなくなったよ︒﹂おとうさんにい

れからぼくの子だよ︒いつまでもかわい

かわいがってやるよ︒山へはなしてやり

うへとんでいこうよ︒空はひろくておも
︒﹂﹁いろいろあるよ︒﹂そういって︑ハ

ろくておもしろいよ︒﹂といいました︒﹁

っしょにあそぼうよ︒﹂かごの中のひわ

ちのさんちゃんだよ︒ちっともこわいこ

のうちがいもあるよ︒じつにゆかいだ︒
︑ありさんがきたよ︒﹂がワ紺卯費の﹁大き

にはたらくのですよ︒さあ︑おそくなる

なありさんたちだよ︒﹂猷肋猷野物﹁小さな

こからはみえないよ︒﹂14風がふく︒雲
︑またふいてくるよ︒早く︑早く︑あっ
しごとはこれからよ︒わたしたちのなか
︑いまから帰るのよ︒﹂子つばめ﹁みんな
しなくてもいいのよ︒さあ︑みなさん︑

七112 手がよごれていますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

六野4園 ずかなところですよ︒安心して︑ゆつく

んの葉をみているよ︒﹂ささやくように︑

七2110園 ずめがおりてきたよ︒﹂兄﹁しずかにして

七191囹

ら︑にげちゃったよ︒﹂はるお﹁ねえ︑に

とんでいったんだよ︒﹂子がらす二﹁なん

雲が走っているのよ︒﹂と︑みちこがい

七223囹

んもさけんでいたよ︒﹂43﹁へのへのも

くのがよくわかるよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ふみお

七227園

︒﹂先生﹁あぶないよ︒川に落ちないよう

いっていたところよ︒﹂これをきいて︑

わってきたんですよ︒﹂母﹁はっぱと同じ

七236園話していたんですよ︒﹂母﹁そう︑それも

︑きっと喜びますよ︒﹂その日︑晩ごは

七264園 からないためですよ︒﹂兄﹁あ︑そうか︒

七322囹 は︑はじめてですよ︒もんしろちょうの

七304園 らっていたところよ︒きょう︑先生にほ

七272囹 ぎになったのですよ︒先生は︑あおむし

りではありませんよ︒ほら︑左のむねの

七334囹 きっと︑とびだすよ︒さあ︑はるお︑お

ごろうは︑﹁手だよ︒﹂といいながら︑

ぞうのこどうですよ︒あなたが︑それを

﹁︿略﹀︒﹂﹁だめだよ︒とてもはいれない

たって︑だめですよ︒﹂むりにわりこも

あれはちがいますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

きんやっていますよ︒﹂ごろうは︑いつ

七345園

る︒四年生の樂しさよ︒さくらの花をしら

七284囹 てで遊んでいますよ︒﹂兄﹁おかあさん︒

んなこと︑いやだよ︒﹂編論駒の﹁たった︸

七362園

えずっている︒うまよ︑そんな大きななり

七279囹 え︑生きていますよ︒これから︑どうか

れるものではないよ︒でも︑つってみる

七623

がわらっていたんだよ︒みんな︑集まれ︑

七721
たく物もみえますよ︒あ︑人がこっちを

七736

八45 んしてはいけませんよ︒いぬでもねこでも

﹁かた目なんですよ︒﹂旅人は︑思いだ

ピコーキといえるよ︒﹂といったので︑

七7611囹

ひなには苦労したよ︒なにしろ︑水をこ

ちょうのたまごだよ︒わたしも︑一どそ

長くかかるのですよ︒なかなかわれない

八636囹

八6210園

八622園廣がっているのだよ︒さあ︑みんなそろ
さん︑さ︑あげるよ︒おあがり︒﹂りす

になっただけですよ︒﹂といってかばっ

つきたくなるんだよ︒﹂年よりのあひる

八645圓教えてやるがいいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

八639圓
八687園

から︑氣にいったよ︒どうだ︑われわれ

﹂﹁︿略﹀︒﹂

あうかもしれないよ︒﹂このときである︒

いかけてくるんだよ︒﹂﹁

八739園

したもうけものだよ︒これからはあひる

八736囹
八7810囹

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁いいよ︒おはいり︒﹂﹁︿略

たちが勝ちましたよ︒けれども︑あなた

ん︑ただ遊ぶんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

八6911園

v﹁もう︑いいよ︒﹂おにも︑とんと

こしらえて遊ぼうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂五ひき

をわっているんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ました︒﹁あげるよ︒お受けなさい︒﹂

やっとできましたよ︒﹂といっておみせ
︑すぐはがれますよ︒そうっとかわかし

︒さ︑弓矢を返すよ︒﹂編論肋の﹁にいさん

をもっているのだよ︒とにかく︑命のこ

うものがありますよ︒それを考えたらわ

七258園

るかもしれませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑は

ほら︑よくわかるよ︒﹂と︑手まねきを
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どはいえないのだよ︒﹂それで︑あひる

なくなってしまうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

はさっぱりしますよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

氣がくるったのだよ︒ねこにきいてこら

ぼれてはいけないよ︒人がしんせつにし

は︑喜ぶものですよ︒あたたかなへやに

さ︒ほんとうですよ︒おまえさんのため

思っているのですよ︒いやなことをいう

なそうしたものだよ︒まあ︑たまごを生
︑かってにおいでよ︒﹂そこで︑あひる

に新しいのがいるよ︒﹂とさけんだ︒す

めてつばめをみたよ︒﹂といって喜びま

とんでいきましたよ︒﹂と答えました︒﹁

とんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂たきは︑

とんでいきましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂りすは

っておいでになるよ︒きみは︑いちろう

うまいようでしたよ︒﹂といいました︒

大学の四年生ですよ︒﹂すると︑男は︑

わしが書いたのだよ︒﹂いちろうは︑お

さまのぎょしゃだよ︒﹂といいました︒
︒﹂﹁大きなことだよ︒大きなのがいちば

ちばんえらいんだよ︒わたしがいちばん
︒﹂﹁いや︑ちがうよ︒わたしのほうがよ

ちばんえらいんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︒せいの高いのだよ︒せいの盲思いことな
の高いことなんだよ︒﹂﹁︿略V︒﹂もうみ

あいの強いものだよ︒おしあいしてきめ
いしてきめるんだよ︒﹂もうみんなガヤ
ｪ﹀︒﹂﹁ちがうよ︒大きなことだよ︒

なんかいりませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
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らいく貝つかですよ︒﹂先生について︑

十491囹

十4312園野暮眞珠ができたよ︒﹂かれは︑五つぶ

十221囹

さ

十495囹︺

ワ

クッチケルヨ

ハイッテクノヨ

フッテーハイ

ワンワンチャン

た︒﹁クッチケルヨ﹂は︑足をせなかに

ワンワンタッ

かに﹁くっつけるよ︒﹂というのです︒

十497園 イッテアゲルノヨ
十5010圓

十509園
十5210園

テハイッテクノヨ﹂と︑おとなびたこ

げんにして帰ろうよ︒ね︑やまだくん︒

四﹁みっともないよ︒学校の帰りじゃな

十一88囹

十一78囹︺がうれしいんだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十708圓 そうにみえるのだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ひきと

十696園 どくの﹃ぶす﹄だよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十614 せいくらべをしますよ︒もう︑たけのこは

かぎくん︑帰ろうよ︒﹂やまだをかこん

﹁だいじょうぶだよ︒さあ︑いこう︒﹂
︑﹁さあ︑おりるよ︒﹂というあいずを

ぼくもわるかったよ︒﹂たかぎ﹁いったい

きみ︑もうよそうよ︒﹂やまだ﹁かんにん

も︑きみはひどいよ︒このボタンをみた

なくたって︑いいよ︒﹂たかぎ﹁でも︑あ

かぎくん︑いこうよ︒﹂友だち︑たかぎ

十一593園

十︻564圃

十一558圃

十一4511

十一244園

十一239囹

十一117囹

にくいことばだよ︒﹂あくる日︑太郎

ばを知っているよ︒﹂と答えた︒﹁︿略

プリズムのかげよ︒

あしの葉のふえよ︒

花火やほたる︑

すずむし︑小む

十一531園車は動けませんよ︒﹂とさけんだ︒大

十﹇502囹

おとうさんですよ︒﹂といいました︒

まかさなかった弟よ︒大ぜいの目のまえ

きてもうけますよ︒﹂金次郎は︑自分

うぶん働けますよ︒﹂元氣よくいった

勝ったボートだよ︒頼んで乗せてもら

十一113園 るにちがいないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑ふ

十一912園長になるだろうよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

︑名高い泉なんだよ︒﹂水は大きなごろ

十一598園

た︒﹁ぼくですよ︒わかりませんか︒

十一97園船が通っていくよ︒あれはどこへいく

んをみたくなったよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

十﹁689園

か︒チチロですよ︒チチロがいなかか

ばって︑﹁いこうよ︑やまだくん︒﹂や

のではありませんよ︒﹂おとうさんがい

十﹇707園

でてきたんですよ︒おかあさんがよこ

﹁もう夜ふけですよ︒おやすみなさいな

やった︒﹁青年よ︑大きな望みをもて

＞︒﹂とさけんだ弟よ︒まちがったとき︑

おった青い色ですよ︒﹂と︑おとうさん

十﹇707囹

んの子どもですよ︒おとうさんの子ど

十﹇462

スのことばを話すよ︒﹂と︑おとうさん

十﹇708園

﹂

えました︒﹁太郎よ︑フランスでは︑さ

十一712園

んをたべやしないよ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁

光を写してみますよ︒﹂という先生の声
︑にじがでているよ︒﹂窓をのぞく子ど

一﹁びっくりしたよ︒いっしょに歩いて

すいせんしようよ︒きみは︑ぼくらの

くんをつれていけよ︒﹂六﹁うん︒﹂やま

﹁ぼくだってやるよ︒さあこい︒﹂ふた

たら︑ぼくはやるよ︒﹂たかぎ﹁ぼくだっ

りが︒﹂五﹁へんだよ︒ふたりとも

︒﹂﹁もうじきですよ︒し﹁︿略﹀︒﹂12ひと

こは貝ばかりですよ︒﹂口々にこんなこ
けん

一﹁よせよ︑たかぎくん︒﹂四﹁

ｪ﹀︒﹂﹁だめだよ︑きみ︒﹂

作ったものらしいよ︒ぼく︑先生におた
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かりするんですよ︒しっかりするんで

ずにいるがいいよ︒﹂少年は︑もっと

ものチチロですよ︒﹂病人は︑身動き

十三421園

十三416囹

十三414園

十三413園

つと早くおいでよ︒話がうんとある︒

りしているんだよ︒ぼくの学用品を︑

にっかえばいいよ⁝⁝うん︑氣のどく

︒なんでもあるよ︒いっしょにっかえ

＋五5710囹
かの人物だったよ︒そのころ︑もう熱

十五169図魍顔︒少女たちよ︑花そだてつつあき

ようぶになったよ︒それで︑おかあさ

たかわからないよ︒これ︑チチロ︒い

十三429囹

十三425園

十三425園

十三424囹

みの顔が見たいよ︒きょうはとまるだ

るのならもらうよ⁝⁝うん⁝⁝へえ⁝

いたほうがいいよ⁝⁝うん︑うん⁝⁝

に⁝⁝いらないよ︒せっかくの記念品

＋五6212園
っているのですよ︒なんとかしなけれ

にいじまゆずる

かりするんですよ︒もうすこしのあい

十五584園
なした新島裏だよ︒﹂自分から話しだ
十五626囹くの手をだしたよ︑よわったなあ︒﹂

いるようすですよ︒﹂病人は︑やはり

がいってましたよ︒どうしてこのざく

心していましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十三511

十三506

と︑よろけるんだよ︒すぐ帰って詰るん

まえに行って託るよ︒誓うしのそばに立

うじに行って託るよ︒ちょっと落ち葉を

十三4210園

＋五7111園
がまいりましたよ︒﹂といって︑私を

十五711園になったのですよ︒そのペンをにぎっ
十五712園なれたペンですよ︒ああ︑満ぼうがい

＋五6812囹
んのおへやですよ︒あれをごらん︒﹂

なと思いましたよ︒あれがあれば︑ど

十三514

十五631囹
はあがりませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おじさ
十五651園ん︑早く歩いてよ︒﹂と命令した︒暑
十五685園︑満ぼうが來たよ︒﹂と︑家の人によ

﹁︿略﹀︒﹂

＋五7510囹
よくひきうけたよ︒﹂とささやかれた︒

十五723園︑﹁満ぼうですよ︒﹂と︑おばさんは

︵三︶

っしゃいましたよ︒﹂

にかざってあるよ︒ラファエルは︑ウ

十三555囹大きいのがあるよ︒﹂といって︑一ま
十三568囹

へんな進歩ですよ︒いまにもう失敗も

まででていたのよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂わたし

話がありましたよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

よくみたものだよ︒あのころは影絵も

早しい氣がするよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

いるように動くよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

人形だってあるよ︒一雄くんは︑人形

かずお

のかもしれないよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十三5910囹 なりっぽな絵だよ︒わたしが行ったと 十五761囹
は︑ひきうけたよ︒﹂といいたされた︒
十三601囹 ときがなかったよ︒﹂ぼくは︑それを
十五814
いだいなれよ︒平ぼんなれよ︒穿
十三616囹 したのはえらいよ︒こんなことを考え 十五815れよ︒平ぼんなれよ︒平ぼんにしていだ
十四185園 いさんに聞いたよ︒﹂といった︒する
十五816にしていだいなれよ︒空氣または日光の
うちむらかんぞう
内村鑑三
十四284囹くさん出てくるよ︒それから︑外曲語 十五818ごとく平ぼんなれよ︒
十四412里諺︒﹂一の人﹁友よ︑友よ︒この美しい 十五835園 ﹃幸福﹄どもだよ︒ どうもあんまりあ
十五839囹してはいけないよ︒ほんの形だけでも
の人﹁友よ︑友よ︒この美しい朝をむ

＋五8512園
わいことはないよ︒あいそのいい人た

は影絵もあったよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

かせたからですよ︒だから︑このかぼ

十四5311園あげたからですよ︒私は︑せっかく花 十五841囹わるくないんだよ︒﹂ミチル﹁なんてき

ってみるといいよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

十四583園なくて︑私ですよ︒そういうことを考 十五863圓けてはいけないよ︒でないと︑かんじ
十五866園んな︑あぶないよ︒おまえの雪持をく

十四605囹

むほうがもとだよ︒﹂と教えてくれま

とはいいませんよ︒あなたがたは︑ど

十五888園のはないのですよ︒﹂﹁はちきれそうな

十五886囹ものジャムですよ︒さて︑いちばんお

せるものがあるよ︒﹂芭蕉は︑えんが

十四5812諮れだって水ですよ︒あのかわききった 十五867圓くじいてしまうよ︒人というものは︑

十四798園

でいけるのですよ︒それから︑空から

ルイス生まれだよ︒﹂こう︑私がたた

十四9812囹

十四5811園

なく︑日本ですよ︒﹂と︑ことに﹁ジ

十四601平なかったのですよ︒だから︑あのかぼ 十五869園ならないものだよ︒ていねいに︑しか
と思ったんですよ︒だって︑おばさん

十五94圏

一ど︑三

⁝でもよかったよ︒みんなで心配して

うまよ人間のかさから耳を
少年たちよ︑野にはたらきて︑

夜となり
し

十五912園るといいのですよ︒﹂チルチル﹁なにを

ものがありますよ︒わたしたちの生活
＋五9012園

とってありますよ︒﹂チルチル﹁いいえ
＋五8911囹

り返して読んだよ︒電話番号が書いて

十五162悟得

がやく小さな星よ︑おまえはいったい
⁝⁝かまわないよ︒ぼくのがある︒な

行ってくださいよ⁝⁝ええ︑

て考える︑﹁人生よ︑長くそこにあれ︒

十四543園

は樂しいものだよ︒こうえんでも教室

十四412園

しみにしているよ⁝⁝おじさんやおば

なかったのですよ︒たぶん︑遠いとこ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
41414039387808076484846464544444443292521202019868683838080了5了1
3110878725873299419811121184119961010113
園配下園園 囹園囹園園園囹園圓囹囹園囹囹園園園園園園園園池園囹園

よ一よい
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藻さん︑ごらんよ︒みんなは︑テープ
十五925園
十五926囹すわりこんでるよ︒﹂光﹁呼び返しなさ

十五柵1園 はさびしかったよ︒ふたりとも︑おか

＋五鵬12囹 もかけなかったよ︒私︑きょう︑ここ

十五㎜6園 だ小さすぎますよ︒﹂チルチル﹁それか
＋五鵬12園 えているのですよ︒その﹃喜び﹄は︑

りはできませんよ︒さあ︑みんなで︑
＋五9310園

十五935園にも聞えませんよ︒﹂さとうおじよう

かくなるのですよ

うちにいると︑

で織ったのですよ︒おまえたちがほお
お金持なのですよ︒もう︑びんぼうな

物を着ているのよ︒けれど︑人間には

よ

一

よ

十五桝5

夜明け

よみ書きそろばん︒

くさ

かしの木よ︑母校よ︑ばんざい︒一草

︹課名︺2

四763 よ
よあけ

よあけ

﹇夜明﹈︵名︶7

くんでさきました︒

三495囲 よあけにぱあとまつき色︑つゆをふ

呂みあしよあし

なんとさわやかな夜明けだろう︒

﹁ああ︑聞える︑夜明けの音響が聞え

しらみかけてきました︒

よい

よあし

る︒﹂

＋五餌11囹 は同じことですよ︒私も下へ行くので

間がおしいのだよ︒なにしろ︑子ども
＋五9812囹

ことがなかったよ︒あの人は︑おまえ

十五備11園 てはなりませんよ︒でも︑おまえたち

十五柵6園 國にいるのですよ︒おかあさんに︑ふ
十五価7囹 りはありませんよ︒どんな子だって︑

＋五侶12園 家に帰るのですよ︒おまえたちがこの

五895嘉言

五895極言

五895圏國

五894圏圓

五894圏圓

五894裏話

あれは︑よいよいよい︑

これは︑ょいよいよい︒

へ む
これは︑よヘ しょヘしよし

これは︑よいよいよい︒

あれは︑ょいよいよい︒

へ
あれは︑よヘ しょヘしよし

へ
あれは︑よヘ しょヘしよし

︵感︶12 よい

＋三品11園 下へ行くのですよ︒小さな家に帰るの

十五㎜11園 くたちだけですよ︒ぼくたちは︑いつ

しているのですよ︒﹂母の愛﹁あの人︑

あれは︑よしょしよし

んな知っているよ﹂チルチル﹁なんて
＋五9511園

夜明け

七42 夜明けの風が流れてくる︒

夜明け⁝⁝⁝三十八

十五⁝⁝3園 中にありませんよ︒﹂チルチル﹁でも︑

九帽7 夜明けが近づいて︑東の空が︑ほんのりと

四

十五柵8囹
十五柵9囹
十五柑6園
十五皿5園
十五皿8園

十四384園

夜明けの足音︑しずかな夜明け︒

十四25 四

十五麗11圏 い喜びなんですよ︒それに︑おかあさ

十四3810園

十四381

十五943園なさい︒いまだよ︒﹂チルチルは︑﹁光

十五佃2囹 てしまうのですよ︒﹂チルチル﹁ああ︑
十五佃7園 たあとまであるよ︒でも︑ずっと色が
十五佃9園 流れだすようだよ︒ここでは︑うちに

夜明けの足音︑しずかな夜明け︒

とがますのですよ︒おまえがにっこり

十五9411園ころにいるのだよ︒ちがったように思

＋日照11圓 は同じことですよ︒まあ︑おまえ︑見

十四3810囹

夜明け

十五961囹さんいたものだよ︒それを︑﹃ふとつ
十五962囹にあわせたのだよ︒﹂チルチル﹁でもい
十五966園けられないのだよ︒﹂チルチル﹁小さな
十五967園て行って会おうよ︒﹂光﹁むだなことだ
十五968囹 ﹁むだなことだよ︒私たちに用のある

十五M3園 までそっくりだよ︒でも︑うちにいる

十四398囹

よあけ

＋五96！0囹 いるひまはないよ︒﹂小さな﹁幸福﹂

十五餌6園 ひまがないのだよ︒さあ︑これで︑お

十五951園とができるのだよ︒ダイヤモンドの光
十五952園の精を見るのだよ︒﹂﹁ばらの目ざめ﹂

十五973囹どもの幸福﹄だよ︒﹂チルチル﹁話をし
十五975囹の︒﹂光﹁まだだよ︒あれは︑歌を歌っ
十五976囹はできないのだよ︒﹂チルチルはねま
十五981囹ずっと多いのだよ︒﹂チルチル﹁どこに
十五983園ことはできないよ︒子どもの幸福とい
十五988園てもいけませんよ︒もう時間がないの

＋五欄12園 りにいるのですよ︒ぼくたちは︑あな

五898圏圏

あれは︑ょいよいよい︑

へ

五898単坐

これは︑よいよいよい︒

ヘ

くいらっしゃいよ︒﹃光﹄がとうとう

五898圃國

ヘ

りませんでしたよ︒あなた︑この私が

これは︑よいよいよい︒

よい ︽ーイ・ーウ・ーカッ・1

ヘ

十五備7園
十五柵1囹
十五柵4園
十五柵4園
十五術7園

五899圃國

これは︑よいよいよい︒

︑いらっしゃいよ︒みんな早くいらっ

＋五冊12園 だまっておいでよ︑いい子だから︒﹂

五899二世

十五棚3囹 た︒思い出したよ︒でも︑きみたちの
十五棚6囹 福のかしらですよ︒それから︑これは
十五川7園 幸福﹄どもですよ︒﹂チルチル﹁ぼくの
十五槻2圏 えているのですよ︒でも︑ぼくたちが
十五価5園 るゆかい﹄ですよ︒﹂せの高い︑美し

五899書聖
︒ 校門のかしの木よ︑母校よ︑ばんざい

よ・い．﹇良﹈︵形︶皿

十五伽8園 たちよ︑妹たちよ︒みんな元氣で︑こ
十五悩4

十五伽8園 かわいい弟たちよ︑妹たちよ︒みんな

十五塒8園 きな喜び﹄ですよ︒﹂チルチル﹁きみ︑
十五伽2囹 の兄弟にあったよ︒﹃ふとった幸福﹄
十五鵬4才 きな喜び﹄ですよ︒まあ︑どうあなた

843
よい
よい

よにんが

むきあって︑

なかよく

﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて

それからは︑みんなにこにこして︑友だ

みんななかよくさきそろい

であそぼうよ︒

五455圃

みんななかよくきらきらと︑しずかな空

のかざろうよ︒

五461圖
で光ろうよ︒

せめて︑おけの一つも︑もらってくれば
それ︑このとおり︑いせいよくのびるわ︑

よかったのに︒

五675囹
五923園
のびるわ︒

ああ︑よかった︒

なにかよいおりはないかと思っていたら︑

新しいことがあたまにうかんだので︑もう
そんなことはどうでもよくなってしまった︒

六八10

六鵬7

ておいて︑よかったね︒

六2611園夏のあいだに︑こんなにたきぎをあつめ

五958園

世界の花そ

五446團世界の友よ︑手をつなぎ︑なかよくとん

こしを ちのようになかよくなってきました︒

﹁しゅしゅしゅしゅ﹂を︑いっそうげん

﹁くりぬいて︑ふねをつくるがよい︒﹂

二713 いきおいよく走るきもち︒
三268

三469園

三331囹ぎょうぎよくむかいあっています︒
いるがよい︒﹂

三488園早く川の水でからだをあらって︑が
まのほをしいて︑その上にねるがよい︒
四334團男の子は︑それをはいて︑元氣よくか
けていってしまいました︒
四3910園 みんなよかった︒
いましめあって︑

六⁝⁝4園

それはよかったね︒

﹁よかった︑よかった︒﹂

﹁よかった︑よかった︒﹂

七291園

かるやかなしらべは︑朝の光のように旗持
七665

謡うさぎと7ひきの子うさぎは︑頭をそろ

よい天氣︒

よいぐあいに︑みんな元氣よくそだってい
るので︑安心しました︒

七997

えて︑なかよくにんじんをたべていました︒

七996

よく︑車中のすみからすみまで流れた︒

七419

氣よくにこつと︑私をみあげました︒

人ごみのうすぐらい中で︑さぶろうは︑元

四564 きず口もだんだんよくなり︑

七375

﹁ああ︑よかった︑よかった︒﹂
﹁ああ︑よかった︑よかった︒﹂

よ

四餌8園元氣になってよかったね︒
四切6 けしきにみとれながらあるいています

かったね︒

四梱2園 ちょうど ここを とおりかかって

なかよくあそびましょう︒

四815囲 星のきれいなこのよるを︑みんなで

四635園

四635園

四567園 ほんとによかったね︑かっちゃん︒

にあたりました︒

四476 あさの風は︑氣もちよく︑がんのむなげ 六佃4園

ぎょうぎよく空をとびました︒

四434 がんは︑ おたがいに

五256園

カロ・ーク・ーサ︾3こころよい・すべりよい
と︑どこからか︑よいにおいがしてきます︒
﹁のみちをいけば﹂のところは︑げんき 五244園 そう︑それはよかったね︒

﹁228

一4810

よくあるきました︒
かけました︒

S

二438 たろうはげんきよくあるきだします︒
一一

きよくいう︒

U8

八207

七998

いまが夏だということや︑よい天氣がつづ

みんな元氣よくそだっているので︑

王さまは︑ご病氣をなさって︿略﹀︑いく

いていることなどを知ります︒

八447

ら手をつくしても︑よくおなりになりません︒

八944 品種は︑あじのよい﹁農林1こう﹂という

よいお天氣で︑風もなくあつい日でした︒

のだそうです︒

八991

ちがよいと思いました︒

八㎜7 根が横へはるので︑惟いところのほうが育

ていきます︒

八川4 みんなで植えたなえが︑いきおいよく育つ

八鵬6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

協会では︑おおいそぎで︑その家をつばめ

かわきました︒

たちのためにぐあいよくっくりなおしました︒

九2010

九383團かれ枝ならば︑だれの山の木の枝でも︑

枝ぶりのよいかれ枝のたくさんついてい

おってよいことになっています︒

この色がよいとか︑こちらの色がよいと

る高い木をみつけると︑

九391團
九443團

天華のよい日は︑︿略﹀︑先生とみなさん

こちらの色がよいとかいって

かいってながめています︒

九468国

九444團

かねたいちろうどのと書いて︑こちらを

が︑ゆかいに遊んでいるだろうと思います︒

裁判所としますが︑ようございますか︒

九709園

九η5 やまねこは︑さけの頭でなくてまあよかっ

﹁︿略﹀︒﹂と書いてもいいといえばよかっ

たというふうに︑口早にぎょしゃにいいました︒
九754

もし︑手あたりしだいにやって︑ぐあい

たと︑いちろうはときどき思うのです︒

九809囹

よくなにかをほりあてたらいいが︑

九麗10園 なかなおりしたら︑よくなった︒

九813園 それがよさそうだね︒
九佃3 ふたり︑なかよくかたを組みながらさる︒
九掴7 まえの日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
スキーをするには︑ちょうどよかった︒
こえる︒

九価9 スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よくき
十106 そのあたりは︑フランスの國道にそった景
色のよいところですから︑

けあっていきたいと思います︒

十315 学校では︑組の友だちとなかよくして︑助

︿略﹀

このよい藝術を味わう

十425 眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の
みなさんも︑

深さのこともわかり︑
十646

ことを︑喜ぶだろうと思います︒
十6410 狂言は︑︿略﹀や︑すっぱぬきや︑ひやか
しなどで︑できているといってもよく︑

十一196 頼みにくると︑氣持よく︑物をわけて
元氣よくいった母親も︑︿略﹀︑夜になる

やったり︑お金をかしてやったりしました︒
十一2310

と︑ため息ばかりついてねむれません︒

きみがいれば︑きっとよくなるから︒

十一425圃 ことしも作はよいだろう︒
十一759囚團

十一7511園 どうかよくしたいものだ︒
たように思うといいました︒

十一779 医者は二どきてみて︑いくらかよくなつ

天氣のよかったこと︑山へいったこと︑

冷たい水がいきおいよく流れているあい

ともっとよくしたいと考えることができます︒

だに︑

十二3612
十二9011

名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ

移行をするのに︑方角がよいとかわるい

弟やいぬをつれていったこと︑

十三104
コ
ヘ へ
と
カヘしし

十三105

わるいといった方角へこして︑つこうの

よいといった方角へ移って困った人もあ

るいとかきめたり︑

十三106
れば︑

十三108

よくなった人もある︒

よいことやわるいこと︑︿略﹀ことは︑

がうまくいかないから︑また困る︒

十四299 日本は景色のよい國で︑花がたえずさい

ていたために︑

のは︑よくないことでした︒

十四313 世界全体を見わたすことをわすれていた

十四318 あなたがたの考えひとつで︑日本はよく

もわるくもなるのです︒

1ほんのたった一本のマッチで︑火をと

十四397 みんな氣持よく︑のびのびと深呼吸をす
る︒

十四9412

もすことができたならば︑どんなによかろうか︒

十五923 チルチルがふと見ると︑かれらはみんな

その歌を耳にしながら︑もっと下級生を

となかよくテーブルについて︑

かわいがっておけばよかったなと思った︒

十五伽7

よいしょ︑よいしょ︒﹂かけ声をかけな

七397園

六838園

四971園

﹁よいしょ︒﹂

ひきあげてみよう︒よいしょ

よいしょ︑よいしょ︒

がら︑みんなでかめをころがします︒

四971囹

もともとせまい︑小さな國ですのに︑そ よいしょ︵感︶4よいしょ

知識をもととして考えなければならない︒

十三1111

十三181

のもっともよい土地を失いました︒
親子の発見と努力によってもたらされた︑
よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

十三2312

第一︑ユートランドの氣候が︑そのよい
感化を受けました︒

十三242

﹇用﹈︵名︶9 用﹇▽ごよう

﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

﹁なんだい︑なんの用かね︒﹂

で︑べつに用もないようだが︑

十一67囹 いつもは︑いちばんびりにいるばかり

五694園
五733園
五763園
丁鵬6園

五6711圏 ﹁なんの用ですか︑おじいさん︒﹂

よう

ども︑はっきりしてきた︒

十427 しおの流れの早さや︑えさのよいわるいな

かた手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑と よいわるい ﹇良悪﹈︵名︶1 よいわるい
一つ一つがかがやく

きどき︑毛ぬきを学ぼうでいきおいよくしごく︒

十三2812

星がばらまかれて︑

美しさは︑なんといったらよかろう︒

十三3312

うん⁝⁝よかったなあ︒

O

その点はよいが︑すり
十三582聖王のあるのは︑

どうもよくな︑
し

赤いところが黒くなったりするので︑

よかったなあ⁝⁝

よかったね︒

うん︑うん⁝⁝でもよかったよ︒

十三409囚囚
40

43

43

十一7810 すこしよくなるかと思えば︑思いがけな

19910
園囹囹園
58

くまたわるくなったりで︑

すんだことをかえりみて︑聡悟はもつ

十ニー711囹 あなたの声もたいそうよくおなりでは
ありませんか︒
十ニー910囹

十十十十

よいしょ一よう

844

845
よう一よう

十二257 そとさえ寒くなければ︑ものかげへっれ
ていって︑用をたさせるようにしました︒

十五968囹私たちに用のあるものは︑どうせこつ
ちを通るのだから︒

十五餌5園 うちにいるとね︑あんまり用が多すぎ
﹇洋﹈皿Vたいへ い よ う

て︑ひまがないのだよ︒
よう

﹇様﹈

畢いいよう・しよう・たとえよう・もう

よう
しょう

一236
︒﹁けんさがあるようですね︒﹂﹁︿略﹀︒

こうからころげるようにはしってきま

あてて︑らっぱのようにしました︒﹁く

一233 りょうてをはねのようにうこかしまし

よう ﹇様﹈︵形状︶脳 ヨウ ようεさよう

一386

一一714 んととおくになるように︑小さくする︒

こくばんにつぎのようなことをおかき

三154園 ︑﹁おまえさんのようなおろかものは︑

三278 きって︑鳥のとぶように走るではあり
三286園 たりまえさ︒鳥のように早いふねだか

四734 つけて︑あそべるようにこしらえるこ

四527 ﾜいのもうふのようになって︑かっ
四565 ︑おいしくたべるようになりました︒﹁
四644 っちゃんが︑わびるようにちょこんとあ

三317園 十五だんあがるようになっています
三378囹

三408 なくてもたべたいようです︒かぜがふ

からだをつけるようにして︑ねてい

三356園 六年置が︑はこのようなものをこしら
三392 六 かえり道 海のような空で︑ひばり
三4810 らだはすぐもとのようになりました︒

四745うさん︒は一花のようにきれいな心︒
四753れ︒り一りんごのような赤いほお︒ぬ
四769一つめはのばさぬように︒ね

ねずみ

三814 すると︑色リボンのようなにじが空に

一一一776囹

三888 フ︒キイン︒こまのようにまわる︒まわ

どもがあそべるように︑光をあげに

一

四786 んぴつをなめないように︒て
てん
．四79右
7 と左とちがえぬように︒し一しもの
四881 ︑ちぢまっているようです︒ ちらちら
三937 もうせんをしいたようなしばふ︑みど
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つからすすがとぶように︑黒い︑こまか

略﹀︒﹂と︑本をよむようなひとりごとをい
︒ひわは︑感心したように︑いつまでもそ

う︑元山になったようですね︒﹂﹁︿略﹀︒

と︑ひわは︑もとのように元氣になって︑

﹁まだすこし早いようだ︒自分でえさを

わは自由にとべるようになりましたね︒

︑ひとりでとべるようになるまで︑かっ

ひなは︑みちがえるように元氣がでて︑だ

元氣がなく︑死んだようになっておちてい

︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけてよ

いものをたべないようにすること︑夜は

すべりだいをすべるように︑らくらくと流

がわきあがってくるようです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

かげぼうしが︑魚のようにおよいでいます

書きました︒つぎのような文が︑はりださ

かね︒女王さまのようなあるきかたも︑

うになり︑あるくようになって︑いまは

ようになり︑立つようになり︑あるくよ

りいたのが︑はうようになり︑立つよう

こきゅうしているようにみえますね︒﹂﹁

の中にういているようだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

は︑まだみていたいようでしたが︑やっと

かげんがわからないようです︒﹁︿略﹀︒﹂私

た︒﹁︿略﹀︒﹂というようにきこえた︒たち

のけしきです︒このような木が︑たおれて

された石炭が︑山のようにつまれています

これには︑きみのようないい子どものこ

こして︑友だちのようになかよくなって

めっこをしているようだったのに︑それ

いる︑ほそい糸のようなものはなんで

︒まるでゆめのようだ︒﹂かめ﹁りゅう

21971088645311109379983632621665773
園 囹園園
囹
園囹囹園学園
囹囹園 園

ｧ7 した︒また︑小人のようだったおひめさ
かぐやひめのいうようには︑だれもす

三鵬6囹 人たちは︑﹁光るようにうつくしいか
三価9

ｧ3 っとかんがえこむようになりました︒
ｧ9 ふじの山﹂というようになりました︒

四76 火事がおこらないように︑また︑わるい
四78 うきがはやらないように︑氣をつけて
四92 の町にはめこんだようです︒ここは︑町
四194囹しにはできないように︑文もあいて
四202 にきめて︑つぎのような文を書きまし
四255團んがそばにくるような氣がします︒
四256国
にすわっているようです︒わたくしは
四266国
は︑おひめさまのようですね︒﹂たみお
四315 といって︑つぎのような文を書きまし
四368 といって︑つぎのような話をしました
四415 きちんとそろえたようになってとんだ
四416 がってつりばりのようになったりしま
四418 ︑空をひっかけるようになりました︒

一451囹

三203

︵

三228 空のくもにとどくようになりました︒

四421なりました︒ゴムのようにのびることも

りょううでを車のようにうこかす︒

三257囹 は︑﹁日のあたるようにするには切る

四424 ありました︒どのように列のかたちを
四479 ︑やがて︑まつばのようなかたちになり
四494 石ころかなにかのようにおちていきま

二642

一一

一一

一一

五価5 りそのまねができるようになりました︒い
五鵬5 略﹀︒﹂と︑せきこむように︑さかんに鳴き

六45 や︑みたこともないような物が︑ごたごた
六611囹 だ自分だけがこのように小さくて︑なん

六95囹それでは︑自分のようなものでも︑役に

なから息がもれないようにして︑﹁ナ﹂︑﹁

なから声がでているような氣がする︒そこ

まっても発音できるような音は︑はなから

七528 いような︑すまないような氣持がした︒第

七528 が勝った︒うれしいような︑すまないよう

七478 ︒文章は︑心の鏡のようなものです︒心が

から声がぬけているようだ︒ねんのために

七707

七706

七602

︑遠いような︑近いような︑月明かりだ︒

やが深いから︑遠いような︑近いような︑

考え考え歩きまわるような︑大きなあり︒

七558 じりけのない宝石のようなものであります

しかさんとは︑風のように走りだしました

もうまかたも︑同じように︒ぬまの上を︑

﹁ダ﹂といっているようだ︒弟は︑こんな

切りかぶに︑つぎのようなことが︑赤いク

七713

vと︑われがねのような声をたてました

七7511園

さがしておいでのようだが

﹂甲﹁そ

七723 りをして︑子どものように︑からだまであ

とは︑渡しもりのようなものだ︒﹂しゅ
七106園
七126おのつるがまきつくように立ててある︑竹
七136冠﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このようなときの﹁手﹂は

七96園ラビアンナイトのように︑いろいろな話

七957 の方に︑わらが巣のようにふくらんでいて

七915 ぬれた草はやらないように注意しています

七885 じんをやったときのように︑喜んでたべま

七771 ﹂旅人は︑思いだすようなふうをして︑旅

まなはたらきをするように︑﹁手﹂という
七1310

六437 いく︒それをつつむようにして日がくれる

六棚8 とまいて︑動かないようにした︒これで︑

七914 く︑こくるいをやるようにして︑ぬれた草

山49 私のうちにかわれるようになったかといえ

八67 めしつぶもつっつくようになりました︒そ

八66 へもかたへもとまるようになったばかりか

八78 福を予言してくれるようです︒思わずおき

庭さきにい

八89 身︑津々のなまりのようなことばをもって

八95 ところはないというように

八99 もおくびょうもののようにも思えましょう

八1410 どある︑白いうじのようなようちゅうが︑

八175 ちぢをのむのと同じように︑しぜんにそな

八1610 のちぶさにすがったようなもので︑とりつ

七3911をメデシンボールのように送られていくう

七371らだがらくになったような氣がしました︒

八276

八2410

して︑なにかさがすようになさいました︒

にぎやかな音樂会のようになりました︒

八231 虫はぐっとそり返るようにして︑頭をうし

八179 よわよわしいうじのようなかたちをしてい

六七1

七412まみれたみつばちのようになって︑汽車で

六鵬7 かあさんをひっぱるようにして︑つれてき

六柵2 いうことばを︑そのようにいったことがあ

七419しらべは︑朝の光のように氣持よく︑車中

八333 さなりあって︑あのように︑ぼうっとした

六一3 発音ができなくなるような音は︑もともと

は︑﹁リイサン﹂のようだ︒さっきも︑﹁︿

七902 ︑ねこが顔をあらうように︑うさぎも︑ま

六499圏 了しいことがあるような︑ ああ︑さわ

六431 て︑町の上を列車のようにとぶつばめのむ

六529 いそぎでとんでいくようにもみえます︒﹁︿

てくる︒しおがひくように︑子どもたちが

いちどに花がさいたようだ︒あちこちのま

それこそかみなりのような声がひびきまし

〉。

六116 と︑いままで死んだようになっていたかい

六315しい風︒いねが波のようにゆれる︒2か

六1411 した︒木の葉は船のようになって︑ありの

六328 ︒糸の切れたたこのように︑空にすいこま
六366 ︑あっ︒﹂19おれるようにあたまを地につ
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七958 ︑その中に︑わたのようなふわふわした陰

六376 さきから︑雨だれのようななみだがこぼれ

1、
109

六568 して︑やっとつぎのようなものができあが 七146 ｪ﹀︒﹂﹁手にとるようによくわかる︒﹂
六577 ます︒みんなが喜ぶようなことを書きます 七158だの名まえに︑このような︑いろいろなつ
六605圃トガ七アルヨウナ五アアサ 七191園よ︒川に落ちないように︒﹂男の子三﹁こ
六666 を書くのです︒そのようにして︑どこまで 七224 いるよ︒﹂ささやくように︑はるお﹁にい
の︒﹂兄﹁かれないようにさ︒﹂はるお感
六696 れいに︑むだのないようにへんしゅうする 七246園
六796園 しょう︒息と同じように︑あなたがねむ 七247 ︒﹂はるお感心したように︑﹁︿略﹀︒﹂兄﹁
な自分でしらべるようにと︑おっしゃつ
六7911 たいへん近いもののように思われました︒ 七274園
輔車のチューブのようにふわふわした︑
六932園 海のこてんへいくようにと教えてくださ 七294園
七298囹れみのをきているようなものだと思った
六937囹 ここへよび集めるように︒﹂女﹁はい︒﹂
七319囹みどりをとかしたような︑美しい羽です
六⁝脚7 て︑ついそこにあるようにみえるではない
︑ さぶろうをかばうように両手をつっぱり
七355
七365うそぶじにつきますようにと︑ 心の中でい

六413 だから︑つむじ風のように︑列をつくった

2817811877

！、
111

108

！、
135

ノ、
！、

85
511

！、
13了

109

ノ、
139

一Lr
一■一
＿■＿
一層＿
一轟r
＿■一
一層＿
謄鳳閏
＿L．

！、
ノ、
141

七七

六佃5 とはなから声のでるような音にちがいない

「〈

よう一よう

846

八333うっとした銀の川のような光をはなってい

︑まずしいこじきのようななりをしました

八334な光をはなっているようにみえるのです︒
八398園
ら︑たしかにそのようになるでしょう︒
八463亡
ツをもらってくるように︒﹂と︑おいい

八三8 がねでみると︑毛のようなものがたくさん
八柳1 に︑日がよくあたるようにきちんとかけま
九610をあらわすのと同じように︑音の組みあわ

九824

九778

九763

物︑ただのわり石のような物などがたまつ

かまが︑おくれないように歩いていきまし

いって︑待っているようにとおっしゃった

九μ1 ややぶが︑けむりのようにぐらぐらゆれま

つくりあげると同じように︑ことばの組み

九84

九佃6 がきながら︑小鳥のようにおりてくる︒と

しい声で追いたてるように鳴きました︒﹁

も家のまえに立ったように顔をしかめて︑
︒まずしいこじきのようなものがきて︑に

︑まずしいこじきのようなものが︑おもて

たかぎの顔をみないようにして︑﹁︿略﹀︒﹂

あ︑あいこになるように︑もう一つなぐ

九5010

たきは︑またもとのようにふえをふきつづ

そこから水がふえのように鳴ってとびだし

十78 んの顔をのぞきこむようにしました︒こん

十54 音源がきこえてくるようだ︒どこからきこ

九戸4 らの花がとんでいくように︒くもは︑とん

九悌2 とが︑ゆめでもみるように思いだされてき

︑氣の晴れ晴れするような味だった︒﹁︿略

九517

さきは︑しゃもじのようなかたちだったの

どく曲がってやぎのようですし︑ことに︑

つきりと感じられるようになった︒﹁︿略﹀

十119

十1011

十1010

黄色い葉が︑毎日のように落ちました︒三

いました︒みあげるように高いプラタナス

九柵6 た︒風が思いだしたようにふいてくるので

九悩1

味わったこともないような︑ふしぎな味が

九562

九剛11

八674園︒人にふまれないように︑それからねこ
八694園ほかのものと同じようにおよぐし︑いや
八704風を受けた船のほのようにからだをふくら
八746木のあいだがら雲のようにたちのぼった︒
八783 ︑それを自分の子のようにかわいがった︒

九563

はなかなかうまいようでしたよ︒﹂とい
んで︑顔じゅう口のようにして︑にたにた

いまできたばかりのように︑
きれいにもり

八8210囹
いやなことをいうようだが︑それは︑い

九579園

八8510こおってしまわないように︑いつも足をつ

九5811

黄色なじんばおりのような物を着て︑みど

九688

九657

は︑なるほどというようにうなずいて︑そ

はちの巣をつついたようで︑わけがわから

十294

十188

かたか︑なぜ︑このようなあみかたをしな

ののきから︑たきのように落ちる雨水︒そ

十177囹 おまえたちに話すようなことばが︑思う
九694園

て︑頭のつぶれたようなやつが︑いちば

十1111おとうさんにくれるようになりました︒プ

チパチしおのはねるような音をききました

うさんのそばへくるようになりました︒ひ

九5911

九614

のほうから︑はりのようにほそい︑白いめ

岸には︑手ぬぐいのようなものをかぶった

にほそい︑白いめのようなものがでました

九624園

︑きたな︒ありのようにやってくる︒お

よく根をはって育つように︑小石をひろい

九621園

7

えが朝風にゆられるようになりました︒黄

まって︑むらのないようにまきました︒ひ

7

さを︑思いうかべるようにいいました︒フ

5

十142

8

十161

95

5

が日あたりがいいようだから︑そこんと

ノ＼

95

から︑水がきれないように氣をつけましょ

ノ、

96

八893園んでいこう︒私のようなみっともないも

九492

八846子は︑水の上を車のようにくるくるまわり
八855あの鳥のもっているような美しさをもった
八857こおってしまわないように︑水の中をおよ

九伽9

九伽8 いような︑すずしいような︑氣の晴れ晴れ

てきたかと思われるようにつめたかった︒

九㎜2 かっそうをしているようだ︒ふもとへきて

九㎜3 の方から追いたてるようにいわれた︒百五

九9911園

九954

のかけらがと思うような物ですが︑これ

九枷6

︑ただのわり石のようにみえる物もあり

九118波の音をきいているようであった︒つぎに
九128と降りしきっているような氣がした︒ただ
九165ら相談でもしているようにみえます︒まも
九181 ッパのつばめも同じように︑ヨーロッパの
九222は︑それから毎日のように︑アルプスをこ
九331国くにいれた油絵のように美しくかがやい
九347團 ︑ふといごぼうのようで︑たこの足のよ

九枷8 うまかった︒あまいような︑すずしいよう

すると︑おもちゃのように小さな汽車が︑

青い空がすきとおるようにすんでいる︒飛

九857囹

がきたとは知らないようでしたが︑なさけ

九347團うで︑たこの足のように一かぶから七本

︑まずしいこじきのようなものが家のまえ

みると︑みちがえるように︑まっすぐな︑

九3610国の実が︑こぼれたように雑草の中にあり

九二3 帰り道で︑父は次のような話をしてくれた

2
9
2
1
1

九859囹

6 3

九381国
雨の降ったあとのようにぬれています︒
九387国けて︑ひっかけるようにして︑下から力
九443團おばまで子どものように︑かきの葉を一
九453雪セドリック少年のように︑子どものころ
山454團とに注意を向けるようにといわれました

3
5
6

八641園
思いきってはいるようにしてやることが
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595857 八八八八八八八
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ノ、

97

6

ノ、
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な懐しい氣持になるようにできないもので

の中が明かるくなるように︑できないもの

めいわくをかけないようにしたいと考えま

ことをしらべていくような心がけを︑もち

うと思います︒このように︑なんでも︑そ

十一449

十一444

十一303

十一251囹

十一201

いて︑ささげ持つようにしながら︑席に

︑自分が呼ばれたような氣がしました︒

よに呼ばれているようです︒みんな読み

からうやまわれるようになりました︒

人︑わかれないようにしましょうね︒

て︑身代をもとのようにしたいものだと

歯ぎしりでもするように車・の音をたてて

さんに︑負けないように働きます︒日本

おとうさんと同じように︑ちぢうしをか

十一458

十一528

十一4910

十一493

のわる口をいわないようにしたいし︑自分

どうでもいいというような︑無責任な︑ひ

あることを︑ほこるようになりたいもので

たが︑佐吉のもえるような研究熱は︑どう

てんとうむしのように︑

みずすまし

車の中に︑つぎのようなひょう語がかか

機械は︑生きもののように動いていた︒か

十一626園

十一612

十一598囹

十一588

十一555圃

すると命を失うようなあぶないときで

いる︒おまえのようなよわ虫には︑ひ

な︑ぬれねずみのようになって家に帰っ

﹀︒﹂﹁やさしいようだが︑なかなかい

すらすらといえるようになった︒太郎は

十一554圃

十一541

てみた︒だが︑思うように動くものは︑な
︑國内につかわれるようになったが︑かれ

十一627囹

おかれない︒いまのようなぬのの織りかた
︑機械の力で動かすようにしたがった︒機

ざけり︑そのゆめのような考えをわらった

珠母貝の中に︑砂のような小さなものがい

ころへっれていくようにといいました︒

一つ一つは

ましとさえののしるようになった︒うめは

十一652

みずすましのように︑

思いどおりに取れるようになったので︑ひ

︑ふと思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂とい

︒中には︑死人のようにみえる者もあれ

十一681

十一664

びっくりでもしたように︑大きくみ円い

それこそ氣ちがいのようになって︑死亡を

十一682

いくらかわかったようでしたが︑くちび

︒また︑子どものようにうなっている者

︒少年のいたわるような声のひびきをき
きくと︑感謝するような色が︑そのひと
とのあいだうかぶようにみえました︒そ
いおうとでもするように︑すこしくちび
くらかよくなったように思うといいまし

了了

うかんだのをみたような氣がしました︒

ずになっていくようです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

病人はほっとしたようにみえました︒で

ることができるようになりました︒﹂﹁

り︑しっかりするようにとはげましたり

がすこしもないようにしたいのです︒

とうにおかしいようでしたけれど

しはまた︑あのような絵のぐがあれば

たくさんつけるようになりたいもので

はたらきといったようなあるふしぎなも

たものを思いだすような︑めばえてこよ

した︒私は︑どのようなおどろきとふし
︑さるの人まねのように指を動かすだけ

ろ白いいぬをかうようになりましたが︑

三足四足と歩けるようになりました︒あ

いっているというように︑すこしもゆだ

失敗もなくなるようにしてみせます︒
︒たいへんおそいようですが︑いざりだ

わたしに知らせるようになりました︒﹁︿

て︑用をたさせるようにしました︒はじ

ん︒早く︑いえるようにしてやりたいも

とかして早く歩くようにしてやりたいも

けれども︑思うようにいきません︒﹂﹁

手をにぎりしめたような氣がしました︒

﹁あなたと同じように︑いなかのかた

うとでもしているように︑いくどもいく

なければ飲まないようになりました︒ま

のがわかりかけるようにみえたことです

んで︑心を休めるような希望と︑胸をこ
︑胸をこおらせるような失望とのあいだ

をかたむけているようにみえたからです

で︑しっかりするようにと病人をはげま
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ともかく︑世にだすようになった︒この光

ので︑妹の氣のすむようにして︑つれてい

十一699

つくのもやっとのようでした︒﹁︿略﹀︒﹂

十一683
十一704

したが︑わかったようなようすはしませ

いぬは︑くしゃみのようなことをして︑﹁

かないので︑たべるように︑﹁オハナシシ

十一767

げて︑せなかをかくようなかっこうをしま

新しく成長していくように︑私も︑ここで

十一779

十一778な看護人をさがすようにみえました︒医

十一775

十一774

十﹇773

十一773

十一772かりかけでもしたようにみえました︒七

うしいどくで︑死ぬようなことになっては

べつに用もないようだが︑ボートの向

のくらしにも困るようになりました︒し

旅してきた旅人のような氣持のする日だ

われの心をあらうようにきこえる︒おり

は︑それをあいずのようにして︑ぬき足さ

へは︑顔も向けないようにしていました︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

で︑すべてをみるようになったからです

す︒よんでわかるように︑ケラーは︑め

いて︑学校にいくようになりました︒も

ふたりがひとりのようになって︑勉強を

ば﹂をとりかわすようになりました︒ケ

がはいっているように動くよ︒﹂﹁︿略

り鼻がてんぐのようにとびだすことも

別世界にいったような直しい氣がする

形がかたむかないように︑話すときは人

ない︒秋子も同じように︑﹁︿略﹀︒﹂と書

あきこ

をして︑おうむのようにとなえていたの
︑だれにでも同じようにわかり︑同じよ

うにわかり︑同じように通じる力をもつ
︿略﹀︒﹂

このようにまとまると︑だ

み手によくわかるようにくふうすること

くさんたべていたようです︒このほか魚

たべました︒このように︑古い時代のこ

スワーズパズルのようにならんだ文字が

面は︑生きもののように︑いろいろな表

とで︑日本はこのような心をとりいれて

んだん小さくなるような氣がします︒

どもたちのむれのように︒その︑まだ目

終りました︒このような歩みをたどって
に見えぬかすみのようにたなびいている
りとして︑ゆめのように︑眞理のように
のように︑眞理のように︑白雲をかたに
めしべにっかないようなくふうと︑いま
ま一つ︑よくっくようなくふうをして︑

ないことを︑知るようなものである︒知
とり去ってしまうようになれば︑日本の

えられない︒このように︑道理にあわな
西へまわっているように思われます︒こ
てもかたつかないようなことが︑目につ

28

29

29
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31

32

32

32

33

︑大きな毛ぬきのようなものを持ち︑か

﹂と︑あとをひくようなひびきがする︒

でんでんだいこのような︑ブリキのつづ

るやかな︑はずむような音をたてる︒ど
︑ジャッ﹂というように聞える︒これを

︑ゆめの中の声のように思われる︒春は

うと︑トンネルのようなホートンには︑

びきわたる︒このように︑いろいろなも
︑なんきんだまのような星がばらまかれ

だ美しいかざりのような氣持で︑れんを

のことばを味わうように︑︶生きて帰つ

十三427囹︒手紙がだせるようになったら︑いつ

34

十四183

そうして︑
つぎのようなことばはその一

んが︑
思いだしたように︑﹁︿略﹀︒﹂とい
みの林が見られるようになりました︒ダ
︑ついに︑今日のような平和國家をうち

十四293まってあるもののように聞えるかもしれ

十四278園からの日本語のように思われてきたの
十四287な重しみをもったような氣持になって︑
一本のトンネルのようになって︑どこま
ったところもないような︑このホートン
︑土でおだんごのようなものをこしらえ

十四321たがたに星を見るようにすすめましたが

十四298もっていなかったようです︒ですから︑
十四311國ででもあるかのように考えて︑世界全

ンが︑あみの目のように通じている︒ホ

十四207

O くぎへかけるようにしたほうがいい
十四103團
十四131団小さなめもりのようなものがついてい
十四153團おしてくださるようにといのっていま
十四158團さんのおすきなようになさってくださ
十四174團が︑目に見えるような氣がします︒ど

絵を目の前に見るようなようすをなさい

︑むすばれていくように︒七ある画

て老いても︑そのように︒そうでなけれ

表情がよく見えるようにすることも︑た
︒ああ︑ヨットのようだ︒ チューリッ

せなかを向けないように︑顔の表情がよ

りようすがわかるように︑くふうします

7826101093

顔や頭がみえないようにする︒3人

みると︑よくにたようなのが︑あちらこ

かれもかりにいくようになった︒その平

もう田畑を荒らすようなことはなくなつ

ない︒おおつなのようなたくましい根が

細い根が︑つなのようにからみあって︑
一つ

い︒糸のこは糸のように細く︑ひきまわ
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金星・木星などのような星は︑太陽のま
︑火星などと同じように︑太陽のまわり
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はは︑いぬの歯のようにとがって︑

あげたい︒下男のように住みこんであげ

りしました︒このようにして芭蕉につか

ふたりは子どものようにわらいました︒

雪にうずめられたようなしずかさでした

私がたたみかけるようにたずねたとき︑

ました︒火のでるようなはげしい試合が

もった生きもののようになって︑はねと

人たちは︑われるようなはく手をふたり

両選手はとぶ鳥のようにかけまわりまし
︑まほうつかいのようになって︑大きな
なおって︑電光のようなボールをうちだ
ばらく︑あらしのようなはく手をおしみ
それによくかなうようにしなくてはなら
ようすによくあうように︑氣をつけて話
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十四378くしゃくしゃするようなことがあったら

界にひきこまれるような氣がします︒ま
＋四3512

＋四4612り︑よみがえったような型持になりまし

十四459のまれてしまったように︑死のしずけさ
十四464 っともちがわないような歌いかたです︒
十四474くは︑自分と同じように︑船からなげだ
＋四4812が力をおとさないように︑寒さに氣を失

十四491ら手をはなさないように︑こうして元氣
十四501がおよいで行ったように︑やがて︑ 一そ
耳にひびいてくるように感じられるでは
＋四5010

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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に︑さきにいったようなもようが見える

れを追いでもするように︑とかく家庭教

家族は︑いつものように散歩に出ました

空の下に︑わらうようにそびえているの

少女の立っているようなけわしい山が︑

白い雲のわきたつように︑すべり出るま

おそばへ行くかのようにのぼって行った

さんは︑いつものように︑やさしく︑し

って︑大空の星のようにかがやくのを見

とができた︒雪のようにまつ白なぬのを

は︑かべがきぬのようにうすくなって︑

めを喜びむかえるようにおどりあがった

る大きなほのおのように思われた︒これ

を︑花かんむりのようにくまどつた︒け

らわされる︒どのような文章でも︑読む

て︑文章は︑どのようにも書きあらわさ

場面が発見されるように思われる︒たと

つたものだ︒このように︑二つの映画は

が︑どこで︑どのようにしてできたか︑

って︑よくわかるようにしくんだもので

なばあいに︑どのようなけっしょうにな

えるうちに︑あのような︑短くて調子の

数の九九と︑にたようなものだと思いま

ます︒これと同じようなことが︑山腹と

です︒これと同じような氣流のじゅんか

と畑とのさかいのようなところですと︑

がおこるかというようなことにも関係し

くわかっていないようです︒しかし︑そ

ちょうどさけめのようにたて横にやぶれ

のついた︑きりのようなものがひと皮か

11727652111012916298791107812625811989
三メートルもあるような羽をひろげた大

らしがふき起ったような音がしました︒

の腹をしめつけるようにしています︒だ

草の上へひれふすように︑思わずたおれ

だが下へ落ちないように︑その上帯をか
︑下の方へ落ちるように舞いおりて行き

後へひつくり返すようにするいきおいで

の重荷をふり落すように︑ある岩角のす

黒い点かなにかのようにしか見えなくな

ずんずん︑落ちるように︑下へ下へとお

からさがしているような氣持で︑少年は

3

出てくる英ゆうのように︑このたけだけ

白い下羽が︑綿のように一面にちりまし

きな風をまき起すようにして︑少年の周

のとなり︑今日のようになったといわれ

ほめたたえているようでした︒三文

の子を後にかばうようにして︑すこしあ

字は︑いまいったように︑はじめ︑事物

は︑空中をころぶように︑くるくる舞い

鳥の白い羽が雪のようにとびちりました

9

︑十キロもあるような大きなかぼちゃ
＋四5210園

十四537囹︑こぞんじないようですね︒それは︑
十四549園す︒みなさんのように︑明かるい地の
十四561園んや︑根さんのような︑特別なはたら
十四567囹ころがおすきなようですが︑そこへっ
十四571園がたがかれないようにしてあげたので
十四579囹としか考えないようですが︑もし︑私
十四589囹ずいぶんかたいようですが︑やっぱり
十四625く︑ふしぎもないようですが︑よく氣を
十四633ど雲やきりと同じようなものです︒この
十四637げの中に︑にじのような︑赤や青の色が
十四639見えるのと︑にたようなものです︒この
十四645んこまかいちりのようなものです︒千丁
十四648まいった︑ちりのようなものばかりがの
＋四6410りが廣がっているように見えるそうです

十四677 ようどたつまきのようなものになって︑
＋四6710きでおこるうずのようなもので︑もっと

十四701不規則なもようのようになって︑ゆるや

十四691たは︑いまいったようなばあいばかりで
十四694 つたく関係のないようなことがらが︑原
十四716水の流れと︑同じようなものになるわけ
十四728に︑その光が同じようにならず︑むらに
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つすことができるようになった︒あの有

﹂は﹁仁﹂というように︑漢字の全体を

は︑まえにいったように︑その大もとを

焼物がおすきのようですが︑あなたは

人々に親しまれるようになるであろう︒

に移って︑現在のような形になった︒ロ

がなはかたかなのように漢字の一部分を

﹁カ﹂などと書くようになった︒ひらが

らがなを作りだすようになった︒かたか

こともした︒このように︑日本では一つ

を﹁カイ﹂というようにもとの中國の発
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道をたどっていくようになった︒二子ン

園

たGしかし︑このような美術品を買い求

法が他にもれないように︑保護されてい

7

4

6

よう一よう

850

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
49 48 45 44 42 41 41 40 39 39 39 39 38 3了 36 36 33 32 31 30 30 30 29 28 28 27 2了 26 25 25 24 23

851
よう一よう

十五556 ︒そうしてつぎのように語った︒﹁まあ︑

十五554 畢中で費用が思うようにつかえないこと

十五521一 ド博士をたずねるようにとおっしゃった

十五497 術品を買い求めるようなものは︑ほとん

十五慨4

十五櫨4

から︑どういうように私を見なければ

十五備9園ちにいるときのように︑しごとをしな

十五備8囹

やった︒うれしいような︑樂しいような

十五価2囹

いような︑樂しいような︑悲しいような

三665園

三594囹

﹁どっちへ

﹁いや︑みずうみへおりようよ︒﹂

ぼく︑たろうだよう︒
二412囹

十五679 目からは︑たまのようななみだが流れ二

でようね︒﹂

ｧ8園﹁どれ︑ひとしごとしよう︒﹂

﹁わたしがはきだしてあげよう︒﹂
三717園

﹁なんだかつまんでみよう︒﹂
三7010園

たきへ

三695園﹁はじめにもりへ いって︑それから

いてみようよ︒﹂

ぼってみよう︒﹂

︒﹁まあ︑そのようなありさまで︑せ

いような︑悲しいような雪持をだいて︑

ら光が流れだすようだよ︒ここでは︑

十五557園
十五槻4

十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に

たろうだよう︒
二413囹
ぼくがたろうだよう︒
二414園
たろうだよう︒
二415園
ぼくがわるかったよう︒
二432園

いったらいいか︑風にき

十五558園 ねもむだになるようなわけだが︑それ

十五6311園 だ︒おじさんのようにきれいになった

わるかったよう︒
一一433囹

どうししや

十五572園 つももっているようだが︑その一つに よう ︵終助︶7 よう

十五7012園 くては見えないようにおなりになった

十五681 れでたたけというように︑しゅもくがそ

﹁はあい︑ここですよう︒﹂
一一706園

十五642 り︑すぐ︑小鳥のようにとびだした︒﹁︿

十五718 おばさんは︑昔のように私をひざにのせ

山柵2園 では︑つれていくのはやめよう︒

かぐやひめは︑ ﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三里7 天人がはごろもをきせようとすると︑

四214国ねこのわたくしは︑どのねずみをつ

ねぎもあげよう︒

きみのだいすきなきゅうりをあげよ

かまえようかと考えました︒

四271團

あしたのあさも︑またかけっこをし

四271團

ようね︒

四275團

十五802 つきあいができるようになったのは︑わ よう ︵助動︶鵬 よう ︽ヨウ︾
いそいででかけよう︒
一439囹
それでは︑わたしがかぞえてみよう︒
二309園
こんどは︑ぼくがかぞえてみよう︒
二312園

二508園 ﹁あげよう︒﹂
二703園よんでみよう︒
三125園 ﹁では︑わたしが はなしをしてみよ
う︒﹂

三1610囹
このはちをわたくしにとどけようと

しょうね︒

みんなで

しようではありませんか︒

四308團

なにか

おみまいを

﹁きょうも︑きのうとおなじじゅんば

四312團 わたくしは︑うちのにわにさいてい
るコスモスの花をあげようと思います︒

四474園

十五餌10 わんぱくこぞうのようなのが︑聞きとれ

それで︑

四276国林のむこうの一本道まで︑かけっこを

う︒

一一499 それから︑じろうは︑りんごをたべよう

十五8012 ずかしく思われるようになることをいの

十五822 でできた大畝間のようなものがあらわれ

十五881囹 で︑みんな魚のようにつんぼだし︑﹃

十五876囹 福﹄で︑なしのようなおなかをしてい
十五882囹 は︑こうもりのように目が見えない︒
十五9010囹 つたことはないようです︒というのは
十五916囹 はや目がまわるようだ︒﹂チルチル﹁そ

十五944 は︑﹁光﹂のいうように︑ダイヤモンド

三253囹この木を切ることにしよう︒
三287園
鳥のように早いふねだから︑はやとり

四514

四444園

という名を つけよう︒
三437囹きみの なかまと ぼくの なかまと︑

して︑手を ここまでのばしたのです︒

どっちが多いか︑ くらべてみょうではないか︒

十五9411園 だよ︒ちがったように思うのは目のせ

十五塒エ りして氣ちがいのようにはねまわります

三592園 ﹁ねえ︑大きな木のところまでの

四525囹

﹁きけんな ところを 早く はなれよ

するものはありません︒

だれも︑ばらばらになって︑にげようと

んめにして︑とぶことにしょうじゃないか︒﹂

﹁かっちゃんがそういうなら︑十五ば

んにならんでとぶことにしよう︒﹂

十五価6 ︑美しい︑天使のようなすがたをした者

十五 5園 ﹄の兄弟ぶんのようなものですからね

十五鵬8園 幸﹄そのもののように︑みじめなもの

十五佃10園 かしの神さまのような︑金ぴかの着物

と します︒

十五859園︑こっちを見たようだ︒﹂とうとう﹁

十五809 うがっていきますように︒そう思いなが

一一

よう一よう
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う︒﹂

よう︒

四613園あすのあさ︑出発しよう︒
四637園 ﹁さあ︑でかけよう︒﹂
四649園じゃあ︑かっちゃんは︑三ばんめに
し

りゅうぐうへ おつれしょうと

わからないことはしらべよう︒
四761わ
四987囹どうしょう︒
四992囹この人にうってあげようか︒
四993園うん︑そうしよう︒
四餌−o園 お礼に
思って︑ ここまでまいりました︒

四三10園 あまり長くなりますので︑もう︑おい
とましょうと思います︒
よう︒

四囲8園もってかえって︑うちのたからにし

ようと思います︒

四柵2園 もってかえって︑うちのたからにし

てあげよう︒

五388團 きみの受持の子どもたちに︑それを送っ

﹁かわいそうだもの︑ひろっていって︑

たをしてみせてあげよう︒

五888園 きょうは︑おにんぎょうのおもりのしか
五951園
かってみよう︒﹂

六301園
六303圓

六567

どうしょう︒
花のみつをわけてあげよう︒

私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど
﹁だるまさんのうたをつくって︑うたっ

もにげることはできません︒

六柵3 うさぎさんたちは︑もうにげようと思って

だ︒

六糊7囹おれが︑いまたべようとしていたところ

七134 ﹁いますこし︑手をいれてみよう︒﹂
七139 ﹁この手でやってみよう︒﹂
七167囹じゃあ︑でかけよう︒
七173囹さあ︑出発しよう︒・

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

ひきあげてみよう︒

六722囹

六837囹
のぼってみよう︒

どうしょう︒

てあげようか︒﹂

六889園

六843園

そのさかさまにみえるけしきを︑大きくし

六桝5囹

﹁そっちのあなと︑こっちのあなとつづ

﹁こんどは︑なにをしようか︒﹂

﹁あげよう︒﹂

﹁ここで︑かくれんぼしよう︒﹂

六㎜6園

さ︑はじめよう︒

なにかかげよう︒

六三4園決勝点は︑あの山のてっぺんにしよう︒

﹁さあ︑リレーにしよう︒﹂

そうじをしょうと思って︑首のところを

着物を着ようとなさいました︒

八572

しっかり目あてをみさだめて歩いてみよう︒

おすでなければいいが︑まあ︑かってお

よし︑あれを目じるしにしてやってみよう︒

九502園

とにかく︑もっといってみよう︒

まあ︑もうすこしいってみよう︒

けれども︑まあ︑もうすこしいってみよ
九528園

う︒

九516園

として︑

︑ハ0ー

ノ81子どもたちは︑あひるの子をつかまえよう

さをもったらなどと望むことができよう︒

八855 どうして︑あの鳥のもっているような美し

いてみよう︒

八791園

八574

けてみようと思って歩きだした︒

八564 ぼくは︑砂地の上にまっすぐな足あとをつ

八403

おいでになりました︒

八375 もっとたくさんこがねを集めようと願って

ようと考えて︑

八302 天帝は︑ひとっこの男のうでをためしてみ

持って︑かごの中へいれたら︑

七9210

﹁七3811園

のせわをしよう︒

七2310園
もう︑おさらいがすんだから︑あおむし

六三3

うさぎさんたちは︑おさるさんにみんなま

﹁作ってあげようか︒﹂

てみようと思って︑
六備2園

六襯2

﹁このくるみを持っていって︑山のてっ

つかさをあげようと︑話しあいました︒

六旧4園

﹁りすさんは︑くるみがだいすきだそう

ぺんでたべよう︒﹂

六三4園

六悩9囹

だから︑あげようか︒﹂

六偽7園
けようか︒﹂

﹁しよう︑しよう︒﹂

﹁つづけよう︒﹂

六搦11囹

六搦10園

﹁しよう︑しよう︒﹂

六搦8園

六楢11囹

う︒﹂

六二2

五953囹 ﹁すりえをこしらえて︑たべさせてみよ
六205園 さあ︑ひと休みしようではありませんか︒

新しいおにがきまって︑またはじめようと

六207囹 そうしよう︑そうしょう︒
六246囹 さあ︑おそくなるからでかけよう︒

六溜8圏

したとき︑

六266園 さ︑そろそろ夕ごはんにしようか︒

六燭2園

六208圏 そうしよう︑そうしよう︒

六267園 そうしよう︒

﹁なにかかげようじゃないか︒﹂

六285 まあ︑おねがいしてみよう︒

853
よう一よう

九539園 けれども︑まあ︑もうすこしいってみよ
う︒

自分たちも︑そっといってみようというこ

やっと歩きはじめました︒

十675
とになりました︒

十705園

十699囹

九815園 まず︑一メートルぐらいのはばで︑東西
に四五十メートルほってみることにしよう︒
﹁ふたを取ってみようか︒﹂

九827園 いっしょうけんめいやってみよう︒

十7310園あまりの申しわけなさに︑ふたりとも︑

丘の上の草にすわって︑いつまでも小鳥
どれ植えつけの用意をしょう︒

それをみようと︑父兄の人たちは︑自分
わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ
くちた草をとりのけようとすると︑大き

なえんまこおろぎが一びき頭をだしていた︒

十一一1412

て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十一876園

の席で立ちあがります︒

十一443

十一429圃

の鳴く声をきいていよう︒

十一1310

十一88園ぼくらですいせんしょうよ︒

命をすてておわびをしょうと考え︑

ひとつ︑たべてみようじゃないか︒

九835囹 ぼく︑先生におたずねしてみよう︒

九973 やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむすび
﹁ でも︑みてあげよう︒﹂

つけようとする︒
九撹11園

九価3園 さあ︑でかけよう︒

九翌1 くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば
ちのからだをしばりつけようとしました︒

早撃2 みつばちは︑そのつなをさけてにげようと
しましたが︑どうしても手足がうまく動きません︒

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

九襯10 くもは︑おなかがすいているのに氣がつき︑

めばえてこようとする心のはたらきと

からせようとなさいました︒

十一一375

走りよってかけらをひろいあげ︑それを

いったようなあるふしぎなものを感じました︒
十一一386

簡鈍な人形の作りかたを教えてあげよ

つぎあわせようとしましたがだめでした︒

﹁じゃあ︑おじさんも手傳ってあげよ

次にいくつかの例をあげてみよう︒

十二4810園
う︒

十一一566

十二733園
う︒﹂

十二738

子どもたちは︑小さな手をしゃくしにし

清水選手の試合を見物しようと︑方々の

て︑受けようとしますが︑

話すことばは︑その場その場にあらわれ

國の人々が︑そのコートを目がけて集まりました︒

十二8210
十一一906

ユートランドのあれ地と戦い︑これを豊

るその人の面影ということもできよう︒

それはそうとして︑ラファエルのかい

かな土地にしょうとする大計画をたてました︒

十三196

十三5811園

おかあさんとちょっとお話をしょうと

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒
思います︒

十四65團

十四1411国園自分としては︑力のかぎりおかあさ

天上の花を見ようとはしなかったのだろ

そうじがすんだら︑そのことについて

んを幸福にしておあげしよう︒

話をしよう︒

十四201囹
十四2910

みよう︒

両足をそろえて︑ぼろぼろの着物の下で

ちょっと考えてみただけでも︑このこと

ねらいのはずれようはずはありません︒

十五4210

私たちは︑この問題をもっとよく考えて

がすぐ理解されよう︒

十五3811

十五312

重ねて︑どうかして︑あたためようとした︒

十四948

なにかこしらえようとしていると︑

うという人もありますが︑
十二337 私は︑すぐこの指の遊びがおもしろく
また︑あみをかけようと考えました︒
十四396園深呼吸をしよう︒
なって︑それをまねようとしました︒
九棚6囹
﹁今夜は︑ばらのかげでねむることにし
十二3412 字をつづりながら︑二つとも同じ名であ 十四412園この美しい朝をむかえよう︒
ようかな︒﹂
十四413囹この光を全身にあびよう︒
ることを私にわからせようとなさいました︒
九宙9囹自分の命は︑つばめさんにあげよう︒
十2710 そののびかたや︑花のさきかたや︑実のな 十一一356 二つの人形が同じ名まえであることをわ 十四428圃なにがこようと︑平氣じゃないか︒
十四437圏なにがこようと︑勤評じゃないか︒
十四773
私が︑ 木を割ったり︑竹を割ったりして︑

りかたなどを︑たんねんにみようと思います︒

十301 そのもようが︑どんな軍位からなりたって

いるか︑それをさがしてみようと思います︒

十303 どうしてそんなことになったか︑そのわけ
をよく考えていってみようと思います︒
をたべようとしません︒

十516 いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパン
十522 ﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせよ
うとしたり︑

十523 でかけようといいだしたりしていましたが︑

ようい一ようす
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十五509圓

﹁よし︑どんなにお金に困っても︑ど

んなに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒﹂

十二2610

ようい

容易

ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑

村までいかなければなりませんでした︒

十三5411

書きあげた論文を持って︑その出版の用

しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒

事かたがた︑東部志州へ見学の旅にのぼった︒

十五526

十五5411．私がこの博物館をたずねたおもな用事は︑

養殖眞珠

あいさつを終って︑用事をきりだすと︑

︿略V自分の論文を出版してもらうことで︑

﹇容赦﹈︵名︶1 ようしゃ

十五552

ようしゃはならない︒

﹇養殖真珠﹈︵名︶2

ようしょく 3しんじゅがいようしょく

六梛5園

ようしゃ

ちゃぶ台をだして︑食事の用意などをし

ていると︑とりついてぐんぐんおしていって︑

﹇容易﹈︵形状︶5

のえて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒

十五5610罷業がはじめて会った日本人について話 十五619 おじさんとおばさんが外出の用意をとと
をしてあげようQ

おもいかっちゃんをかつぎながら空を
しかし︑弟の手をひいているので︑ひとあ
とりついたがさいご︑よういにそれからは

︽ーシ︾

﹁やっぱり容易じゃないのですね︒﹂

用意する

いそぐ用事だったので︑先生にだけお目
これからは︑用事これあるにつき︑

あるとき︑このだんなは︑用事で︑となり

ひ

﹇養殖真珠発明﹈

︵名︶

用心する ︽一

養殖眞珠発明の︑かがやかしい︑あなた

︵サ変︶ 1

火の用心︒

﹇用心﹈︵名︶1 用心

﹇用心﹈

ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

一だんあがるごとに︑あたりのよう

﹇様子﹈︵名︶42 ようす

三321園

ようす

して鳴きました︒

八534 そこの家のにわとりは︑用心ぶかい声をだ

︽ーイ︾

ようじんぶか・い ﹇用心深﹈ ︵形︶ 1 用心ぶかい

とだ︒

十668園

シ︾

ようじん・する

四7910

ようじん

の光明を太陽とするならば︑

十4612園

1 養殖眞珠発明

ようしょくしんじゅはつめい

くりかたを︑こまごまと話した︒

十462 エジソンのもとをたずねて︑養殖唱酬のつ

になる養殖眞珠は︑まがいものであるといった︒

十459 かつて︑パリーの眞珠商たちが︑幸吉の手

せみの子たちは︑たいへん生長がおそくて︑ ようしょくしんじゅ

十一一204園

よういに大きくなりません︒

八196

なれません︒

八1611

しすすむにも︑よういではありません︒

七389

とぶのは︑よういなことではありません︒

四522

十五5812 なお語り続けようとする博士をさえぎっ ようい
一言のもとにしりぞけよ

﹁満ぼう︑いいところへっれて行って

﹁ ︿略﹀︒﹂と︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ありし昔を語ろうとした︒
十五595

うとした︒

十五6112囹
あげるから︑さあ︑出かけよう︒﹂
んのすがたが消えうせよう︒

十五666 満ぼうの心から︑どうして新島のおじさ
﹁︿略﹀︒﹂と呼びかけようとしたが︑声

が出なかった︒

十五727

﹇用意﹈︵サ変︶1

﹁ようい︑どん︒﹂

﹁ようい︒﹂

六価4囚囹

テーブルには︑お茶が用意してあり︑くだ
馬食
﹁︿略﹀︒﹂と歌い︑子どもたちをとりま

﹇陽気﹈︵形状︶1

いて︑陽氣なおどりをします︒

十五994

ようき

ものが︑たくさんおさらにもつてあります︒

六2010

ようい・する

六慨6園

十五743 自分の子女は︑その性質がどんなにちようい ﹇用意﹈︵感︶2 ようい
がっていようとも︑かわいいことはみな同じで
てみよう︒

十五839園 ほんの形だけでも︑其間の方をさがし
十五佃10園 ほかの人たちはなにをしょうとしてい
るの︒

かえているのですよ︒

十五佃12園 いま來ようとする新しい﹃喜び﹄をむ
ようい ﹇用意﹈︵名︶8 ようい 用意

用事

この夏︑一ど︑用事でおばがそちらにで

﹇用事﹈︵名︶8

十662

明日出頭すべし︑と書いていいでしょうか︒

九714図譜園

にかかってすぐ帰りました︒

九4410国

かけるとき︑ぼくもついていったのでした︒

九448国

ようじ

三価8 そこで︑よういの車にのって︑しずかに ようざい ﹇Vけんちくようざい
天へのぼっていきました︒

四209因 さあ︑用意はいいですか︒
四579 すっかり用意ができると︑みはりばんの
﹁︿略﹀︒﹂と︑用意のふえが鳴った︒

がんたちもあつめました︒
七5011

すりするばかり︒

十一398囮 冬の用意もしだいに進み︑あとはもみ
十一429圃 どれ植えつけの用意をしよう︒

855
ようすい一ようちゅう

すがかわります︒

三㎜5 月がうつくしくなると︑かぐやひめの
ようすはいつそうかなしそうにみえました︒

四個8 天人のしおれた︑このようすをみて︑
ろとわかるだろう︒

五389国 そうすれば︑こちらのようすが︑いろい
七484 二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人
に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒
なにか︑こそこそささやきあう︒

七774 このようすを︑甲乙ふたりがみてとって︑
八325 天帝は︑このようすをごらんになって︑

八669園 あのうまく足をつかうようすや︑あのし
せいのいいのをみてもわかる︒
をみることにしました︒

八995 二とおりにして︑くきの数のふえるようす
八鵬2 朝︑花のようすをみにいきましたら︑まだ
さいていませんでした︒

九1210 そのうちかたによって︑︿略﹀にもなり︑
雪の降るようすにもなるのは︑ふしぎである︒

九487 そのめんどうだという裁判のようすなどを
考えて︑おそくまでねむれませんでした︒
九689 やまねこは︑︿略﹀︑いかにも氣どつたよう
すで︑しゅすの着物のえりを開いて︑

九932 やまだ︑さがし物のようすで地面をみなが
らでてくる︒

すででてくる︒

九937 しばらくすると︑たかぎもさがし物のよう
十284 動植物だけではなく︑雪のようすや︑星の
世界なども︑しらべていきたいと思います︒

いも

十一2510 金次郎は︑すこしもつかれたようすもな
く︑︿略﹀体格もりっぱになっていきました︒

十一374圏 さやまめ・とうきびよくみのり

﹁そうすれば︑おとうさんのようすも

もふとってくるようす︒

十一719園

病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑

なんとかわかるだろう︒﹂

十一768

少年は二こと三ことことばをはさんで︑

わかったようなようすはしませんでした︒

十一842

家族のようすを話そうとしましたが︑

十一8611園同じ年ぐらいのむすごがいるらしく︑
そのようすをみていたじゅんさが︑老人

自分のむすごだと思いこんでいるようすですよ︒
十ニー04

先生がかけらをいろりのかたすみにはき

のそばによってきて︑﹁︿略﹀︒﹂

十二3511

そのときのまわりのようすや︑ゆきがか

よせておいでになっているようすを感じましたが︑

十二882

話をするときには︑その場のようすによ

りや︑音声や身ぶりによって︑

十二893

つにかわったようすはなにもありませんが︑

十四834 ﹁雪國﹂は︑北國の人たちが雪と職って

いるようすを︑映画にしたものである︒

うす︑深い雪の中で生活している人々︑

十四836 雪が降りだしてから︑だんだんつもるよ

十四856 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

く︑しんせつなようすをしていた︒

十四柵2 おばあさんは︑いつものように︑やさし

十四伽3 けれども︑前よりはもっと重しそうなよ

うすをしていた︒

ようすを変えてしまったので︑

十五453 長いしきたりが︑明治になってすっかり

十五586 遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの

博士は︑そのことばの意味をときかねて

思い出にふけっていられるようすだった︒

いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑

十五7512

書くことは︑話すこととちがって︑その ようすい ﹇用水﹈︵名︶1 用水

くあうように︑氣をつけて話さなければならない︒

十二933

ようだい

九伽10囹私たちの村の用水も︑このまつ川からひ

﹇容体﹈︵名︶1

いてあるのだ︒

ようだい

﹇幼稚園﹈︵名︶3

ようちえん

﹇幼虫﹈︵名︶1 ようちゅう

ようち

ニミリほどある︑白いうじのようなよう

ちゅうが︑はいだして︑

八1410

ようちゅう

となしくこしかけています︒

十一437 ようち園の子どもたちは︑そのまえにお

十一433 ようち園の卒業式がありました︒

ていました︒

四318團むこうでようちえんの男の子がない

園

ようちえん

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく 十一801 ようだいがわるくなったにもかかわらず︑

﹁︿略﹀︒﹂で動いているようすがすぐわ

場のようすが相手にみえないから︑
十二944
かる︒

十三3812

声と動きだけで︑四人とそれぞれ話をし

るまわしながら︑平しそうなようす︒

十三452

そうして︑三郎くんのことばだけで︑

ているようすを︑見せなくてはなりません︒

十三458

目を細くして︑ありありとその絵を目の

すっかりようすがわかるように︑くふうします︒

十三577

いまいったようなばあいばかりでなく︑

前に見るようなようすをなさいました︒
十四692

はいっている湯は︑日かげで見ては︑べ

だいぶようすのちがったのもあります︒
十四6910

ようふく一よく
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ようふく ﹇洋服﹈︵名︶1 ようふく
養分

四718 ようふくとげた︒
﹇養分﹈︵名 ︶ 1 0

︹地名︺6

ヨーロッパ﹇Vきたヨーロッ

の戦っている岩角近くまで來ました︒

ヨーロッパ
パさん・みなみヨーロッパ

ヨーロッパの北の方ではんしょくしたもの

四585園

ぼく︑よきょうをするよ︒
それで︑よきょうに︑﹃︿略﹀︒﹄という

﹇欲﹈︵名︶1

よく

十四604囹ぼくは︑そんなよくのふかい︑身がっ

よく

﹇良﹈︵副︶血

よくOおりよく・しゅびよく

てなことはいいませんよ︒

よく

﹇575た
囹ろうさん︑よくいらっしゃいました︒
︻612た
園ろうさん︑よくこぞんじですね︒
一648園﹁まあ︑たろうさんのよくねている
こと︒﹂

二65園よくかんがえてごらんなさい︒

よくここまでのぼった︒

二73囹よくおもいっきましたね︒

@みると︑ わたくしの おじいさんに よく．

二395園

はんたかはものおぼえがわるく︑そのう

手わけして︑そのかたちや色をよくし

その声がよくひびきます︒

お星さん︑よく光るね︒

からです︒

四483

きみはよくなくね︒

よく木のかげからねらいうちをされる

ぼくはねえさんから︑よくうたをおしえ

けれども︑お手紙でよくわかります︒

この花がよくさく年は︑ほう年だといい
五422團

ですから︑花ばたけで︑よくいっしょに

こんなによくできたのは︑おかあさんの

ガラスもきれいになって︑そとのけしきが

五鵬1 よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

よくみえました︒

五812

力ではありませんよ︒

五6210囹

うたいました︒

五437国

てもらいました︒

五435團

ます︒

五405国

四櫨2 りょうしは︑そばへよって︑よくみます︒

四帯4園 よくわかりました︒

四佃5園

よくおいでくださいました︒

四269團

みましたね︒

四233団あのまどから︑にいさんとよく星を

四173

にはめこんだようです︒

三355園

アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな

ヨーロッパのアルプスの山々のうち︑
このヨーロッパの高い山の中の生活は︑
夜風

虫は︑すずしい夜風にあたるのが︑うれし

﹇夜風﹈︵名︶1

そうです︒

八2311

よかぜ

見るもの聞くものがことごとくめずらしく︑

十五2012

もっとも高い山の一つに︑

十五192

影絵しばいができている︒

十二466囹

四89よくみがいたまるいかがみを︑この町

らべることにしました︒

三196

え︑ものがよくいえませんでした︒

三114

にたかたでした︒

P0

の黒むかしにさかえた︑ギリシアの︑同じめんの

能は︑めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッパ

一一

藝術とくらべて︑研究されています︒

十6311

が︑︿略﹀︑遠くアフリカまでもいって︑

九18一

ますが︑ヨーロッパのつばめも同じように︑

十四5310囹 暑い日に照らされながら︑せっせと養 九1711 日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

ようぶん

分をこしらえて︑送ってあげたからですよ︒

十四541園 あれは︑私たちの養分をこしらえる力
をかまわずに︑

十四547園 さっき︑葉さんは養分のことをおっ
しゃいましたが︑

十四55！園 細い根をのばして︑水と養分とを吸い
とって︑夜も書も送ってあげるのは︑

十四562囹 根さんが︑せっかく吸ってくださった
地の中の水や養分でも︑

十四564園 日の光にあてたり︑空氣をお吸いに
なって︑養分におこしらえになったものでも︑

十四581園 さっき︑葉さんや根さんは︑養分のこ
とをいっていらっしゃいましたが︑
なくて︑私ですよ︒

十四582囹 それを養分につくるのは︑葉さんでは

十四515園

十四5810園 いまのお話の養分だって︑水にとけてよきょう ﹇余興﹈︵名︶2 よきょう
いるから︑根から実まで運んでいけるのですよ︒

用むき

話しあいをやってみたら︑

十四596園 さっきから問題になっている養分だっ
﹇用向﹈︵名︶1

て︑みんな私がわけてあげたのです︒
ようむき
てしまうからね︒
﹇漸﹈︵副︶3

ようやく

十五863園 でないと︑かんじんな用むきをわすれ
ようやく
みまわし︑

八764 なん時間もたってから︑ようやくあたりを

九351国小さなぼくたちの畑がようやくかいこん
されて︑

十五324 ようやく道を見つけて︑この鳥と少年と

T7
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よく一よく

りとなって︑半分しかひろげられません︒
した︒

五㎜5 さんちゃんは︑ひわによくいってきかせま
六191囹 なかなかよくあつたね︒
もあるよ︒

六193囹 こんなによくあうと︑たいこのうちがい
六538園 お月さまがずんずん動いていくのがよく
わかるよ︒

﹁こうするとよくわかるのね︒﹂

六546園 ほら︑よくわかるよ︒
六553囹

六685 それは︑むしめがねでよくみながら書いた

よく知っているね︒

八柵1 じょうぶに作ったいねかけに︑日がよくあ

八985

九153

九121

つばめが電線や物ほしざおに五六ばぐらい

よくきいていると︑たしかに風の音になる︒

かわきました︒

八㎜6 天氣のよい日に2日ぼしたら︑もみがよく

くとれました︒

八佃2 ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ

たるようにきちんとかけました︒

いねがよく根をはって育つように︑

七204園

とまっているちょうちょが︑どんなかっ

こうをして︑みつをすうか︑よくごらん︒

七214園

あおむしがさなぎになったところを言い

たのが︑よくできたって︒

七289園

このときは︑ぼくらのほうのボールが︑よ

くあいてにあたって︑

七5210

この人は︑私どものらくだのことについ

よく落ちるかきの実︒

七813園

七606

きょうはよくきてくださいました︒

足もとをよくみて︑氣をつけてね︒

ならんでとまっているのを︑よくみかけます︒
九401国書

て︑それはよく知っております︒

七826園ふたりのいうことは︑よくわかった︒

よくみつけたね︒

おかしいなと︑ふしぎに思ってよくみると︑

十366

橋のたもとの休み茶屋へは︑おとうさんも

フランスのいなかによくみかける︑赤いか

自分の身のまわりにあるものを︑よくしら

なぜ︑このようなあみかたをしなければな

どうしてそんなことになったか︑そのわけ

ためしてみると︑はたしてよく動いた︒

をよく考えていってみようと思います︒

十303

らなかったのか︑よく考えてみたいと思います︒

十295

べてみる心がまえを︑つくりたいと思います︒

十276

わら屋根の家が︑川の水にうつっていました︒

十144

よくいってこしかけました︒

十107

それは白いちょうちょでした︒

九餌7

てとっておきなさい︒

九838囹 あとでよくみてあげるから︑かごにいれ

九838囹

た貝つかです︒

九793園 ここが︑このあいだからよくお話してい

いたどんぐりで︑

よくみると︑これはみんな赤いズボンをは

九608園

よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよう
虫は︑小さいけれど︑親ぜみによくにて︑
目もよくはみえないらしいので︑ねこや︑

けれども︑それでは人の心がよくわかりま
そんなまずしいなりをしていても︑それで
﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ
よくみればきれいな子なのだ︒

まぶしいほど白い鳥で︑長くてよく曲がる

九618

よしょし︑よくわかった︒
よく晴れた日には︑とても元氣があります︒

七852園
七897

﹁まあ ︑ よ く で き た の ね ︒ ﹂

六711園

のです︒

六783圏 よく考えた︒

八553

も︑自分をよくむかえてくれる人があったら︑

八506

せん︒

八502

すずめにみつけられたらたいへんです︒

八214

ほそいとがった口をもっています︒

八166

にふくらんでいて︑

七956

うさぎも︑まえ足で︑耳や顔をなでていました︒

よくみていたら︑ねこが顔をあらうように︑

まあ︑よくみえるね︒

七902

六鵬10園

六掴1囹 さかさまでも︑よくみえるでしょう︒

六佃1 ぼくは︑五十音というものは︑一年生のと
きにならったからよく知っているが︑

六M7 あげてみると︑なかなかよくあがりました︒
六網7 だれのたこよりもよくあがりました︒
﹁ よ く ひっぱるな︒﹂

六掴9囹 やあ︑よくあがる︒
六価6園

六柵7 のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの
﹁まあ︑ よ く で き ま し た ね ︒ ﹂

りができました︒
六伽2園

七138 それとよくにたつかいかたで︑﹁まいの手﹂

八671園

かりました︒

八842

といったり︑﹁︿略﹀︒﹂とかいったりします︒

七146 ﹁手にとるようによくわかる︒﹂

土をあまり深くほると︑根が下へのびすぎ
て︑あとでなえがよくとれないそうです︒

八964

首をもっていた︒

七172園 よくおぼえていたね︒

七172囹 風のない日は︑ちょうちょがよくでるの
だったね︒

七184園 よくみのってから︑油をとるんだからね︒

よく一よく
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十369囹︺

﹁ よ くやった︒﹂

十4912 そのときのいきさつを知っている私には︑
このことばの意味がよくわかります︒

じろう

よくかわかしてから︑絵のぐで︑顔をか

よくのりをつけてはりかためる︒

十二514
傳説を廣く全國で調べてみると︑よくに

いたり頭の毛をぬる︒

一代二代はいい人で︑よくさかえたが︑
﹁こんなに降るのによくきたな︒﹂

三代めの長者は︑︿略﹀わがままをしはじめた︒

十二596

たようなのが︑あちらこちらで発見される︒

十6411 それをみていると︑世の中のうらおもてが︑ 十一一564
よ・くわかります︒

が︑現われます︒

十652 狂言には︑よく︑太郎かじゃと次郎かじゃ
十二7510囹

﹁よく る す を す る の だ ぞ ︒ ﹂

十664園

十二788

ことばのわけをよくききわけて︑それに
相手の人のいっていることばをよくきき

その場のようすによくあうように︑氣を
前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば
ひとりがってんでなく︑読み手によくわ
文を書くときには︑よく手をいれること
それは︑もようもごくかんたんで︑形も

これをみても︑平和を愛した古代の人た

かふんがめしべにっかないようなくふう
かふんがめしべにつくときはよくみのる
が︑つかないときはみのらないことを︑

十三98

と︑いま一つ︑よくっくようなくふうをして︑

十三97

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒

十二槻2

たいへんよくまとまっています︒

十二欄11

もできるし︑なんども書きなおすことができる︒

十二938

かるようにくふうすることがたいせつである︒

十二936

を選び︑

十二935

つけて話さなければならない︒

十二893

わけ︑のみこまなければならない︒

十二8812

よくかなうようにしなくてはならない︒

十二887

ばのわけをよくききわけて︑

簡軍なことばでも︑相手の人のいうこと

すと︑どこかしら日本人らしいところもあるので︑

かわいい少年だったので︑よくみていま

十一89園 きみは︑ぼくらの心持をよく知ってい
る︒

ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒

十﹇811囹 ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな． 十二886
十一199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働
けませんでした︒

家の手つだいをしてよく働きました︒

いも

十一206 だから︑金次郎は︑子どものときから︑

十一373圏 さやまめ・とうきびよくみのり
もふとってくるようす︒

によくひびく︒

十一378圃 こずえをかけるもずの音も︑すむ秋空
十一477 みんなちぢうしで︑ぼくによくなれてい
た︒

十一708園 よくみてください︒

十一889 チチロは︑いよいよよくせわをして︑
ちょっとのまも︑目を病人からはなしませんでし
た︒

よくきいてみると︑

十ニー811園 みんな自分たちのなかまだなと思って

十二462囹 文樂よりもっと古くからあったし︑お
じさんの子どものころ︑よくみたものだよ︒
十二512 日本紙を細長く切って︑ 一まい一まいに

十二4910 ほかのはよくもんでのばしておく︒

シュレスウィヒとホルスタインという︑

作物のよくできる二州をとられました︒

十三1710

の地質や地味を研究しましたが︑

十三194 みぞをほったりするときに︑よく︑國土

両種のもみは︑たがいにならんで生長し︑

前には︑よくしげつた森林がありました︒

十三202 ユートランドの平野には︑八百年あまり
十三2110

トンネルのようなホートンには︑それが︑

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

ふしぎなほどよくひびきわたる︒

十三321一

顔の表情がよく見えるようにすることも︑

たいせつなことです︒

十三4510

十三575園

おけのそこにかいたという小さな絵だ

十三551園ああ︑よく來たね︒

ぼくには︑よくわかりませんが︑︿略﹀︑

が︑じつによくかけている︒
十三578園

いかにも︑おかあさんの喜びという心

いかにもおかあさんらしいと思うのです︒

キリストのおかあさんという感じが︑

持が︑よく出ているね︒

十三5711園
十三598囹

ぼくには︑そのうまさがよくわからな

よく出ているんじゃないでしょうか︒

ふるさとにのこした母へ送ったつぎの手

いけれど︒

十三6010園

十四61

よく説明しておもらいになるといいと

紙の中にもよくうかがわれます︒

思います︒

音樂の時間によくつかう︑︿略﹀︑そのほ

十四107国
十四268

また︑図画工作の時間によくいう︑デッ

か︑コーラスとか︑ソナタとかいうことばは︑

外來語辞典というものもあるから︑そ

サンとか︑モデルとか︑バックとかいうことばも︑

十四2611

十四286園

859
よくじつ一よこ

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十四482 こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ
くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒
いろいろのこまかいことが目につき︑

十四625 よく氣をつけて見ていると︑だんだんに︑

映画的手法によって︑よくわかるように

まことにきれいな形をしていること︑

十四8410

私たちは︑この問題をもっとよく考えて

しくんだものであった︒

みよう︒

十五4210

て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

＋五泉−o園 おまえたちは︑おかあさんをよく覚え

におちつけて︑ よくごらんなさい︒

十五柵3囹 まあ︑よくごらんなさい︒
十五柵5園 あなたの二つの目をたましいのどん底

すもの︒

＋五価−o園 ぼくたちは︑よくいっしょに遊ぶので

います︒

十四6411 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯 十五501園よくわかりました︒
十五591園新島のおじさんなら︑ 私はよく知って
が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

十四651 しめきったへやで︑人の動きまわらない
ときだと︑ことによくわかります︒

十四659 これがまた︑よく見ていると︑なかなか
おもしろいものです︒

十四6610 これとよくにたうずで︑もっと大きなの
が︑庭の上などにできることがあります︒

十四673 土のしめっているところへ日光があたっ
て︑そこから白い湯げがたつことがよくあります︒

そうしてよく日いってみると︑頼んだ品
﹇四口﹈︵名︶1

よくち

ふたくちくえども死にもせず︑みく
ち︑よくち︑ぶすはくえども︑死なれもせず︒

十746図幽國

よくち

物がちゃんとそろってならんでいた︒

十一一6110

十四673 そういうときに︑よく氣をつけて見てい よくじつ ﹇翌日﹈︵名︶1 よく日
てごらんなさい︒

十四6812 こうしたらい雨のばあいとは︑よほどよ
くにたものと思ってさしつかえありません︒
つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒

十四695 おたがいによくにたものであるという一

だ︒

よけい

よくもあんなに雪のたねがあるもの
よけい

よけいなことばは︑ちりほどもあってはな
それを知ってから︑よけいにピオがすきに
よけいなおせっかいさ︒

すこしも休まず働くので︑かえって︑お
となよりもよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十一218

九959園

なりました︒

八811

りません︒

七558

﹇余計﹈︵形状︶5

四953

十四6911 それを日なたへ持ちだして︑じかに日光 よくも ﹇善﹈︵副︶1 よくも
をあて︑茶わんのそこをよく見てごらんなさい︒
十四705 これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑
もっとよく︑あざやかに見えます︒
よく見てごらんなさい︒

十四707 夕ごはんのおぜんの上でもやれますから︑

十四715 よく理科の本などにある︑︿略﹀ときの
水の流れと︑同じようなものになるわけです︒
十四7311 もようがなんであるかということは︑ま
だ︑あまりよくわかっていないようです︒
十四842 ただ一ひらの雪ではあるが︑よく見ると︑

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

けいあたためられるので︑

十四757

その山のふもとには︑大きな木がし

﹇避﹈︵下一︶1 よける ︽ーケ︾

四483

よ・ける

﹇予言﹈︵サ変︶1 予言する ︽ーシ︾

げっているので︑そこをよけてとびました︒
よげん・する

です︒

﹇横﹈︵名︶20 よこ

横■たてよこ

八78 まるで︑一日の幸福を予言してくれるよう
よこ

それで︑どこかのおばあさんのよこのと

二547 おかあさんのよこに︑三人が立ちます︒

はたらくときはよこになり︑休むときは立

ころに︑もたれかかっていると︑

五235園
六656

上を向くと︑私のよこのわかい男の人が︑

つものはなあに︒

ひとりの男が︑いまにもごろりと横になろ

︿略﹀︑両方の手でまどわくをおしています︒

七379

八491

かもめが目について︑それに氣をとられて︑

うとしているところでした︒

八569
八724

あひるの子は︑このあしの中で︑横になつ

あひるの子は︑ここで一晩横になった︒

わきみをしたあたりが横にそれている︒

八729

そこで︑つかれきって横になっていた︒

て休みたいと思った︒

八876

ひばりが歌いだしたとき︑あひるの子は︑

ぬまの草むらの中で横になっていた︒

八882

ちがよいと思いました︒

八欄6 根が横へはるので︑窪いところのほうが育

九欄8 くもはからだを小さくまるめて︑ころっと

すると︑さっきの黒いいぬが︑ごろんと︑

横になりました︒

地べたに横になってねそべっていました︒

十531

よこいと一よし

860

十二497 古はがきを横にまいて︑ひとさし指のふ
とさのつつを作り︑のりでとめる︒

十四649 横からすかして見ると︑ちょうど︑けむ
りが廣がっているように見えるそうです︒

十四675 湯げは︑︿略﹀︑つめたい風がふきこむた
びに︑横になびいては︑また︑たちのぼります︒

十四782 はじめにまん中になたをいれても︑きっ
と︑とちゅうから横の方へそれてしまって︑

を横に一本引いたり︑二本引いたりした︒

十五368 数という形のないものを表わすのに︑線
十五369 線を横に引いて︑﹁・﹂をその線のうえ
においたり︑したにおいたりして表わした︒
十五8810 チルチル︑すこし横の方に立っているひ
﹇横糸﹈︵名︶2

横糸

とりの﹁幸福﹂を指さして︑
よこいと

十346 はじめに目をつけたのは︑ぬのを織るとき︑
たて糸のあいだをぬっていく横糸であった︒

十346 横糸はおさによって︑右から左︑左から右
﹇横顔﹈︵名︶1

横顔

へといききするのであるが︑
よこがお

十195 先生の横顔︒

よこぎ・る﹇横切﹈︵五︶5よこぎる横ぎる
︽ーッ・ール︾

ぎっていってしまいました︒

光のおをひいた︒

八926

六三4

それから︑よこ骨︒

まげるのですから︑めんどうでした︒

六㎜4 よこ骨はまっすぐではなく︑上へ弓なりに

みよこさんが︑左のかたからはなれて︑

﹇横道﹈︵名︶1 よこ道

﹇横目﹈︵名︶1 横目

を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

九567 その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口

よこめ

麦ばたけのよこ道をかえりました︒

三423

よこみち

おかあさんのところへ走っていって︑も

よこ・す﹇寄越﹈︵五︶3よこす︽ーシ︾

長男にいくらかのお金を持たせ︑父親の

らってきたパンやおかしをなげてよこした︒
十一6412

︽ーサ・ース︾

おかあさんがよこしたんです︒

看病のために︑ナポリへよこしたのでした︒
十一708囹
よごす

﹁よごさずにかわいがってください︒﹂

﹇汚﹈︵四五︶2

七545

よこだき

よこだき

﹇横﹈︵五︶2

よこたわる

ぼくはよこだきに受けとめた︒

﹇横抱﹈︵名︶1

よこたわ・る

ピンセットや︑小さなつちや︑さまざまの

︽ーッ・ーリ︾

できごとの多かったこの日もくれて︑小

﹇横﹈︵名︶1

﹇横取﹈

横づけ

横っちょ

︵サ変︶

1

よこどりする

よこどりすると︑ゆるさないそ︒
﹇横骨﹈︵名︶3

よこ骨

骨は︑たて骨とよこ骨の二本です︒

七112

よごれていないほうが氣持がいいので︑

﹁手がよごれていますよ︒﹂
十二258

ゆうべは︑ぬまのきしの︑よしのきれい

﹇葦﹈︵名︶1 よし

︿略﹀︑わたしに知らせるようになりました︒

よし

にしげつたところで︑ねむったのでした︒

四439

よし

日々の苦労に︑よし心配がたえなくと

﹇縦﹈︵副︶1

十四435圃

よし

︵感︶11 ようし よし

も︑くちびるに歌をもて︒
よし

﹁よし︑よし︒﹂がんは︑おたがいにい

﹁よし︑ぼくがさがしてくる︒﹂

穴齪1囹

﹁よし︑やろう︒﹂

よし︑じゃあ︑あいこになるように︑も

﹁よし︑早く馬車のしたくをしろ︒﹂

よし︑あれを目じるしにしてやってみよう︒

九佃8囹

﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

う一つなぐってやる︒

九9910囹

九734囹

八573

らわせてみせるぞと思ったが︑

六柵8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ

四598園

自動車は︑やがてこう外のすばらしい家 四432園 ﹁よし︑よし︒﹂

ましめあって︑ぎょうぎよく空をとびました︒

げんかんに出て︑横づけにしてあった 四432園

﹇横付﹈︵名︶2

六川7園

︽iスル︾

よこどり・する

十五鵬10園なぜ横っちょを向いたままでいるの︒

よこっちょ

のげんかんに横づけになった︒

十五7210

りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこみ︑

十五601

よこづけ

さなベッドに横たわりながら︑

十二391

道具も︑おなじ台の上によこたわっている︒

六55

横たわる

とも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒

十五165図書野にはたらきて︑土ぼこり顔よごす よご・れる ﹇汚﹈︵下一︶2 よごれる ︽ レ︾

三939

よご・す

八281 馬車はふたたび走りだして︑草原をよこ

の花畑を横ぎる︒

十236 自轄車に乗った中学生が︑ふたりつれでな
十四881 ぽつりぽつりとしるした足あとが︑廣野
を横ぎる心すじの道となる︒

六佃9

よこぼね

十四9010 二台の荷馬車が來たので︑それをさけるよこはま 呂とうきようよこはまかん
ために︑急いで道を横ぎったときに︑

十四993 その星が落ちるとき︑空を横ぎって長い

861
よし一よそ

べつてよろしい︒﹂

十一94囹 そういわれて︑自信をもって︑よしや
ろうということができたら︑うれしい︒

十五508園 ﹁よし︑どんなにお金に困っても︑ど
﹇良﹈︵形︶2

よし

︽ーキ︾与なかよし・な

んなに苦しんでも︑この赤絵の技術を続けよう︒﹂
よ・し

かよしこよし
十二7611図圃 きみ火をたけよきものみせん雪まろ
げ

十五121m凶團 ほととぎす鳴くに首あげガラス戸の
﹇四時﹈︵名︶1

四時

とのもを見ればよきつくよなり
よじ

十三396園 あいたいな︑早く⁝⁝はい︑四時ね︒
よしお ︹人名︺4 よしお

﹁︿略﹀︒﹂と︑よしおがいいました︒

げふみをして遊んでいました︒
六521

よしおとみちこが﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

四152園

よ・せる

︵下一︶

1 よせかける ︽一

もうよしましよう︒

﹇寄掛﹈

少年が女の子を後にかばうようにして︑

﹇寄﹈︵下一︶4 よせる ︽ーセ︾←うちよ

すこしあとずさって︑岩角へ身をよせかけたとき︑

十五3010

ケ︾

よせか・ける

十五餌8園

﹁みんな︑しずかに一よしきりがな 十707園 それだけはよしてくれ︒
よしこさん

よしこさんのかいたことば︒

︹人名︺6
﹁よしこさんは︒﹂

よしこさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑へんなこえ

くから︒﹂

一335

よしこさん
一363囹

一一81

まことさんよしこさんはととまと

せる・おしよせる・はきよせる・ひきよせる

よし子ちゃん

十431

七642

そのうえ︑ふたたび︑赤しおがよせてきた︒

しずかに波がよせている︒

さぶろうは︑だんだん頭を私によせ︑

汽車がゆれるたびに︑前後からおされて︑

七352

︹人名︺1

よしこさんのは︑﹃いろはにほ﹄しかな

よしこさんまことさんみちこさん

でいったので︑みんなわらいました︒

一一165
一一202
一一223園
いのに︑

よしこちゃん

ですよ︒﹂

三768園

よじれる

︽ーレ︾

︽ーシ・ース・ーセ・ーソ︾

お日さまは︑よその國の子どもがあ

﹁よその子どもたちがわたしのお日

そべるように︑光をあげにいくのです︒

受けとりをもらって帰ってくるとちゅう︑

さまをとってしまうのはいや︒﹂

三783園
五2811囹

朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

よその人からもらったんです︒

すぐにみつけられた︒

八784

父は︑佐吉の心をいれかえさせるために︑

よその人には︑なんのことか︑おそらくわ

からないでしょうが︑

十4910

佐吉をよその大工の家にあずけてしまった︒

十338

いくん

﹁よその國の子どもたちに光をあげ

﹁じゃあ︑お日さまはよその國でな

﹁丘をこえてね︑よその國へ

﹂十5810 おとなりのよし子ちゃんと︑なお子ちゃん 十449 さいわいに︑赤しおもよせてこなかった︒
に︑三たばずつあげました︒
よそ ﹇余所﹈︵名︶13 よそ

﹁おい︑よしたまえ︒﹂

三769園
︵感︶3

九882園

よしょし

﹇振﹈︵下一︶1

のこぎりのはは︑いぬの歯のようにと
よす

るのですよ︒﹂

三771囹
よじる

よしょし︒

よしょし︑よくわかった︒

三775園

五291園一よしょし︒
七852園

︽ーッ︾

﹇振﹈︵五︶1

十五632囹
よじ・る

よじ・れる

十一一675

︵五︶7

がって︑一つおきに右と左にすこしよじれて︑
﹇止﹈

四465園わがままはもうよすがいいよ︒
九882園 ﹁よせったら︒﹂
九887園よせよ︑たかぎくん︒
九894囹よせよ︒
九棚2囹 きみ︑もうよそうよ︒

よ・す

にをするの︒﹂

よしょし

六513 ふみおと︑よしおと︑みちこの三人が︑か よしたま・う ﹇重氏﹈︵五︶1 よしたまう ︽ーエ︾

六542

いあつているのをききながら︑

六551 よしおが大きな声をだしました︒
よしおくん ︹人名︺1 よしおくん

﹁ よ しきた︒﹂

右と左によじっておかないと︑

六533囹 よしおくんはお月さまが走っていると 十一一6710 のこぎりのはは︑いつもやすりをかけて
いったね︒

四519囹

﹁よいしょ︒﹂﹁よしきた︒﹂﹁それっ︒﹂

よしきた ︵感︶4 よしきた
七397囹

と︑送ってくれました︒

十678園 せんすであおいで︑風を向こうへやって
くれ︒﹂﹁よしきた︒ ﹂

よしきり

十一95囹 けれども︑ぼくにはなかなか︑よしき
﹇葦切﹈︵名︶1

たとはいえない︒

よしきり

よそめ一よにんめ

862

十525 五六歩いったかと思うと︑よそのおばさん
妹は︑︿略﹀︑よその家の門の中へ︑はいつ

が︑あかちゃんをおんぶして︑そばを通りました︒
十528
ていこうとします︒

よそ目

︹人名︺1

もすぎました︒

よっちゃんたち

よっちゃんたち

よっつ

四つ﹇▽みっつよっ

よっちゃんたちの話し声がする︒

﹇四﹈︵名︶8

七601
よっつ
ひとつ︑ ふたつ︑みっつ︑よっつ︑
一112囹
ひとつ︑ ふたつ︑みっつ︑よっつ︑
一116園

ヨット

ひとりは男の子で八つ︑ひとりは女の子
私は︑そのときちょうど四つのいたずら
ヨット

ああ︑ヨットのようだ︒

︵名︶一

ざかりであった︒

十五609

で四つになるかわいい子どもたちでした︒

十五206

て︑あとは︑十文字の小さな木ぎれをはさんで︑

＋四7812はじめ︑うらのほうをかるく四つに割っ

五876園 ﹁おかしいわ︒目が四つもあっちゃ︒﹂

たよ︒

三449囹＝つ︑ 二つ︑三つ︑四つ︑五つ︒﹂
五873園わしは︑ 三つも四つもあるかと思ってい

十一2310 母親も︑子どもをよそへやってから︑夜 つ
になると︑ため息ばかりついてねむれません︒
十四804 自分たちの祖先が発見したのではなく︑
﹇余所目﹈︵名︶1

よその民族から教えられて︑
よそめ
係がなさそうですが︑

十四328 よそ目には︑星と人間とは︑たいして関
夜空

ほi星のきれいな夜空︒

﹇夜空﹈︵名︶4

四747

よそら

六439 青黒い夜空に大きな三日月さま︒

七92 星のちらばった青い夜空は︑子どものクレ
ヨン画と同じだ︒

十三3311 青みがかった明かるい夜空に︑なんきん
だまのような星がばらまかれて︑

十三466

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

夜つゆ

十一893

夜中

おとうさんが

夜なが

その晩︑少年は夜どおしそばについて︑

よなか

目をあけると︑

﹇夜中﹈︵名︶4

病人をみまもっていました︒

よなか

そばにたっていました︒

一434 よなかに

かるくなりました︒

一一而5 夜中になって︑︿略﹀ほど︑あたりがあ

りきっているつばめたちを運んできました︒

九206 自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ

むきあって︑ なかよく

よにんはもたれあって︑ぐうぐうとねて

こしを

いただいた童話の本に︑人形が夜中に

集まっておどりだす話がありましたよ︒

十二438囹

よにんが

﹇四人﹈︵名︶10 よにん 四人

よにんめ

四人の子どもが︑

一びきのかめをとり

﹁どんなことがあっても︑親子四人︑

そのお金は多くはありませんでしたが︑

舞台に出ている人は︑四人の人と話をし

ところが︑この四人の声は︑見ている人

声と動きだけで︑四人とそれぞれ話をし

﹇四人目﹈︵名︶2

四人め

ているようすを︑見せなくてはなりません︒

十三451

には聞えません︒

十三4412

ているわけです︒

十三4410

四人が生きていくにはじゅうぶんでした︒

十一257

わかれないようにしましょうね︒﹂

十一251囹

は︑みなかごの中にいれておきました︒

九861 四人が話しあってしらべ︑へんだと思う物

まいて︑あそんでいます

四965

四963でる人うらしまたろう子ども四人

しまいました︒

一516

かけました︒

一4810

よにん

どのがんもどのがんも︑夜つゆでから

﹇夜露﹈︵名︶4

山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ
夜つゆがおりてきた︒

くもが︑月の光にちらりちらりと光りなが
ら落ちてくる夜つゆをみていると︑

九衛8

七107

がおりる︒

五44

だがびっしょりぬれていました︒

四6010

よつゆ

十五8410園私よりよっぽど大きい︒

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

九651園

十四976 ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子 よっぽど ﹇余程﹈︵副︶2 よっぽど

よたよた ︵副︶1 よたよた
の方へずっとよってくるではないか︒
よちよち ︵副︶2 よちよち

十213 そのあとから︑小さな子どもが︑よちよち
と歩いてくる︒

四つ

みをとりあげると︑よちよちと立ちあがりました︒

十二283 民ちゃんはうれしそうにいって︑その包
﹇四﹈︵名︶1

十二柵3 四つに組んだ大ずもう︒

よつ

がつよっか
四日め

よっか nVくがつよっか・じゆうにがつよっか・はち
﹇四日目﹈︵名︶1

十一789 そうして︑二日めも︑三日めも︑四日め よどおし ﹇夜通﹈︵名︶1 夜どおし

よっかめ

863
よねん一よびだす

二3510囹四人めのめくらは︑耳にさわって︑

﹇四年﹈︵名︶2

四年

ぱに世の中をわたることができない︒

十三108

いったり︑

同じ名まえの人も世の中には多いが︑

七3910 三人め︑四人めと︑高いところをメデシン 十一一一911 むかしは︑星を見て世の中がみだれると
ボールのように送られていくうちに︑
よねん

四年生

十三122

理由のないことを信ずる迷信は︑今日︑

これからのちも︑新しいものが世の中に

この世の中には︑まだ幸福がのこって

世の中にどれほど害をなしているかしれない︒

十四92国
いる︑

十四256
できてくると︑

十五834囹あれがこの世の中でいちばんふとった

よぴあっ・める ﹇呼集﹈︵下一︶1 よび集める ︽一
メル︾

に︒

六937園魚どもを︑みんなここへよび集めるよう

十五927囹 呼び返し．なさい︒

る ︽ーイ︾

これはよびかけです︒

よびかける

﹇呼掛﹈︵名︶1 よびかけ

二612

﹇呼掛﹈︵下一︶7

よびかけ

よびかけ・る

かめがよびかけても︑うらしまは︑︿略﹀

かける ︽ーケ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑にこやかにわらいながら

﹁︿略﹀︒﹂と︑汽車によびかけた︒

ので︑氣がつきません︒

四鵬1
八586

十五6410

﹁︿略﹀︒﹂と︑家の人によびかけながら︑

私によびかけた︒
十五686

その口もとがほころんで声さわやかに

おもわずとびこんだ私をだきしめた︒

十五694

おばさんはふたたび呼びかけた︒

﹁︿略﹀︒﹂とよびかけそうであった︒

十五724

﹁︿略﹀︒﹂と呼びかけようとしたが︑声

が出なかった︒

十五727

鳴りものをつかわないで︑呼び声でやつ

﹇呼声﹈︵名︶2 呼び声

あろうと︑

十三3210

たとえ︑鳴りものであろうと︑呼び声で

て來る者もある︒

十三3111

よびこえ

十四8211図挙世の中は︑三日見ぬまのさくらかな︒

この世の中には︑人が思うよりもっと

だれの目にも見える﹃幸福﹄どもだよ︒

十五964園

なにが幸福といって︑これほどの幸福

たくさん︑幸福はあるのだから︒

十五㎜3園

は︑世の中にありませんよ︒
四ばん

五544園それより︑ほら︑もっともっと高いとこ
ろに︑四ばん星上亦い星︒

呼び

二597園 四年の人たちも︑五年の人たちも︑六 十三118 もとより世の中には︑科学的研究によっ よびかえしなさ・る ﹇呼返﹈︵五︶1 呼び返しなさ
年の人たちも︑そのまえの人たちも︑
ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑
十405 しかも︑核をさしいれてから︑三珠になる
﹇四年生﹈︵名︶6

までには︑少くとも四年はかかる︒
よねんせい

﹁四年生というのは︑小学校の四年生だ

九585園 四年生だってあんなには書けないでしょ

七623 四年生の樂しさよ︒
う︒

ろう︒﹂

九587園

﹁いいえ︑大学の四年生ですよ︒﹂

九587囹 小学校の四年生だろう︒
九5810園

だしてください︒

四年め

十一一977 四年生のとき習った貝つかのことを思い
﹇四年目﹈︵名︶1

十4410

よねんめ

﹇四番﹈︵名︶2

三ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた
ち強い男の子だ︒

十一佃5園

ばんをこぐんだ︒

十一58園ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四

海水の温度に大きなかわりかたもなく︑四 よばん

年めになった︒

よのなか ﹇世中﹈︵名︶16世の中
世の中の人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

まいにちまいばんあつまってきて︑

三鵬5

足はなさそうである︒

六69園世の中の役にたつのに︑どれもこれも不 よばんぼし ﹇四番星﹈︵名︶1 四ばん星
八482園 世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒

四ばんめ

ガリレオを呼びだし︑その説を人に教え

十三1512

ガリレオは︑ローマに呼びだされて︑

てはならない︑といいました︒

十三158

朝︑いってみたら︑右から四ばんめのへや よびだ・す ﹇呼出﹈︵五︶2 呼びだす ︽ーサ・ーシ︾

﹇四番目﹈︵名︶2

野うさぎの生まれた︑右から四ばんめのへ
やに︑黒い小さな虫が︑たくさんいました︒

七938

に︑子うさぎが4ひき生まれていました︒

七933

九454團子どものころから︑世の中のことに注意 よばんめ
を向けるようにといわれました︒

よくわかります︒

十6411 それをみていると︑世の中のうらおもてが︑

十二698 あつみと廣さがなかったら︑正しくりっ

よびたてる一よみあげる

864

︿略﹀︑人にも説いてはならぬといわれました︒

五751

それから一週間もたったころ︑おばあさん

は︑おじいさんをよんでいいました︒

呼びなれる ︽

ありさん︑ありさん︒﹂よばれても︑あり

六9310園

﹁それでは︑たいをちょっとここへよん

魚どもをよんでまいりました︒

できてくれないか︒﹂

六961園

十三406園

しんじ
はい︑眞ちゃん⁝⁝眞二を呼んでいた

だきたいのです⁝⁝はい︒

少年は︑ときどき大きな声をだして人々

アフリカのエジプトには︑そうした絵文

﹁︿略V︒﹂とよんだつもりで︑私はかね

きっと︑おまえさんたちを︑ごちそう

﹃大きな喜び﹄を呼びにやりましょう︒

夜ふけ

ほかの﹁大きな喜び﹂たちを呼ぶ︒

もう夜ふけですよ︒

﹇夜更﹈︵名︶1

九鴇7園

よふけ

十五帽3

十五似9園

によぼうというのだろう︒

十五861囹

をカーンとたたいた︒

十五683

字とよばれるものがあった︒

十五3510

を呼んだり︑

それは︑海陸風とよばれているもので︑

十四333 この一むれの星を︑ふつう太陽系とよん

おじいさんは金のさかなをよびました︒

呼びたてる ︽一

五761

1

でいます︒

︵下一︶

十四763

﹇呼立﹈

テ︾

﹁︿略﹀︒﹂とよびながら︑走ってきました︒

よびた・てる

五857

1

﹁︿略﹀︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざ

みんなあわてて︑口々によんで︑元素づけ

の上にとび乗ったり︑

八610

八1110

るやら︑くすりをのませるやら︑

十五2612

十五897囹 あのとおり︑さわぎやどもが︑おまえ
びながら︑ひとりの子どもがきます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑うたのようにふしをつけてよ

呼び

五865

さんがたを呼びたてているでしょう︒
よびと・める ﹇呼止﹈︵下一︶2 よびとめる
五㎜5

かごの中のひわは︑なかまをよびました︒

六222

︽ーメ︾

とめる

︵下一︶

︽ーバ．ービ．一

たちは氣がつきません︒

九532 いちろうは︑すぐ手まねきして︑それをよ
び と め て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とたずねました︒

十89 道でおとうさんを呼びとめて︑︿略﹀︑おと
﹇呼慣﹈

うさんにわけてくれる少女もありました︒
よびな・れる

呼ぶ

十一9211 五日のあいだ呼びなれていた名が︑しぜ

レ︾

よぶ

んと口にのぼってきました︒
37

﹁︿略﹀︒﹂と呼ぶ声︒

︵五︶

＋2510

﹇呼﹈

ブ・ーボ・ーン︾

よ・ぶ

かれを氣ちがいとよび︑．やましとさえのの よべ ﹇昨夜﹈︵名︶1 よべ
十一422囲 よべの大雪まだ降りやまぬ︒

私は︑自分が呼ばれたような氣がしまし

総代の名が︑ひときわ高く呼ばれました︒

そこへいくと︑こおろぎさんよりよほ

茶わんの湯と︑︿略﹀とは︑よほどよく

四763 よtよみ書きそろばん︒

﹇読﹈︵名︶1 よみ

にたものと思ってさしつかえありません︒

十四6812

どいいのです︒

十ニー98園

かさがへっていた︒

九榴10

子どもと父兄と︑いっしょに呼ばれてい よほど ﹇余程﹈︵副︶3 よほど
ここまでくると︑でんりゅう川もよほど水
十一447

た︒

十一651

かと思っているうち︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑名をなんと呼ぼうよみ

看護人を呼んで︑

門ばんは︑その手紙をひと目みてから︑

十一449

るようです︒

十一444

しるようになった︒

十418

みみを

一4410 かくせいきがよんでいます︒
一4610 おじいさんが︑ やっぱりながい
ふりふり︑わたくしたちをよびました︒

二545 こういつて︑いちろうをよびます︒
﹁それほどきれいなのなら︑こてんに

二703園 よんでみよう︒
三二3園
よびたい︒﹂

五679おじいさんが金のさかなをよびますと︑す
ぐ で て き て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とききました︒

よいできてききました︒

五692 おじいさんが金のさかなをよびますと︑お 十一9210

のさかながおよいできました︒

おへやに呼んで︑

つの人形をくださいました︒

ゲ︾

五708 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金 十二332 先生は︑お着きになったあくる朝︑私を よみあ・げる ﹇読上﹈ ︵下一︶ 2 読みあげる ︽一

のさかなは︑﹁︿略 V ︒ ﹂ と た ず ね ま し た ︒

いて來る︒

うをいただくことになりました︒

五732 おじいさんが金のさかなをよびますと︑金 十三3112 朝早く︑大きな声で呼びながら︑ふれ歩 十一445 みんな読みあげられてから︑おめんじょ

865
よみおわる一よむ

十五737 つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ
﹇ 読 終﹈︵五︶1

読み終る

︽ール︾

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒
よみおわ・る

﹇ 蘇 ﹈︵五︶1

よみがえる

︽ーッ︾

十三402読み終ると︑また電話口に行き︑電話を
かける︒

よみがえ・る

︹課名︺2 よみかき

りました︒

＋四4612
すっかり︑よみがえったような氣持にな
よみかき

一28七よみかき⁝⁝⁝十五
︹題名︺1 よみかき

一151七 よみかき
よみかき

読みかた

﹁よみかき﹂ のところを︑ふと思いだしました︒

六718はるえは︑まえに﹁こくご﹂でならった
﹇読方﹈︵名︶5

十五381﹁海﹂を﹁カイ﹂というようにもとの中

よみかた

國の発音にしたがった読みかたをしたが︑
を﹁音﹂といい︑

十五385 中國の発音にもとづいた漢字の読みかた
十五386 日本のことばによる読みかたを訓という︒
とおりの性質のちがった読みかたがある︒

十五388 たいていの漢字には︑この音と訓のふた
十五3810 ﹁上・下・生﹂などの読みかたをちょっ
﹇夜店﹈︵名︶1

夜店

と考えてみただけでも︑︿略﹀理解されよう︒
よみせ

﹇読続﹈︵下一︶1

読み続ける

︽一

八55 ひとりの小鳥屋が︑夜店をひろげていまし
た︒

ケ︾

よみつづ・ける

読み手

十一292 これを油にかえて︑本を読み続けました︒
﹇読手﹈︵名︶3

十二936 ひとりがってんでなく︑読み手によくわ

よみて

かるようにくふうすることがたいせつである︒
こんな短い文であるが︑読み手によって︑

︽ーリ︾

いったん読まれてしまうと︑読み手の思

︿略﹀ちがったことを心の中に思いうかべる︒

十二959
十二9511
いでや心持にとかされて︑
読みとる

よみなおす

︽ーシ︾

むかしからすぐれた人たちは︑星の光の

﹇読取﹈︵五︶1

十四365

よみと・る

﹇読直﹈︵五︶1

中からふかい思想を読みとりました︒
よみなお・す

よむ

︽ーム︾

47

よむ

読む

︽ーマ・ーミ・一

じをよむときには︑くちをつかいます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑へんな声でさえずつて︑さ

上からよんでも下からよんでも︑

七304囹

七293園

七292園

いま︑にいさんに日記をよんでもらって

よんでちょうだい︒

よんでみましょうか︒

いたところよ︒

二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人

七4610 駅の名も美しくよまれた︒

に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒

七483

鳴きかたがちがうと︑本でよんだためです︒

八84 同じ日本の中でも︑土地土地でほおじろの

﹁小公子﹂をよんでもらいました︒

﹁ことばの愛﹂のつぎの一節を読んでいる

ひとりの子どもが︑立って本を読んでいる︒

﹁ことばの愛﹂を読んでいる声が︑きこえ

十196

十二946

ひとりの生徒が︑席にすわったまま︑点字

その一まいめをめくって︑くり返しくり

金次郎は︑それを読むとうれしくなり︑

いつもその本を手からはなさず︑くり返

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは︑

ある日︑リビングストンが木かげで書物

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

このようにまとまると︑だれでも読んで︑

で︑そのうえつんぼでした︒

十二399

を読んでいました︒

十ニー110

いつも本を読んでいた︒

十一4711

しくり返し︑大声で読みながら歩きました︒

十一2611

いっしんに勉強がしたくなりました︒

十一269

返し読んでみると︑

十一266

を読んでいるQ

十198

声がきこえる︒

十194

てくる︒

十193

九451国

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

みんなは︑もう一ど︑かずこさんの文を 九73 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

﹇詠﹈︵五︶1

よみなおしましたQ

四345
よ・む

ごくささいな感情をひろいあげて︑一首
︵五︶

の歌をよむのも︑同じ心の現われであろう︒

十四865
﹇読﹈

一152

おかあさんが︑いすにこしかけて︑本を

だれがよむでしょう︒

ム・ーモ・ーン︾δおよみあげる

よ・む

二522

一178

あとで︑できた作文を︑ひとりびとりよ

よんでいらっしゃいます︒
みました︒

三308

四667

四667 上からよんでも下からよんでも︑おな
じになることばを考えだすあそびです︒
五欄11

本をよむようなひとりごとをいいました︒

んちゃんの本をよむ声をまねます︒

五価1

ハーモニカのまねや︑さんちゃんの本をよ
むまねなどを︑つぎからつぎへときかせました︒

甲皮6

きしもとくんが︑弟のはるおくんと︑ふた
りで︑本をよんでいる︒

七219

よめ一より

866

すぐにそのわけがわかる︒

よめ

■およめ

四伽5

本もよめます︒

十二947 ところがこれを読んだ人々の心には︑め よ・める ﹇読﹈︵下一︶1 よめる ︽ーメ︾
いめいちがったものが思いだされてくる︒

われて︑

十三611

そのさかんな春のきざしは︑よもにあら

十二9511 いったん読まれてしまうと︑読み手の思よも ﹇四方﹈︵名︶1 よも
﹁かいたいず﹂と読みます︒

いでや心持にとかされて︑
十一一麗10

よりδもとより

﹁日のあたるようにするには切るよ

︵格助︶60

る︒

おじいさんが︑

三513囲

や

だれよりも

はやく山に

山より高いものはなに︒

五779

こうしていつまでも︑ここにいるよりし

かおよりも大きな花です︒

それよりも︑︿略﹀みんなに話して︑びっ

こがねよりもたいせつであったからです︒

いや︑ほかのものよりうまくおよぐと

まえのよりはまっすぐだが︑

八482園世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒
八568

八696園

おまえさん︑ねこやおばあさんよりかし

いってもいい︒

こいとは思っていないだろうね︒

八823園

たよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

八853 しかし︑いままでにだれをなつかしく思っ

た︒

冬じゅうひもじい思いをしたりするより

八884 まえより強く空氣をうち︑とぶことができ
八898園

二色のときよりも︑もっとちがった感じが

は︑あの鳥にころされたほうがましだ︒

するにちがいありません︒

九54

まえより元氣で︑からだもしっかりして

九125 風の音よりも︑もっとおもしろいと思った
のは︑

きました︒

九323團

九価5図魍赤いぬの一びきゆけばこの町のそこご

それより︑自分のからだがはれてくるし︑

こよりぞいぬのあらわる

いたいし︑苦しくてどうにもなりませんでした︒

九糊1

十617 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

たけのこは︑人間よりぐんぐん早く大きく

にいさんのせいより高くなりました︒

なります︒

十6111
このまえより︑なの花がへっているわ︒

だれのたこよりもよくあがりました︒
七177園

弟が︑ぼくよりさきに︑それをみつけた︒ 十688 次郎かじゃのほうが︑太郎かじゃよりも︑

王女は︑王さまにとっては︑世界じゅうの

十一218

なによりおもしろいのは︑大学のボート

金次郎は︑︿略﹀︑かえって︑おとなより

がいつもここで練習していることだ︒

十一410

ずっとおくびょう者でした︒

七301園

小鳥屋というより︑ほおじろ屋といったほ

おかあさん︑花よりきれいね︒

八425

うがいいかもしれません︒

八56

七329圏

六M7

くりさせてやろうと考えたからである︒

六備10

かたがないのさ︒

五梛3園

ろに︑四ばん星Il⊥清い星︒

五543園それより︑ほら︑もっともっと古同いとこ

四π9

三梛6囹ひょうばんよりもずっとうつくしい︒

いって︑

三田6

のみよりつよいうでさきで︑

つよいうでさきで︑かっちんかっちん石を切

三512圃石よりかたいのみのさき︑のみより

りほかにしかたがあるまい︒﹂

三257園

より

十三84 知識は︑人から教えられたり︑自分で本 より ﹇▽としより
を読んだり︑︿略﹀して︑しだいにましていく︒

十三402 眞ちゃんが書きのこしていった手紙を︑
とりだして読む︒
くり返して読む︒

十三408 その間︑かた手に持ったさっきの手紙を
十三4012園 四十日の旅じゃっかれただろう⁝⁝う
ん︑読んだ︒

十三418園 いっしょに読もう︒

十三引1園 なんべんもくり返して読んだよ︒

十三431 また︑手紙を読みながら︑舞台のまん中
に出て障る︒

十三432 三郎手紙を読みながら︑

十三5411 ちょうど︑おじさんは︑用事がなく︑
しょさいで︑本を読んでいらっしゃいました︒
あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四899 読む人の心がひかれるのは︑ものごとを
十五383 その漢字の意味にあった日本語をあてて
読むこともした︒

十五384 このように︑日本では一つの漢字をふた
とおりに読んできたが︑
十五5712園 ある日のこと︑せい書をギリシア語で
読みたいといいだした︒
十五桝2 私が答辞を読んだ︒
の念があふれてきた︒

十五捌6 読んでいるうちに先生がたに対する感謝

867
よりあつまる一よる

もよけいに土や砂を運ぶほどでした︒

十ニー98囹 そこへいくと︑こおろぎさんよりよほ
どいいのです︒

十二3212 私の心の目をあらゆるものに向けて互い
てくださるため︑いいえ︑それよりもなによりも︑

けれども︑前よりはもっと樂しそうなよ

けいあたためられるので︑

十四柵3

これは︑富士山よりはすこし高く︑四千

うすをしていた︒
ふ じ

十五196

百七十メートルばかりの高さがありますが︑
﹁愛はにくしみよりも強い︒﹂

十五8410園私よりよっぽど大きい︒

十五753園

この世の中には︑人が思うよりもっと
どこだって︑やはり︑お金持よりびん

もう一つの﹁幸福﹂のむれ︑まえよりは
﹃日ぐれの幸福﹄で︑世界じゅうの王

なによりも︑まず﹁大きな喜び﹄を呼

﹇寄集﹈︵五︶1

お話がうまいな︒

︽ーッ︾

よりあっま・る

ちえのある人たちは︑みんなより集まって︑
︿略﹀︑相談をはじめました︒

八453

より集まる

十五榊4園でも︑うちにいるときよりか︑ずっと

びにやりましょう︒

十五脳9園

さまのすべてよりもりっぱで︑

十五鵬9園

すこしせの高いのが︑暫間の中にかけこんで來て︑

十五992

ぼう人のほうが︑ずっと多いのだよ︒

十五9712囹

たくさん︑幸福はあるのだから︒

十五964園

私を愛するためにきてくださった一そのかたの
それよりもなによりも︑

両うでの中に強くだきあげられました︒
十二3212

十二461園 あやつりは文樂よりもっと古くから
あったし︑

十二4712園 時間をかけて絵をかくより︑写眞のほ
うがずっと便利なわけだけれど︑

十二651 根のさきは毛より細い︒
十二652 毛よりもやわらかだ︒

十二715 先生の近くにいればこそ︑毎日教えても
らえるので︑これがなによりうれしいと︑

十二価5 それは︑民主主義ということばをほんと
うに生かしていくよりほかに道はありません︒

十三125 日本の國は︑今日よりまだまだ進むこと
であろう︒

十三2510 ところが︑ここに︑木材よりも︑農作物
木材よりも︑農作物よりも︑

よりも︑とうといものが生き返りました︒
十三2510

顔が見たいよ︒

よる

﹇夜﹈

39

夜

呂あさからよるま

三778圏
のです︒

ものです︒

三943

だから︑だれにもひるとよるがある

よるのほしも︑あさの風も︑みんなの

四556 さいわい︑雨もふらず︑風もふかない︑

そのうちに︑夜になってしまいました︒

しずかな︑星の光る夜でした︒

四606

そのつぎの日の夜︑お友だちがあっま

なかよくあそびましょう︒

四814圏星のきれいなこのよるを︑みんなで

りました︒

四843

はまつ黒︑やみの夜︒

四榴7圏國黒いころものそろいでまえば︑月

﹁ほんとうに︑夜の星ってきれいなもの

五44 山に雨が降る︑きりがおりる︑夜は夜つゆ
がおりる︒

ね︒﹂

五587園

五823囹夜は︑はらまきをきちんとして︑ねびえ

きたないこともきえそうな︑ああ︑おご

くらければこそ光る星︑ねむりをふらす

をふせぐこと︑それから
夜の空︒

六507圃
六509圃

夜︑勉強をすましてから︑

そかな夜の空︒

六研10

八361 夜になって天の川をみると︑なんともいえ

ない大きなふかい感じにうたれます︒

しますと︑夜のしずかなけしきを思いだします︒

九74 このことばを耳にしたり︑文字でよんだり

美しさ︑月の夜︑星の夜の美しさ︒

十44 青空の美しさ︑朝明けの空︑夕やけの空の

な子や夜はいろりの火にあてており

よるになると︑おどりがはじまりました︒ 面恥3図闘 ふくじゅそうのつぼみいとおしむおさ
たいへんないきおいで︑ひるもよるも︑
ぐんぐんとのびていきました︒

三223

二207ねえさんはなほしよるゆめ山川

一626

よる

その右の方に︑もうひとりの子どもがよ
︵名︶

りかかっている絵です︒

十三535

十三428園 ⁝⁝うん︑おみやげより︑早くきみの よりかか・る ﹇寄掛﹈︵五︶1 よりかかる ︽ーッ︾

十四85團 なにしろ︑私たちよりふかいものなん
ですから︒

まで︑いままでより時間が早くたつでしょうから︒

十四1511国 そうすれば︑おあいしに行く日のくる で・とりいれまつりのよる
十四351 人間などは︑バクテリアよりも︑もっと
もっと小さなものに感じられるかもしれません︒

十四756 畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

よる一よる

868

十44 月の夜︑星の夜の美しさ︒
十363 かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜も書も
なく考えとおし︑

＋一1712朝も︑書も︑夜も︑

よる

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾

﹁なんと暗い︑寒い夜だろう︒﹂

へとふきます︒

十四904囹
﹇因﹈︵五︶56

汽車のきっぷは︑遠い︑近いによって︑ね
たいこのたたきかたによって︑いろいろな
ただ一つのたいこが︑そのうちかたによっ
それによると︑︿略﹀︑しるしをつけてはな

茶のうまさは︑お茶そのもののうまさにも
横糸はおさに占って︑右から左︑左から右
これを人の手によらず︑機械の力で動かす
これは︑まえにさしいれておいた核によっ

世界の学者の研究によって︑天然眞珠と
それぞれの人物によって︑それぞれのめん

読み手によって︑三人三よう︑それぞれ

その人その人の生活や経験によって生か

ちがったことを心の中に思いうかべる︒

十二959
十二9512

身ぶりや︑手ぶりによって︑このお面は︑

されてくる︒

十二㎜10

この本によって︑日本の医学は︑はじめ

︿略﹀︑いろいろな表情をあらわします︒

十二麗11

生まれた年によって︑その人の性質や運

てしっかりしたものとなりました︒

十三106

原因・結果の関係の簡軍なものは︑普通

命をきめたりしている︒

十三116

むずかしいものは︑科学的研究によって

の知識によって知られ︑

十三117

もとより世の中には︑科学的研究によっ

調べられる︒

十三118

そうして︑人は︑道理によって動かなけ

ても︑まだ知られていないことはたくさんあるが︑

十三121

知識によらず道理によらず︑いたずらに

ればならない︒

十三121

その生長は︑これによってはたされな

知識によらず道理によらず︑

理由のないことを信ずる迷信は︑

十三121

植物学上の事実が︑ダルガス親子によっ

かったのであります︒

十三227

十三304

親子の発見と努力によってもたらされた︑

近いによって失われたシュレスウィヒと

がまん強い実行と︑熱誠な共力によって︑

同じ大きさのどらでも︑そのうちかたに

あれ地をみどりの野とし︑祖國を生き返らせ︑

十三263

ホルスタインとは︑すでにつぐなわれて︑

十三258

よい結果は︑木材だけにとどまりません︒

十三2312

て︑発見されたのであります︒

ケラーに﹁ことば﹂というものをわから 十三239

手と手をにぎりあい︑そのにぎりかたに

ことばは︑︿略﹀ゆきがかりや︑立日置や
身ぶりによって︑いろいろにその意味がかわる︒

十二883

人形を動かすんだ︒

十二4411園ものによっては︑三人がかりで一つの

よって﹁ことば﹂をとりかわすようになりました︒

十二416

かるくすることに成功しました︒

せることによって︑そのまつ暗なさびしい心を明

十一﹇4010

があります︒

十6310

まったく同じであることが︑明らかにされた︒

十4511

て発生した半円宝珠であることが︑わかった︒

十4112

ようにしたがった︒

十348

へといききするのであるが︑

十346

よるが︑たてる湯のうまさがだいいちである︒

九捌5

したものだということがわかりました︒

九175

て︑水の音にもなり︑風の音にもなり︑

九129

心持をあらわすことができるし︑

九103

だんがちがいますが︑

五158

よ・る

十一2310母親も︑子どもをよそへやってから︑夜
になると︑ため息ばかりついてねむれません︒

十一258 夜になると︑また︑なわをなったりわら
じを作ったりしました︒

夜の勉強には油がいります︒

十一289 そのうえ︑夜おそくこっそりと勉強を続
けました︒

十一2810

を二つならべて︑その上でねむりました︒

十一7611 夜になると︑少年は︑へやのすみにいす

夏・秋・冬のあるわけも︑すっかりわかったので

十三155 これで︑夜と書とがあるわけも︑春・
す︒

十三244 ユートランドの夏は︑書は暑く︑夜はと
きに︑しもさえ見ることがあったのです︒

十三338 夜のホートンはまつ平なので︑はなをつ
ままれてもわからないほどである︒

十四135團 夜をどうしてすごしておいででしょう
か︑お知らせください︒

十四171国 夜が長すぎはしませんか︒

十四452 千九百二十年十月の︑ある月のない夜の
ことです︒

くあんな美しい声がだせるものだと思いました︒

十四481 こんな暗い夜︑こんな海のまん中で︑よ

十四551逆水と養分とを吸いとって︑夜も書も
送ってあげるのは︑たいへんなほねおりです︒
十四703 これは︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑
もっとよく︑あざやかに見えます︒

十四冊4 書間は海から陸へ︑夜は反対に陸から海
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よる一よろこび

よって︑調子がちがう︒

十三455 あいてのことばを考えて︑それによって︑
人間は︑星によってみちびかれ︑

﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くしたりして︑
十四3210

十四3210 星によってみちびかれ︑星によって生き
ているといってもいいすぎではありません︒
てはてしのないものではありません︒

十四345 博士の話によると︑うちゅうは︑けっし

︿略﹀︑先生から ︑ 星 を つ か め と い わ れ ︑

十四367 聞くところによると︑キューリi夫人は︑

ときには︑

十四636 ばあいにより︑つぶがあまり大きくない
十四656 もちろん︑これは︑まわりの空誉の温度
によってもちがいますが︑
見かたによっては︑︿略﹀︑よほどよくに

たものと思ってさしつかえありません︒

十四6811

くられて︑

十四802 ことによると︑なん百年という前からつ

読む人の心がひかれるのは︑ものごとを

あたたかくながめた人によって書かれた文である︒

十四8910

その結びかたや︑なわの色や︑なわの太

1ねえ︑きみ︑うちによって︑ねえさ

だまったままそれをとりあげる︒

九撹4囹

ようすをみていたじゅんさが︑老人のそ

ふたりとも用心して︑そばへもよらぬこ

よる年なみにも負けず︑研究を重ねたすえ︑

んにそのボタンをつけてもらわない︒

十444

日本のことばによる読みかたを訓という︒ 十669園

さなどによって︑いろいろな考えを表わした︒

十五349
十五386

字によっては︑いくつかの音のあるもの

カンバスの上にぬりつけてみると︑思い

ゆかの上をよたよた歩いて︑その女の子

の方へずっとよってくるではないか︒

十四976

こにかいたという小さな絵だが︑

十三574囹 ﹃いすによるマドンナ﹄は︑おけのそ

ます︒

十三541国 ﹃いすによるマドンナ﹄といわれてい

もよらない色になってしまう︒

諸等ー610

ばによってきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十七ー05

とだ︒

十五388
まくらのそうし

源氏物語や枕草子などは︑すべてこの

げんじものがたり

があり︑またいくつかの訓のあるものもある︒

十五403

祖父たちの間に結ばれた心が︑︿略﹀︑ま

かなによって書かれた作品である︒
十五5111

なくなった新島のおじさんがいい残され

ごたちによってふたたび結ばれることになった︒

十五667

た願いによって︑私の父は︑︿略﹀︑京都にすまい
を移すことになった︒

それによって兄が特権を與えられねばな
らないという理由はすこしもない︒

十五746

まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ

歌を歌ったり︑ぶつかったり︑よろけた

喜び■うつくしいものを

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八939 わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

よろこばし・い ﹇喜﹈︵形︶1 喜ばしい ︽1︾

り︑ねむりこけたりしています︒

十五826

ると︑よろけるんだよ︒

十三513

ことによるとちょいとでも︑この人た よう・ける ︵下一︶2 よろける ︽ーケ・ーケル︾
ちのなかまにまよいこんでいないともかぎらない︒

十五836囹

六人のめくらたちは︑おそるおそるぞ

﹇喜﹈︵名︶39

みるよろこび・おおきなよろこびたち・おおよろこ

よろこび

び・せいぎであることのよろこび・もののわかるよ

りょうしは︑そばへよって︑よくみます︒

直しみはいよいよくわわり︑喜びはさら

にたかまる︒

六258囹

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか

四重1

せみの死がいは︑ありたちがよってたかっ
やがて思いきって︑たかぎのそばにより︑

六196園

ろこび

九951

てひいていきますが︑

八256

り︑かえったり︒

四悩7圃白いはまべのまつ原に︑波がよった

りかえったり︒

四伽5圏白いはまべのまつ原に︑波がよった

うのそばによってきました︒

一一3410囹

一123圃かくれんぼするもの︑よっといで︒

ちかよる・はしりよる

几vあゆみよる・おたちよる・かけよる・たちよる・

十四849 さまざまな條件によって︑雪のけっしょ よ・る ﹇寄﹈︵五︶15 よる ︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾
うがちがうわけを ︑

しくんだものであった︒

十四8410 映画的手法によって︑よくわかるように

説明してくれた︒

十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
十四856 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空
のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

十四871 説明のことばなどによって︑かなり生き
生きと表現することができそうである︒
十四895 こんな場面を︑映画独特の手法によって︑
おもしろく編集できないだろうか︒

どのようにも書きあらわされる︒

十四897 それをとりあつかう人によって︑文章は︑

よろこびたち一よろこぶ

870

六279園 はたらかないものには︑この樂しさ︑こ
の喜びはあじわえないだろう︒
みちあふれていた ︒

八888 ここは︑ほんとうにきれいで︑春の喜びが

十二339 私は子どもらしい喜びと得意さに大は
しゃぎで︑二階から母のところへかけおり︑
喜びとを與えることになったのです︒

十二3710 私のたましいを目ざめさせ︑光と希望と

十二392 この日が自分にもたらした喜びを思い返
していたときの私ほど幸福な子どもを

十二476園 喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを
美しく舞台にあらわそうとする望みもあるのだ︒

十三492 みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ
つ小川が︑わらいながら走っていく︒

︿略﹀ときに︑いつもにっこりしています︒

﹃善人であることの大きな喜び﹄で︑

いちばん幸福なのですが︑いちばん悲しそうです︒

十五鵬3園
﹃しごとをしあげる喜び﹄が︑﹃考え

﹃もののわかる喜び﹄が立っています

﹃考えることの喜び﹄のとなりにいま

ることの喜び﹄のとなりにいます︒

十五鵬10園

す︒

十五鵬10園

が︑

十五鵬11園

﹃いちばん大きな喜び﹄の中に︑﹃美

しいものを見る喜び﹄がいます︒

十五佃10園

び﹂たち

あれは︑人がまだ知らずにいる﹃喜

び﹄たちです︒

十五佃9園

﹇喜迎﹈︵下一︶1

喜びむかえ

︵ほかの﹁喜び﹂たちを見ながら︶

﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえます︒

十五柵9 急いでかけよって來た﹁喜び﹂たちは︑
十五佃8

︽ バ・

ほのおは︑その小さなマッチ責りのむす

よろこびむか・える
︽ エル︾

十四961

る

﹇喜﹈︵五︶55 よろこぶ 喜ぶ

めを喜びむかえるようにおどりあがった︒
よろこ・ぶ

ービ・ーブ・ーン︾﹇▽およろこぶ

こんだり︑かんがえたり︑いろいろにかわりま

一285 ひとつのかおが︑︿略﹀おこったり︑よろ

﹃美しいものを見る喜び﹄がいます︒

﹃愛することの大きな喜び﹄ですよ︒

十五柳11園
十五鵬4園

じろうは︑よろこんで︑り

上になげてはうけ︑うけては上になげ

おじいさんはよろこんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

四871 冬がきたので︑よろこんでないた︒

四856 みんなはよろこんでもらいました︒

てのひらにのせてかえりました︒

三棚5

て︑よろこびます︒

二498

んごをもってとびまわります︒

二494 三のばめん

も︑みんなよろこんで︑

一599 おじいさんも︑おばあさんも︑きょうだい

す︒

﹃喜び﹄をむかえているのですよ︒

その﹃喜び﹄は︑たぶんここでいちば

十五佃12園

おかあさんたちの愛は︑ 喜びの中でも︑

四搬8

いちばん美しい喜びなんですよ︒

十五穐11園

いちばん美しい喜びなんですよ︒

十五麗11園 おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑

ます︒

十五鵬7園 ﹃おかあさんの喜び﹄です︒
十五佃8園 ﹃母の愛の喜び﹄です︒
十五佃9
﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ

ん純潔なものでしょう︒

十三5710囹 いかにも︑おかあさんの喜びという心 十五㎜1囹
持が︑よく出ているね︒

十四401園 喜びの光︒
十四414園 喜びにみちてかがやく光︒

十四891 地上に︑ぽちっと黒い土が見えはじめた
ときの喜びは︑たとえようがない︒

十五335 そのときの少年の喜び︑そのときの女の
子の両親の喜び︑

十五336 そのときの女の子の両親の喜び︑

﹃物のわかる喜び﹄でございます︒

十五9312 幸福どもは︑喜びの声をあげながら︑い

﹃正義であることの喜び﹄でございま

﹁物のわかる喜び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑

﹇喜達﹈︵名︶3

﹁喜び﹂ たち ﹃喜

の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

五847 いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海

帰っていった子どもがありました︒

五219 その中に三人だけ︑たいへんよろこんで

げました︒

五209 みつおさんがよろこんで︑私を手にとりあ

手をたたいてよろこびます︒
十五柵11園

十五擢8囹

十五佃3園
す︒

よろこびたち

ふたりは長いあいだだきあいます︒

十五佃6

﹃美しいものを見る喜び﹄でございま

やがる子どもたちをひきずって行こうとする︒

﹃大きな喜び﹄を呼びにやりましょう︒

す︒

十五鯉1囹 ぼくたちは︑︿略﹀︑屋根をもちあげる
﹃大きな喜び﹄の兄弟ぶんのようなも

ほどの喜びをこしらえているのですよ︒

十五餌9園

﹃大 き な 喜 び ﹄ で す よ ︒

のですからね︒

十五悩4囹

十五価8囹

十五価12囹 ﹃正義であることの大きな喜び﹄で︑

871
よろしい一よわい

五9110園 それで︑手おけの水をかけてやると︑た
けのこがよろこんで︑のびるわ︑のびるわ︒

五川3 さんちゃんが︑ハーモニカをふきはじめる
と︑ひわもよろこんで︑

五価7 ひわは︑いつもそのまねをしては︑ひとり
﹁︿略﹀︒﹂と喜んだが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑それ

よろこんでいました︒
六96

がまた心配になってきた︒

六109 時計屋さんも喜んだ︒

人がしんせつにしてあげるときは︑喜ぶ

えてくれるにちがいありません︒

八825園

はくちょうは︑その受けてきたまずしさと

ものですよ︒

八913

協会では︑喜んでつばめのせわをする返事

﹁︿略﹀︒﹂と喜んだ︒

ふしあわせとをかえって喜んだ︒
八922

九198

﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

をしました︒

九257

ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜
男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳の
男は︑また喜んで︑顔じゅう口のようにし

あっ︑それだ︒﹂と喜ぶが︑

みんなは喜んで︑きゅうに元歌をだした︒
茶人は︑長い探求の旅が終りに近づいたこ
とを知って喜んだ︒

九二11

九柳6

九963

て︑にたにたわらっていいました︒

九5811

あたりまでまっかになり︑

九5710

んで書きだしました︒

六1010 しかし︑いちばん喜んだのはねじであった︒ 九465團
六214 こんなことばをみんな喜んできいています︒
六577 みんなが喜ぶようなことを書きます︒
六723囹 ﹁雪だるま︑きっと喜びますよ︒﹂
喜び︑おめでたい︒

六984圏圖 いたい︑いたいとないていた︑たいも
ただしちゃんは喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑志田

のいい声でいいました︒

六出3

七442 私も喜んで︑いくらかのお金をそれにくわ
えた︒

﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

エジソンはたいへん喜んで︑こういつた︒

うめ︑おまえも喜んでくれ︒

十463

﹁ワンワンチャンタッチシタ﹂といって
﹁オスワリシタ﹂と︑いちいち︑いぬの動

喜んだ私は︑朝早くからそれをガラガラ

そういって︑喜んでむかえてくださった

これがなによりうれしいと︑手当は喜び

とき︑イスパニア人はだいへん喜びました︒

十二716
ました︒

ので︑

十三552
十五659

﹁おじさんが生きていたら︑どんなに

とひきまわすので︑

か喜ぶだろうに一﹂

十五6810囹

そうしておじさんを喜ばせましょうね︒

﹇宜﹈︵形︶9 よろしい ︽ーイ・ーウ・一

十五715囹
よろし・い

一一445園 よろしい︑ではやりますよ︒

ク︾

はんたか︑おまえはたくさんのことを

みつかって︑ほんとうによろしゅうござ

まあ︑よろしいではございませんか︒

おぼえなくてもよろしい︒

三128囹
四柵1園
六978園

あなたは︑ごきげんようしいそうで︑

もう帰ってもよろしい︒

いました︒

七853園

﹁ようし︑ここからすべりたいものはす

よろしい︒

けっこうです︒

九475團
九692園

べつてよ．うしい︒﹂

九佃9園

十五891囹あの男のことは︑きかないほうがよろ
しい︒

おじさんやおばさんによろしく︒

﹇宜﹈︵副︶1 よろしく

十三4210囹

よろしく
﹁︿略﹀︒﹂といって喜びました︒

ふたり︑よろよろしながらおじぎをする︒

自分たちの國が持っているこのよい藝術を よろよろ・する ︵サ変︶1 よろよろする ︽ーシ︾

コロンブスがアメリカを発見して帰った

ク︾

おしまいには︑喜んではいてくれました︒ よわ・い ﹇弱﹈ ︵形︶ 6 よわい ︽ーイ・ーカッ・一

十五8712

十572

十二45

十一231

味わうことを︑喜ぶだろうと思います︒

十646

作をことばにして喜びました︒

十535

喜びました︒

十534

十4312囹

めが︑この世をさってしまった︒

七518 ひがし村の学校のセンターが︑喜んで︑ 十4211 この光明を喜んだのもっかのま︑︿略﹀う
七871 うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでたべ
るか︑しらべてみることにしました︒

ました︒

七878 うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ
七886 はこべとおおばこをやったら︑にんじんを
やったときのように︑喜んでたべました︒

したが︑

﹁︿略﹀︒﹂と喜んで︑つかつかと小屋の中

七923 小屋からだすとき︑みんな喜んですぐでま
八487

へはいっていきました︒

天
90どこの家をたずねても︑みんな喜んでむか
ノ五﹁−

よわむし一らいしゅう

872

六3610

風の音がよわくなる︒

らだがじょうぶだとちえがたりなかったり︑

八467 金持だと思うとからだがよわかったり︑か
十655 へまをやったり︑だまされたりなど︑よわ
い人間のしそうなことを︑なんでもやります︒

十﹁199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働
けませんでした︒

こたえましたが︑雪をみるのが忘しみでした︒

十二718 芭蕉はからだがよわいので︑寒さは身に

よわ虫

十四654 反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ
﹇弱虫﹈︵名︶3

いわけです︒

よわむし

十一622園 はじめ︑ぼくがことわると︑よわ虫だ

︽ーッ︾

ッ︾

九312團
す︒

十二822
たって︑

こちらへきてから︑もう四ヶ月になりま

五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ
四キロ

ら

一

われら

ら

ら

四772 ら

まばゆく光るいなずまに︑続いてひび

﹇雷﹈︵名︶1 らい

それは︑らい雨のときに︑空中におこつ

茶わんの湯と︑こうしたらい雨のばあい

らい雨のできかたは︑︿略﹀︑だいぶよう

一つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒

大ぜいの來客を前にして︑客間で歌って

九334国

らいぎょがふえてからは︑ほかの魚がだ

それから︑らいぎょもいます︒

九339團

らいぎょは︑大きなのになると︑三十セ

んだんへってきたそうです︒

九334團

弟は︑すこし大またで四歩ほどまえに進 らいぎょ ﹇雷魚﹈︵名︶3 らいぎょ

いるのと︑︿略﹀ちがわないような歌いかたです︒

十四462

世界のどこに︑こんなに三種類も四種類 らいきゃく ﹇来客﹈︵名︶1 言忌

十四696

すのちがったのもあります︒

十四691

りません︒

とは︑よほどよくにたものと思ってさしつかえあ

十四6811

ている大きなうずです︒

十四6711

﹇雷雨﹈︵名︶4 らい雨

くらいの音︒

十一357圃

らい

ラジオのお話ききましょう︒

みんなで︑学校から四キロほどある貝つか ら 呂かれら・こどもら・これら・それら・ぼくら・

︵名︶2

九762

よんキロ
へいきました︒

うずの高さも︑四キロとか八キロとかい

4㎏

うのですから︑そういう︑いろいろなかわったこ

十四688

十五427

もの文字をつかっている國があろうか︒

みました︒

らいう

喪うさぎは4㎏︑雇うさぎは︑おもいので

︵名︶1

とがおこるのです︒

七988

よんキログラム

四組

320g︑かるいので260gでした︒
四くみ

四くみは鳥の名をあつめました︒

﹇四組﹈︵名︶3

三185

よんくみ

四くみの人たちに︒

といってわらうのです︒

四組の﹁ふくびき﹂︒

十一625園 なるほど︑よわ虫だ︒

三213

四十キロあまり

四717

︵名︶1

でんりゅうきょうという景色で名高いとこ
ろもすぎて︑四十キロあまりもきてしまった︒

九重8

よんじつキロあまり

ぶないときでも︑いいだすことのできないほど︑
よわよわしい

︽一

十一626囹 おまえのようなよわ虫には︑︿略﹀あ

﹇弱弱﹈︵形︶1

﹃いいえ﹄ということばはいいにくいのだ︒
よわよわし・い

︽

八178 虫は︑はじめは︑白い︑よわよわしいうじ よんしゅるい ﹇四種類﹈︵名︶1 四種類

イ︾

よわりきる

のようなかたちをしていますが︑
﹇弱切 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

よわる

十一4410

九206 自動車は︑夜ながの二時︑三時にも︑よわ よんぽ ﹇四歩﹈︵名︶1 四歩

よわりき・る

﹇ 弱 ﹈ ︵ 五 ︶3

りきっているつばめたちを運んできました︒
よわ・る

かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まいは

れました︒

八㎜6

六562 私の学級では︑來週から︑かべ新聞を発行

ンチあまりもあります︒
よんリットル ︵名︶1 41
やく12平方mの土地で︑41のげん米がら
といしゅう ﹇来週﹈︵名︶1 血忌

りあわせたものです︒

六694

六297園 お元種どころか︑このとおりすっかりよ よんまい ﹇四枚﹈︵名︶1 四まい
わって︒

したよ︑よわったなあ︒

十五626園 やえ子︑満ぼうがまた︑おくの手をだ
十五647園 よわったなあ︒
よんかげつ ﹇四箇月﹈︵名︶2 四ヶ月
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ライトーらしい

することにしました︒

ライト 与ヘッドライト
﹇来年﹈︵名︶5

來年

六価5 ただしちゃんは︑海外からひきあげてきた

らいねん

子で︑來年小学校へあがります︒

九243 ある家ののき下で巣をつくったつばめは︑
來年また︑同じ巣へもどってくるというのです︒
十ニー910國 すんだことをかえりみて︑千年はもつ
ともっとよくしたいと考えることができます︒

十二217園來年とか︑さ來年とか︑それからもつ
とさきのことをおっしゃったりすると︑

十四617園 いちばんいい種を︑來年もわすれずに
︵名︶一

ライラック

まいてもらうことができさえずれば︑
ライラック
すきなライラックを植えましょう︒

十一497 やぎ小屋のまわりには︑おかあさんのお
らか ←あきらか︒おおらか・きよらか・たからか・
やすらか・やわらか

四455園 おしまいは氣がらくでいいからつて︑

らく n楽﹈︵形状︶6 らく
いったじゃないか︒

四457嵩置がらくにはらくさ︒
四457囹 氣がらくにはらくさ︒
六972囹 あ︑これですっかりらくになりました︒
七371 なんだか︑まわりがすこしゆるやかになり︑
からだがらくになったような氣がしました︒
な民芸になりました︒
﹇楽園﹈︵名︶2

世界の樂園といわれるこの國も︑︿略﹀︑

樂園

九帽10 こう決心がつくと︑くもは︑すっかりらく
らくえん

十三178

ドイツオーストリアニ國との戦いに敗れ︑

十四撹7 その子がどんなに幸福に︑神さまの樂園

﹇着払﹈︵名︶19

らくだεにげたらくだ

の中で︑元日をむかえているかを知らないのだ︒
らくだ

あなたがたは︑らくだをにがして︑それ

そうそう︑そのらくだは︑まえ歯が二三

そのらくだは︑かた目ではありませんか︒

をさがしていらっしゃるのではありませんか︒

七763園

七776園

七768園

いや︑わたしは︑そのらくだをみたので

本ぬけてはいませんか︒

七786囹
はありません︒

早くいってらくだをさがしなさい︒

らくだは︑あなたがぬすんだのではない︒

ことは︑どうしてわかったのかね︒

七852園

﹇楽楽﹈︵副︶1 らくらく

七859園
らくらく

波が︑すべりだいをすべるように︑らくら

くと流れていきます︒

五7911

テニス︑ピンポン︑ラケット︑スキー︑

︵名︶一 ラケット

︵助動︶38 らしい ︽ラシイ・ラシク︾皿Vお

十四219

ラケット
らしい

そこらが一ばん安全らしい︒

おや︑だれかたずねてきたらしい︒

縣道らしい白っぽい道︑

﹁かむ﹂の﹁ム﹂がいいにくいらしい︒

大きな魚らしい︒
七466

皮がこわばっていて不自由だし︑目もよく

ピオのほうでも︑その氣になったらしく︑

黒いところは黒く︑茶色のところは茶色に

音というものは︑情景をあらわすばかりで

なく︑心持まであらわすことができるものらしい︒

九146

なって︑いかにもあぶらぜみらしくなります︒

八244

はみえないらしいので︑

八214

八9一

六㎜4

六836囹

六2811囹

五9910囹 この鳥はとべなくなったらしい︒

五947囹 ﹁すずめの子らしいね︒﹂

四472囹

げんらしい

七7811園あなたは︑そのらくだを︑どこかへっれ とこらしい・こどもらしい・にっぽんらしい・にん
ていったのにそういない︒

七803園私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑

この人は︑私どものらくだのことについ

らくだをにがしたのではないか︒

目がさめてみると︑らくだがいません︒

さばくを通っていましたが︑

七807園

七813園

七8011園

だいいち︑らくだがかた目であることを

て︑それはよく知っております︒

七815園

そのとおり︑私どものらくだは︑かた目

知っていました︒

七816囹

らくだのまえ歯が︑二三本ぬけているこ

らくだがびっこであることも知っていま

でございます︒

七818園
した︒

七8111園
とまで︒

むかしといっても大むかしのことだが︑

せきふらしい物︑土器らしい物︑ただのわ

先生のところは︑いろいろでるらしいそ︒

土器らしい物︑
九825園

九824

り石のような物などがたまっています︒

九823

貝などをおもにたべていたときがあったらしい︒

九775園

七824園らくだをぬすんだのは︑この男にちがい 九713 とうとう決心したらしく︑
ありません︒

七8211囹私がさばくを旅していますと︑砂の上に
それで︑このらくだはどこかからにげて

らくだの足あとがつづいていました︒

七831囹

それから︑そのらくだがかた目だという

きたのではないかと︑思ったのです︒

七833園

ラジウムーられる
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九829園

﹁そら︑これはせきふらしいそ︒﹂

九926 こんどは負けたらしくたちどまって待って

九833園骨で作ったものらしいよ︒
いる︒

この返事に︑少年も満足したらしく︑︿略﹀

九帽5 つばめは︑麦畑らしい土地の上をとびまし

九938 首がいたいらしく︑手でさすっている︒
た︒

十1511

﹁オハナシシテ﹂という心らしいのです︒

の美しさを︑思いうかべるようにいいました︒
十5111

十548 そのけむりやほのおがおもしろいらしく︑

十637 おしろいやべにでけしょうをして︑その役

十三595

老人のぼうさんらしい人が︑その前にひ
船がしずむひょうしに流れ出たものらし

れふしている絵でした︒

十四486
い一本の大きなまるたに︑
ラジウム

さとうおじょうずらしく︑﹁︿略﹀︒﹂

夫人は︑︿略﹀︑その感動から研究を進め

︵名︶一

十五936

ラジウム

十四371
ラジオ

らじお

て︑ついにラジウムを発見したのです︒
︵名︶1一

らじおもねむりました︒
一266

ラジオ

四704ラジオとかけてなんととく︒
ラジオのお話ききましょう︒
四772ら
六371ラジオの立日樂︒

七91そこからラジオがきこえてくる︒

らしく顔をこしらえあげるのですが︑
十一633 いなかの人らしいひとりの少年が︑

七583あさがおの花が︑ラジオの音樂をきいてい
ます︒

十一703 どこといって父親らしいところはありま
せんでした︒

年ぐらいのむすごがいるらしく︑

九295園

さるすべりラジオのほかに声もなし

らっぱ

らっぱのようにしました︒

ラファエルは︑ウルビノというところ

イ

たとえば︑ラジオといっしょに︑﹁ラジ

ラケット︑スキー︑ラジオ︑ニュース︑

ラッパ

﹁ラジオ﹂ということばがはいり︑

﹇嘲夙﹈︵名︶2

びく︒

十三3611
花よめ行列のラッパの音が︑どこかでひ

あてて︑

﹇235 ﹁うたをうたえば﹂では︑くちに てを

らっぱ

十四2412

オ﹂ということばがはいり︑

十四2412

十四219

をきいた︒

十一8611囹 どうやら︑あなたのむすこさんと同じ 九102このあいだ︑ラジオで︑﹁劇場音樂の話﹂
十二768 なんてんの実が︑赤く︑うさぎの目らし
くいれてありました︒

い十一二の兄弟にサインを頼まれました︒

十二779 休けい場にもどってくると︑中國人らし
十二789 よくみていますと︑どこかしら日本人ら
しいところもあるので︑

十二価8 皮ざいくの店らしく︑なにかの毛皮がひ
ろげてあります︒

十二価10 くだものをならべたやお屋らしいのもあ
ります︒

いまから五百年ほど前に︑

︹人名︺7 ラファエル

十三568園

タリアのラファエルという画家のかいたもので︑

十三5310こ
團れは︑

十三456 ﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり長くした ラファエル
りして︑電話の話らしくしなければなりません︒
かにもおかあさんらしいと思うのです︒

十三579園そのマリアは︑たいへん美しくて︑い

で生まれ︑

ミケランジェロとラファエルは︑前後

して︑そこからローマに出て︑

十三571園

それはそうとして︑ラファエルのかい

をかくことが得意だった︒

十三573園中でも︑ラファエルは︑マドンナの像
十三589園

うまさからいうと︑ラファエルのほう

たマドンナのかわったのを見せてあげよう︒

でも︑ラファエルのうまさは︑普通の

がうまいかもしれないが︑

十三6012園

十三612園

︵助動︶蝿 られる ︽ラレ・ラレル︾

人にもわかるだろうね︒

で

一462かたなだの︑てっぽうだの︑あぶないも

られる

のはみんなとりあげられてしまいました︒

三586 おりればみずうみへでられますし︑
られます︒

先生にこうたずねられて︑みんなは︑も

三587 のぼれば大きな木のあるところへ
四344

四槻3園

四728

ポストにいれられると︑友だちといっしょ

それから︑みんなの手でそだてられ︑

﹃あげられません﹄というわけです︒

う一ど︑かずこさんの文をよみなおしました︒

五162

そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい

になりました︒

こんどは︑また︑かばんの中にいれられま

かぎをかけられました︒

れられて︑かぎをかけられました︒

五1810

五1910

大むかしのたいようのねつが︑かたちをか

五1811

した︒

え︑石炭の中にたくわえられていて︑

五377

りとなって︑半分しかひろげられません︒

五㎜2 よくみると︑ねこにひっかかれた羽がぶら

875
られる一られる

六277園 こうしてあたたまることもできるし︑た
べものもじゅうぶんだべられるというわけだ︒
六328 かかしが風にまきあげられる︒

六345 かかし︑一どははねあげられるが︑もんど
りうって︑また︑ひげの中におちる︒

六368 高くふきあげられて︑空にきえていくかか
し
六731 おとうさんにたずねられて︑

六川2 こう思いつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

八215
です︒

八253

ねこや︑すずめにみつけられたらたいへん
死ぬことなど考えられないほどにぎやかに
野原にはかれ草がつみあげられ︑こうのと

鳴きたてたせみも︑

八604

朝になって︑よそからきたあひるの子は︑

親あひるにつれられたひなたちが通ってい

りは︑長い赤い足をして歩きまわっていた︒
くと︑

八678
八786

たいへんありがたいことだといわずにはい

へやはいそいであたためられ︑

九徊3 ぼくたち四十人は︑のだ先生といしい先生

のだ先生が先頭に立たれ︑いしい先生は︑

につれられて︑山のスキー場へいった︒

九価5

そのみごとなすべりぶりにみとれていると︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒

みんなのあとからこられた︒
九鵬1

先生たちは︑もう目のまえにこられた︒

九柵6

雪けむりが立つ︒

九柵6 はげしい制動をかけられると︑もうもうと

た︒

九湘2 私は父につれられて︑近くの高い山に登っ

こんなにうるさくついてこられたときには︑

佐吉は︑もう︑じっとしていられなくなり︑

けられた︒

十425 それから︑藁座貝養殖の科学的研究がつづ

れる︑ふしぎな宝石とされてきたが︑

十384 眞珠は︑海のそこからまれにひろいあげら

れ︑みごとに︑自動織機ができあがった︒

十374 そこでさらに︑七年間のくふうがつづけら

十358

おとうさんも困りましたので︑

十710

ので︑︿略﹀︑ちくりとつきさしました︒

九槻4 ぐずぐずしていると︑そのままたべられる

味がはっきりと感じられるようになった︒

九悩1 ここで茶人のしたには︑まぎれもないいい

じられる︒

すると︑いい味は︑もっと遠いところで感

たこともないような︑ふしぎな味が感じられた︒

九槻1 それで茶をたててみると︑いままで味わっ

これからはあひるのたまごもたべられる︒

すぐにみつけられた︒

八7811園

ていられなくなった︒

六伽8園 いま︑きつねに追いかけられているんだ︒

八861

なかまに追いかけられたり︑にわとりに

あひるの子はまたいじめられるかと思って︑ 九慨4

そのむかし︑いじめられたり︑あざけられ
葉のうらに︑青黒いなにかのたまごが生み

そばに黄色をぬりますと︑赤い色だけでは

水の音をたいこであらわすことなどは︑
九2011

たかぎとやまだが左右にひきわけられたと

ても︑きこえないときがあります︒

れます︒

十647 能といっしょに︑狂言というものが演じら

ているではないか︒

九394笹下からどんなに大きな声で話しかけられ 十438 ゆめにもわすれられない眞円愚息が︑光っ

られません︒

九2311

ちょっと考えられないが︑

九111

感じられなかった明かるさがあらわれます︒

九45

つけられていました︒

八脳9

たりしたときのことを考えた︒

八933

八897園女の子につきのけられたり︑

ぶたれたり︑女の子につきのけられたり︑

八896園

八865

たまま︑身動きもせずたおれてしまった︒

つかれはてて︑こおりの中にとじこめられ

六悩7 自分たちは︑あの大きなするどい角で︑つ
きあげられてしまわなければなりません︒
﹁手がつけられません︒﹂

六圃1園 おいしい肉がたべられる︒
七287園 國語の時間に︑先生にほめられたの︒

七113

七296園 それは︑すずめたちにたべられないため
だと︑おかあさんが教えてくださった︒
七305囹 きょう︑先生にほめられたんですって︒
ンターまで︑外野にでてしまった︒

七516 ぼくらのほうが︑どんどんあてられて︑セ
七517 ぼくもあてられた︒

七592 まだ︑みがきあげられたことばということ
はできません︒

八65 その晩から家族のひとりになり︑あくる日︑
ピオという名がつけられました︒

八135 それから十年︑いまも︑私はピオのことが
わすれられません︒

八143 夏の終りに︑せどのあおぎりの木の皮に生
みつけられた︑あぶらぜみのたまごがありました︒

ころである︒

八1811 こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑ 九884
つみこえやこえ土の中に生みつけられて︑

られる一られる
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十一177 いいことと︑正しいことは︑おかあさま︑
あなたの目から教えられました︒

十一286 金次郎は親類のまんべえさんのところに︑
あずけられることになりました︒

十一445 みんな読みあげられてから︑おめんじょ
うをいただくことになりました︒
ひょう語がかかげられているのをみた︒

十一541 このごろ︑電車の中に︑つぎのような
十一606 かたくとめられていたのである︒

十一608 が︑いま︑友だちからすすめられて︑こ
とわりかねてしまった︒

ちに助けられて︑

十一612 さいわい近くの田で働いていた村の人た

知識は︑人から教えられたり︑自分で本

しとげられるものではありません︒

十三83
を読んだり︑︿略﹀︑しだいにましていく︒

これらの人がみな同じ性質をもち︑同じ

だまっていられず︑本を書いて︑地動説

むずかしいものは︑科学的研究によって

運命をたどるとは︑考えられない︒

十三111
十三117
調べられる︒

十三1510
を強くとなえました︒

ユートランドのあれ地には︑おいしげっ

たもみの林が見られるようになりました︒

十三231一

木材があたえられたうえに︑いい氣候が

あたえられました︒

十三2411

黄色や︑赤や︑白の糸たばがくりひろげ
正月には︑門のとびらに︑まっかな紙の
しばいは︑かならず︑ふたり以上の会話

すなおな心は︑まずしさのために︑すこ

十四212

先生は︑つぎつぎと書き続けられた︒

田中さんが答えられないでいると︑
日本になかった品物が︑外官から傳えら

﹁タバコ﹂ということばが︑傳えられた
ことばも︑それにつれて︑新しく生まれ
るものであることが︑考えられる︒

十四258

ということがわかった︒

十四251

れたときに︑

十四2411

十四195

ことを考えないではいられませんでした︒

十四67国たって以來︑一分間も︑おかあさんの

しもゆがめられたりはしませんでした︒

十四59

から組みたてられています︒

十三443

春れんがはりつけられる︒

十三357

られ︑にぎやかな話が続く︒

十三298

十一6111園 ぼくは︑とめられているから渡らない︒ 十三2412 いい氣候があたえられました︒
十一809 少年は希望に力づけられながら︑
れました︒

十二331 そのかたの両うでの中に強くだきあげら
十二557 傳説には︑︿略﹀︑昔からいい傳えられた
というだけのもののほうが多い︒

十二559 ただ人々のあいだで語り傳えられている
だけで︑

十二611 それで︑のこりの田植えも無事にすんで︑
また人にみられるのもこまる︒

長者の望みはとげられた︒
十一一638

たようなしずかさでした︒

十二753 その夜は︑すべての音も雪にうずめられ

と︑どうしてもこずにはいられませんでした︒

十二7511園 おひとりでどうしていられるかと思う
十二7512園 こずにはいられませんでした︒

十二棚2 東京のやよい町から発見されたので︑や
よい式土器という名まえがつけられています︒

十二佃4 いつの時代でもなみなみのどりよくでな

十四2712園

﹁どうずれば︑外國からきたことばが

だれでも︑どこからでも︑自由に見られ

調べられますか︒﹂

人間などは︑バクテリアよりも︑もっと

るものなのです︒

十四295
十四351

そうして︑なんでこんなにほがらかで

もっと小さなものに感じられるかもしれません︒

いられるのか︑それを︑こう話してやるのだ︒

十四443圃

美しい歌は︑いまも︑われわれの耳にひ

十四505 みんなすくいあげられました︒

びいてくるように感じられるではありませんか︒

十四5010

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた

めに︑特別にあたためられると︑

十四681

地面の空氣が︑日光のためにあたためら

十四731 かべや屋根が熱せられると︑

畑のほうが︑森よりも︑日光のためによ

れてできるときのむらは︑

十四751
十四757

これと同じようなことが︑山腹と谷との

けいあたためられるので︑

間にあって︑山谷風と名づけられています︒

十四767

よその民族から教えられて︑それからい

あのような︑短くて調子のいい︑氣のき

それからいい傳えられているのも

い傳えられているのもあるかもしれません︒

十四804

十四809

十四805

このふたりの子どもたちは︑両親や家庭

女の子は︑またそうしないではいられな

いたものになったものとも考えられます︒

十四966
くなって︑

十五2010

ニューヨークの大都会で育てられた子ど

教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒
十五201一

ふたりの子どもは家庭教師につれられて︑

もたちには︑

十五218
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らん一らんぼう

十五2511 大わしも︑十五六の少年に上からおされ
るので︑その重さにたえられなくなって︑

十五737

つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつくっ

たあたりを︑声高らかに読みあげられた︒

十五⁝⁝5囹

わたしは︑とてもいちいちしょうかい

物をたべているときは︑だれにもか
ダイヤモンドの光にたえられる幸福の
ふつうの人間には︑それが見つけられ

でも︑おまえたちは︑どうしてここま
私たちは︑幸福なのですけれど︑私た

であがって來られたの︒

十五価12圏

ちは見られます︒

十五㎜3雪男へ出ればいつでも︑この﹃幸福﹄た

ないのだよ︒

十五966園

精を見るのだよ︒

十五951園

まっていられません︒

十五935園

してはいられない︒

十五899囹

理由はすこしもない︒

十五272下の方にいる女の子を元氣づけるために 十五746 兄が特権を與えられねばならないという
﹁︿略﹀︒﹂といわずにはいられませんでした︒

十五3711 漢字が中國から日本に傳えられたのは︑
千七百年ほどまえであるが︑

十五451 すすめられたいすにかけて︑啓しそうに
語りだした︒

十五476 有田に焼物がはじめられたのは︑いまか
ら三百三十年ばかりまえのことである︒

十五481 細工人︑画工︑ちょうこく師︑下ばたら
きの者などが︑三十数人かかえられていた︒
十五5012 プリンタリーは︑日本の美しい焼物にひ
きつけられていろいろな焼物を集めた︒
ずを早くからすすめられていた︒

十五552 恩師ジョルダン博士は︑そのためのては
十五586 遠い昔を思い出して︑ひとりそのときの

れられて行っても︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑おじさんはおばさ

毎朝︑このらんに︑その日の朝の温度を書
らんざつ

毎日の生活のらんざっとあわただしさの中

﹇乱雑﹈︵名︶1

に︑それを失っている︒

十512

らんざつ

きつけましょう︒

六618

思い出にふけっていられるようすだった︒
ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒
そうせい
十五617 私は︑札幌の創成川の岸にあった家につ らん ﹇欄﹈︵名︶1 らん
十五627

んに助け船を求められた︒

出て來られたが︑

十五644 おじさんとおばさんはそのあとを追って
十五658

ランドセル
ナイフ︑ゴム︑ランドセル︑ピアノ︑

︵名︶2

︹地名︺一

ランネルスドルフ

ランプ8アルコールランプ
﹁ます﹂小屋のランプが︑きゅうに暗く

なりました︒

らせます︒

十四101團
十四101團

ランプとコーヒー入れとは︑あす︑送

ランプについては︑いろいろいいこと

おかあさん︑いま︑ランプとコーヒー

を教えてくれました︒

入れとを送らせました︒

十四114団

このランプは︑石油でもきはつ油でも︑

それに︑ランプは︑かさなしでもりっ

ランプはかべにおかけなさい︒

どちらをおつかいになってもかまいません︒

十四116団

十四122團

十四118團

ぱに役にたちます︒

十四125国私の友だちで︑母親が十年このかた︑

その友だちの母親は︑このランプに満

この式のランプをつかっているというのが

十四128国

ランプがお氣にいって︑うれしく思い

足しきっているそうです︒

ました︒

十四168国

十五126七言ガラス戸の外のつくよをながむれど

紙をもてランプおおえばガラス戸の

ランプの影のうつりて見えず

十五128図書

おまけに︑いっかランプをつけるとき

外のつくよの明らけく見ゆ

十五備7圓

﹇乱暴﹈︵名︶1 らんぼう

やけどをしたあとまであるよ︒

十724囹 ﹁このうえそんならんぼうをしては︑

らんぼう

らんぼう

このらんぼうなやつ︑いったいなんだ

なんてらんぼうな風なんだろう︒

﹇乱暴﹈︵形状︶2

いっそうしかられるじゃないか︒﹂

六352囹

い︒

十五価2囹

らんぼう

ゴム︑ランドセル︑コーヒー︑コレラ︑
近くのうンネルスドルフというところがら︑

十三483

︵名︶13

︿略V知らせてきました︒

九196

ランネルスドルフ

十四2310園

十四209

秋たけてりんごのみのるころ︑おじさん ランドセル
きょうと

とおばさんは京都へひきあげられたが︑
十の春をむかえた私は︑︿略﹀︑ひとり父

につれられて︑景色の美しい京都に移った︒

十五6610

十五697 おじさんが日夜ふでをとっていられたと
いう大きなつくえの上に︑
ずねられたのもそのはずだ︒

十五6911 手紙のたびごとに︑どうしているかとたランプ

り一リックサック
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り

り

四753 り

引⊥

りんごのような赤いほお︒

明かるくすめるながえ顔︒

ちょっと考えてみただけでも︑このこと
利器

むこうの

りくへ

飛行機という文明の利器が︑このしごとに

﹇利器﹈︵名︶1

がすぐ理解されよう︒

十五3811
りき

九239
つかわれたということを︑

島から

りく﹇陸﹈︵名︶5りく陸
沿うさぎが︑

いってみたいと思いました︒

三432

とき︑

十四764

陸地

りすはしらかばの木にはねて︑﹁高い︑

一本のくるみの木のこずえを︑りすが︑

高い︒﹂といいました︒

三526圏

九531

りすは︑木の上からひたいに手をかざして︑

おい︑りす︒

ぴょんぴょんととんでいました︒
九533園

りす︑ありがとう︒

いちろうをみながら答えました︒

九534

九539園

の枝をとってきたこと

﹁りすさん︑がんのなかまをみかけな

﹁りすさんは︑くるみがだいすきだそう

りすさん︑さ︑あげるよ︒

りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑

音樂の時間によくつかう︑リズムとか︑

ハーモニーとか︑

十四268

︵名︶一 リズム

おいしそうにたべました︒

六桝7

六悩6園

だから︑あげようか︒﹂

六悩4園

ちょろちょろと︑りすさんがきました︒

六旧7 カチン︑カチンとわっていると︑そこへ

かったかい︒﹂

四5910圓

書間は海から陸へ︑夜は反対に陸から海 りすさん ﹇栗鼠﹈︵名︶5 りすさん

へとふきます︒

﹇陸地﹈︵名︶3

﹁大洋を西へ西へと航海して陸地にで

りこう

リズム

陸地の上のどこかの一地方が︑日光のた
氣流のじゅんかんが︑もっと大じかけに︑
﹇利口﹈︵形状︶2

なんとりこうな︑土地にかんけいのふかい
鳥だろうと︑

八810

りこう

陸地と海との間に行われております︒

十四763

めに︑特別にあたためられると︑

十四6712

あったのが︑それほどの手がらだろうか︒﹂

十二410園

りくち

十五167圏 土ぼこり顔よごすとも︑わするるな︑ 十四764 夜は反対に陸から海へとふきます︒

ゆれにゆるるか照りそう風に

十五146図圃 風くればばらはたちまち火となれり

雲長くたなびける見ゆ

三446園むこうのりくまでならんでみたまえ︒ 九5310 りすはもういませんでした︒
九302図魍 まえ向けるすずめは白し朝ぐもり
十五125図魍ガラス戸の外は月あかし森の上に白 三4410 もうひと足でりくへ あがろうと いう 十二923 りすをみつけて追いかけたこと︑もみじ

九293図魍 うらがれにおろされ立てる子どもかな

九286図魍 大空にのびかたむける冬木かな

り︵助動︶6り︽リ・ル︾

り

﹁リ イ サ ン ﹂ の よ う だ ︒

りいさん 一 リイサン
六梱10三一

十一195 その子どもに︑りえもんという人があり

りえもん ︹人名︺3 りえもん
ましたが︑たいへん情ぶかい人でした︒
けませんでした︒

十一199 りえもんは︑からだがよわくて︑よく働

理科

︽

サ︾

ありはしないから︒

そこに︑
のっていました︒

はくせいの

りすが︑

二ひき

ピオのゆうかんさや︑りこうさや︑ちゃめ

﹇利口﹈︵名︶1
ぶりや︑おかしさなどは︑

八107

りこうさ

りこうさ

かれは︑科学者であり︑理想を実現する

︵名︶2

リックサック

ぼくたちは︑リックサックをせおって︑ス
キーをつけ︑

九価1

リックサック

誠意にみちていました︒

十三198

めいけいこをすることだ︒

十二225圏

十一1912 りえもんは︑なんとかして︑からだを 八819園 世界じゆうで︑あの人ほどりこうな人は りそう ﹇理想﹈︵名︶2 理想
高い理想をめざして︑いっしょうけん

りか

じょうぶにして︑︿略﹀と︑ほねをおっていまし

﹇理科﹈︵名︶2

た︒

りか

四116 しゃかい︑さんすう︑りか︑おんがく︑

理解する

三341園

十四715 理科の本などにある︑ビーカーのそこを りす ﹇栗鼠﹈︵名︶8 りす
﹇理解 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

アルコールランプで熱したときの水の流れと︑
りかい・する
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りったいかん一りっぱ

立体感

すこ し も 立 体 感 が な い ︒

﹇立体感﹈︵名︶1

十三418園 ああ︑リックサックも二つある︒
りったいかん
十一一172園

﹇立派﹈︵形状 ︶ 5 3

りっぱ

やくさんてんろくデシリットル・よんリットル

リットル εさんてんごデシリットル・にリットル・
りっぱ

と︑おおもいになりました︒

三115 はんたかをりっぱな人にしてやりたい
三464 そのとき︑みなりのりっぱなかたがた
が大ぜいおとおりになって︑
なことわってしまいました︒

三塒2 どんなりっぱな人のねがいをも︑みん
四403囹 あなたがたは︑．これから︑りっぱなこ

とばにいろいろであうでしょうQ
いました︒

五6910 おじいさんが帰ると︑りっぱな家がたって
五741 そばには︑りっぱなけらいもついています︒

六898囹 まあ︑りっぱなかたが︑水にうつってい
るわ︒

六913囹 門の木の上に︑りっぱなかたがいらっ
しゃいます︒

八291囹 むすめのために︑りっぱなむごをさがし

六914囹木の上に︑りっぱなかたが︒
てやろう︒

八468 金もあり︑からだもりっぱで︑なんの不自
由もなくくらしているかと思うと︑
八841 草むらから︑大きなりっぱな鳥の一むれが
やってきた︒
中に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

八914 いまは︑その身をとりまくりっぱなものの

の森でかこまれていました︒

九551 まわりは︑りっぱなオリーブ色のかやの木

九平10園

じまん話をはじめると︑自分がいちばん

のだ先生がつえでさされる方をみると︑な

りっぱだと思うもんだね︒

九柳4

ぼくは︑学校の生徒のひとりとして︑りっ

るほどりっぱなスキー場で︑

十3111

こんなりっぱな文章が書けるということ

うになりたいものです︒

十二3910

そののち︑ヘレン・ケラーは︑大学を

は︑なんとすばらしいことではありませんか︒

十二423

日本には︑文樂といって︑りっぱな人

りっぱな成績で卒業し︑はかせにまでなりました︒

短しばいがある︒

十二447園

十二皿6

いんさつ機も外國から渡ってきていまし

この美しい︑りっぱなほとけさまは︑

三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ

この絵は︑たいへん大きなりっぱな絵

自由にふでをふるって︑りっぱな作品

それに︑ランプは︑かさなしでもりっ

日本は︑見ちがえるほどりっぱな國に

︑こんなにせいが高く︑りっぱで︑美しく︑

そうして︑しんせつに見えたことは︑

十四棚2

かぼちゃの実にはなりません︒

十四565園私が運んであげなかったら︑りっぱな

なっていくのです︒

十四3112

ぱに役にたちます︒

十四122国

をたくさんのこしたのはえらいよ︒

十三614園

だよ︒

十三5910園

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三3411

このとおりりっぱなものとなって生まれたのです︒

十二麗2

たから︑こんなりっぱな本ができました︒

十二欄9

選手のおよぶところではありません︒

十二829 みるからにりっぱな体格は︑小さな清水

くりつぱに世の中をわたることができない︒

十二698 それにあつみと廣さがなかったら︑正し

影絵しばいができている︒

その織機をあやつって︑りっぱにぬのを 十二466園 アジアでもヨーロッパでも︑りっぱな

そのりっぱな機械をみて︑

ぱにそのつとめをはたし︑

十353

十3612

いきなり︑とこのまのりっぱなかけものを

織ってみせたのは︑佐吉の母であった︒

十722
ひきさきました︒

十一510囹ぼくは︑父ににたら︑せいの高いりっ
これこそ︑いちばんりっぱなものだと

ぱなからだになるだろう︒

十一84囹
思う︒

十一911園しかし︑りっぱなコックスは︑いっか
いっかりっぱな船長になるだろうよ︒

りっぱな船長になるだろうよ︒

十一912囹

﹁じゃあ︑りっぱな整調は︑りっぱな
りっぱな運轄をする人になるだろうね︒

運輔をする人になるだろうね6﹂

十一101園
十一101囹

足なみをそろえてくれるにちがいないよ︒﹂

十一112囹 ﹁いい整調が︑りっぱに日本じゅうの
働くことがすきで︑一代でりっぱな身代
かえって︑その体格もりっぱになってい

をこしらえました︒

十一194
十一2511
きました︒

りっぱな人になるためには︑学問をしな
文雄さんがりっぱな絵かきになるころ

くてはならないと書いてありました︒

十一266
十二213園

は︑わたしも︑ずっと大きな木になって︑

十二215園美しいりっぱな実をたくさんつけるよ

りっぱすぎる一りょうかんさん

880

け︑

十五535 目ざすりっぱな博物館に自動車を乗りつ

りっぱな自動車に︑ためらう私をおしこみ︑

十五601 げんかんに出て︑横づけにしてあった

りゃくす

︽ーサ︾

オートバイ︑リヤカー︑ハンドル︒

﹇略﹈︵五︶1

十四214
りゃく・す

この絵のだんだんりゃくされてきたもの

が︑文字というものの起りとなった︒

十五357

十五661 りっぱなむしゃ人形にそえて︑︿略﹀を りゅう ﹇竜﹈︵名︶1 龍
四66図 龍
二まい︑満ぼうへと名ざしで送ってくださった︒

思って︑

留学生Oにっ

それによって兄が特権を與えられねばな

﹇留学生﹈︵名︶1

りゅうぐう
ここまでまいりました︒

四価3囹 なに︑りゅうぐうだって︒
ころで ございます︒

四価6園 りゅうぐうは︑ほんとうにきれいなと

す︒

四描5囹 りゅうぐうは︑まだとおいの︒
中研3囹 あれがりゅうぐうのこ門でございま

りゅうず

﹇両足﹈︵名︶6 両足

量︑高度など︑さまざまな條件によって︑
りょうあし

えた両足︑どこをみても︑力があふれています︒

十二糊9 大きな目︑のびた手さき︑しっかりふま

わしのせにしがみついて︑両足で鳥の腹

赤く︑青くなった両足をそろえて︑

さな︑赤く︑青くなった両足をそろえて︑

十四946女の子は︑両足を一そのあわれな︑小

十五241

十四947

少年は︑大わしのせにとびつき︑その上

をしめつけるようにしています︒

十五2412

上からぎゅうぎゅうとおしつけ︑両足で

へ乗りうつって︑両足で鳥の腹をしめつけ︑

いっそうはげしく鳥の腹をしめつけました︒

十五257

五854

そのかたの両うでの中に強くだきあげら

﹇両肩﹈︵名︶1 両かた

その子のきれいなかみの毛は︑両かたに

﹇両側﹈︵名︶3 両がわ

あまり廣くもない道の両がわの土べいの

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげ︑

︹課名︺2

りょうかんさん

りょうかんさん

りょうかんさん・⁝⁝：八十五

十一

﹇良寛﹈︹人名︺14 りょうかんさん

りょうかんさんはこういいながら︑ほうき

りょうかんさん

五851

五36 十一

りょうかんさん

その両がわに︑ふんどうをつるしておく︒

十三2911

上から︑

十三271

が︑こぼれたように雑草の中にありました︒

九369国山へ登るほそ道の両がわに︑︿略﹀の実

りょうがわ

まつわりつき︑

十四931

りょうかた

れました︒

十二331

二642 りょううでを車のようにうこかす︒

そのころ留学生としてアメリカのスタン りょううで ﹇両腕﹈︵名︶2 りょううで 両うで
﹇竜宮﹈︵名︶8

フォード大学に学んでいた私は︑

十五524

ぼんりゅうがくせいだいいちごう

りゅうがくせい

らないという理由はすこしもない︒

十五747

理由のないことを信ずる迷信は︑

十五877囹 このとおり︑りっぱな︑ふくれあがっ りゆう ﹇理由﹈︵名︶2 理由
十三122 知識によらず道理によらず︑いたずらに
た顔をしています︒
りっぱで︑

十五鵬9園 世界じゅうの王さまのすべてよりも
りっぱす・ぎる ﹇立派過﹈︵上一︶1 りっぱすぎる
︽ーギル︾

理念

子どもにはりっぱすぎるほどだった︒

十ニー67 おじさんからゆずってもらったもので︑
﹇理念﹈︵名︶1

リボン﹇Vいろリボン
﹁ぎ ん の リ ボ ン か し ら ︒ ﹂

四聖9園 お礼に りゅうぐうへ おつれしょうと

十五7412 それで︑世界平和︑人間平等という理念 りゅうぐう

りねん

が︑ここからわいてくるのだ

十二ー19 書物 リビングストンが南アフリカを探

リビングストン ︹人名︺3 リビングストン
けんしていたときの話です︒

十ニー110 ある日︑リビングストンが木かげで書物
を読んでいました︒

︵名︶一

たるすにやってきて︑

十ニー22 リビングストンがちょっとそとにでかけ
リボン
三7210園

﹇竜頭﹈︵名︶1

四佃4 ところ りゅうぐう
四柵8囹 ここがりゅうぐうでございます︒
四相8園 りゅうぐうはいつもこうなのですよ︒

九768 先生が︑リヤカーに︑はこやかごなどをの りゅうず

リヤカー ︵名︶4 リヤカー

計が︑

六116りゅうずをまわすと︑ ︿略﹀かいちゅう時
たちまち︑ゆかいそうにカチカチと

せておいでになりました︒

九866園 かごをこのリヤカーにつみなさい︒

十四84空
8中の温度の変化︑風の関係︑水蒸器の

量

﹇量﹈︵名︶1

して歩きました︒

九869 帰りは︑みんなかわるがわるリヤカーをお りょう

881
りょうし一りょうて

﹁りょうかんさん︒﹂とよびながら︑

﹁りょうかんさん︒﹂

を持って︑木の葉をはきよせました︒

五856囹

五856囹

﹁りょうかんさん︑りょうかんさん︑お

走ってきました︒

五863圓
しょうさんのりょ う か ん さ ん ︒ ﹂

りょうし﹁といって︑はごろもをお返し

りょうし﹁おまちください︒

をお返しいたしましょう︒

四麗7

こと

四麗3

りょうし

りょうし﹁ああ︑これははずかしい

したら︑

四偽1
﹇漁師﹈︵名︶6

を申しました︒

四伽2でる人りょうし天人

りょうし

四枷1

五863園 りょうかんさん︑りょうかんさん︑
五863園 おしょうさんのりょうかんさん︒

これは︑わたくしが

四伽1

りょうしは︑そのきものをもっていこ

りょうしは︑そばへよって︑よくみます︒

りょうしははごろもを返します︒
そのあたりにいるのは︑︿略﹀や︑のり
﹇両者﹈︵名︶1

両者

父とは︑心をゆるした間がらのこととて︑
両種

両論のもみは︑たがいにならんで生長し︑

﹇両種﹈︵名︶1

﹇両親﹈︵名︶6

両親

ケラーの両親は︑︿略﹀︑すこしでももの
両親と子どもふたり︑

十五336

これは︑﹃両親を愛する幸福﹄で︑

そのときの女の子の両親の喜び︑

りょうしんたち ﹇両親達﹈︵名︶1 両親たち

少女の両親たちが︑そのへんにいたひつ

この二十六字のローマ字を利用して︑

﹇利用﹈︵サ変︶1 利用する ︽ーシ︾

じかいたちを頼んで︑大急ぎでおりて來たのです︒

十五323

十五418

りよう・する

︿略﹀多くの國々のことばが書き表わされている︒

りょうせんしゅ ﹇両選手﹈︵名︶5 両選手

十二841

一つのボールを中心にして︑両選手はと

十一一833 そこへ両選手があらわれました︒

つぎつぎと︑両選手はしのぎをけずって

ぶ鳥のようにかけまわりました︒

十一一865

ネットをはさんで︑両選手はかたいあく

戦いました︒

十二868

心おきなく戦いぬいた両選手のために︑

手をかわしました︒

﹇両手﹈︵名︶17 りょうて 両手

十二869

りすさんは︑両手に︑くるみをにぎって︑

私は︑ありったけの力をだして︑さぶろう

青年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひ

ふたりは︑旅人の両手をとる︒

立ちどまって︑両手をひろげて深呼吸︒

母親が︑両手をのばしてついてくる︒

太郎かじゃは︑きゅうに両手で顔をおおい︑

十214

十一457

だんをあがり︑両手をずっとさしのべて︑

おいおい大声をあげてなきだしました︒

十7212

十259

んという勇ましさであろう︒

九川8 両手をひろげて高くとばれるすがたは︑な

七797

ろげたかと思うと︑しずかにひきはじめた︒

七463

をかばうように両手をつっぱりました︒

七356

おいしそうにたべました︒

六悩7

しました︒

一233 そこで︑りょうてをはねのようにうこか

りょうて

このふたりの子どもたちは︑両親や家庭
先生が第一にさわぎだす︑両親があわて

十五皿9園

てあたりをかけまわる︒

十五236

教師につれられて︑散歩に出て來るのでした︒

十五2010

十五205

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

十二405

りょうしん

年がたってもかれないで︑よくしげりました︒

十三219

りょうしゅ

両者のつきあいはかなりひんぱんであった︒

十五608

りょうしゃ

をとりにでるりょうしの子どもたちで︑

十一一727

四鵬2

うとします︒

戸棚9

でてきます︒

ひとりのりょうしが︑みほのまつ原へ

五867 りょうかんさんは︑ほうきの手をとめて︑
﹁りょうかんさん︑このおにんぎょう︑

か わ い い で し ょ う ︒﹂

五8610圏

まわりにあつまりました︒

五889 子どもたちが︑みんな︑りょうかんさんの
五901園 りょうかんさん︑いま︑﹃さどが島﹄と
おうたいになったとき︑おじぎをなさいましたね︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑おくざしきにつれていきました︒

五911 こういつてから︑りょうかんさんは︑
五927園 あら︑りょうかんさん︑ちがいますよ︒
五933 り．ようかんさんは︑帰っていく子どもたち
をみおくってから ︑

りょうし

五939 りょうかんさんは︑いつまでも月にみとれ
﹇漁師﹈︹ 話 手 ︺ 1 0

ていました︒

りょうし

りょうし﹁いや︑

四旧3 りょうし﹁きょうばいいお天氣だ︒
四枷9 りょうし﹁あれはなんだろう︒﹂
四伽3 りょうし﹁きものだな︒
四伽−o

うったのです︒

四梱1 りょうし﹁天人のはごろもなら︑ なおさら
りょうし﹁ い や ︑ 返 せ ま せ ん ︒ ﹂

お返しはできません︒
四悩5

四二9 りょうし﹁お氣のどくですから︑ はごろも

ひ

りょうにん一りんごさん

882

おめんじょうをいただいて︑

十二327 私は︑︿略﹀︑それが母だとばかり思いこ
んで︑両手をさしだしました︒

十四419園 みんな︑両手をのばせ︒

た︒

一

口ばしの両わきがいくぶん黄色にみえるの

さえあります︒

九162
あなの両わきを切りこんで︑手さきをま

るめ︑指の線をほる︒

十一一524

シ︾

りょこう・する

おります︒

七435囹
︵サ変︶

1

旅行する

︽一

﹁じゃあ︑やっぱり︑おじさんみたい

﹇旅行﹈

けれども︑きょうは︑有しい旅行をして

十四9410 両手もまた︑寒さでほとんどこごえてい りょこう ﹇旅行﹈︵名︶1 旅行
その両手をあたためるために︑︿略﹀

本のマッチで︑火をともすことができたならば︑

十四9410

十四954 女の子は︑その上へ︑小さなつめたい両
十三586園

手にわたします︒

二488 いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

とびまわります︒

二495 じろうは︑よろこんで︑りんごをもって

﹁まあ︑きれいなりんご︒﹂

じろうは︑大きなりんごをさちこにわ

二499 じろうは︑りんごをたべようとします︒

二506
たします︒

二507圓

けたり︑おどったりします︒

二512 さちこは︑りんごをだいたり︑ほおにつ

二528 大きなりんごを︑おかあさんにあげます︒

手をさしのべた︒

二529おかあさんは︑本をおいて︑りんごを手

に︑旅行して來なくちゃだめですね︒﹂

︵感︶一

リリリンリーン

チュイン︑チュイン︑リリリンリーン︒

リレー

二532 またさちこに︑りんごをかえします︒

二536 とうとう︑おかあさんは︑さちこからり

﹁ああ︑そのりんご︑いちろうにいさ

﹁このりんご︑じろうにいさんにいた

んごをもらいます︒

二538園
だいたの︒﹂

二543園

りんごのような赤いほお︒

﹁りんご﹂にお話をするつもりで書き

んからもらったのです︒﹂

四261
ました︒

四753 り

の花も︑いっぺんにさきだします︒

五3910團 こちらでは︑︿略﹀︑うめの花も︑りんご

六212園美しいぶどうに︑かがやくりんご︑樂し

﹇林檎﹈︵名︶3 りんごさん

秋たけてりんごのみのるころ︑

いわれらきりぎりすの生活
十五657

四263團りんごさんのかおのまるいこと︒

四263團りんごさんのほっぺたの赤いこと︒

りんごさん

手に大きなりんごをもっています︒

四264團りんごさんは︑どこへいってもきれい

二478

あげたりにおいをかいだりします︒

うれしそうに︑そのりんごを︑高くさし

﹁このおいしそうなりんご︒﹂

ただおさんまりりんごかきからす

にうけとります︒

十四987 女の子は︑人形の方へ両手をさしのべた︒

五柵4

りりりんり一ん

三875リリリリリリリ︒

十五8510 ﹁いちばんふとった幸福﹂が︑テーブル りりりりりりり︵感︶ーリリリリリリリ

﹇両羽﹈︵名︶1

両三

をはなれて︑大きなおなかを両手にかかえて︑
りょうばね

りょうにん 5ごりょうにん

リーン

︵名︶一

五鵬3

理論

﹁さあ︑リレーにしよう︒﹂

﹇理論﹈︵名︶1

理論と実際とは︑そうやすやすと︑ひとつ

うちから︑大きなりんごを

りんご

になるものではなかった︒

おばさんの

﹇林檎﹈︵名︶22

日▽いちりんしゃ

二203

みっついただきました︒

ニー32

りんご

りん

十398

りうん

七3811園

リレー

リリリン︑リーン︑リーン︒

十五306 わしは︑︿略﹀︑こんどは両羽をあおりた りりりんり一んり一ん ︵感︶一 リリリン︑リーン︑
て︑大きな風をまき起すようにして︑

三647園 りょう方いっぺんにはいけないよ︒

りょうほう ﹇両方﹈︵名︶4 りょう方 両方

六532 ふみおは︑両方のいうことをきいていいま
した︒

両方の手でまどわくをおしています︒

七3710 男の人が︑ただひとり︑わらいもせずに︑

とがわかりました︒

八柵4 両方をくらべてみて︑あまりちがわないこ
りょうほうとも ﹇両方共﹈︵名︶3 両方とも

六麗2 この二つは︑両方とも︑マミムメモという
一ぎょうの中にはいっている︒

両わき

二481

九9311 両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら 二477園
ないふりをしている︒

﹇両脇﹈︵名︶2

十五299 両方とも必死の戦いです︒
りょうわき

883
りんじゅう一れつ

ね︒

りんじゅう

りんじゅう

﹁いよいよりんじゅうだ︒﹂

﹇臨終﹈︵名︶1

十﹁896園

る

九293図圃 うらがれにおろされ立てる子どもかな

る︵助動︶4る︽レ︾
九番3図魍着ぶくれて歩かされいし女の子ぱたん
とたおれそのままなくも

る

ルイ・フィリップ

るすい与おるすい

る一るすいはしっかり氣をつけて︒

﹇留守居﹈︵名︶1

たるすにやってきて︑

れ

四765

一

四756

るすい

れ

れ一れんげの花がひらいた︒

ピンチ

レオナルドダビンチ ︹人名︺ 一

レオナルド・ダ・

レオナルド・ダ・ピンチだの︑ミケラ

ンジェロだのという天才の集まっていた︑美術の

十三5610圏

喜びや︑悲しみや︑傳説や︑歴史やを

﹇歴史﹈︵名︶4 歴史

中心のフロレンスで︑

れきし

十二476園

傳説には︑正しい歴史にもとづいたもの

美しく舞台にあらわそうとする望みもあるのだ︒
もあるが︑

十二556

十五511 日本の歴史を書いたり︑辞書を作ったり︑

﹇礼﹈尋おれい

れい

十五801 歴史の上で︑いろいろな國の人々の間に︑

うになったのは︑

友だちとして心のかよったおつきあいができるよ

れい﹇例﹈︵名︶5れい例n▽いちれい
せみの子たちは︑れいのふしぎなかしこさ

十三487

とやへ追われて行く︑白いレグホンたち︒

れいのあおぎりの木でも︑ほかのあぶらぜ レグホンたち ︵名︶一 レグホンたち

で︑もう大きくなりきったことを知ります︒

八203

れい

﹇霊﹈︵名︶1

れい

かれは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめの
れいにささげて︑その成功をしらせた︒

十441

礼儀

親しきなかにも礼儀あり︒

﹇礼儀﹈︵名︶1

十四819図

れいぎ

例年

お正月がくると︑例年のことで︑だいか

﹇例年﹈︵名︶1

十一275

れいねん

︵名︶一

このあいだのレースで勝ったボートだ

レース

ぐらがまわってきました︒
レース

よ︒

十一116園

かたちを

かえても︑

ばらばらに

列奪いちれつ・にれつ

ニュース︑レコード︑チフス︑コレラ︑

列の

﹇列﹈︵名︶9

つく

﹁きみ︑列をはなれちゃだめじゃな

二十九わのがんは︑列をきれいに

がんの列は︑そのきれいな雲の中に︑

つむじ風のように︑列をつくったつばめの

かかしが列のまん中にはいっている︒

その列が空にすいこまれていく︒

直島7 はじめは二列ですすんだが︑谷あいでは一

六436

六4211

むれが︑かかしの方へとんでくる︒

六413

みえなくなっていきました︒

四656

るどころではありません︒

四526

いか︒﹂

四427園

なってしまうことはありませんでした︒

四424

れつ

十四2110

その例として︑まず︑水の音をとりあっ レコード ︵名︶一 レコード

おたがいによくにたものであるという一

次にいくつかの例をあげてみよう︒

かった︒

みが﹁︿略﹀︒﹂と鳴きはじめました︒

八245

一

十五64図圏家を出て手をひかれたるまつりかな

九108

ち︑よくち︑ぶすはくえども︑死なれもせず︒

十748図闇囹 ふたくちくえども死にもせず︑みく

る

るすいはしっかり氣をつけて︒

四756 る

十四696

十二566

︹人名︺一

ルウウ

つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒

十四96團あなたのルイは︑

︵感︶一

﹁るす を す る ︒ ﹂
﹁よ く る す を す る の だ ぞ ︒ ﹂

十ニー22 リビングストンがちょっとそとにでかけ

十664園

四696

るす ﹇留守﹈︵名︶3 るす←おるす

三874 ルウウ︒

るうう

︿ 略 ﹀ ︑ 私 た ち の 心をうつのです︒

十四43 フランスのルイ・フィリップの名は︑

ルイフィリップ

るい ←ちょうるいずふ

十四179團 あなたのルイ

十四138国 ルイ パリー︑千九百七年四月十六日

十四112国 あなたのルイから

ルイ ︹人名︺4 ルイ

れ

れっしゃ一れる

884

列になったので︑ずいぶん列が長かった︒
字にすべりおりた ︒

九㎜11ぼくたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文
れっしゃ ﹇列車﹈︵名︶1 列車むかもつれっしゃ

れはじめる

︽レハジメ︾

六431 しずんでいくお日さまをおって︑町の上を
︵助動︶1

列車のようにとぶつばめのむれ︒
れはじめる

れる

︽レ・レル︾﹇Vあいされかた

五201 私のなかまは︑一けん一けんにくばられは
︵助動︶鰯

じめました︒

五192
つと汽車からおろされ︑自動車につみこま

んどん︑南へはこばれました︒二日めのあ

たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南へ

六873囹

六855囹

六853園

りばりを魚にとられてしまいました︒﹂

六843園︑つりばりをとられた︒どうしょう︒困

六7911

りばりは魚にとられてしまうし︑にいさ

︒﹂編こで駒の﹁とられたって︒﹂編齢駒の﹁は

つり

五193

︑自動車につみこまれて︑ある町のゆうび

六874園いさんにはしかられるし︑困ってないて

うな文が︑はりだされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

八

五195

ふくろの中からだされて︑ほっとしている

五793

いもののように思われました︒

五196

その人の手ににぎられながら︑あちらこち

六927雨隠 ︑つりばりをとられてしまったのです︒

ら︑﹁︿略﹀︒﹂ときかれて︑ごろうは︑﹁︿略

五198

六梱3園 くはきつねに追われてなんかいやしない

六753

五202

たいへんかわいがられました︒しかし︑き

家のげんかんにおかれました︒﹁︿略﹀︒﹂み

ないところにやられるかと思って︑びく

五207

だします︒ほりだされた石炭が︑山のよう

五181園

五225
五361

七136どんないみにっかわれているのでしょう︒
七346人もあり︑足をふまれて︑おこっている女
七352びに︑前後からおされて︑さぶろうは︑だ
七354てしまうかと︑思われるほどでした︒私は

一175 ︑どんなえがかかれるでしょう︒どんな 五361 が︑山のようにつまれています︒この石炭

れる

三454囹 はうまくだまされたな︒ぼくは海を

一176 ︒どんなじがかかれるでしょう︒だれが 五571 はるおにさいそくされて︑ばんをゆずりま

この中にしまいこまれていた︑小さな鉄の

と︑ねこにひっかかれた羽がぶらりとなつ

﹂おとうさんにいわれて︑よくみると︑ね

七4611
駅の名も美しくよまれた︒ 五 作文 ︵﹈

七421は︑しみじみときかれた︒汽車はトンネル
七457あいだにとりかわされた︒おしまいに︑青

七412ら︑腹までふりまかれて︑ちょうど︑かふ

七月十六 七3911ボールのように送られていくうちに︑にこ

五㎜1

ピンセットにはさまれて︑明かるいところ

七513が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくらのほうの
七557にはっきりとえがかれた↓つのかたちは︑

そこをパチリと写されました︒

六42

かるいところへだされた︒ねじは︑おどろ

八48くさんいる鳥といわれるほおじろです︒ど

五8310

六43

かった︒自分のおかれているのは︑しごと

五欄1

三川10

六43

どんなところにおかれるのだろうなどと考

お日さまはとられません︒雲さえで

豊麗6 十もでたかと思われるほど︑あたりが
四165 んが︑月にてらされて︑水をくむ︒︿

六48

ちゃめちゃにされちゃった︒﹂と︑マ

四351 ＞︒﹂ここまでいわれても︑まだ︑なんの

六63

三787園

四392 のことが思いだされてきました︒﹁︿略

三805圏

四459園 ﹀︒﹂﹁とりのこされるかと思ってさ︒

六436

の列が空にすいこまれていく︒それをつつ

六156 の葉の船は波に流されて︑川の岸につきま 八49 オが私のうちにかわれるようになったかと
四484 らねらいうちをされるからです︒山の
四4910 のてっぽうでやられたということが 六167 た︒はとは︑ねらわれていることを知らず 八62 ︑すっかりひきこまれて︑しばらく見物し
六222 ︑ありさん︒﹂よばれても︑ありたちは氣 八311りふえに心をうばわれていました︒天帝は
四511 た︒下からねらわれているときには︑
四548 ねのっけねをうたれていました︒かっ
六319のすそが風にあおられる︒3雲がちぎれ 八313しいうでまえにうたれて︑むすめのむごに
四639 ﹁︿略V︒﹂こういわれて︑かっちゃんは︑ 六326 ぼうしがふきとばされる︒顔のうしろを雲 八336いことがそうそうされます︒私たちの︑た
六329 うに︑空にすいこまれていくかかし︒10 八362なふかい感じにうたれます︒しかも︑この
四817囲
子どもにうたわれて︑ きょうは︑工
六333 ひげの雲が風に流されている︒13風を受 八365たいどうしてたもたれているのでしょう︒
四864 るほど雪につもられて︑だまっている︒
四936 も降る︒風にふかれて︑うずをまいて︑ 六344 ︒雲のひげがあおられて長くのびる︒かか 八563しい砂地がみわたされた︒ぼくは︑砂地の
かし﹁ふきとばされたんです︒きょうの 八569て︑それに氣をとられて︑わきみをしたあ
四956 いない︒風にふかれてとんでいるうち 六392園
六404
てさる︒30のこされたかかしの大写し︒ 八637園
四搦2圏
かすみにつつまれて︒ かもめすいす
↓どそれでだまされたことがあってね︑
八674囹いてね︒人にふまれないように︑それか

えにもとりかこまれ︑やねの上まで︑

五63 くなる︒ダムにせかれていけになり︑水力

885
れる一れる

八703 まからわる口をいわれるばかりでなく︑に
八703 にわとりからもぶたれたり︑つつつかれた
八703 たれたり︑つつつかれたりした︒しちめん
八709 なからしかりとばされるので︑しみじみと
で︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒親あひるですら

八714園 かは︑ねこにくわれてしまえばいい︒﹂
八715

八717 あひるにはかみつかれ︑にわとりにはこず
八718 りにはこずきまわされ︑えさをくれるむす
けものあつかいにされた︒

︵四︶

秋がき

八718 めには足でけとばされた︒そこで︑みにく
八836

八895園 のだから︑ころされるかもしれない︒し

八896園︑にわとりにぶたれたり︑女の子につき
八898囹 ︑あの鳥にころされたほうがましだ︒﹂

八904 ひるの子は︑ころされるものと思いながら
八933 られたり︑あざけられたりしたときのこと
八935 ちばん美しいといわれる身のうえになった
九2011 りがねがはりまわされて︑つばめたちのと

九211 まるところがつくられました︒いく千とい
九215 ばめがはじめて運ばれてきたのは︑九月十
九226 汽車や飛行機で送られた数は︑だいたいつ

やだ︒﹂と︑つかまれている手をふりはな

︒﹂やまだひつばられながら︑﹁︿略﹀︒﹂た

＋2412に︑トロッコにつまれる石炭の山︒おしだ

十208七色の光が写しだされる︒﹁︿略﹀︒﹂10せ
十229 ︒きれいにたがやされた畑︒田をならして

＋3410ぬのがずんずん織られていくからである︒

十333ちがいあつかいにされるのをみて︑父は︑
十341るがせにしてはおかれない︒いまのような

＋3210こういってあざけられた︒佐吉は︑父の大

十289ふしぎなことにうたれ︑美しさにおどろく
十297ときは︑組みあわされた一音一音のことも

十251石炭の山︒おしだされてくるトロッコ︒ご

ぼくは二つなぐられて︑三つきみをなぐ

﹂というあいずをされた︒ぼくたちも︑み

ゆうの人から愛される眞珠︑これを︑人
＋3710園

十351にはくらん会が開かれた︒佐吉は︑上京し
十361らはますますわらわれて︑だれひとりあい
十372機は︑國内につかわれるようになったが︑
いしい先生がすべられる︒そのみごとなす

いしい先生がすべられるところである︒た

きもとこうきち

十391王として世界に知られた御木本幸吉であっ
十409 ︑どんなにあざけられ︑からかわれても︑
十409ざけられ︑からかわれても︑その助力者と
十451大きなゆめは実現された︒今日︑眞珠の産

み

しみてきたかと思われるようにつめたかつ

十6311めんの藝術ともいわれ︑ヨーロッパの大む

＋4512ことが︑明らかにされた︒そののち︑幸吉

は︑のだ先生がとばれるばんである︒先生

ぎ︑まつ林におおわれた道もない谷まにな

九404団

九鴇11 ころからたたき落されたが︑たまたま︑あ

九㎜3園 ︑みつばちにさされて︑苦しんだことも

十733なは︑あっけにとられてたずねました︒太

十641とくらべて︑研究されています︒日本の絵
十654をやったり︑だまされたりなど︑よわい人
十657なにをしてもにくまれない︑おもしろい人
ちまち死ぬといわれるくらいだ︒ふたり
十668園
どんな目にあわされるかわからない︒﹂
十718園
︑いっそうしかられるじゃないか︒﹂﹁︿
十724囹
十728 ﹂こう︑さしずをされて︑しかたなく︑ず

九351團 うやくかいこんされて︑三日めにやっと
︿略﹀︒﹂などいわれたが︑ぼくはがんば

九364国 るしみずが︑せかれて︑たきになり流れ

うもりの羽にたたかれました︒あみは︑す

九455團 けるようにといわれました︒ぼくは︑お

九衛5 そらおそろしく思われてきました︒白ばら

十一94囹﹀︒﹂﹁そういわれて︑自信をもって︑
ようにみじかく思われました︒﹁︿略﹀︒﹂年

みるように思いだされてきました︒﹁︿略﹀

に︑﹁︿略﹀︒﹂といわれて︑きゅうになつか

みました︒こう頼まれると︑だまってたべ

九553 やの木の森でかこまれていました︒その工

九衛11 このつばめにひろわれました︒くもは︑つ

九3411国 といけないといわれて︑ほねをおりまし

面735 車が︑ひっぱりだされました︒そうして︑

九865

九856園 ︑つるつるみがかれていないから︑ただ

みずに︑うるおされ︑やしなわれて︑の
十一182

十一171︑
1あとなくぬぐわれます︒朝も︑書も︑

九785 んの農家にたちよられました︒しばらくし

そこに小石でかこまれた美しい泉があった

生は地上の人となられた︒お書になったの

らだも︑つなにまかれそうになりました︒

をして︑すべりだされた︒すばらしい早さ

十385 ︑ふしぎな宝石とされてきたが︑しらべて

をひろげて高くとばれるすがたは︑なんと

へ上へと登っていかれたが︑三百五十メー

が︑﹁︿略﹀︒﹂といわれた︒ぼくたち三四人

いたてるようにいわれた︒百五十メートル

だ先生がつえでさされる方をみると︑なる

︒その声にはげまされて︑ぼくたちは︑い

︑﹁︿略﹀︒﹂とさけばれた︒その声にはげま

だ先生が先頭に立たれ︑いしい先生は︑み

2114103954103296421110335448910
九帽1 めの口ばしにはさまれたまま︑空をとんで
十127 ︑お友だちにさそわれても︑どうしてもお
十162分の國のことをきかれたときは︑おとうさ

九239 このしごとにっかわれたということを︑た
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九241 に帰ってくるといわれています︒つまり︑

三九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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十一182 おされ︑やしなわれて︑のびていく命の
十一1910 や畑をみんな流されたりしましたので︑

十﹁283 の田や畑も︑流されてしまいました︒こ
十一303 の人からうやまわれるようになりました
十一364圃 のみのりも思われる︒ ひと日のあせ
十一444 ︑いっしょに呼ばれているようです︒み
十一447 ひときわ高く呼ばれました︒弟の名でし
十一449 私は︑自分が呼ばれたような氣がしまし
十一501 に農学校をつくられたクラーク先生もお
十一514 みんなふきちぎられ︑へちまの葉は︑み
十一518 まった︒雨にうたれながら︑電車のくる
略﹀︒﹂﹁ゆずられたときの回持でゆず

十一524 で︑おしたりおされたりしなければなら
十一547圃

十一618 にきびしくただされて︑太郎は︑やっと
十一692 ふとんの上におかれたまま動かずにいる
十一6912 とは︑とても思われませんでした︒かみ
十一739 たいへん長く思われました︒医者がすぐ
十一819 が︑看護婦に送られながら︑そのへやに
十二335 いう文字をつづられました︒私は︑すぐ

十一834園ろへっれていかれたのだな︒わたしは

けた父にこういわれたら︑水さしに水を

いる父にこういわれたら︑バケツか︑じ

す︒このままおされるものではありませ

まつ白い線のひかれたコートには︑日ざ

なふうにはげまされたことはありません

十三185

十三1710

十三178

十三161

十三15！2

十三1211

十三118

はならぬといわれました︒ガリレオは

ローマに呼びだされて︑自分でも信じて

ているように思われます︒こういううぶ

っても︑まだ知られていないことはたく

いる父にこういわれたら︑手おけに水を

の中にたたみこまれていることは︑太郎

の中にたたみこまれているにちがいない

十三224

十三221

十三214

かれるのはふせがれましたが︑その生長

の熱望は︑実現されません︒もみは︑あ

︑みごとに実現されました︒そこで︑デ

れがためにくじかれることなく︑﹁︿略﹀

敗れ︑國はけずられ︑皇民の二叉はしず

できる二州をとられました︒もともとせ

世界の樂園といわれるこの國も︑千八百

ばの力がうしなわれていく︒それは自分

の友だちにさそわれていったこと︑くり

十三226

れによってはたされなかったのでありま

んなことがふくまれている︒ほかの人が

十三2310

十三227

十三2312によってもたらされた︑よい結果は︑木

によって︑発見されたのであります︒こ

で書いても︑書かれたことがそれぞれち
﹁赤

大水の害がのぞかれたので︑すたれた都

︵三︶

十三253

職いによって失われたシュレスウィヒと

たるところにしかれました︒とうとう︑

︑ことばがみがかれてくる︒

かし︑たたみこまれているなかみはそれ
たものが思いだされてくる︒太郎は︑秋

十三257

をつるつるにそられている︒糸屋が來る

︑すでにつぐなわれて︑なおあまりある

十三258

の声のように思われる︒春は︑なえ誇り

だす︒弟にせがまれて︑赤とんぼをとり

十三293

でや心持にとかされて︑その人その人の

十三322

うな星がばらまかれて︑︸つ一つがかが

で︑はなをつままれてもわからないほど

る︒いったん読まれてしまうと︑読み手

十三338

十三259
まざまに思いだされるでしょう︒なつか

験によって生かされてくる︒

十三3311

十三353

十三3411

︒文字の國といわれるのも︑いわれのな

しさが胸にきざまれる︒文字の國といわ

っぱな文字で書かれてある︒小さな子ど

︑﹁れん﹂が書かれてある︒れんは︑め

あ

はかからほりだされたものです︒赤色の

よい町から発見されたので︑やよい式土

十三3410
人々からたっとばれている作品です︒

十三353

十一

ばかりまえに作られたものであります︒

に︑はじめて作られた日本のお金です︒

いる︒とやへ追われて行く︑白いレグホ

びょうどういん

年ほどまえに作られた平等院という建物

十三487

十四42 名のわが國に知られている人は︑けっし

十三593園ドンナ﹄といわれている︒これはどう

いのにおどろかされました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ドンナ﹄といわれています︒これを見

七

いるからだといわれていますが︑屋根の

日一日と︑むすばれていくように︒
絵巻物

十三528
うんけい

かにかきあらわされています︒
國人にもてはやされてきました︒

か︑ほとんど知られていなかったのです
知識によって知られ︑むずかしいものは

十三563

十三541團

11

十二353 えるために苦しまれたのですが︑私は︑

7
のは運慶だといわれています︒ふたつと
うきよ
浮世

103

十二3512 原因がとりのぞかれたという満足を覚え

1
7

3

十二367 まいにおいにひかれて︑庭の小道をおり

96

1

1皿4

十二389 しみとに胸をさされました︒私はその日

9
8
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6

3

十二41一 ン先生に手をひかれ︑ふたりがひとりの

了8
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2

1110

92

5

101
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108
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104

十二4112園 iさんがすくわれるのです︒どうぞ神

十二4411面形つかいといわれる人がいて︑ものに
十二556 あいだにおりこまれているからである︒
十一一558 文章に書きつづられて有名になったもの
十二6011 の太陽も︑まねかれるままに空の中ほど

十二565 らこちらで発見される︒その中には︑世
十二779 弟にサインを頼まれました︒その少年た
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

887
れる一れる

読む人の心がひかれるのは︑ものごとを

にも書きあらわされる︒どのような文章

十五459日本政府から頼まれて︑鉄ぼうのうちか

十五435ウインドにかざられてあるさらやはちを

なべしま﹂といわれる︑色のはいったも
＋五4710

十五474店の主人は︑きかれるままに語りだした

十五483はん主からゆるされた十六人目けが︑早

十

ブルの一方におかれてあった︒そのとき

父たちの間に結ばれた心が︑なん十年の
＋五5110

十五484 いように︑保護されていた︒ところが明

た人によって書かれた文である︒

るくはないと思われるくらいであった︒

少年に上からおされるので︑その重さに

どこへ持って行かれるかわかりません︒

＋五5912と︑あっけにとられているタイピストを

十五521 ってふたたび結ばれることになった︒
十五536 ︑守衛にみちびかれておくまった館長室
十五563園三角測量が行われていなかったので︑
十五592園そうかわいがられたのですから︒﹂と︑

しのつめにっかまれて︑女の子はばたば

のせからふり落されないものでもない︒

うが︑下につかまれている女の子は︑あ
それにふきとばされ︑ちょっとでも氣を
ちばしでつき殺されます︒まわりには︑

父親のうでにだかれた女の子は︑にごに

十五6711で窓のあけはなたれた新島家をおとずれ

十五691 ︿略﹀︒﹂と指さされるままに︑顔をあげ

十五672ば︑かたくとざされてあった︒そのうち
うつすことも行われた︒この絵のだんだ

さんは︑年とられてから目がわるくな
十五7011囹

十五698私の写眞がかざられてあるではないか︒

つけることも行われた︒それから︑ぼう

だんだんりゃくされてきたものが︑文字
うになったといわれている︒ 漢字 漢
︑それまでに作られた文字を組みあわせ

親の目から

＋五7312してその名を知られていた老博士は︑き

＋五7310い食堂にみちびかれ︑博士とたったふた

十五741熱意をこめて語られた︒

ああ︑忘れ

十五734かい思い出にうたれている私の目の前で
せて﹁明﹂が作られ︑﹁木﹂を二つなら

十五755 の鼻先につきだされた︒
界の大半につかわれている文字である︒
︒ローマ字といわれるのもそのためであ

かなによって書かれた作品である︒しか

ことがすぐ理解されよう︒

十五769外なあいさつをされた︒そうして︑これ

十五762略﹀︒﹂といいたされた︒ああ︑新島のお

大きな声でわらわれ︑こんどははっきり
＋五7512

十五756 べにをさして語られたホランド博士のあ

日本

とばが書き表わされている︒日本のこと

略﹀︒﹂とささやかれた︒博士は︑そのこ
十五7511

界の人々に親しまれるようになるであろ

かな

ねて﹁森﹂が作られた︒﹁枝・板﹂など︑

すこともくふうされた︒たとえば︑﹁日﹂

十五731しものをしておられたが︑やがてすがた

した絵文字とよばれるものがあった︒中

しめすことも行われた︒これらの表わし

十五641た︒又略﹀︒﹂だされたくつを見て︑にこ
十五654せをふきふき歩かれた新島のおじさんと
十五667じさんがいい残された願いによって︑私
ひろしま
十五671さんは廣島におられて︑学校のいきかえ

がをするか︑殺される心配がある︒そん

れが美しくかざられていた︒たくさんの

のおのように思われた︒これは︑ま法の

2961031176652107642211103741077121361098

十四61 にもよくうかがわれます︒老いた母を思
十四1412團 んなことが思われてくるのです︒おか

十四151團 いお氣持になられたときには︑自分に
十四241園 ジア語だといわれている︒そのほかの
十四271 いうことが想像される︒それから︑ふと
十四301 ればかりとも思われません︒かりにそれ

十四278園語のように思われてきたのだ︒﹂とお

十四3210 によってみちびかれ︑星によって生きて

十四326 す︒こよみが作られたのです︒天文学が
十四335 ︑ぎんが系といわれる星の大きな集まり
十四3512 い世界にひきこまれるような氣がします
十四3610 星をつかめといわれ︑そのことばにふか
十四391囹 りが︑たち切られる︒﹂五の人﹁ゆめが

十四455 船からほうりだされて︑黒い波の間をお
十四459 とごとく波にのまれてしまったように︑

十四475 ︑船からなげだされたものでしょう︒た
十四478 かえって波にのまれてしまったのに︑こ
十四483 う美しい歌に送られて︑死んでいきたい

十四539園暑い日に照らされながら︑せっせと養
十四683 たい空氣におおわれた地方があると︑あ
十四7011 ておけば︑ひやされるのは︑おもに︑ま
十四7512 の方へおしおろされるかたむきがありま

十四763 と海との間に行われております︒それは
十四764 は︑海陸風とよばれているもので︑書間
十四802 いう前からつくられて︑子に︑まごにと
十四807 つの眞理だと思われたので︑そのことを
十四8510 の映画に心をひかれた︒ふんだんに降っ
十四867 ろい場面が発見されるように思われる︒

十四868 されるように思われる︒たとえば︑ふぶ
十四869 ある︒風にあおられた雪のむれが︑道を
十四885 るのか︒風にふかれたからであろうか︒

十四8812 半年も雪にとざされていた地上に︑ぼち

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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れん一ろうじん

888

十五7610 語の一つだといわれた︒ 五

練習する

︽一

時間がせまったので︑私はユニホームを
﹇練習﹈︵サ変︶1

なによりおもしろいのは︑大学のボート

れんしゅう・する

つけて︑練習のためにコートにでました︒

十二777

その人の れんしゅう ﹇練習﹈︵名︶1 練習

十五7911 本が︑いつもおかれてあります︒歴史の
十五8012 がはずかしく思われるようになることを
十五877囹 これが﹃みたされたきょえいの幸福﹄
シ︾

ます︒︵﹁みたされたきょえいの幸福﹂

十五878

十一51
﹇連絡﹈︵名︶1

れんらく

んをトントンあがってみたり︑

七79園 ろうかをすうっと通ってみたり︑かいだ

きた︒

ふたりは︑はしごだんをのぼって︑長い

七573 ろうかを曲がったら︑ふっと︑風がふいて
十﹇671
8

屋根の形や左右にのびたろうかのかっこ

ろうかのはずれまで歩いていきました︒

うにも︑

十一一

七4210 みると︑しらがの老人である︒

センターが︑外野のセンターにれんらくを ろうじん ﹇老人﹈︵名︶15 老人

とって︑どんどん︑あてにあてた︒

七5310

れんらく

がいつもここで練習していることだ︒

十五901園 つとのまも行かれないのです︒ぼくた
十五945 美しい光に照らされます︒チルチル﹁
十五997園 んだん人に知られてくるね︒︵幸福に

十五塒12園正がしかえしされたときに︑いつもに
十五塒8園 れにうっちゃられると︑ぼくたちは︑

こころは︑﹃ろ﹄の上にある︒

う

ろをこぐせんどうさん︒

ここはろうかです︒

老人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑青年のまえに

そういってから︑老人にぼうしを返した︒
なっていた︒

十一7311

ひとりのみすばらしい身なりをした老人

まじめな顔をした老人でした︒

医者は︑せいの高い︑すこしかがんだ︑

十443 そのころ︑幸吉は︑すでにしらがの老人に

七456

すすみでた︒

七445

たび︑しらがの老人のところにもどった︒

七445 車中をひとまわりすると︑ぼうしは︑ふた

しを︑そばの人の手に渡した︒

そこで︑老人は︑自分のかぶっていたぼう

車中の人たちは︑みんなこの老人をみた︒

七433

ろ

七4311

れん

﹇炉﹈︵名︶6

あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます︒

それがもえ続けている聞︑大きなろの前

四713

四743

ろ

﹃ろ﹄の字とかけてなんととく︒

2

四714

ろ

う

ろをこぐせんどうさん︒

四743
三311園

た︒

十ニー17

ようすをみていたじゅんさが︑老人のそ

老人は︑ほおえみながらポケットに手を

老人は干場の方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と

この老人は︑ペスタロッチという人でし

答えました︒

十ニー12

いれましたが︑

十ニー08

ばによってきて︑﹁︿略﹀︒﹂とたずねました︒

十ニー04

が︑︿略﹀ひろってポケットにいれていました︒

そのろの中には︑美しい火がもえあがり︑ 十二911

にすわっていた︒

十四959

六268

ています︒

三368園大きなうに︑大きなやかんがかかっ

ろ

十五佃2囹 かあさんにだかれておくれ︒なにが幸

ろ

十五伽3 のことが思い出されてきた︒はじめてこ
﹇聯﹈︵名︶3

十三349 家々の門には︑﹁れん﹂が書かれてある︒

れん

るが︑みな︑りっぱな文字で書かれてある︒

十三3410 れんは︑めでたい文句や︑詩の一節であ

りのような氣持で︑れんをながめている︒

十三351 小さな子どもは︑︿略﹀︑ただ美しいかざ

十一315圏 もも赤く 畑にさいて︑れんぎょうは︑

れんぎょう ﹇連翅﹈︵名︶1 れんぎょう
かきねを黄色にそめていく︒
れんげ

十四9510

﹇蓮華﹈︵名︶4

一195圃 れんげのはなひらいた︒

れんげ

と思うと︑そのとき︑ほのおは消えてし
まい︑ろはなくなってしまった︒

十四963

れんげの花がひらいた︒

一203圃 れんげのはなつぼんだ︒
四765 れ
もり

十五101図圏 れんげつみて子といる母の黒いこう ろ ﹇櫓﹈︵名︶1 ろ

三93囲 すみれ︑たんぽぽ︑れんげそう︑花の

れんげそう ﹇蓮華草﹈︵名︶2 れんげそう
おやねがうつくしい︒
ました︒

七872 きょうは︑れんげそうとなたねの葉をやり ろうか ﹇廊下﹈︵名︶5 ろうかδわたりろうか

いる︒

ローマ字

ローマ字
ローマ字

日本のことばになおしてローマ字で煙い

ローマ字をかくこともできます︒

︵名︶1一

十五426

十五42一

ローマ字は︑アメリカ・イギリス︿略﹀
ローマ字は︑︿略﹀︑その大もとをたずね

ローマ字は︑全部で二十六字である︒

ローマ字といわれるのもそのためである︒

日本のことばも︑ローマ字で書くことが

この二十六字のローマ字を利用して︑

ローマ字をつかうと︑︿略﹀︑発音のこま

そのうえ︑ローマ字の教育にも努力して

ローマ字は世界的の文字であるから︑

かなところまで書き表わすことができて︑

十五4111

できる︒

十五4110

十五418

十五417

十五416

れば︑エジプト文字から出たものである︒

十五411

など︑世界の大半につかわれている文字である︒

十五408

てあります︒

十二柵11

三976

ローマじ

十五407

十五34

十三595 老人のぼうさんらしい人が︑その前にひ ローマじ ︹題名︺2 ローマ字
れふしている絵でした︒

賢しん士

十四518 こういいだしたのは︑根のしるしをつけ
﹇老紳士﹈︵名︶1

た老人でした︒

ろうしんし

ろうそく

十五5312 私の目に映じたのは︑︿略﹀しらがの老
﹇蝋燭﹈︵名︶3

しん士のすがたであった︒
ろうそく

四8210 ほそいろうそくも立てました︒
十四982 たくさんの小さなろうそくが︑みどりの
枝の間からかがやいて︑

て︑

老博士

老婦人

四27
四661

五31
五441

六31
六561
七69エ

七37
八35
八601

九32
九471

十34
十473

十四511

十四32

十三461

十三31

十二551

十二32

十一511

十一34

占

山

山

占

﹇六﹈

﹇六﹈

ことばあそび⁝⁝⁝六十六

ことばあそび

まどをあけると⁝⁝⁝四十四

かべ新聞⁝⁝⁝五十六

まどをあけると

かべ新聞

月明かり⁝⁝⁝六十九

月明かり

みにくいあひるの子⁝⁝⁝六十

みにくいあひるの子

どんぐりとやまねこ⁝⁝⁝四十七

どんぐりとやまねこ

私の妹⁝⁝⁝四十七

雨の中⁝⁝⁝五十一

私の妹

悪説⁝⁝⁝五十五

雨の中

そよ風⁝⁝⁝四十六

傳説

とりいれまつりの夜⁝⁝⁝五十一

そよ風

とりいれまつりの夜

幸福の園⁝⁝⁝八十二

1

幸福の園

六

六324

6㊦︵←ごろっぽ

︹話手︺

六64図

四70図

ろく

一519

ろく

九907

ろく

十五821

ローマン号という小さな汽船が︑︿略V︑ ＋五310

なのはな⁝⁝⁝六

︹課名︺3
1 六

ちんぼつしてしまいました︒

十四4410

ろく

占
ノ、
占

ノ、
占

ノ、
占

ノ、
山

ノ、
占

ノ、
占

！、
占

ノ、
！、
！、
ノ、
！、
占

占

ノ、
ノ、

十四989 そのたくさんのろうそくはもえ続けてい
﹇老博士﹈︵名︶3

十五7312 平和主義の旗がしらとしてその名を知ら

ろうはくし

れていた老博士は︑︿略V熱意をこめて語られた︒
十五75一 テーブルをたたいて立ちあがった老博士
は︑︿略﹀右手を 大 き く ふ り ま わ し ︑

十五758 自動車のドアに手をかけた老博士が︑さ
﹇老婦人﹈︵名︶2

らに︑﹁︿略﹀︒﹂とささやかれた︒

ろうふじん

老婦人が︑︿略﹀︑しっかと私をだきしめた︒

十五675 私がだんをおりるのを待ちかまえていた ローマンごう ︵名︶一 ローマン号

ローマ

もちもの

もちもの⁝⁝⁝十四
山びこ：：⁝三二十八

山びこ

かえり道

かえり道⁝⁝⁝三十九

L

︿略﹀︑おもわずとびこんだ私をだきしめた︒

︹地名︺3

一23
一27
一14一

二32
二381

三27
三391

占

山

占

占

よ
ノ、

十五684 ドアがあいて︑半身をだした老婦人が︑
ローマ

されて︑

十三1512 そのため︑ガリレオは︑ローマに呼びだ

して︑そこからローマに出て︑

十三571園 ミケランジェロとラファエルは︑前後

移って︑現在のような形になった︒

十五415 それから︑そのギリシア文字がローマに

占

！、

占

！、

占

ノ、

占

ノ、

ノ、

ノ、

！、

ノ、

占

占

ノ、

！、

麗衿
9 ＿鬼

ノ＼

＿
一L

ノ、

宍9患7
名占

6

6 一

6

渕4

團L
■昌■

ノ、
！、
！、
一墨一

ノ、

一」■
一匹＿

ノ、

889
ろうしんし一ろく

八18図 6
九885 たかぎには友だちの一︑二︑三︑やまだに
は四︑五︑六︑

6

︹弓手︺1

六十
六十一

五十も六十も続いている︒

﹇六十﹈︵名︶1

十二677

ろくじゅう

五34

六十九

六十三
六十四

九父の看病⁝⁝⁝六十三

︹課名︺1

九金のさかな⁝⁝⁝六十五

ろくじゅうさん

十一37
ろくじゅうし ︹課名︺1

六十二

七みえない力⁝⁝⁝六十四

ろくセンチメートル

㎝でした︒

ろくだい ﹇六台﹈ ︵名︶1

六十六

六人

うの そばによってきました︒

六人のめくらたちは︑おそるおそるそ
二349園

ました︒

六人のめくらが︑ぞうつかいにたのみ
二345圏

ました︒

あるところに︑六人のめくらがあり
二323圏

ろくにん ﹇六人﹈ ︵名︶3

にあわず︑ さらに二台の自動車を加えました︒

九204そのつばめを運ぶのに六台の自動車ではま

六台

ろくねん

﹇六年﹈︵名︶1 六年

二598園五年の人たちも︑六年の人たちも︑そ

こうさくしつでは︑六年生が︑はこのよ

六年生

のまえの人たちも︑これをつかいました︒
三356囹

ろくねんせい ﹇六年生﹈︵名︶1

六のばめん

︹題名︺2

六のばめん

二518

ろくのばめん

うなものをこしらえていました︒

六907

六のばめん
ろくめい
﹇鹿鳴館﹈︵名︶1 鹿鳴館

十五5511園鹿鳴館というクラブがあり︑おかしな

ろくめい

ろくめいかん

ときたまそとのろじへだしてやっても︑す

﹇路地﹈︵名︶2 うじ

もよおしをしていたものだ︒
うじ

八92

うじどころか︑庭の木にとまらせても長く

ぐまいもどってきます︒

︹人名︺一 ロダン

はいません︒

八92
ロダン

6びき

六びき

一びき︑二ひき︑三びき︑四ひき︑五ひ

﹇六匹﹈︵名︶3

﹇六本﹈︵名︶2 六本

六本足

大きくなるにつれて︑六本の足がだんだん

はりがねが六本あることまでわかる︒

ろっぽんあし ﹇六本足﹈︵名︶1

強くなり︑

八1710

六撹7

ろっぽん

八餌7 いなごが6びきほどいました︒

二304園 六びき︑

き︑穴びき︑七ひき︑八ひき︑九ひき︑十びき︑

二298圏

ろっびき

の運動場︑この校舎︑あの農園︑

十五792 すなおなれ︒ーロダン
四27 六ことばあそび⁝⁝⁝六十六
ろっかねん ﹇六箇年﹈︵名︶1 六か年
︵名︶1 6㎝
十五協5 樂しい六か年の思い出を残してくれたこ
七993
耳の長さは︑ 白と黒は5㎝︑ねずみ色は6

ろくじゅうろく ︹課名︺1

毒忌5 田植えをした日から︑ ちょうど60日めです︒

ろくじゆうにちめ ﹇六十日目﹈︵名︶！ 60日め

十38 七ぶす⁝⁝⁝六十二
十四33七 茶わんの湯⁝⁝⁝六十二

6月 ろくじゆうに ︹課名︺2

十二33

六十五

六月明かり⁝⁝⁝六十九

︹課名︺1

九春をむかえに⁝⁝⁝六十一

ろくじゅういち

二35
ろくじゅうく

十196
十一11図 6

六月

六 みにくいあひるの子⁝⁝⁝六十

ろくじゅうご ︹課名︺1

七37

ひたいやあごの形も︑古新
㈲鼻や耳︑

十一56図 6
十一一5011

﹇六月﹈︵名︶2

聞で作って︑のりでとめる︒
ろくがつ

四悩7 六月はつゆ︒

﹇六月十五日﹈︵名︶1

八月の四ヶ月にわ
十二822 五月︑六月︑七月︑
たって︑

15日

ろくがつじゅうごにち

﹇六月十三旦︵名︶1 6

2も
4り
度 田植えのこ
八983 6月15日 ㈹ く
うになった
ろくがつじゅうさんにち

﹇六月二十五日﹈︵名︶

八977 6月13日 ㈱ 晴 27寧

月13日
ろくがつにじゅうごにち

6月25日
﹇六月二十七旦︵名︶

七909 6月25日 ㈲ 晴 27度
ろくがつにじゅうしちにち

6月27日

1

﹇六月二十八日﹈︵名︶

八988 6月27日 ㈹ 晴 28度
ろくがつにじゅうはちにち

6月28日
﹇六時頃﹈︵名︶1 六時ごろ

七9126月28日㈲雨28度
ろくじごろ

＋三4112囹
六時ごろ⁝⁝もっと早くおいでよ︒

八35

ろくじゅう ︹課名︺1 六十

1
1

ろくがつ一ろっぽんあし

890

891
ろばた一わあわあ

めじろ

﹇炉端﹈︵名︶1

論文

ろばたたいいももち一

ろばた

て︑ひょつくりひょつくり歩いていくのは︑

八212 あめ色をした六本足の虫が︑こしを高くし
ろばた

ニー68
﹇論文﹈︵名︶3

十五525 私は︑一年半の努力の結果︑しゅびよく

うんぶん

三85園

わになろう︒

三86園 大きな大きなわになれ︒
四204団 みんなで手をつないで︑わをつくり
ました︒

ねこが二ひき︑わのぞとにでました︒

四205国ねずみが三びき︑わの中にはいり︑

しています︒

書きあげた論文を持って︑
四206国わのぞとにでました︒
十五5412 カーネギー博物館の刊行物として自分の 四216團ねずみたちは︑わの中できょろきょろ
論文を出版してもらうことで︑

七743

星は︑太陽のまわりを︑大きく輪をえが

そうして︑ぐるりとわをかけ︒

だえん形のきまった輪をえがいて︑一年

いて︑まわっていることがわかり︑

十三139

十三154

に一回︑太陽のまわりをまわります︒
まるく輪になったその中で︑さるがさま

子どもたちのまわりで︑わになっておど

ざまな藝をする︒

十一一一313

十五9612
ります︒

五9110囚四 のびるわ︑のびるわ︒

五923園 まん中にあなをあけてやったら︑それ︑

このとおり︑いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

五923園いせいよくのびるわ︑のびるわ︒

六5210園
お月さまじゃないわ︒

六707囹お話もしたら︑なおおもしろいわねえ︒
六716園 ﹁でも︑こんな日じゃ︑だめだわ︒﹂
るわ︒

六8910囹
まあ︑りっぱなかたが︑水にうつってい

2

わ

わね︒﹂

わ一わからないことはしらべよう︒

十四199園﹁手おけ︑手おけはちょっとおかしい
わ

わ

四7510
四75図

εクロスワーズパズル

わあっ

︵感︶2

﹁ワアッ︒﹂という声がおこった︒

ワアッ

ワーズ

七543

わあっ

三827園 ﹁わたしのもも色︑みえないわ︒﹂
五533園えらいわね︒

ワアワア

﹁わあっ︒﹂と︑汽車によびかけた︒

ワアワアとみんななにかいっているのです︒

︵副︶2

草の中から︑どんぐりどもがぎらぎら光っ

てとびだして︑もうワアワアいっていました︒

九631

九6110

わあわあ

八586園

けのこがよろこんで︑ のびるわ︑のびるわ︒

五9110囹
それで︑手おけの水をかけてやると︑た

五876圏おかしいわ︒
五886園 ﹁あら︑おかしいわよ︒﹂

五5310囹
三ばん星は︑ねえさんがみつけたいわ︒

わ︵終助︶24ワわ

十532園 ﹁ワンワンチャンネテルワ﹂
十二296園ゆだんができないわ︒

十五761園
﹁きみの論文を︑カーネギーで出版す 四219国 わたくしは︑ただしさんをねらって︑
七177園このまえより︑なの花がへっているわ︒
ることは︑ひきうけ た よ ︒ ﹂
わの中へもぐりこもうとしました︒
七
3
3
2
囹
そ
れ
が
い
い
わ
︒
うんぶんかんこう ﹇論文刊行﹈︵名︶1 論文刊行
四
2
2
2
国
ね
ず
み
た
ち
は
︑
あ
わ
て
て
わ
の
ぞ
と
へ
十
4
9
1
囹
ア
ン
ヨ
ナ
メ
テルワー
十五555 ホランド博士は︑︿略﹀︑それとなく論文
にげました︒
十493園ワンワン
ミテルワウシロー
刊行のむずかしいことをにおわせた︒
四225團 もうすこしで つかまりそうになった 十494
ー園
アカチャンネテルワ
とき︑またわの中ににげこみました︒
十495
囹ワンワンチャンネテルワー
ー
十507園 ﹁アンヨナメテルワ﹂
十527園 ﹁アカチャンネテルワ﹂

三84囹 わになろう︒

なばたけをおどりまわりました︒

一641 わたくしも︑わのなかにはいって︑おは

わ・ゆびわ

わ ﹇輪﹈︵名︶16 わ 輪εうでわ・はなわ・みず

ば・やくはちまんきゅうせんば

ひゃっぱ・にまんこせんば・にわ・やくじゅうまん

じゅうしちわ・にじゅうろくわ・にせんば・に

んば・にじつぽ・にじゅうくわ・にじゅうこわ・に

くわ・さんば・じつぱ・じゅうまんばあまり・にさ

ば・ごろくわ・ごろっぱ・さんじつぽ・さんじゅう

ぴゃっぱ・くひゃくくじつぱ・こせんば・ごまん

わ ﹇羽﹈尋いちまんば・いちわ・いっせんろっ

わ

わあわあ一わがまま

892

﹁ わ あ ︑わあ︒﹂

わあわあ ︵感︶1 わあ︑わあ
四㎜2園

六伽11園きみたちが︑ここでわいわいやっていて

わいわい ︵副︶1 わいわい

﹇和音﹈︵名︶2

和音

は︑すぐぼくが︑きつねにみつかってしまうから︑
わおん

十296 一つの和音を耳にしたときは︑

﹇我﹈︵連体︶8

わが

の音がおのずから和音をふくみ︑

十三362 はとがむれになってとんで來ると︑ふえ
わが

九冊2図書階上のわが電燈のきえにけりみわたす
きゅうしゅう

家々みなまくらなり

十三174 わが九州ほどの本國と︑三つの島から
なっている︑小さな︑しずかな國であります︒

十四42 名高い文学者で︑その名のわが國に知ら
れている人は︑けっして少なくはありません︒

十五43図魍空にはなちしわがそ矢は︑あわれ
いずこに落ちにけん︒

十五47図圃空にとなえしわが歌は︑あわれい
ずこに落ちにけん︒

︽ーイ・ーク︾

手でまどわくをおしています︒

のわらうのを見たことがありません︒

おまえがにっこりするたびに︑わかく
なるのですよ

そのわかい男の人が︑﹁︿略﹀︒﹂といったか 十五柵9圏

わか草

わか草

﹇若草﹈︵名︶1 わか草

ずめあさりてとなりへとびぬ

十五114釣魚わか草のはっかにもゆる庭に來てす

わかくさ

十五103

十五26

このわかいあぶらぜみは︑きゅうに元氣に わかくさ ︹題名︺2 わか草

と思うと︑いきなりさぶろうをだきあげ︑

七3810

八246

すると︑黒うしにまたがり︑ふえをふいて

なって︑そろそろと歩きだしました︒

八294
くる︑わかい男にであいました︒

わかいはくちょうは︑そのほそ長い首をあ

二十二か三のわかさで︑せんぽいをし

︹題名︺1

わが生がい

﹇沸﹈︵五︶1 わかす

︽ーシ︾

十112 おとうさんが︑休み茶屋のまえにこしかけ

わか・す

本語になおしたものです︒

の女の人が書いた﹁わが生がい﹂の一せつを︑日

十二397 これは︑ヘレン・ケラーというアメリカ

わがしょうがい

ますのですよ︒

十五柵7園毎日︑新しい力と︑わかさと幸福とが

のいで大家になり︑

十三613園

役者がおじいさんになったり︑むすめに わかさ ﹇若﹈︵名︶2 わかさ

げて︑心のそこから喜ばしそうにさけんだ︒

八938

十635

なったり︑わかい男になったりするときには︑

おじいさんのめん︑おばあさんのめん︑わ

かい男のめん︑わかい女のめんと︑

十639

わかいダルガスの意見を︑実際にためし

わかいダルガスは︑父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

わかいころからいろいろな発見や発明を

まだわかい︒

わかい男のめん︑わかい女のめんと︑

十二222園

十639

十三149
しました︒
十三2212
いました︒

十三236

まだわかいおじょうさんです︒

花は︑美しいわかい女でした︒
てアマスト大学の助手をつとめていたころ︑

でもぼくは︑まだわかいから︑あの人

十一183

流れやまぬ愛のしみずに︑うるおされ︑

やしなわれて︑のびていく命のわか葉︒

十一331圏げんげがさいて︑なの花ちって︑かき

はい色雲が空うちおおい︑青葉．わか

のわか葉に日の照るころは︑

十一343圏

葉に雨ふりそそぐ︒

わがままはもうよすがいいよ︒

﹇我儘﹈︵名︶4 わがまま

四465園

わがまま

十五5611園数十年の昔になるが︑私がまだわかく

十四522

十四4810

わかいころ︑世界をまわって來た人です︒

て︑コーヒーをわかしてもらっていますと︑
てみると︑そのとおりになりました︒
十五151図書 おどろきてわが身も光るばかりなり
十三533 まだわかい︑美しいおかあさんが︑まる わかば ﹇若葉﹈︵名︶4 わか葉
大きなるばらの花照りかえる
九249 その小さな胸には︑わか葉のもえる日本の
まるとふとったかわいいあかちゃんをだいていて︑
十五177園圃 わが祖國︑やがて立つべし︒
どうししや
春の美しさを思いうかべているのでしょう︒
十五603 同志社をわが子のように︑だいじに胸に 十三549 おじさんは︑︿略﹀︑絵がすきで︑それに︑

わかい

だいてはぐくみ育てていた新島のおじさんが︑
﹇若﹈︵形︶22

四湘5圃白いけむりがたちのぼり︑元氣でわ

わか・い

かいうらしまは︑みるみるしらがのおじいさ
ん︒

十五鵬1園

だね︒﹂

五241園 ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを 十五9111囹 ﹁あの︑育ちのわるいわかい女はだれ
ついた︑わかい人がいるんです︒
七379 私のよこのわかい男の人が︑︿略﹀︑両方の
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わがままいっぱい一わかる

四643園 いままでのわがまま︑ごめんね︒
十二484囹 それに︑人間みたいに不平やわがまま
をいわないからね︒

︽一

とてもわすれることのできないのは︑
わかりにくい

ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

﹇乱悪﹈︵形︶1

わかりきっているのですから︒

十四811團
わかりにく・い

わか・る

﹇分﹈︵五︶解

わかる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五174囹

十二597 三代めの長者は︑先祖のことを鼻にかけ ク︾
て︑わがままをしはじめた︒

わがままいっぱい．﹇我儘一杯﹈︵形状︶1 わがまま
いっぱい

わかめ

わか者

きもとこうきち

2

わかりかける

わかりかねる

た︒

四7510

くろいぬをおってくださらなかったら︑

わかったかい︒

なき声のわかるものは︑そのなき声を

ここまでいわれても︑まだ︑なんのこと
わかりますか︒

わ

わからないことはしらべよう︒

たということがわかりました︒

かっちゃんが︑いまのてっぽうでやられ

が生きているということが︑わかりますか︒

四363園そこにいなくても︑その人のことば

四362園

だかわかりません︒

四351

わからないほどになりました︒

どこからどこまでつづいているのか︑

かきなさい︒

三214

まれてくることもわかりました︒

三143

きれいなことばは︑きれいな心からう

わかりきる

︽ーッ︾

五276園
れません︒

いそがしいから︑わからなかったかもし

五389團

そうすれば︑こちらのようすが︑いろい

お手紙でよくわかります︒

ろとわかるだろう︒

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑西の空をみましたが︑

五422團

わかりませんでした︒

五555

五572 はるおは︑のぞいていましたが︑かげんが

わからないようです︒

らなくなってしまいました︒

五624 あやこは︑なんとこたえていいのか︑わか

﹂

五931囹 ﹁わからない子どもたちじゃな︒﹂﹁わか

らないおぼうさん

おとうさんやおかあさんにもわからない

お月さまがずんずん動いていくのがよく

﹁こうするとよくわかるのね︒﹂

ほら︑よくわかるよ︒

そのわけがわかりました︒

﹁どうだ︑ゆうべの命のこと︑わかった

それを考えたらわかるじゃありませんか︒

﹁だいいち︑おまえが生きているんだか

六743囹

六758園

かい︒﹂

六752囹

ちゃった︒﹂

六7310園﹁ぼく︑どっちだかわからなくなつ

かべ新聞がかりのものにだしてください︒

六658 このなぞの答がわかった人は︑紙に書いて

りませんでした︒

六614 これがわかったとき︑私はおもしろくてな

六596

六553園

六546園

わかるよ︒

六538園

んだって

六446囹

の店であることがわかった︒

六48 だんだんおちついてみると︑ここは時計屋

三141きたないことばは︑きたない心からう 五932囹
﹁わからないおぼうさん一﹂
まれてくるものだということがわかりまし
六46 なにがなにやら︑さっぱりわからなかった︒

三135園

どうなっていたかわかりません︒

一585園

十五6011 天下におそるべきなにものもなく︑わがール・一画︾n＞おわかる・もののわかるよろこび
﹇若芽﹈︵名︶1

ままいっぱいにふるまっていた︒
わかめ

十48 わかめをだしかけたこずえのさきが︑かす
﹇若者﹈︵名︶3

んだ空の中にとけこんでいる︒
わかもの

をえがいていた︑ひとりのわか者があった︒

十383 天然眞珠をてのひらにのせて︑大きなゆめ

み

わが家

︵下一︶

三231

十3812 それから︑わか者は︑眞珠貝の研究に全力
をつくした︒

﹇我家﹈︵名︶1

十391 このわか者こそ︑︿略﹀御木本幸吉であっ
た︒

わがや

﹇分掛 ﹈

九272図圃月の夜をわが家のありしあたりまで
︽ーケ・ーケル︾

わかりか・ける

十一772 その日は︑病人の目つきが︑いくらかわ
かりかけでもしたようにみえました︒

︵下一︶

かりかけるようにみえたことです︒
﹇分兼﹈

1

十一802 病人が︑しだいに︑すこしずつものがわ 四501
わかりか・ねる

﹇分切﹈ ︵ 五 ︶ 1

したものか︑ちょっと私にはわかりかねます︒

︽！ネ︾
． 四柵4囹 よくわかりました︒
十四158團 おとうさんのおはかについては︑どう 五275園
﹁でも︑あのかた︑わかったかしら︒﹂

わかりき・る

わかる一わかる
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六778園
﹁わかった︑わかった︒﹂

﹁わか っ た ︑ わ か っ た ︒ ﹂

ら︑わかりそうなも の だ が な ︒ ﹂

六778園
六皿一 ナニヌネノという一ぎょうは︑ぜんぶはな

六麗7 はりがねが六本あることまでわかる︒

﹁モ﹂といってみたら︑これらもはなの音

の音でできていることがわかった︒

六麗5
であることがわかったd

六 10 みんなはなから声のでる音ではないことが
わかった︒

六鵬4 音の性質を考えたうえで作ったものである
ことがわかって︑びっくりしてしまった︒
た性質をもっているにちがいない︒

六⁝⁝5 かんたんにはわからないが︑︿略﹀ちがっ
六鵬4園 わかった︒
七146 ﹁手にとるようによくわかる︒﹂
わかりますか︒

七2510園 どうして︑はっぱと同じ色になるのか︑
七261園 にいちゃん︑わからないのかい︒

七484 二回めのは︑書きたしてあるだけ︑よむ人
に︑はっきりと︑そのようすがわかります︒
七826園 ふたりのいうことは︑よくわかった︒

七834囹 それから︑そのらくだがかた目だという
ことは︑どうしてわかったのかね︒
七8310園 では︑まえ歯のぬけているということは︑
なぜわかったのか︒

七846園 もしもし︑それなら︑荷物をつけている
ことが︑どうしてわかったのでしょう︒

七847園 それが麦だということが︑なぜわかった
のでしょう︒

七852囹 よしょし︑よくわかった︒

八502 けれども︑それでは人の心がよくわかりま

せん︒

八553

﹁幸福﹂には︑そこの家の人の心がよくわ

かりました︒

あのうまく足をつかうようすや︑あのし

あひるの子は︑立っていたほうがいいか︑

せいのいいのをみてもわかる︒

八6611囹
八708

歩いていたほうがいいかさえも︑わからなかった︒

︑60小屋はひどくあれていて︑どっちにたおれ
るかわからなかった︒

ノ了−

どうしてこんなになったのかわからないう

じゃあ︑だれにわかるのかね︒

八821園おまえさんのいうことがわからないって︒
八822園

八885

どうしていいのかわからないので︑つばさ

ちに︑大きな庭の中にきていた︒

八931

両方をくらべてみて︑あまりちがわないこ

の中に頭をかくした︒

八二5

こころみに︑しるしをつけてはなしたもの

いい音韻をきいても︑それがわからないの

とがわかりました︒

九147
は︑

九176

いろいろな方法でこのことをしらべてみま

だということがわかりました︒

九245

おとなの人が︑男か女かわからないが︑

すと︑やはりそうであることがわかりました︒
九4010国

下を向いて登ってくるのがみえます︒

まるではちの巣をつついたようで︑わけが

ぼくにはまだ︑セドリックほどわかりま

たくさんいます︒

かわからなくなりました︒

九808囹︺それはちょっとわかりませんね︒

きどきあまい水の味がわからなくなってしまう︒

九旧3 大きな支流が流れこむところへくると︑と

九個1 それは︑みつばちであることが︑くもには
九糊11園

わかった︑わかった︒

わかった︑わかった︒

すぐわかりました︒

九㎜11園

九備9 くもは︑なんといって返事をしていいかわ

観察すればするほど︑自然のおもしろさも

だれもわかるものがありません︒

からないので︑そのままだまっていました︒
十175園

眞珠質がまきつき︑年とともに大きくなつ

わかり︑そのふしぎなことにうたれ︑

十288
十389

これは︑まえにさしいれておいた核によっ

て︑天然眞珠となることがわかったからである︒

眞珠貝にちょうどよい海水の温度や︑海の

て発生した半円眞珠であることが︑わかった︒

十421
十426

よその人には︑なんのことか︑おそらくわ

深さのこともわかり︑

そのときのいきさつを知っている私には︑

からないでしょうが︑

十4910
十4912

それをみていると︑世の中のうらおもてが︑

このことばの意味がよくわかります︒

よくわかります︒

十6411

ぼくらのしたいこと︑ぼくらのいやな

十一91園 ただ︑わかっているだけではなしに︑

ことなど︑きみはなんでもよくわかっている︒

十一811園

るかわからない︒

十719園 だんなが帰ったら︑どんな目にあわされ

十6610園 わかりました︒

九423團そのほか︑名のわからない美しい小鳥が 十669園 わかったか︒
九463團
せん︒

九657

ガヤガヤ︑ガヤガヤ︑また︑なにがなんだ

わからなくなりました︒

九669

895
わかる一わかる

いつもそのうえを考えていて︑

十一699 病人はしげしげと少年をみつめて︑いく
らかわかったようでしたが︑

十一707囹 わかりませんか︒
十一719園

﹁そうすれば︑おとうさんのようすも

十一709囹ぼくがわかりませんか︒

こんどは︑二つの人形が同じ名まえであ
こうして私は︑物にはみな名まえのある

ることをわからせようとなさいました︒

十二356
十二3711
十一一388

よんでわかるように︑ケラーは︑めくら

自分のしたことがわかったので︑

ことがわかったのです︒

十一一399
で︑そのうえつんぼでした︒

両親は︑なんとかして︑すこしでももの
サリバン先生が︑このあらあらしいわけ
ケラーに﹁ことば﹂というものをわから

おかしなことになるばかりでなく︑その
ことばは︑だれにでも同じようにわかり︑

ひとりがってんでなく︑読み手によくわ
十一一944

このようにまとまると︑だれでも読んで︑

動いているようすがすぐわかる︒

このように︑古い時代のことがはっきり
これをみても︑平和を愛した古代の観た
この本を日本語になおすのには︑どれほ
太陽のまわりを︑大きく輪をえがいて︑
まわっていることがわかり︑

十三139

ど苦心したかわかりません︒

十二備2

ちの氣持がよくわかるではありませんか︒

十二撹2

わかるいとぐちとなったのは︑

十二9810

すぐにそのわけがわかる︒

十一一946

かるようにくふうすることがたいせつである︒

十二936

同じように通じる力をもっている︒

十二931

ことばがわかったとはいえないことになる︒

十二8811

せることによって︑

十一一4010

のわからないケラーをしつけていくのには︑

十二408

のわかる子どもに育ててやりたいと念じて︑

﹁けれど︑ぼくってことがわからない 十二405

なんとかわかるだろ う ︒ ﹂

十一7510園
んです︒﹂

わかったようなようすはしませんでした︒

十一767 病人は︑ときどき少年の方をみましたが︑

十一781 少なくとも︑いくらかわかるであろうと
思うと︑

十一785 たとえわからなかったとしても︑
十一836園 手紙がきたきり︑おまえがこないから︑
どんなにがっかりしていたかわからないよ︒

十一868園 ここへっれてきたときには︑もうすっ
かりわけがわからなくなっていて︑

十二76 道灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑
なんのことだかその意味がわかりません︒

十二78 それからのちになって︑道灌は少女の心
がわかりました︒

十二2412 民ちゃんは︑ぽつぽつものをいいかけて
いますが︑ちょっときいてもわかりません︒

十二251 姉だけにわかるへんなことばをいってい
ます︒

十二259 ときどき︑わからないことばで︑わたし
に知らせるようになりました︒

など︑たくさんのことばをつづることを覚え︑

十二343 なんのことともわからないままに︑︿略﹀

ということもわかりました︒

十二3411 二つとも同じ名であることを私にわから 十三1311 太陽のまわりをまわっている星の一つだ︑
せようとなさいました︒

それぞれ子どもたちにはすぐわかる︒

のあるわけも︑すっかりわかったのです︒

十三156 夜と書とがあるわけも︑春・夏・秋・冬
十三306

十三338 夜のホートンはまつ暗なので︑はなをつ

小さな子どもは︑絵も字もわからないこ

ままれてもわからないほどである︒

十三3412

ろから︑︿略﹀︑れんをながめている︒

あることがわかり︑

十三352 それが︑だんだん大きくなって︑文字で

十三352 その文字の意味がわかってくると︑いっ

そうして︑三郎くんのことばだけで︑

そうその美しさが胸にきざまれる︒

十三458

そのおかあさんがマリアだということは︑

すっかりようすがわかるように︑くふうします︒
十三544

ぼくには︑よくわかりませんが︑

すぐにわかりました︒

十三578園

なりわかるが︑色がわからない︒

十三5712園絵は︑墨筆で見ただけでは︑明暗はか

でも︑ラファエルのうまさは︑普通の

ぼくには︑そのうまさがよくわからな

十三5712園 色がわからない︒

十三6010囹
いけれど︒

十三612囹

どの時間になにをしていらっしゃるか︑

人にもわかるだろうね︒

この私にはわかるのです︒

十四175團

十四252 ﹁タバコ﹂ということばが︑傳えられた

それは︑夢語辞典をひいてみると︑だ

ということがわかった︒

十四282囹

外事語辞典というものもあるから︑そ

いたいわかる︒

十四286園

二十億光年llわかりますか︒

れを調べると︑なおいっそうよくわかるだろう︒

十四347

わかる一わき
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かということも︑しぜんにわかってくるはずです︒

十四378 しなければならないことは︑なんである

船客十四人のゆくえがわからなくなりました︒

十四453 乗っていた百四人のうち︑乗組員十一人︑

十四473 歌っている人は︑どういう人かわかりま
せんが︑

十四508 おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん
の名まえがわかりません︒

十四508 たとい︑名まえはわからなくても︑
十四5410囹 明かるい地の上でくらしているかたに
は︑土の中のことはわからないでしょう︒

十四575 頭のぼうしで︑日︑水︑土︑はちたちだ
ということがわかりました︒

十四644 もし︑そういうしんがなかったら︑きり
は︑たやすくできないということが︑学者の研究
でわかってきました︒

が熱いかぬるいかが︑おおよそわかります︒

去年︑みおくっていって︑最後に船の上

博士は︑別れに際して︑各地の大学者た

停車場まで送ってくださった博士のこう

意をふかく謝して︑別れの手をさしのべると︑

十五766

ちへのていねいなしょうかい状をくださったうえ︑

十五528

でわかれを告げたことや︑

十﹇7112

自分の足だか︑ひとの足だか︑わからな わかれ ﹇別﹈︵名︶3 わかれ 別れ﹇▽おわかれ

いくらいだつた︒

十四9112

いまそれをとめなければ︑もうその女の

子は︑どこへ持って行かれるかわかりません︒

十五247

わかった︑わかった︒

わかった︑わかった︒

十五501園︺よくわかりました︒
十五546囹

十五546園

﹇分﹈︵下一︶10 わかれる ︽ーレ︾呂お

四957

風にふかれてとんでいるうちに︑いっ

わかれていきました︒

それから︑三人はわかれて︑それぞれ家へ

ひとりびとり︑ばらばらにわかれて︑

地表から一メートルほどのぼったところに︑

そのほか数人が︑それぞれにわかれてふた

﹁どんなことがあっても︑親子四人︑

そのマッチの火の中で︑もうとっくにわ

︽一

いままで︑嶢く人と赤絵屋がわかれてし

﹇若若﹈︵形︶1 わかわかしい

わき⑫こわき・りょうわき

わかわかしい世紀のひびき︒

でしたちはそのわきにならびました︒

﹇脇﹈︵名︶6

三159

わき

十四4010園

イ︾

わかわかし・い

ごとをしていたため︑

十五486

かれて神さまのおそばへ行ったおばあさんを見た︒

十四9912

わかれないようにしましょうね︒﹂

十﹇251囹

りをひきとめている︒

九886

小枝がわかれていました︒

八219

そっとね︒

七215園

帰りました︒

六555

しょになったりわかれたり︑

四337国

三307 みんなはあちらこちらにわかれました︒

わかれする

﹁︿略﹀︒﹂と︑必ず書きそえてあったの わか・れる

はじめ︑きみたちは︑世間の人にわかつ

を見ても︑その愛されかたがわかろう︒

十五615

十五784

それ以前は︑おたがいに他の冷々のこと

てもらえないかもしれない︒

十五804

﹃なんにもわからないという幸福﹄は︑

はわからず︑世をすごしてきたばかりでなく︑
十五882囹

あの子たちが青い鳥を持っていないこ

こうもりのように目が見えない︒
十五9810園

とは︑わかっているのだからねえ︒

﹃もののわかる喜び﹄が立っています

く︑ わかった︒
十五川3囹 ま一
十五皿8囹 こんどあったら︑わかるでしょう︒

＋五鵬11園
が︑

＋毛払12圓 あれは︑いつでも︑兄弟の﹃なにもも

あの小さな家に帰って︑私がぼろぼろ

ののわからない幸福﹄をさがしているのです︒

十五M8園

わかったかね︒

の着物を着ていても︑わかるだろうね︒

十五価3園

いつもたずねあぐんでいた道が︑どう
してわかったの︒

十五稲2圏

﹁物のわかる喜び﹂︑﹁光﹂の方へ行き︑

十五宙8筆工は﹃物のわかる喜び﹄でございます︒
十五掴6

︵下二︶5とびわかる

ふたりは長いあいだだきあいます︒

わかる

十四6412 茶わんからあがる湯げをよく見ると︑湯

ときだと︑ことによくわかります︒

十四651 しめきったへやで︑人の動きまわらない

およそのけんとうは︑わかるだろうと思います︒

十四657 空氣の温度によってもちがいますが︑お
十四718 うかんでいる小さな糸くずなどの動くの
を見ていても︑いくらかわかるはずです︒
だ︑あまりよくわかっていないようです︒

十四7311 もようがなんであるかということは︑ま

十四796 ただ︑困るのは︑木のばあいには︑どっ
雪のけっしょうがちがうわけを︑︿略﹀︑

ちがうらかもとか︑わからないことでした︒
十四8410

よくわかるようにしくんだものであった︒
のようすが︑こまごまとわかるとすれば︑

十四857 一ひらの雪によって︑はるかに高い天空

897
わきあがる一わけ

どんどん走ってかえりました︒

かもめが目について︑それに氣をとられて︑

わく

﹇枠﹈5まどわく
わく

︽ーイ︾

わきみをしたあたりが横にそれている︒

八569

三427 ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑ わきみ ﹇脇見﹈︵名︶1 わきみ

れたかと思うと︑
﹇沸U

﹇湧﹈

︵五︶3

わく

︽ーイ︾

三366囹おゆがわいています︒

︵五︶1

わ・︿

四492 かっちゃんは︑十五ばんめからわきにそ
たろうさんが︑わきから︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

ました︒

六佃6

︽ーッ︾

︵下

︶

1

わきたつ

わきあふれる

︽ーシ︾

︽ーツ︾

る︒

五523圏わいてくる︑わいてくる︒
からわいてくるのだ

世界平和︑人間平等という理念が︑
＋五7412

そういう星

これをわく星といいます
地球や金星などのわく星が︑太陽を中心

の空にえがく道は︑だえん形であって︑

十三145
が

十四3212

︵サ変︶1

わくわくする

︽ースル︾

として回轄していることを知っています︒

﹇分﹈

る︒

わけ

わけ・もうしわけ・もうしわけなさ

←てわけ︒てわけする・とりわけ・ひき

十一64園それを思うと︑ぼくは胸がわくわくす

わくわく・する

ここ

五522圃ひつじになって わいてくる︑ わいてく

﹁イコウ﹂ときめてあるきかけると︑道の わ・︿

わきで︑たき火をしていました︒

十547

が︑

わきあがる

﹁川から水がわきあがってくるようです︒﹂

﹇沸上 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

十一9012 ちょっとわきのほうにいっていた看護婦

五7910

わきあが・る

﹇沸 溢 ﹈

ふっくらと︑季節の命はわきあがって︑

十三46 細い︑細い小枝のあみ目の先にも︑はや わくせい ﹇惑星﹈︵名︶2 わく星

︽ーレル︾

わきあふ・れる

十一179 おかあさまの胸に︑わきあふれるなぐさ
わきだす

めの泉に︑︿略﹀も︑あとなくぬぐわれます︒
﹇湧出﹈ ︵ 五 ︶ 1

九伽1 水は大きなごろごろした石ころのあいだか

わきだ・す

﹇沸立﹈ ︵ 五 ︶ 1

ら︑ブツブツと音をたててわきだして︑
わきた・つ

わきでる

に︑すべり出るまつ白なひつじのむれ︑
﹇湧出﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

︽ーデル︾

﹁そのわけは︒﹂

おじいさんとおばあさんはおどろいて︑

ききました︒

どこかの中学校の女の生徒さんがき
て︑ないているわけを

四319団

そのわけをたずねました︒

三思8

一353囹

十五212 朝ぎりの中から︑白い雲のわきたつよう わけ ﹇訳﹈︵名︶50 わけ
わき・でる

九回6 なんとかしてうまい水のわきでる泉をさが
しだしたいものと思った︒

九伽6 谷川をさらにさかのぼると︑岩まからちょ

四731

﹁はるこさん︑いま改札口の人にありが

﹃ひびにつける︒﹄というわけです︒
五2611園

そのおかげでさ︑︿略﹀もできるし︑た

とうっていったのは︑どういうわけ︒﹂

六277園

そのわけがわかりました︒

べものもじゅうぶんだべられるというわけだ︒
六596

ねつはないので︑ねているわけではない︒

し︑目だってつぶってしまうだろうし︑

六728 死んでいたら︑ころがってたおれるわけだ
髄脳8

そのわけは︑すぐけんとうがついた︒

六柳7 どんなことばでも発音できないわけではな
い︒

六鵬1

思った︒

けれども︑いまの答で︑知っていたわけ

﹁ダ﹂や﹁ド﹂にいいかえればいいわけだ︒

六柵2 これなら︑弟のまねなんかわけはないそと
六柵4

七857囹

がはっきりしたでしょう︒

まえに発した光だというわけになります︒

八356 今夜のはたおり星の光は︑やく三十年ほど

ですから︑1つぶの種もみから︑やく15

八492 王子は︑いままでのわけをこの男に話しま
した︒

00つぶももみができたわけです︒

八鵬8

九657 まるではちの巣をつついたようで︑わけが

くもは︑長い手をのばして︑わけなく白い

わからなくなりました︒

ちょうちょをとらえました︒

九重10

九々4 こう頼まれると︑だまってたべてしまうわ

これは︑﹃はなをふく︒﹄というわけで 十303 どうしてそんなことになったか︑そのわけ

﹃にやあ・わん﹄というわけです︒

十3810囹

﹁このわけをあてはめれば︑自分のゆめ

をよく考えていってみようと思います︒

けにもいきません︒

ろちょろとわきでる泉があって︑

四725

﹃あげられません﹄というわけです︒

四721

四728

す︒

わきのした ﹇脇町﹈︵名︶1 わきの下
いなかの人らしいひとりの少年が︑︿略﹀︑
わきの下に着物の包みをかかえながら︑

十一635

わけかた一わける

898

も︑実現できないことはあるまい︒﹂
つけば︑成功するわけであったが︑

十398 うまく貝の中に核がのこり︑眞珠質がまき

ある︒

十4311 八十五万から五つぶの眞珠が取れたわけで

十521 とうとう︑くるつと︑うしろを向いてし
まったわけです︒
ることでしょう︒

十5511 なんと︑わけもなく︑すらすらと書いてい

かりわけがわからなくなっていて︑

十一868囹 ここへっれてきたときには︑もうすっ

のわからないケラーをしつけていくのには︑

十二408 サリバン先生が︑このあらあらしいわけ

るわけだ︒

十二4612園 それが音図や歌にあわせてしばいをす

くより︑写眞のほうがずっと便利なわけだけれど︑

十二481園 絵のぐをつかって時間をかけて絵をか
十二886 簡軍なことばでも︑相手の人のいうこと
ばのわけをよくききわけて︑

いへんおかしなことになるばかりでなく︑

かいっているわけです︒

もしこわれたら︑そちらでわけなくか

わりをお見つけになれるでしょう︒

十四121国
反対に︑湯がぬるいと︑いきおいがよわ
アルコールランプで熱したときの水の流

いわけです︒

十四654
十四717
れと︑同じようなものになるわけです︒

雪のけっしょうがちがうわけを︑︿略﹀︑

よくわかるようにしくんだものであった︒

十四8410

﹁まあ︑そのようなありさまで︑せっ

かくのおたずねもむだになるようなわけだが︑

十五558園

そんなわけで︑私と日本とはふかい関

係があるのだが︑

十五567園

つまり︑私はかれのギリシア語の先生

で︑かれは私の日本語の先生というわけだが︑

十五583囹

そういうわけで︑あれにうっちゃられ

ると︑︿略Vみじめなものになってしまうのです︒

十五鵬7囹

十五柳9園ぼくたちのなかまから︑いちばん美し
いものがいなくなってしまうわけですからね︒

さい︒

わけているうちに︑そのわけかたが︑
わけても

わけても︑︿略﹀帰ってきたつばめをむか

﹇別﹈︵副︶1

わけなさる

わける

︽ーイ︾

︽ーケ︾呂おしわ

﹁人のなと︑そうでないものとに︑

わけたらいいとおもいます︒﹂

﹁くさのなと︑とりのなと︑そのほ

かのものとに︑わけたらいいとおもいます︒﹂

ニー06園

かんがえどお

﹁では︑めいめいのかんがえどおりに︑

とに︑わけたらいいとおもいます︒﹂

ニー09囹 ﹁目にみえるものと︑みえないもの
ニー12園

そうして︑ひとりびとりの

わけてごらんなさい︒﹂

りにわけてみました︒

ニー16

いろいろにかわっていきました︒

ニー17 わけているうちに︑そのわけかたが︑

れひとかたまりにわけてくれました︒

五185 ︿略﹀と︑東の方へいく友だちを︑それぞ

ばを︑五十音にわけてみるといいました︒

五849 いのうえさんは︑國語の本にでていること

六303囹

﹁わたしの病氣をなおしてくれたものには︑

花のみつをわけてあげよう︒

六299囹すこしでもいいから︑わけてください︒
八451

よくむかえてくれる人があったら︑その人

國の半分をわけてやる︒﹂

それをうれしく思って︑その家へ︑幸福を

のところへ幸福をわけておいてくるつもりでした︒

八507
八556

なわしろからとったなえをみんなでわけま

わけておいていきました︒

こんどは︑もみとごみをわけました︒

八992
した︒

八儲2

ズ略﹀︒﹂といいながら︑おとうさんにわ

からでた︑子どもらしい愛情のしるしでした︒

十97 少女のわけてくれたくりは︑むじゃきな心

けてくれる少女もありました︒

十81一

えを︑手わけして植えていきました︒

川にいる魚と海にいる魚とをわけな 九354国 近所からわけてもらったさつまいものな

﹇分﹈︵五︶1

一一101囹

わける︒みわける

ける・かきわける・ききわける・ひきわける・ふみ

わ・ける

﹇分﹈︵下一︶22

三212

わけなさ・る

える人の心は︑どんなにうれしいことでしょう︒

九257

わけても

いろいろにかわっていきました︒

ニー17

十一一889 そのわけにかなわないことをすれば︑た わけかた ﹇分方﹈︵名︶1 わけかた
十二946 このようにまとまると︑だれでも読んで︑
すぐにそのわけがわかる︒

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

十三156春・夏・秋・冬のあるわけも︑
十三283 遊ぶといっても︑べつに︑おもちゃや絵
本などを持って遊ぶわけではない︒
十三4411 舞台に出ている人は︑四人の人と話をし
ているわけです︒

十三454 三郎くんのことばの間に︑あいてがなに

899
わざ一わすれる

けた光を写してみ ま す よ ︒ ﹂

十205園 ﹁さあ︑その白いかべに︑プリズムでわ

もしこのわしが︑その舞いおりるとちゆ

うで︑高い木の上へでもとまろうものなら︑

十五262

わしの白い下羽が︑綿のように一面にち
わしは︑羽音はげしくすこし舞いたった

かと思うと︑こんどは両羽をあおりたて︑
わし

わしは︑きょう︑金のさかなをとったよ︒

﹇儂﹈︵代名︶12

五6610囹

お礼はいくらでもあげるといったが︑わ

わしは︑三つも四つもあるかと思ってい

しはお礼などもらわなかった︒

五873園
たよ︒

わしもほしいな︒

五904囹わしのおかあさんはな︑ずっとまえに︑

五8710園

このわしも小さいときは︑オギャア︑オ

さどが島においでなさったことがあった︒

五908囹

﹁この花が︑みたとおりのこがねならば︑

ギャアとないたのだよ︒
八378園

もし︑ひめが生き返るなら︑わしはもう

わしもつむのだが︒﹂

八427園

こがねなどはいらない︒

︹地名︺一

ワシントン

わずか

わずかのちがいで勝った︒
あぶなかったが︑

こがねむしや︑かぶとむしの子どもたちは︑

︿略﹀︑わずか二三ヶ月で大きくなって︑

八191

わずかのことばですが︑この中には︑妹の

ずかずつすっているせみの子たちは︑

八194 ほそいくだのさきから︑木の根のしるをわ
十5411

そんなわずかな金がないということはい

すがたが︑ありありとうかんでいます︒

えません︒

十一279

さかわ川がまたあふれて︑のこっていた

わずかの田や畑も︑流されてしまいました︒

十一283

わずかな点のちがいで︑清水選手の負け

や西の山に傾い．て︑くれそうになってきた︒

十一一607 もうあとわずかというところで︑日はは

十二867

農作物は︑じゃがいも・くろむぎ︑その

となりました︒

ただわずかに外百人がこれに目をとめて

ほかわずかのものにすぎませんでしたが︑

十三246
十五499

その際算出した高さは︑実測の結果と

買うことがあるということを聞いて︑

わずか十ブイートしかちがわなかった︒

十五566囹

﹇忘﹈︵下二︶1 わする ︽ールル︾

﹇忘物﹈︵名︶1

わすれもの

わすれる 忘れる ︽一

わすれものはないか︑じろう︒

﹇忘﹈︵下一︶34

三571圏

わすれた

カナリヤは︑

せどの

うたをわすれたカナリヤは︑うしろの

うたを

うたをわすれたカナリヤは︑やなぎの

こやぶにいけましょか︒

三565圃

山にすてましょか︒

三562圃

レ・ーレル︾Oおわすれねがう・おわすれる

わす・れる

五139園

わすれもの

とも︑わするるな︑明かるくすめるながえ顔︒

十五166実事にはたらきて︑土ぼこり顔よごす

わす・る

五6611園

わし

十五305

りました︒

十五304

くちばしで女の子の頭でもつつけば︑

十2010告白つぼくみえる太陽の光線ですが︑わけ 十五266 もしまたとちゅうで︑このわしが大きな
てみると︑こんなにさまざまな色になります︒

十一197 村の人たちが困って頼みにくると︑面持
よく︑物をわけてやったり︑

﹇態﹈︵副︶2

わざと

て︑みんな私がわけてあげたのです︒

十四596囹 さっきから問題になっている養分だっ

わざと

わざ 呂にんげんわざ

ないふりをしている︒

九941 両方ともあいてに氣がつくが︑わざと知ら

．わさび

九954 やまだ わざとたかぎの顔をみないように
して︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇ 山 葵 ﹈ ︵ 名 ︶1

わざわざ

一つ一つしみる︒

十一575圃 はちみつやいちご︑青うめ・わさび︑

わさび

﹇態態﹈︵副︶3

に が い ︑ ． に が い くすり︑

わざわざ

﹁おばさん︑わざわざきてくださって︑

すみません︒﹂

五149圓

分の身のまわりにあるものを︑よくしらべてみる

十275 わざわざ遠くにでかけなくても︑ふだん自
心がまえを︑つくりたいと思います︒

七499

︵形状︶11

ニューヨーク︑ ワシントンと無事に旅を進めて︑

十五532ナイヤガラのたきをながめ︑ボストン︑

ワシントン

世の中にわしょり幸福なものはあるまい︒
十二4711囹 わざわざ絵のぐをつかって時間をかけ 八482園
八482園ほんとうにわしは幸福ものだ︒
て絵をかくより︑写眞のほうがずっと便利なわけ
九592園あのはがきは︑わしが書いたのだよ︒
だけれど︑
九596園わしはやまねこさまのぎょしゃだよ︒

わし ﹇鷲﹈︵名︶6 わしδおおわし・おおわしに

のったはなし・やまわし
せにしがみついて ︑

十五2312 その人は︑いっしょうけんめいにわしの

の子をつかんで舞いおりて來ました︒

十五245 急に目の前へ︑大きなわしがひとりの女 わずか ﹇僅﹈

わた一わたくし

900

むちでぶちましょか︒

ふねにぎんのかい︑月夜の海にうかべれば︑

三574囲 うたをわすれたカナリヤは︑ぞうげの

十二8112

私はいまでも︑あのときのことをわすれ

なにも︑勇氣をだしてわすれてしまお

ることができません︒

十四89團
うとお思いになるにはおよびません︒

十四811團おかあさんにしても︑私にしても︑と
世界全体を見わたすことをわすれていた

てもわすれることのできないのは︑

十四312
のは︑よくないことでした︒

自分が水の中にひたっていることも︑わ

すれてしまったほどでした︒

十四4611

綿﹇▽ほわた

七958

その中に︑わたのようなふわふわした毛が︑

つめたくなったからだをわたにつつんで︑

いっぱいはいっていました︒

八124

やなぎのわたが︑どこからともなくたく

小ばこにいれて︑︿略﹀うめてやりました︒

十三365

わしの白い下羽が︑綿のように一面にち

小さな光ったわたが︑土べいのかたすみ

さん舞ってくる︒

十三366
にたまる︒

りました︒

十五304

わたくしのもちもの︒

︒

もちもの

一142

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁わたくしははなにな

ておどりました︒わたくしは︑﹁おてて

六
一224

︵九︶

﹁︿略﹀︒﹂

わたくしは︑かたほう

一624略﹀︒﹂といって︑

わたくしも︑わのな

わたくしの手にたま

二582 にたかたでした︒ わたくしは︑おもわず

二579きました︒みると︑ わたくしのおじいさ

二574 とんでいました︒ わたくしは︑﹁みんな

二555 かんがえました︒ わたくしには︑おとう

さん︑こんどは︑ わたくしがやってみ
二456園

二225園
しかないのに︑ わたくしのは︑﹃いろ

一659
て︑おかあさんは︑ わたくしをひざのう

﹁645
いました︒天心﹀︒﹂ わたくしは︑そこに

どりまわりました︒ わたくしは︑﹁みんな
一642

一631た
0︒おとうさんも︑

一619ま
囹した︒﹁でも︑ わたくしがもったら︑

一579

一573げちゃん︑みんな わたくしのうちにい

一562とつとりだして︑ わたくしにみせまし

一53略
4﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂と︑ わたくしがいったと

一488 ってあげました︒ わたくしは︑おばあさ

一472
た︒おじいさんは︑ わたくしをむしめが

一352囹

ほかのことはわすれても︑この土のこ わたくし ﹇私﹈︵代名︶讃 わたくし 私

とは︑かたときもおわすれになれないでしょう︒

十四597囹

いちばんいい種を︑早年もわすれずに
ひつじかいは︑身のあぶないこともわす

まいてもらうことができさえずれば︑

十四617園
十五248

れて︑思わず鳥のせにとびついたのでした︒

せっくがくるごとにその人形をかざって︑

ああ︑忘れもしない︑満面べにをさ

ありし日をしのぶことをわすれなかった満ぼうの

十五665
心から︑

十五755

して語られたホランド博士のあの熱情のことば︒

十五851囹だが︑おまえさんたちは︑あのさとう

でないと︑かんじんな用むきをわすれ

あのさとうがしをわすれたのじゃない

がしをわすれたのじゃないかな︒

十五855園
かね︒

十五863園

おまえたちは︑おかあさんをよく覚え

てしまうからね︒

十五価11園

わた

きょうの感謝会はわすれることはできま

て︑だいじにすることをわすれてはなりませんよ︒

﹇綿﹈︵名︶5

せん一

十五搬8
わた

月夜の海にうかべれば︑わすれたう

たを思いだす︒

三577圃
四941 雪がかおにかかるのもわすれて︑高い
高い空のまん中をみあげる︒
七239園 あ︑わすれていた︒

八135 それから十年︑いまも︑私はピオのことが
わすれられません︒

たをおることをわすれてしまいました︒

八317 はたおりひめは︑あまりうれしいので︑は

くちょうをわすれることはできなかった︒

八849 あひるの子は︑あの美しい︑しあわせなは
九247 つばめは︑けっして自分の國をわすれませ
ん︒

﹁まあ︑おまえは︑わたしをわすれたの

一日もわ す れ た こ と は あ り ま せ ん ︒

九316国ぼくは︑いまでも︑先生やみなさんのこ
とを︑

かい︒﹂

九襯3囹

全体︑というつながりをわすれないで︑

十325 いつも︑全体の中の部分︑部分があっての

十438ゆめにもわすれられない眞円融珠が︑光っ
ているではないか︒

ことばをわすれることができない︒

十一549 ﹁︿略﹀︒﹂といった︑しゃしょうさんの

十二313 私の一生を通じて︑わすれることのでき
ないいちばん大きな日は︑

まったくわれをわすれてなでていました︒

十二321 なつかしい葉や︑花の上を︑私の指は

ような︑︿略﹀あるふしぎなものを感じました︒

十二374 なにかしらわすれていたものを思いだす

︵二︶

私は︑としおさんが︑

七353せ︑おしまいには︑私とさぶろうとは︑ま

︿略﹀︒﹂

五152

五201られはじめました︒私もその人の手ににぎ
五207りました︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑その家のげんか
五209さんがよろこんで︑私を手にとりあげまし
五209にとりあげました︒私は︑ぶじに︑としお．

乗って走りました︒私のなかまは︑一けん
五1911

五153て書いた手紙です︒私も︑いまから旅にで
五158んがちがいますが︑私は︑三十銭でどこへ

しい氣がします︒私のすきな花は︑こぶ

が美しくなると︑私は︑なんだか︑ぼん

この 一びきは︑わたくしです︒先生が

五427国

五421國

はじまりました︒私は︑なえはこびをし

らべてあります︒私は︑まだ︑ほっかい

かぐやひめは︑﹁わたくしはだれのと

四206團

ました︒ねこのわたくしは︑どのね

五428團ます︒つばめが︑私のすぐ目のまえを︑

三脳9園

三912 走っていきます︒わたくしは︑学校へ

三途2園 が︑ほんとうは︑わたくしは月の世界
五404国

五402團

四213團
うしています︒わたくしは︑ただしさ

てくださいました︒私は︑おかあさんにこ

はんをまつあいだ︑私は︑まさごをうば車

四217團

戸5510

五525

四225團 ました︒そこを︑わたくしがうまくつ
四256團

いるようです︒わたくしは︑みつちゃ

四287 きました︒﹁いま︑わたくしがしたいと

いました︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑﹁︿略﹀︒﹂じゅん

っていました︒わたくしがかさをさ 五574 ようです︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑こういつて︑は

いと思います︒わたくしは︑うちの

五564

四311團

七442その中にたまった︒私のまえにもぼうしが
七442にもぼうしがきた︒私も喜んで︑いくらか
私の学級では︑來週か

︑申しあげます︒私がさばくを旅してい
七8210囹
︒

＞︒﹂といいました︒私は︑いまみてきた土 七465ペラの序曲である︒私は︑汽車のまどから

かべ新聞

五594

六

六562

七917日 ㈲ 晴 26度 私が麦をやったら︑謡

しゃふるので︑わたくしは︑かさを

私は︑きのう︑おもし

四328團

七と五と

六593

です︒

た︒そのとき︑わたくしは︑﹁︿略﹀︒﹂

いらっしゃるが︑私は毎日山へいって︑

れがわかったとき︑私はおもしろくてなり

女の生徒さんはわたくしに︑﹃︿略﹀︒﹄

四335團

六806園

六614

すか︒﹂補黒駒の﹁私は︑ほでりのみこと

︒﹂年より﹁では︑私がいいことを教えて

していました︒わたくしは︑たべたく

わたくしは︑ねえさん

六921園

四372囹

︵二︶

ノー−

︑ウ﹄ー

したばかりでなく︑私は︑ピオの信頼をう

八135から十年︑いまも︑私はピオのことがわす
八299園 たずねました︒﹁私は︑けんぎゅうとい

六875囹

た︒そのとき︑わたくしの口をおさ 六813園 きょう一日だけ︑私につりをさせてくだ
ろこ び ︒

たがあらわれて︑私に海のこてんへいく

つりばりなので︑私も困ってしまいまし

六931囹

八8110園

八9310囹うにさけんだ︒﹁私がまだみにくいあひ

八832園強するのだね︒﹂﹁私は︑互い世界へでた
八893園 みあげてきた︒﹁私は︑あのけだかい鳥
八893囹 へとんでいこう︒私のようなみっともな

v﹁あなたは︑私のいっていることが
るね︒﹂きしもと﹁私のうちでは︑だいこ
七348

の人もありました︒私と弟のさぶろうは︑

七205園

六9211園

四377園
四823

四381園 いう声でした︒わたくしは︑だまって

なぜでしょう︒﹁わたくしはでんきで

四重10園 ようなら︒﹂かめ﹁わたくしがまた︑お

四々1囹

︒でんきゅうはわたくしのかおです︒
ことでしょう︒﹁わたくしはマッチで

四旧1囹

四慨6圏

ぎり︑さぶろうは︑私のからだにすがりつ

うは︑だんだん頭を私によせ︑おしまいに

とさえできません︒私は︑さぶろうの手を

七352

七3410
﹁もし︑それは︑わたくしのきもので

七3410

四脚5囹

八42うど十年忌どまえ︑私のうちに︑ピオとい
八49 ︒どうして︑ピオが私のうちにかわれるよ
八62 かりだったのです︒私も︑すっかりひきこ
八97 そこにすわっている私のひざのあいだにも

四369囹話をしました︒﹁わたくしが︑きのう︑

四3210團

四317国

七4111
たが︑旅をしてきた私には︑しみじみとき

七355われるほどでした︒私は︑ありったけの力
七363 ︒﹁︿略﹀︒﹂ズ略﹀︒﹂私は︑ほんとうに困つ
七365いました︒﹁︿略﹀︒﹂私はそういって︑どう
七371うな氣がしました︒私は︑さぶろうのかた
七375元氣よくにこつと︑私をみあげました︒だ
七379 ︑ふと上を向くと︑私のよこのわかい男の
七381くれていたのです︒私は︑思わず︑﹁︿略﹀
七385てくれましたので︑私は︑人と人のあいだ
七399ぢめて︑心配そうに私の方をみていました
七404おくっていました︒私は︑いそいで︑さぶ
七407 って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私を手まねきしていま
七408まねきしています︒私は︑さぶろうの方に
七411 ました︒ ︵二︶ 私は︑一︶・∪・↓を︑

三筆10園 には月をみて︑わたくしのことを思

三379園

三347囹 していました︒わたくしも︑早く大
目をひらいてわたくしをみます︒

した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁わたくしはかいだん

P しをきいたとき︑わたくしは︑ふと︑ゆ
三169園 で︑このはちをわたくしにとどけよ
一一

三315囹

U0

四旧1園 はマッチです︒わたくしがこの世に
四旧7園 るくかわりに︑わたくしをもってあ

〉。

901
わたくし一わたくし

九836﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私はかけていって︑先

九646園 です︒そうして︑わたくしがいちばんと

そうに飲んでから︑私にいった︒天略﹀︒﹂

九佃2 十のころであった︒私は父につれられて︑
尊墨6

十291

ません︒ ︵二︶ 私は︑同じものをみる

九伽3 と流れだしていた︒私は手をいれて︑それ

十475 の妹妹のことば 私は︑きのう︑三つに
十485 りしたからでした︒私は︑べつにいそぐこ
十4911 きさつを知っている私には︑このことばの

もれて︑みあげる私の顔に降りそそいで
葉や︑花の上を︑私の指はまったくわれ
なでていました︒私は︑どのようなおど
どうきとふしぎが私を待っているのか︑

のしゅん間には︑私は︑先生

私の心

りませんでした︒私は︑近づいてくる足

︑私は︑先生一私の心の目をあらゆる

をさされました︒私はその日︑たくさん

返していたときの私ほど幸福な子どもを

ん︒先生も︑﹁私が命がけでせわをす

かしいでしょう︒私は︑生まれてはじめ

ス選手キンゼーと私とが︑いよいよ試合

がせまったので︑私はユニホームをつけ

って頼みました︒私は︑その少年の持つ

﹂といいました︒私は︑いままで試合の

手でありますが︑私もどうしても勝たな

ては戦いました︒私はスタンドから一心

からないままに︑私は︑﹁ピン﹂﹁コップ

十四82團

十四712團

とができました︒私はいまでも︑あのと

でした︒ある日︑私が新しい人形を持つ

十四810国

十四86團なんですから︒私には決心がつきまし

んのお写眞を︑私は︑いつも自分のぞ
かの大きな人形を私のひざの上において
その日はすでに︑私は︑﹁ゆのみ﹂と﹁

十四99團

十四93團︑妹にしても︑私にしても︑心からお

ました︒そうして私は︑くだけた人形の

となさいました︒私は︑とうとうかんし

十四148団圖

十四1311團

十四125團

るっくえの上︑私の前においてありま

です︒これは︑私の友だちで︑母親が

十四158團

十四155團やさしさこそ︑私にとっては︑いちば

のです︒こうして私は︑物にはみな名ま

生きた一ことが︑私のたましいを目ざめ

ころがとつぜん︑私は︑なにかしらわす

くださいました︒私は︑身動きもせず︑

十四173国らせください︒私には︑おかあさんの

十四166国

十四165團

くださるとき︑私もおかあさんのこと

さい︒あなたが私を思ってくださると

十四162團思っています︒私がそばにいないこと

十四243

いているうちに︑私は︑どうしてこんな

んが︑﹁先生︑私は︑これはみんな︑

十四175團しゃるか︑この私にはわかるのです︒
やに帰るとすぐ︑私は︑自分がこわした
たがだめでした︒私の目にはなみだがい

十四224園

わかったのです︒私の手にふれるあらゆ

のか︑ちょっと私にはわかりかねます

したので︑先生は私の手をといの口の下

くださったので︑私は暖かい日なたにで

おかあさんと私とは︑おたがいに︑

いに思いました︒私は︑先生がかけらを

ないことです︒私は︑おかあさんが︑
まれたのですが︑私は︑いつまでたって

さんにしても︑私にしても︑とてもわ

します︒それは私にとって︑このうえ
じ名であることを私にわからせようとな

くださいました︒私がしばらくその人形

﹂﹁︿略﹀︒﹂こう︑私がたたみかけるよう

わかれしてから私がいちばんつらかっ

うと思います︒私は短い旅をしたあと

りもなによりも︑私を愛するためにきて

つづられました︒私は︑すぐこの指の遊

ますと︑先生は︑私の手に︑﹁人形﹂と

十四68団

十四65團

なったあくる朝︑私をおへやに呼んで︑

した︒そのとき︑私は︑もちろん︑こと

つれましたとき︑私は子どもらしい喜び

80

81

81

十488 ました︒ためしに︑私は︑妹のいっている

2

81

十507 テルワ﹂といって︑私に知らせたのです︒

39

39

41

了7

77

了8

32

3

33

十523 で遊んでいたいと︑私にねだったり︑その
十529 します︒そのとき︑私をふり向いて︑﹁ゴ

私が︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

私の一生を通じて︑わ

十十十十十十十十十十十十

33

4
4

十555 い世界 このごろ︑私は︑作文がすらすら
十563 長していくように︑私も︑ここで︑いまま
十568 の作文 ふくろう 私は︑遊び時間にふく
お月見

﹂とおっしゃった︒私も︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ました︒

十5811 ばずつあげました︒私は︑のこったのをお
十592
十606

十612 本はえてきました︒私は︑たけのこのそば
遊んでいました︒私が負けて︑ドサリと

次郎 これから︑私の調べた二宮金次郎

が卒業するので︑私が︑母にかわってで
︒弟の名でした︒私は︑自分が呼ばれた

なってしまった︒私は︑かさをさして電

席に着きました︒私はほっとしました︒

かさのしずくが︑私のくつの上にぽたぼ
︵一︶

ばだ︒けれども︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

求めて

七年の三月三日︑私が満七さいになる三
︒この日の午後︑私はなんとなくものを

38
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十616 もう︑たけのこは︑私のせいをすぎて︑お

十十十十十十十十十十十
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わたくし一わたくし

十四246てきた︒それで︑私は︑﹁︿略﹀︒﹂とおた
十四253 ことがわかった︒私は︑このお話から︑
＋四2710とおっしゃった︒私は︑自由研究で︑外

な声でうったえる私のくりごとを耳にし

ロダン

私には︑あなたがた日

くださったのだ︒私は︑停車場まで送っ

をときかねていた私のようすを見て︑叩

のにぎりこぶしを私の鼻先につきだされ

出にうたれている私の目の前で︑博士は

ド博士は︑客間に私をみちびき︑自分は

たび呼びかけた︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び

んは︑昔のように私をひざにのせた︒町
かっかい
略﹀︒﹂といって︑私をひきよせた︒勝海

に見入りながら︑私は無言で頭をぴょこ

島のおじさんは︑私を京都までもつれて

せた満ぼう時代の私の写眞がかざられて

がら︑しゃにむに私をおく深くひき入れ
︑主なき書さいへ私をみちびいた︒﹁︿略

もわずとびこんだ私をだきしめた︒なつ

よんだつもりで︑私はかねをカーンとた

あったあくる日︑私は︑ひさしぶりで窓

しい顔をあおいだ私の目からは︑たまの

けんで︑しっかと私をだきしめた︒ああ

てきをふいたが︑私がだんをおりるのを

校の生徒であった私は︑そのクリスマス

十の春をむかえた私は︑母や多くの弟妹

た願いによって︑私の父は︑同志社を守

ださった︒喜んだ私は︑朝早くからそれ

ごとなおもちゃを私に送ってくださった

思い出は︑いまも私の胸にやきついてい

びしい夏の日に︑私をせにおいながら︑

かけた︒見るなり私は︑おじさんの遍い

かにわらいながら私によびかけた︒見る

行かないうちに︑私は︑道のまん中で︑

こにことわらった私は︑それを足先につ

3512441151282981196310874497109531010519

＋五4412園
すが︑じつは︑私のプリンタリーじい

十五543することができた私は︑なんというしあ
十五544しずかに歩みよる私が手にしているしょ
十五549で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私が一言も発しないう

＋五5310に室内にはいった私の目に映じたのは︑

十五504園とです︒品物は私が買いうけましょう
十五505園よう︒どうか︑私のことばを今右衛門
十五519囹たか︒じつは︑私は今右衛門のまごに
十五525大学に学んでいた私は︑一年半の努力の
十五536長室の前に立った私は︑しばしためらっ

たからですよ︒私は︑せっかく花が開
十四5311園

十五559園せてもらおう︒私が日本をおとずれた
十五562囹会会員であった私がはじめてだろう︒
十五564園ただきに立った私は︑小手をかざして
十五567園そんなわけで︑私と日本とはふかい関

十四287ねした︒﹁︿略﹀︒﹂私は︑なにか大きな早
十四321くのです︒さて︑私は︑あなたがたに星
十四523園んのご指名で︑私から申します︒もち
十四524園このかぼちゃは私のものです︒私の花
十四525囹私のものです︒私の花がさかなかった
十四538園すね︒それは︑私が︑いつも日あたり
十四543園ぼちゃは︑全部私のものだと思います
十四548園︑大部分︑根の私が︑土の中から吸い
十四554囹です︒だから︑私は︑やっぱりそのか
十四555囹のかぼちゃは︑私のものだと思います
十四558囹いませんから︑私が申します︒﹂おと

＋五5610囹
でもいおうか︑私がはじめて会った日

十五609 ﹂でとおっていた私は︑そのときちょう

十五607 つかさどっていた私の父とは︑心をゆる

十五591囹おじさんなら︑私はよく知っています
十五591囹知っています︒私は小さいとき︑その
十五596その関係を物語る私の顔を︑あなのあく
十五601動車に︑ためらう私をおしこみ︑一路自

十五5811いう名を耳にした私は︑とびあがらんば

十五575園た︒ものずきな私は︑それはおもしろ
十五582園でを承知して︑私はすぐに授業にかか
十五582園つた︒つまり︑私はかれのギリシア語
十五583園先生で︑かれは私の日本語の先生とい

＋五5611囹
の昔になるが︑私がまだわかくてアマ

十五5411めるのであった︒私がこの博物館をたず

いいました︒﹁私は︑こんなに長いば
＋四5511園

十四564囹つたものでも︑私が運んであげなかっ
十四568園げるのは︑この私です︒もし︑つるの
十四568囹︒もし︑つるの私がとちゅうで切れた
ごらんなさい︑私のこの足を︑手を︒
＋四5611囹

きていますが︑私は︑いっしょうけん
＋四5612囹

十四571囹です︒だから︑私は︑そのかぼちゃは
十四572園ぼちゃは︑全部私のものだと思います
十四579園ですが︑もし︑私︑つまり太陽がなか
きるためには︑私が熱と光とをゆたか
＋四5712囹

十四583囹んではなくて︑私ですよ︒そういうこ
十四596園だって︑みんな私がわけてあげたので
十四773 竹うら ︵一︶ 私が︑木を割ったり︑
十四779 いう教えでした︒私はすぐにこれをため

きよう
十五612 ︿略﹀︒﹂といって私をかわいがった︒京
そうせい

十五617かを知らなかった私は︑札幌の創成川の
私︑
はあとのほうの映画
るものであるが

十四8510

十五621て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒いそ
十五622くつをちらと見た私は︑たちまちふくれ
＋五4411園
失礼しました︒私はハギンスというも

十五271園心しておいで︑私がいますくってあげ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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904

十五795といいますのは︑私は︑あの美しいあな
＋五7910があるからです︒私のつくえの上には︑

はきものがきちんとそろって︑わたく

んが︑︿略﹀︑わたくしたちをよびました︒

三332園
四111

天略﹀︒﹂といって︑私たちをみんなかば

ここはわたくしたちの学校です︒

したちのかえるのをまっています︒
五165

＋五8010ながら︑年よりの私は︑日本の小学校の

＋五柵12園 けなかったよ︒私︑きょう︑ここにい

まそうだなあ︒私よりよっぽど大きい
＋五8410園

五1611
五171

そのうちに︑きょくの人が︑私たちをかた

そこは私たちの山です︒

きなはこの中にはいりました︒

まもなく︑私たちは︑ゆうびんきょくの大

んにいれました︒

十五佃6園 あそうともさ︒私は︑もう年をとるこ
十五相8囹 をするたびに︑私の着物に︑月と日の
十五麗4囹 いえ︑いいえ︒私は︑いつだつてこの

十五M6圏 ︑おまえたち︑私に会ったのだから︑
五182

そこで︑私たちは︑じょうぶなふくろにい

私たちは︑汽車につまれて︑どんどん︑南
私たちは︑石炭なしには︑くらすことがで
いまそれが︑私たちのために︑生き返って

きません︒

五365

へはこばれました︒

五192

れられて︑かぎをかけられました︒

五1810

はしからしらべていって︑

十五掴7園 な家に帰って︑私がぼろぼろの着物を
十五M11園じことですよ︒私も下へ行くのですよ
十五価2園 どういうように私を見なければならな
十五緬5囹 れど︑おまえと私とが︑かわいがりあ
十五備7囹 光さ︒﹂母の愛﹁私︑あの人を見たこと
十五摺7園 ︒あなた︑この私がおわかりですか︒
十五術7園 わかりですか︒私は﹃物のわかる喜び
︒﹂一議硬罰鵬﹁私をこぞんじですか︒

五378

＋五礼−o園
＋五帽−o囹 ぞんじですか︒私は︑それは長いこと

ました︒

五8210

わたくしたち

私たちは︑まもなく帰ってきました︒

私たちのために︑せいいっぱいの力で︑す

私たちは︑うさぎをかうことになりました︒

きまをこしらえてくれていたのです︒

七3711

私たちで︑めかたを計りました︒

私たちの家のうち︑中でも茶のまほど︑す

七863

八93

七865

おこったりすると︑赤い口をあけて︑私た

きな︑安心なところはないというように

八103

私たちの︑ただ﹁遠い﹂という考えだけで

ちをおどしたりかんだりします︒

八337

ふだん︑私たちは︑メートルという船霊を

は︑︿略﹀︑おしはかることはできません︒

八339

私たちは︑もう︑ほってみたくてうずうず

用いてきょりを計りますが︑

私たちの村の用水も︑このまつ川からひ

私たちは︑だんだんしんけんになってほり

していました︒

九802
九828
ました︒

私たちの足では十二三分のところですが︑

いてあるのだ︒

九伽10囹
十479

ひばりやつばめも︑︿略﹀帰って而て︑

妹にはそうはいきませんでした︒

十四51

母を思う子の眞情は︑遠く海をこえて︑

私たちを心のそこから動かし︑

十四78團

私たちは︑おとうさんのために︑心か

私たちの胸にまでせまってくるではありませんか︒

十四62

なひびきをもって︑私たちの心をうつのです︒

十四45 フィリップの名は︑すこしちがった特別

私たちの頭上にとびかい︑歌うだろう︒

そうして︑私たちの教室にもおいでになり 十三64

おひる休みのとき︑私たちは︑運動場にあ
私たち一組のものは︑みんな集まって︑ど
こんど私たちの学級で︑かべ新聞を発行す

おとうさんのこ一生は︑私たちにとつ

らの思い出をまもることにしましよう︒

十四85團

私たちよりふかいものなんですから︒

ての手本になってくれるでしょう︒

十四711国

この人は︑私たちの組のまつもとさんです︒
私たちのからだの名まえに︑このような︑
いろいろなつかいかたがあるのは︑

七158

六儒3国しかさん︑私たちが勝ちましたよ︒

六5810

ることになりました︒

六573

んなものにしようかといろいろ相談しました︒

六567

つまって︑先生をまん中にしてならびました︒

五832

五589

はたらいているのです︒

＋五佃−o園 ︒そうしたら︑私は︑もうなにもおそ

私

十五佃2園 喜び﹁あなた︑私をこぞんじですか︒
十五佃2園 ぞんじですか︒私は︑あなたをすいて
十五佃8園 ︑﹁みなさん︑私は神さまのおいいつ
十五柵2園 ︑﹁あなたは︑私の子どもたちに︑そ
十五㎜4園 ︑﹁︿略﹀︒﹂光﹁私は︑愛しあう人たち
十五捌2 思った︒又略﹀︒﹂私が答辞を読んだ︒け
﹇私達﹈︵代名︶64

十五槻7 日記当番ですが︑私にも書かせてくださ
たち

わたくしたち

きました︒

一456だんだんわたくしたちのぼんがちかづ
一464わたくしたちのばんがきました︒
おおきなむしめがねをもったおじいさ
一4610

905
わたくしたちじしん一わたし

ことをお考えになって︑

十四91国 おかあさんの生活や︑私たちの生活の

國からはいってきたことばが︑

十四204 私たちのっかっていることばの中で︑外

よ︒

十五柵6囹

私たちは︑ちっとも知りませんでした
私たちは︑それは幸福ですけれど︑自

分たち以上のものは︑見えないのです︒

十五帽8園
十五宙12園

私たちは︑それは幸福なんですけれど︑

十四222 私たちは︑あまり多いのにおどろいた︒

十五宙12園やはり︑私たちの影以上のものは見え

在校生たちがみんなで︑私たちのために

送別の歌を歌ってくれた︒

十五伽5

十五佃6園私たちは︑強くて︑純潔です︒

十五柵4園私たちのゆめ以上のものは︑

ちのゆめ以上のものは︑見られないのです︒

十五⁝⁝3園私たちは︑幸福なのですけれど︑私た

ないのです︒

十四221一 カボチャも︑外隆運であったとお話しに
なったので︑私たちは︑いよいよおどろいた︒
十四5212園 それは︑私たち花のものだということ
はうたがいありません︒

十四541園私たちの養分をこしらえる力をかまわ
ずに︑

十四586園生きものに︑いちばんたいせつなもの
は︑私たち水です︒

私たち自身の生活を思わずふり返らせな
いではいない強い眞実の力が︑

十四52

自身

十四612囹私たちは︑はえもしなければ︑大きく わたくしたちじしん ﹇私達自身﹈︵代名︶1 私たち
もならなかったかもしれない︒

十四855 こんなことばによって︑映画は私たちに
説明してくれた︒

私どもの手が︑さまざまなはたらきをする

この人は︑私どものらく︑だのことについ

そのとおり︑私どものらくだは︑かた目
じつは︑だんなさまのおるすのあいだ︑
私どもは︑すもうをとって遊んでいました︒

十735園

でございます︒

七816園

て︑それはよく知っております︒

七812囹

さばくを通っていましたが︑

七803囹私どもは︑麦をつけたらくだをつれて︑

ように︑

七1310

十五343 私たちは︑自分の考えを表わすのに︑こ わたくしども ︷私共﹈︵代名︶5 私ども
とばや︑身ぶりや︑手まねなどを用いる︒
十五4210 私たちは︑この問題をもっとよく考えて
みよう︒

十五8011 あなたがたの時代がきたときには︑私た

ちの時代がはずかしく思われるようになることを
いのります︒

十五8310園私たち︑あそこへ行ってもいいの︒

十五9412園私たちはやっと︑物の眞実を見ること
ができるのだよ︒

十五959園私たちをあんないに來た︒

六
六
わたくしのたび

十473

十34

︹課名︺2回目旅

私の妹

私の妹⁝⁝⁝四十七

十五968園私たちに用のあるものは︑どうせこつ わたくしのいもうと ︹課口︺2私の妹
ちを通るのだから︒

待ちわびていることを︑知らないのだろう︒

十五宙2園 あの人︑私たちが︑あの人をずいぶん

五81

二

五23 二

私の旅

私の旅⁝⁝⁝八

ちょうも舞い︑まっさおな海もわらい︑

たんぽぽのわた毛が遠くとんでいく日だ︒

﹇綿毛﹈︵名︶2 わた毛

十一124

わたげ

十一1410

﹇私﹈︵代名︶m わたし

﹇渡﹈3さしわたし・もうしわたし

たんぽぽのわた毛も遠くとんでいく︒

わたし

わたし

すよ︒

一422 せんせいの目のなかに︑わたしがいま

二309園

﹁わたしは︑おまえのおじいさんのお

それでは︑わたしがかぞえてみよう︒

一443園 たろうさん︑わたしおるすいよ︒
二585園

﹁よその子どもたちがわたしのお日

﹁わたしがはきだしてあげよう︒﹂

﹁では︑わたしがはなしをしてみよ

とうさんだよ︒﹂

う︒﹂

三125園

三783園

三717園

﹁これはわたしにさずかった子にち

﹁わたしのもも色︑みえないわ︒﹂

さまをとってしまうのはいや︒﹂

三棚7囹

三826園

かくれんぼしたら︑わたしがおにになつ

がいない︒﹂

た︒

四154

わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ

四157 えつ子がわたしのせなかでねんねした︒
四158 わたしのせなかにかおをつけてねんね
した︒

いくのがみえるの︒

四174

四517園 ﹁わたしがおんぶしましょう︒﹂
そうだ︑わたしにこのかめをうって
くれないか︒

四984囹

わたし一わたし
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す︒

﹁わたしのはこんな小さな字だから︑な

﹁わ た し は ︑ か ご し ま ま で ︒ ﹂

四伽10囹 いや︑これは︑わたしがひろったので

五176園

五169園

お心配ですよ︒﹂

るが︑

五178園このわたしのをごらん︒
五179園
わたしは︑ちゃんとゆくさきは知ってい

大きくなったと思います︒

五615園
わたしが水をやったんですもの︒
五641園わたしは︑おとうさんやおかあさんの力
で︑

おじいさん︑わたしを海へはなしてくだ
五663園
さい︒

わたしは︑ひゃくしょうなんか︑もうい
五702園
やになったから︑

五724園 わたしは金持のおくさんもいやになった︑
女王になりたいつてたのんでおくれ︒
五752園 わたしは女王もいやになった︒

七431囹

わたしは︑終職後︑いつも心さびしい旅

わたしにちょっと話をさせてください︒

九6410園

九649囹

九6411園

わたしがいちばん大きいから︑わたしが

いちばんえらいんだよ︒

わたしがいちばん大きいから︑わたしが

いちばんまるいのはわたしです︒

七434園
でも︑わたしは︑こんなことになろうと

をしていました︒

七452園

わたしのほうがよっぽど大きいって︑き

いちばんえらいんだよ︒

どうかこれから︑わたしの裁判所のめい

九849園

九707囹

﹁わたし一どでいいから︑お月さんのと

わたしは︑なんにも説明しなかったが︑

わたしの人格にかかわりますから︒

九髄7園

﹁なんだか︑わたしも︑おかあさんをみ

だから︑わたしをたべてもいいと思って

﹁わたし︑おかあさんにひと目あったら︑

いるんだけど︒

九㎜4園

たくなったよ︒﹂

九㎜7園

ころへいきた．いと思います︒﹂

九慨3囹

よ判事になってください︒

九702園

のう判事さんがおっしゃったじゃないか︒

﹁それでは︑お礼にわたしのいちばんと 九651園

は︑思っていませんでした︒
七4511園
一曲ひきましょう︒﹂

つむじ風が︑わたしのまえを走っていく︒

くいな曲を︑

七571

いや︑わたしは︑そのらくだをみたので

はありません︒

七786園

﹁わたしの手にさわったものが︑みんな

こがねになったら︒﹂

八393園

﹁さあ︑わたしは︑世界じゆうでいちば

ん美しい庭をもつことができる︒﹂

八406囹

﹁いや︑いや︑わたしは︑こんなかなし

いことはありません︒﹂

八4211園

﹁わたしの病氣をなおしてくれたものには︑
國の半分をわけてやる︒﹂

八4410

もう︑命はほしいとは思いません︒﹂

﹁まあ︑おまえは︑わたしをわすれたの

わたしの顔ばかりみて︑おかしいこと︒
九三3園

九襯1園

九襯5園

おいで︑わたしといっしょにお話をして

あなたたちと同じ年ぐらいな子どもを︑

わたしは︑︿略﹀︑自分の國のことばのあ

りがたみを知りました︒

十178囹

ませんよ︒

十131囹︺わたしは︑そんなにこわいものではあり

わたしは︑自分の國にのこしておいてきました︒

十1212園

いかね︒﹂

かい︒﹂

八515圏
わたしは︑ ﹃びんぼう﹄でございます︒
八525園わたしは︑﹃びんぼう﹄でございます︒

十1211園

わたしのことはいわないとしても︑

﹁わたしは︑おまえのおかあさんじゃな

八539囹わたしは︑﹃びんぼう﹄でございます︒
八625囹わたしは︑もうほんとうにくたびれた︒
八636囹わたしも︑︸どそれでだまされたことが

おくれ︒

小屋へつれていってあげるからね︒

八641園わたしは︑﹃︿略V︒﹄とないたり︑
八671囹これはわたしの子だ︒
八672囹わたしについておいで︑大きな世界の鳥

あってね︑

そのひなには苦労したよ︒

の持ちあわせもございません︒

六3311園雲のおじさん︑わたしのたんぼはどこで 八494園 わたしには︑あいにく︑↓まいのシャツ
しょう︒

心の小人たち︑いつもでてくる小人たち︒

六492囲 書いても書いても書きたりぬ︑わたしの
六636 わたしもせきがでたらいいなあ︒
六826園 わたしは山へいこう︒

七93園 わたしをうえてくれた卒業生たちは︑ど
こにどうしているだろう︒

七95囹あの日からきょうまで︑わたしのみたこ
と︑きいたことを話したら︑いくつあるだろう︒

七99園毎年︑新しく入学した子どもたちが︑わ
たしのそばへやってきた︒

八822囹

七910園毎年︑新しい卒業生たちが︑わたしのそ 八673園 だが︑わたしのそばにくっついてね︒
ばからさっていった︒
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わたしおわる一わたしのこころはにじを

わたしも︑ずっと大きな木になって︑

わたしには︑かわいいめいとおいにあた

へっ

学校から帰ってくると︑わたしは民ちゃ

わたしも早くそれを覚えたいと思います︒

わたしは時間をはかっては︑︿略﹀

ときどき︑わからないことばで︑わたし
わたしはおべんとうの包みをこしらえて︑

面におりて︑わたしのげたをひっかけて︑

十二297園民ちゃんがひとりでおかって口から地

十二278

に知らせるようになりました︒

十一︻259

れていって︑用をたさせるようにしました︒

十一一255

んの子もりをひき受けます︒

十一一253

十二251

にものぼるほどうれしかったのです︒

十二247わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天

ります︒

十二242

十一一214囹

ればいいなと思いましたよ︒

十465園 わたしが︑研究所でどうしてもできな 十二2010囹 わたしはまた︑あのような絵のぐがあ
かったことが︑二つあります︒

十471園 作製に失敗したわたしは︑星にもあたら
ないでしょう︒

十一167 わたしをまもるためには︑どんな困難と
も戦う︑そのうで︒

十一172 わたしのためには︑いばらの道をもふみ
わけたその足︒

十一174 いま︑わたしが知っているいいことと︑
正しいことは︑︿略﹀から教えられました︒

十一184 わたしの幸福は︑おかあさまのえ顔から
生まれます︒

﹁ねえ︑金次郎︑これでわたしも︑

十一227園 わたしがみなさんのお役にたたないで︑
すみません︒

十一239圓
じゅうぶん働けます よ ︒ ﹂

十一243園 ひとりぐらい育てるお金は︑わたしが

わたしはそういいながら︑

してはいられない︒

わたしおわ・る ﹇渡終﹈︵五︶1 渡し終る ︽ール︾

どもを乗せ︑向こう岸へ運ぶ︒

七104囹渡し終ると︑またひき返して︑新しい子

先生︑わたしたち︑もみじのはっぽで︑

﹇私達﹈︵代名︶15 わたしたち

二221園

わたしたち

わたしたちはめくらだもの︑みること

いろはあそびをしました︒

せっかくですが︑わたしたちはみんな︑

なんかできないよ︒

二328囹
六2311園

でも︑わたしたちは︑はたらけるときに

はたらくやくそくをしているのです︒

わたしたちのなかまがわるい虫をとって

はたらくのですよ︒

六245園
六398園

空氣までが︑わたしたちのゆかいなじょ

そだてたいねを︑

わたしたちが︑さくらんぼと︑くるみの

うだんでわらい︑

十三494
十三501

わたしたちの︑樂しい朝がくる︒

十二2911

わたしたちの朝だ︒

山へいって木を切ってきてもうけますよ︒

十四395園
一日﹈日と︑むすばれていくよ

これが︑わたしのむこの﹃地所持の幸

わたしたちは︑ただもう︑おまえさん

わたしたちの前に︑朝がきた︒

一どもわたした

十五895園

とにかく︑そいつは︑

わたしたちの生活のなかまにはいって︑

わたしたちのすることを︑みんな見る

わたしたちは︑すこしの休みもなく︑

わたしは︑とてもいちいちしょうかい わたしのこころはにじをみるとおどる ︹題名︺ 2

飲む︑たべる︑ねむる︑

十五914園

といいのですよ︒

十五911園

十五9012囹

ちのテーブルにのぼったことはないようです︒

十五909園

がたを待っていたのです︒

十四418園

ごちそうをならべると︑

十一一一518

十四408園
うに︒

十三5910園

﹁聞える︑わたしにも聞える︒﹂

わたしは︑幸福なかまでいちばんふ

おばあちゃん︑わたしのおばあちゃん︒

十五898園

福﹄で︑なしのようなおなかをしています︒

十五875囹

とった﹃お金持の幸福﹄です︒

十五873園

十四㎜4園

十四385園

一台の長いすがおいてあったが︑

わたしが行ったとき︑この絵の前には︑

然をしたう心で︑

わたしは望ましい︑

わたしの心は︑にじを見るとおどる︒

十三525

﹁わたしについておいで︒﹂

十一6611囹︺

十三526わたしは望ましい︑わたしの日々が︑自

りしていたかわからないよ︒

十一834囹 わたしはまた︑︿略﹀︑どんなにがっか

十一838囹 わたしは︑これこのとおり︑すっかり
じょうぶになったよ︒

十一8311園 わたしは︑いま退院するところだ︒
て︑おかあさんを安心させてあげよう︒

十一875園 わたしは︑これからすぐにうちへ帰っ
十一一195囹 わたしはあんまりへたなので︑耳ざわ

りでいやがっておいでだろうと思いました
十ニー98園 わたしはなん年もなん年も生きていま
すからね︒

十二205園 わたしはこんなところがすこしもない
ようにしたいのです︒

わたしのたみちゃん一わたる
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わたしの心はにじを見るとおどる

十三39 わたしの心はにじを見るとおどる
十三516 わたしの心はにじを見るとおどる
たみ
わたしのたみちゃん ︹課名︺ 2 わたしの民ちゃん
わたしの民ちゃん
たみ

十二24 三 わたしの民ちゃん⁝⁝⁝二十三
十二231 三 わたしの民ちゃん
わたしぶね ︹題名︺1 わたし船

五493 わたし船
わたしぶね ﹇渡船﹈︵名︶4 わたし船 渡し船

五494囲 のたりのたりとわたし船︑なの花ざかり
の岸をでる︒

風のせてでる︒

五497圏 のたりのたりとわたし船︑かふんやそよ
五502圏 のたりのたりとわたし船︑おもさにゆれ
ゆれ岸をでる︒

七102囹 渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑
こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒
わたしもり ﹇渡守﹈︵名︶2．渡しもり

七102園 渡しもりは︑渡し船に子どもが乗ると︑
こっちの岸から向こうの岸へ︑船をこいでいく︒

﹇ 渡 ﹈ ︵ 五 ︶14

わたす

渡す

︽

三三5

きていたうわぎをぬいで︑おばあさん

にわたしましたQ

﹁︿略﹀︒﹂といってわたした︒

わたる

渡る

︽ーッ・ーラ・

ーリ・ール︾
たる

δはれわたる・ひびきわたる・ふけわ

きをつけてわたりましたから︑みんな

あさいところをわたりました︒

十二ひきのぶたが︑そろって川をわ
二289囹

みんなわたったはずなのに︑どうし

﹁︿略﹀︒﹂とかぞえながら︑わたってい

ぼくは海をわたってきたかったのだ︒

あの谷をわたるときに︑ちゃんとみつけ

子どもたちは︑小さな橋を渡る︒

九42！團

ぼうしは︑つぎつぎと人々の手を渡り︑お

馬車は︑七色の大きなそり橋を音もなく

日本のつばめは︑こんなふうに渡っていき

いつのまにどこへ渡っていったのか︑い

いつのまにかがんが渡ってきました︒

まはもういなくなりました︒

九4111團

ますが︑︑

九1711

渡って︑

八268

金がその中にたまった︒

七441

を︑おもしろそうに︑みおくっていました︒

七402 乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう

七198

たのだ︒

六側4園

つこえました︒

六獅9 うさぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一

らへこっそりわたりました︒

六伽5 こちらからまわっていくと︑みんなはあち

三455園

きました︒

三4410

麦や︑豆をつんで︑海をわたりました︒

三291 そののち︑はやとりは︑たくさんの米や︑

たのだろう︒

二307園

むこうのきしにつきました︒

二291圓

たりました︒

うらしまは︑おかねを子どもたちの手に︑ 二288園

それぞれわたしてやります︒

四998

はるこさんは︑きっぷを改札の女の人にわ

たしながら︑

五264

五303園小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま
した︒

まさごをおかあさんにわたして︑食事をす

六128

それをきりぎりすにわたします︒

ませてから︑︿略﹀︑家のまえにでてみました︒

五5411

六305

おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け
老人は︑自分のかぶっていたぼうしを︑そ

とって︑つぎの人に渡しました︒

七396
七441

ぼくは︑しっかり受けとめて︑すぐセン

ばの人の手に渡した︒

七542

︽ーシ︾

そうして︑それを少年に渡しながらいい

ターに渡した︒

十一914
ました︒

渡りだす

そうして︑いっしょにその一本橋を渡り

﹇渡出﹈︵五︶1

十一6010

わたりだ・す

だした︒

わたり鳥渡り鳥
まいにち︑わたり鳥のむれがとんできます︒

﹇渡鳥﹈︵名︶3
五973

秋になると︑また︑わたり鳥がやってきま
した︒

五重11

サ・ーシ︾ わたりどり

七106園 先生のおしごとは︑渡しもりのようなも
のだ︒
わた・す

呂いいわたす・かけわたす・ながめわたす・みわた
す・もうしわたす

二488 いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

渡りろうか

どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑

﹇渡﹈︵五︶24

渡りろうかをとおる足音がきこえる︒

﹇渡廊下﹈︵名︶！

渡り鳥になる考えはないかね︒

八737園

わた・る

七83

わたりろうか

じろうは︑大きなりんごをさちこにわ

手にわたします︒
たします︒

二506

人にわたさないくふうはあるまいか︒

三佃9園 どうかして︑かぐやひめを月の世界の
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わっ一わらう

十一605囹

﹁あの橋はあぶないから︑けっして

渡ってはいけない︒ ﹂

十一616園 まえからあぶないといっておいた︑あ
の橋を渡ったのではないかね︒

びいたす

かっちゃんが︑わびるようにちょこんと
わら

だすときに︑わらを足でけったりして︑あ

﹇藁﹈︵名︶4

あたまをさげたので︑みんなもわらいました︒

四644
わら

十一221

︽ービル︾呂おわ

よくみると︑おくの方に︑わらが巣のよう

︽一

ほかの﹁幸福﹂ども︑どっとわらいくず

る ︽ーレル︾

れる︒

﹇笑声﹈︵名︶1 わらい声

十五㎜10
わらいこえ

わらいこけている︒

n笑﹈︵下一︶2 わらいこける

七61 わらい声がはじける︒
ケ︾

わらいこ・ける

十五857園

らいこけたりしながら︑

7ひきの生まれたばかりの習うさぎは︑わ 十五9611 小さな﹁幸福﹂のむれ︑ふざけたり︑わ

﹁はちきれそうなわらい﹂が︑腹をかか

﹇笑顔﹈︵名︶2

わらい顔

﹁︿略﹀︒﹂とわらいだしたので︑みんな︑

やまだ︑思わずわらいだす︒

小さな声でうったえる私のくりごとを耳

みどりの丘が︑その声でわらいだす︒

わらいの歌

わらいの歌

十三37
十三491

︵五︶72

ーワ︾←あざわらう・おわらう

わら・う ﹇笑﹈

わらう ︽ーイ・ーウ・ーッ・

﹁はちきれそうなわらい﹂は︑光のこし わらいのうた ︹題名︺2 わらいの歌

にしたおばさんは︑腹をかかえてわらいだした︒

十五6210

十三495

九㎜7

をしました︒

九583 いちろうは︑思わずわらいだしながら返事

いっぺんにわらってしまいました︒

五838

ース︾

毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを わらいだ・す ﹇笑出﹈︵五︶5 わらいだす ︽iシ・

らの中の毛の中で︑元氣に動いています︒

七962

にふくらんでいて︑

七957

ばれました︒

十一6111園 ぼくは︑とめられているから渡らない︒ 七925
自分からさきになって渡ってしまったのです︒

十一624囹 このくらいのことがこわいものかと︑

十二698 それにあつみと廣さがなかったら︑正し
くりつぱに世の中をわたることができない︒
たって︑

たたいてわらじを作ることにしました︒

わらい←おおわらい・もの

さて︑いちばんおしまいに︑ここにい

博士は満面ににこやかなわらいをたたえ

﹇笑﹈︵名︶4

わらいがお

のあたりを︑力まかせにおさえました︒

十五941

えながらおじぎをする︒

十五889

るのは︑﹃はちきれそうなわらい﹄で︑

十五887囹

ながら︑

十五766

わらい

わらい

十二822 五月︑六月︑七月︑八月の四ヶ月にわ
十二佃8 いんさつ機も外國から渡ってきていまし
たから︑こんなりっぱな本ができました︒
﹁わっ︒﹂という声をたてて︑

わっ ︵感︶−わっ
十五232園

わにざめ

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんながわっと

わっと ︵副︶1 わっと
七378

﹇鰐鮫﹈︵名︶5

わらいました︒

わにざめ

三434 ある日︑はまべにでてみると︑わにざ
めがいましたので︑

なかまを大ぜいつれてきました︒

三438 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

郎かじゃといっしょに歌いだしました︒

︽ーケ︾

十四987

いく百もの小さな人形が見おろして︑
﹇笑崩﹈︵下一︶1

わらいくずれ

マッチ譲りのむすめを見てわらいかけた︒
わらいくず・れる

おとうさんもおきゃくさんも︑みんなわ

﹁︿略V︒﹂と︑へんなこえでいったので︑

二371園

ぞうつかいは︑わらいながらいってし

みんなわらいました︒

二83

らいました︒

一508

おこったり︑よろこんだり︑かんがえたり︑

十742きゅうに︑にっこりわらい顔になって︑次 一282 ひとつのかおが︑わらったり︑ないたり︑

らい顔をかくことにしました︒

三448 わにざめは︑白うさぎの いうとおりに 六実1 いろいろ考えましたが︑ただしちゃんのわ
ならびました︒

三458 わにざめはそれをきくと︑たいそうお
こりました︒

さぎをつかまえて︑

わびる

三461 いちばんしまいにいたわにざめが︑白うわらいか・ける ﹇笑掛﹈ ︵下一︶ 1 わらいかける

﹇詫﹈︵上︸ ︶ 1

﹇佗﹈←まちわびる

わび δおわび
わ・びる

わびる

わらう一わらう

910

﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒

まいました︒

三457

こわらいました︒

四6310 かっちゃんは︑きまりわるそうに

にこに

四646 かっちゃんが︑わびるようにちょこんと
あたまをさげたので︑みんなもわらいました︒
ねえさんがわらいました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑とんでもない話をもちだし

これをきいて︑ねえさんはわらいました︒

みんな︑いっぺんにわらってしまいました︒

みんなわら い ま し た ︒

また︑みんながわらいました︒

あたりの人がわらいました︒

みんながわらいました︒

449111692
ぼくも︑もちろんわらった︒

﹁︿略﹀︒﹂といってわらいました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑大声でわらいました︒

﹁腹をかかえてわらった︒﹂
﹁︿略V︒﹂といったので︑みんながわっと

とって︑つぎの人に渡しました︒

七394 おじさんは︑わらいながらさぶろうを受け

ずに︑両方の手でまどわくをおしています︒

七3710 わかい男の人が︑ただひとり︑わらいもせ

わらいました︒

七378

七151

六伽11

六二6

などという受持は︑どこかへふっとんでしまった︒

六佃8 弟のまねをしてみんなをわらわせてやろう

らわせてみせるぞと思ったが︑

六柵8 よし︑あしたはうまくやって︑みんなをわ

しまった︒

六研1 みんなもあまりわらってくれない︒
六網6 それでぼくは︑思わず声をたててわらって

六価−〇

たので︑ み ん な が わ ら い ま し た ︒

六六五五五五四四
了3 了1 83 81 57 5了 85 84

七401

とうとう︑うれしそうに︑声をたててわら
青年はにっこりわらった︒

ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま

いました︒

七4410

七736

たかが一わの小鳥のことをと︑わらわない

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

八1310
でください︒

あひるの子をつかまえようとして︑ころげ

まわって︑わらったりさけんだりしたQ

八871

その男は︑横目でいちろうの顔をみて︑口
男は︑また喜んで︑顔じゅう口のようにし

を曲げて︑にやっとわらっていいました︒

九568
九591

て︑にたにたわらっていいました︒

も舞い︑まっさおな海もわらい︑

答えた︒

十一592 父はにこにこわらいながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一622園ぼくがことわると︑よわ虫だといって

ふたりの少年は︑にっこりとわらって︑

ふたりは子どものようにわらいました︒

芭蕉は︑にっこりわらって立っていまし

わらうのです︒

十一一7610

たが︑

十二7310

十二7811

︵わらって︑︶いらない︒

﹁︿略﹀︒﹂とはっきり答えました︒

十三385

早く帰ってくださいね⁝⁝︵わらう︒︶

みどりの森が︑喜びの声でわらい︑波だ

ねえ⁝⁝︵わらって︑︶いいじゃないか︒

十三397
十三4111

十三493

空氣までが︑わたしたちのゆかいなじょ

波だつ小川が︑わらいながら走っていく︒

つ小川が︑わらいながら走っていく︒

十三492

十三494

いちろうはわらって答えました︒
たかぎもわらう︒

九681

にこにこわらいなが．らおりてくるもの︑ま

いちろうはわらっていいました︒

九㎜8

九716
九佃8

牧場が︑生き生きしたみどりでわらい︑

十三496

メアリとスーザンとエミリとが︑かわい

きりぎりすが︑脅しい景色の中でわらう︒

うだんでわらい︑

上をみると︑わらっているではありません

十三497
その声をきいて︑にっこりとわらう顔︒

その木のかげで︑きれいな鳥がわらって

ばら色にわらっている︒

つるがこういったとき︑高い声でわらい

けわしい山が︑むらさきがかった大空の

父親のうでにだかれた女の子は︑にこに
こわらって︑

十五332

下に︑わらうようにそびえているのでした︒

十五215

ながら︑どやどやとはいってきたものがあります︒

十四573

十四403囹

いる︒

十三502

い口をまるくして︑ハ・ハ・ヒとわらう︒

きりぎりすが︑蓋しい景色の中でわらう︒

おとうさんのそばへきて︑さまざまなこと

じめな顔でやってくるものなどさまざまである︒
九傾10
か︒

十126

十三499
十2511

世間からはますますわらわれて︑だれひと

を話しかけたり︑わらったりしました︒

十361

村や町の者は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑

りあいてにしてくれなくなり︑

十408

そのゆめのような考えをわらった︒

妹は︑わらいながら︑﹁フッテ﹂と︑ひと

一つの太陽の下で︑せみも鳴き︑ちょう

まっさおな海は︑太陽の下でわらってい

りごとをいいました︒

十5011

十一129
る︒

十一149

911
わらじ一わるい

た私は︑

十五641 だされたくつを見て︑にこにことわらっ
すみれ︑たんぽぽ︑わらびや︑ふきや︑

りにいきました︒

十三65
わら屋

かきのわか葉に日の照るころは︑矢車

﹇藁屋﹈︵名︶1

﹇藁屋根﹈︵名︶1

わら屋根

からからこいのぼり︑村のわら屋の庭に立つ︒

十一333圏

﹁︿略﹀︒﹂と︑にこやかにわらいながら わらや

私によびかけた︒

十五6410

いた私のようすを見て︑大きな声でわらわれ︑
わらやね

十五7512 博士は︑そのことばの意味をときかねて

どつたり︑わらったりするけれど︑
雨水︒

十五976園 あれは︑歌を歌ったり︑おどりをお 十188 わら屋根ののきから︑たきのように落ちる

わらじ

たし︑

わりあい

十四725

その荷物は小さいわりに︑なかなかおも
金次郎は︑年のわりにからだが旧きかっ
わりあい

そういう地方のまわりに︑わりあいにつ
そのまわりの︑わりあいに熱い表面の水
湯の︑中までも熱いところと︑わりあい

が︑そのあとへ向かって流れ︑

十四7112

めたい空氣におおわれた地方があると︑

十四683

﹇割合﹈︵副︶3

十一214

かったのですが︑

五304園

十五978園まあ︑あのふとった子のわらうことは わり ﹇割﹈︵名︶2 わり←やくわり
どうです︒

十五棚9 ﹁幸福﹂たちは︑みなどっとわらいます︒
り︑

十五川12囹ぼくたちは︑わらったり︑歌を歌った
十五鵬2園 でもぼくは︑まだわかいから︑あの人
﹇草鮭﹈︵名︶5

のわらうのを見たことがありません︒
わらじ

十一209 父親のすきなものを買うために︑自分で
わらじを作って︑お金をもうけたりもしました︒
十一221 毎晩︑家に帰ってくると︑︿略﹀︑わらを

いる人もあります︒

七346

ロ︾

せきふらしい物︑土器らしい物︑ただのわ
つるつるみがかれていないから︑ただの

うさぎさんは︑くるみをひろって︑石で
わってたべることにしました︒

六旧1

﹁石でたたいて︑わっているのさ︒﹂

﹁くるみをわっているんだよ︒﹂

六伽6 そういいながら︑カチン︑カチンとわって
いると︑

六桝1囹

六夢10囹

八桝3 二つにわってみたら︑中に︑青いものがま

私が︑木を割ったり︑竹を割ったりして︑

るくふくらんでいました︒

木を割ったり︑竹を割ったりして︑

なにかこしらえようとしていると︑

十四773

︑ ︑
カ︑しし

もとのほうから割るがいい︑

十四776 木を割るときには︑もとのほうから割る

十四773

︾

十四777

がいいという教えでした︒

十四777 竹を割るときには︑うらのほうから割る

竹を割るとき︑もとのほうから割ろうと

十四777 うらのほうから割るがいいという
十四7710
すると︑

十四7710 もとのほうから割ろうとすると︑

ぐに割ることができなかったのに︑

十四783 一方は太く︑一方は細くなって︑まつす

十四785竹の先のほうから割ってみると︑もとま
十四787

うらのほうをかるく四つに割って︑

まっすぐに割ることができました︒

で︑きれいにまっすぐに割ることができました︒
十四791

二433園

わるかったよう︒

一﹇432園ぼくがわるかったよう︒

うと︑ただのいしころになってしまいます︒

一539園 いじのわるいけんかずきの人がひろ

ーク︾■よいわるい

わり石のようにみえる物もあります︒
十
四792 十文字の小さな木ぎれをはさんで︑チョ
わりこ・む ﹇割込﹈︵五︶1 わりこむ ︽ーモ︾
ンチョンとたたいて︑みごとに割っていました︒
むりにわりこもうとする男の人もあり︑足 わる・い ﹇悪﹈︵形︶46 わるい ︽一・ーイ・ーカッ・

九856園

り石のような物などがたまっています︒

九824

たたいてわらじを作ることにしました︒
にぬるいところとが︑いろいろに入りみだれて
十一222 たくさんの人の中には︑わらじの切れて わりいし ﹇割石﹈︵名︶2 わり石
十一224 金次郎はわらじをさしだしていいました︒
じを作ったりしました︒

十一258 夜になると︑また︑なわをなったりわら
わらしごと ﹇藁仕事﹈︵名︶1 わらしごと

九263圃 上ばきを自分でつくるわらしごと

わらび

をふまれて︑おこっている女の人もありました︒
六694 かべ新聞の大きさは︑わら半紙を四まいは わ・る ﹇割﹈ ︵五︶ 18 わる 割る ︽ーッ・ール・一

わらばんし ﹇藁半紙﹈︵名︶1 わら半紙

りあわせたものです︒
﹇蕨﹈︵名︶2

五942 さんちゃんが︑友だちと︑山へわらびをと

わらび

わるくち一われ

912

え︑ものがよくいえませんでした︒

たいへんわるいのでしょうか︒

ところが︑五日目に︑病人はにわかにわ

くまたわるくなったりで︑

十一799

病人はますますわるくなるばかりでした︒

くなってね︑

十五8312園

あの人たちは下等でもあり︑たいてい

たいていはまあ︑育ちのわるいものば

はまあ︑育ちのわるいものばかりだけれど︑

かりだけれど︑人はわるくないんだよ︒

十五8312囹

﹁あの︑育ちのわるいわかい女はだれ

あれはわるくなってしまったのです︒

十五9111園
だね︒﹂

十五伽4園

から︑すっかりくさってしまったのですね︒

十五柳5園 わるいなかまとっきあっていたものだ

十五皿9園きりょうのわるいおかあさんもないし︑

﹇悪口﹈︵名︶4 わる口

年をとったおかあさんもないのさ︒

わる口をいったものも︑﹁︿略﹀︒﹂といって

みにくいあひるの子は︑あひるのなかまか

かげで人のわる口をいわないようにしたい

うめは︑いつもこのわるロのたてとなって︑

﹇悪知恵﹈︵名︶1 わるちえ

太郎かじゃのほうは︑氣が強いばかりでな

く︑わるちえがあったから︑

十7111

わるちえ

幸吉をかばい︑

十419

し︑

十316

らわるロをいわれるばかりでなく︑

八702

感心しました︒

六榊7

わるくち

それでぼくがきたのですが︑どこがわ

るいのでしょう︒

十一7210園

十一668囹

三113 はんたかはものおぼえがわるく︑そのう 十一655 もしやわるい知らせをききはしまいかと︑

三鵬2 きもちのわるいときでも︑はらのたつ
ときでも︑

るそうににこにこわらいました︒

四77 わるいびょうきがはやらないように︑氣 十一757園 だいぶんわるいけれど︑まだ望みがあ
る︒
をつけてくれます︒
四639 こういわれて︑かっちゃんは︑きまりわ 十一7810 すこしよくなるかと思えば︑思いがけな
六126園 ぐあいのわるかったのは︑そのためでし

あの人︑いま︑ひどくわるいんですか

ようだいがわるくなったにもかかわらず︑

るくなりました︒

十一801

た︒

六232園 わるいことはいわない︒

十一857園
十一886

その中にわるい人がいて︑かりた家具を
きつねがっくとか︑からすの鳴き声がわ
下々をするのに︑方角がよいとかわるい
名まえの字画を数えて︑運がよいとかわ
わるいといった方角へこして︑つこうの

かれは︑むねに︑大きなぴかぴかしたア

そのなつかしい葉や︑花の上を︑私の指

﹇我﹈︵名︶1 われ

﹇割﹈Oじわれする

おじさんは︑年とられてから目がわる われ ﹇我﹈︵代名︶1 われ

われ

はまったくわれをわすれてなでていました︒

十二321

われ

コーデオンをだいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒

七416

よいことやわるいこと︑まっすぐなこと ワルツ ︵名︶一 ワルツ

あなたがたの考えひとつで︑日本はよく
もわるくもなるのです︒

十四318

や曲がったことは︑

十三1111

よくなった人もある︒

十三107

るいとかきめたり︑

十三105

ヘ
とあ
カしヘし へ

十三104

るいから不幸があるなどといった︒

十三101

かりっぽなしにして返さなかった︒

十二622

ら︑ゆるしてください︒

六398囹 わたしたちのなかまがわるい虫をとって
そだてたいねを︑

七913 このごろは三寸がわるいので︑うさぎは︑
元氣がありません︒

八72 あまりテーブルの上でぎょうぎのわるいま
ねをすると︑

八683囹 だれにもわるいことをしないのですから︒
た︒

八712 それからのちは︑わるくなるばかりであっ
九192 その年は氣候がわるくて︑九月目中ごろ︑
きゅうに十二月の氣候と同じ寒さになり︑
九564 いちろうは︑きみがわるかったのですが︑

九376團 じめじめした足もとがきみがわるく︑
なるべくおちついてたずねました︒
九棚5囹 ぼくもわるかったよ︒

九衛3 ふしくれた手︑とがった足︑うすきみのわ
るいかたち︑

﹁雪國﹂の映画も︑けっしてわるいもの
十五7011園

とは思わないが︑

十四866

十1311 あんないなかはつまらないと︑わるくいう 十四4510 そのきみのわるいしずけさの中から︑
旅人もありますが︑

えなかったのです︒ ﹂

十一6211囹﹁なんだか氣まりがわるくて︑そうい

913
われがね一を

われがね

われめ

﹁︿略﹀︒﹂と︑われがねのような声をたて

﹇割鐘﹈︵名︶1

十五85図圃 きみわれ口そそぐ朝のそこごこの小
流れ
われがね
六㎜8

﹇割目﹈︵名︶1

ました︒

われら

八223 あめ色のせなかに︑たてのすじがはいり︑

われめ

﹇我等﹈︵代名︶1

われめができました︒
われら

われる

いわれらきりぎりすの生活
﹇割﹈︵下一︶8

割れる

︽tレ・

六212圏 美しいぶどうに︑かがやくりんご︑詳し
わ・れる
ーレル︾

﹁かたくて︑うまくわれないだろう︒﹂

八6210囹
﹁われないというたまごはどれかね︒﹂

なかなかわれないのでね︒

八614 とうとう︑一つ一つたまごがわれた︒

六伽11囹

八631囹

︑40

ノρ01 それから二三日して︑とうとうその大きな
たまごがわれた︒

たくりの実の落ちるころでしたから︒

十91 あのとげとげしたいががわれて︑じゅくし

手をふたりに送りました︒

われわれ

る心を︑われわれは失っている︒

われわれは︑︿略﹀美しいものを︑すなお
われわれは︑どんなにでも毎日の生活を︑

に感じとる心を︑もちつづけたいものである︒

十62
十65

ワンワンチャン

十二3010園ーワンワン︑ゲタナイ︑
アンヨ︑

︵名︶8

イタイ︑イタイ︒

わんわんちゃん

キタナイワンワンチャンー
＋481ー
2園

ようとしたり︑

﹁ワンワンチャン﹂と︑こちらを向かせ
十522園

のは︑ そのためです︒

十493囹 ワンワンチャン
ゆたかに︑諒しくすることができる︒
ワンワンチャンネテルワー
十一133 はてしもなく︑ゆるやかにうつ波の声は︑ 十495園
十495園 ワンワンチャンタッチシタ
われわれの心をあらうようにきこえる︒
十504囹 ﹁キタナイワンワンチャン﹂といった
ああ︑われわれみんな︑遠い國から旅し

てきた旅人のような氣持のする日だ︒

十一136

いまも︑われわれの耳にひびいてくるよ

うに感じられるではありませんか︒

十四509

﹁ワンワンチャンネテルワ﹂といって

﹁ワンワンチャンタッチシタ﹂といっ

て喜びました︒

十533園

いると︑いぬがもつくりおきました︒

十四769われわれが冬期に受ける北西の風と︑夏 十532園
季の南がかった風になるのです︒

深い深い谷の上を︑登山電車がわれわれ

心のかよったおつきあいができるように わんわんわん ︵感︶1 わん︑わん︑わん

を運んでいってくれます︒

十五1910

十五802

︵感︶2

わんわん︑わんわん

わん︑わん︑わん︒

二447囹

を←いずみをもとめて・いねをそだ

わんわん︑わんわん︒

を

︵格助︶輔

てて・うたをうたうきりぎりす︒うつくしいものを

みるよろこび・くちびるにうたをもて・こころにた

のかい・はるをむかえに・ひかりをもとめて・まど

一42圃

いいこ

おはなをかざる︑

みんな

いようをもて・じゃがいもをつくりに・はだをかぶ

十497園ーワンワンタッター

をあけると・わたしのこころはにじをみるとおどる

を

二623園

なったのは︑われわれが最初であります︒

ワンワン

わんわん︑わんわん︒

わんわんわんわん

︵名︶7

一一一871

わん

ふとしたことから︑この岩屋からぜんや

﹇椀﹈︵名︶1

十一一618

わん

﹇湾﹈5するがわん・ペルシアわん

わんなどの家具のでることを知った︒

わん
う

十五悩10
わんわん

ようなのが︑聞きとれないさけび声をたてて︑

黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞうの

十二835 スタンドの人たちは︑われるようなはく わんぱくこぞう ﹇腕白小僧﹈︵名︶1 わんぱくこぞ
十四794 もとのほうを上にして︑上からはものを
﹇我我﹈︵代名︶12

うちこむと︑まっすぐに割れて︑
われわれ

六198囹 みどりの木の葉は喜びにみち︑きよらか 十4811園クロイワンワンー
十492園 ーワンワンー

﹁オソト︑ワンワン︑チロイ︒﹂

﹁クロイワンワン﹂

な風は︑われわれの音樂をほめてくれる︒

六256園 われわれは︑おおいにうたおう︒

十502園

チロイ︑ワンワン︑チッポー

十二301囹
渡り鳥になる考えはないかね︒

十二308園

八736園 どうだ︑われわれといっしょにでかけて︑

十510 ただ︑その美しいものを︑すなおに感じと

ひらいて︑ てをうって︑そのてを

ひらいて︑ てをうって︑
一393

一378

一374
さきました︒ゆめをみました︒ゆうべ︑

川が︑うちのまえをさらさらとながれ

そよそよとのはらをふきます︒川がな

一609

一606園ねちゃんも︑ものをはっきりいうい

一615

一613囹

からだいやもんどをとりだして︑又略

は︑みんな︑たまをひろったなかまで

でだいやもんどをひろってきたので

じいさんはおれいをいいました︒﹁︿略

おだんごや︑おもちを︑ごちそうしてく

﹇84圏
たま

一6010園

ころへいったゆめをみました︒

一5910

一87圏
って︑ そのてをうえに︒

︑おもしろいゆめをみました︒ゆうべ︑

むすんで

一88圃
一394

﹇396

︒でんとうのしたを︑くろくすうっと

四

一107園 にはいったたまをかぞえましょう︒
に︑しろいたまをかぞえましょう︒﹂

﹁413

十七

一108園
は︑あかいたまをかぞえましょう︒﹂

りだして︑﹁これをたろうさんにさし

一616囹

れて︑みんなが手をとっておどりまし

たくしの手にたまをおしつけました︒

よなかに目をあけると︑おとう

一︶

一624

七よみかきじをよむときには︑く 一434

略﹀︒﹂﹁もちものをしらべるのだよ︒﹂

︻152

一115園
一452園

って︑おはなばたけをおどりまわりまし

むときには︑くちをつかいます︒めも

﹇641

一639

一153

は︑しろいきものをきたおんなの人

あさんは︑わたくしをひざのうえにだ

先生が︑それをごらんになって︑

風塵22

かたちのにたものをならべてみました

えにっき木のはをならべてみました

とつひとっことばをかきつけました︒

三︶

い﹂のつくことばをあつめました︒そ
え﹂のつくことばをあつめました︒お
お﹂のつくことばをあつめました︒あ
︒あつめたことばを︑みんなかきとめ

﹂﹁お友だちのなをかんがえて︑こら

ぎのへやで︑こしをかけてまってい 二43囹﹂のつくことばを︑みんなであつめ

︻659

一459

一161 もっかいます︒じをかくときには︑て
一459

ふりふり︑もちものをしらべています︒

くつが

みんな

ないで︑

のみちをいけば︑

︻213圃

なって︑ うたをうたえば︑

﹁みんないいこ﹂を︑おおきなこえで

﹇4510

きました︒かばんをあけてなかをみ

一216圏
つないで﹂のうたをうたいました︒そ

ちが︑ながいみみをふりふり︑もちも

一465

ばんをあけてなかをみせますと︑﹁︿略

かくときには︑てをつかいます︒えん

一465

おきなむしめがねをもったおじいさん 二58囹

一162

一468

っばりながいみみをふりふり︑わたく 二75園とばのつくものを︑あつめてみまし

おもわずぽけっとをさぐりました︒﹁︿

一221

一469

﹇642

一222 このうたのゆうぎを︑みんながかって

一4610

一227囲

ました︒﹁のみちをいけば﹂のところ

﹁6410

一226 ︑おともだちとてをつなぎました︒﹁の

しました︒﹁うたをうたえば﹂では︑

一233 ︒そこで︑りょうてをはねのようにうご
一235圃

一235 ﹂では︑︐くちにてをあてて︑らっぱの

一4810

一481
一487
一488

しょうさんがふえをふきました︒きし

ニー24

がなる﹂では︑てをうえにさしあげま

一238 る﹂では︑あしぶみをしました︒﹁はれた
一2310

︿略﹀︒﹈ひとりごとをいうと︑となりの

て︑なかよくこしをかけました︒へや ニー15

一4610 ふり︑わたくしたちをよびました︒おじ 二85
一472 いさんは︑わたくしをむしめがねでのぞ 二88
るいおおきなはんをおしてくれました 二89
やくさんのにもつをもってあげました 二91
︑おばあさんの手をとってあげました 二93

一253 まきする人︑いえをたてる人︑さかな

﹇494

︒﹂おとうさんも目をあけました︒﹁︿略

たてる人︑さかなをとる人︑きしゃを

一254

一525

ました︒ちがったのをならべてみました
一528

ニー45

はじめにしりとりをしました︒ただお

ちが︑ことばあそびをしました︒はじめ

U

一255 をとる人︑きしゃをはしらせる人︒﹁︿

一556な
園たはそのたまをもっていますか︒

︑園その目でなにをみましたか︒﹂ズ略
一288
一289園
そのみみでなにをききましたか︒﹂

ニー63

﹂﹁ぬれたきものをきて︑かわくとぬ

かんがえものをしてあそびました

した︒しゃぼんだまをふいてあそびまし
一565 ︵八︶

ニー64

ら︑大きなりんごをみっついただきま
んだけみどりいろをしていました︒お

一311 ︒この手で︑なにをもつでしょう︒こ

しろちゃんのみみをみてききました︒
一5710

一574らかけおりて︑手をとりあいました︒﹁

ニー75 二︶

Q
S

一321もいだしたことばを︑つぎつぎとかい

ニー77園

おべんとうをたべて︑ちょっと

なって︑おへやをかざりたいからで
一355囹

一588といって︑おれいをいいました︒それ

一583囹さんがくろいぬをおってくださらな

一561あるだいやもんどをひとつとりだして

じゅうのおふねをうかべたいからで
一361囹

一307 ︒この手で︑なにをもったでしょう︒

一一
一一
一一

とまって︑うたをうたいたいからで
一367囹

P3 P3 P2

を一を
914

ニー85園 ど︑赤いきものをきるものはなあ
二201 もいついたことばをじゅんじゅんにつ
二212園大きなくもがすをかけていました︒

するので︑はとをだいていたら︑た

︑すのおそうじをするので︑はとを

R園 で︑いろはあそびをしました︒よしこ

X圏

P園
らうんどうかいをするのですね︒﹂

といって︑ぞうをとめました︒六人

︑ぞうのおなかをなでて︑こういい

﹃

手に大きなりんごをもっています︒う
，

うに︑そのりんごを︑高くさしあげた
しあげたりにおいをかいだりします︒

211048593385162998242622195844118
一
＿
一．， ＿．
芸園

紳う﹁さあ︑春をむかえにでかけま

くえやこしかけを︑かわいがってや

二605園︒そうして︑これをつかいますよ︒で
U囹

なる︒りょううでを車のようにうこか

二666 しゅしゅしゅしゅ﹂を︑きゅうにしずか

Q

二615園

かえって手まねきをします︒

つづけながら︑春をさがす︒そのとき

二673 しゅしゅしゅしゅ﹂をつづけながら︑春

三82囹

二687 ︒﹂みんな︑きき耳をたてる︒﹁しゅしゅ

いさむ﹁さあ︑手をつなごう︒﹂みんな

んがえます︒うしろをふりかえって︑手

お立

三101圃

三83園 こう︒﹂みんな﹁手をつなごう︒﹂たつお

ま︒上と下とをゆびさして︑

は︑大きなりんごをさちこにわたしま

かえって︑手まねきをします︒

いって︑いちろうをよびます︒いちろ

さちこからりんごをもらいます︒﹁︿略
︑さちこは︑じろうを手まねきします︒

さちこに︑りんごをかえします︒さち

三137 は︑このひとことを心の中にしまい
三149 はたくさんのでしをつれて︑王さまの
三151 しゃかさまのはちをもって︑でしの中

三133園

三131

三1210

うかものは︑ここをとおすことはで

やかさまのおかおをみつめました︒﹁︿

＞︒﹂はんたかは目をかがやかせて︑お

三127囹 たくさんのことをおぼえなくてもよ
三128囹 ︒ただひとことをしっかりとおぼえ

しゃつて︑はんたかをおよびになりまし

は︑三人のあたまを︑しずかになでて

三153

ぎなことに︑はちをもった手が︑する

三126

三115 うかしてはんたかをりっぱな人にし
三117 にちかしこいでしをひとりずつ︑はん
三118 ︑いろいろとものをおしえることに
三125囹わたしがはなしをしてみよう︒﹂と

よう︒こんなことをかんがえている

三154囹

をおいて︑りんごを手にうけとります

に︑ひろいのはらをみました︒なの花

三162

三1510
三169囹

ようとして︑手をここまでのばした

ので︑このはちをわたくしにとどけ

てきました︒それをみたこてんの人

門ばんがはんたかをみて︑﹁︿略﹀︒﹂と

きたないことばをつかわないという

﹁みんないいこ﹂をうたいながら︑あ
︑こんなおはなしをなさいました︒﹁︿

三173

三1610園

人たちも︑これをつかいました︒﹂こ

ごこまでおはなしをきいたとき︑わた

は︑すぐはんたかをおよびになりまし
と︑ゆうべのゆめをおもいだしました︒

から︑こんなことをかんがえました︒

れでべんきょうをしました︒三年生

す︒大きなりんごを︑おかあさんにあ
︒おかあさんは︑本をおいて︑りんごを

にこしかけて︑本をよんでいらっしゃ

さちこは︑りんごをだいたり︑ほおに
︒きゅうにおどりをやめて︑しずかに

四のば

す︒けれども︑それをやめて︑しばらく

R しゅしゅしゅしゅ﹂を︑いっそうげんき

S

いちろうは︑りんごをだして︑じろうの

どまります︒うしろをふりかえって手ま

一＿

よろこんで︑りんごをもってとびまわり
︑じろうは︑りんごをたべようとします

二のば

一一
一一
一一
一一

W園

が︑そろって川をわたりました︒あ

Q んばんに︑おはなしをしてきました︒き
二282園 しの上で︑つのをおしあっていまし
二288園
二291園 わたりました︒きをつけてわたりまし

二289園 ︒あさいところをわたりました︒き

︵四

二294園 がってから︑かずをかぞえてみました
二319園 いって︑大さわぎをしました︒﹂

二325囹ぞうというものをみたことがある
二337囹 ︒こんなはなしをしていると︑どし
二348囹

二339囹 ︒ちょっとそこをどいてください︒
P囹

のめくらは︑足をなでて︑﹃︿略﹀︒﹄

V園めくらは︑しっぽをもっていいました

二363園

U園 がふっているのをみつけました︒

P園 りかってなことをいうので︑ぞうつ

二399 ︒﹂たろうは︑あせをふきながら︑あた

二401 ︑あたりのけしきをながめます︒どこ
二4110園 きたないことばをつかうものでは

二444園 もまた︑かげえをして︑みせてくだ
二452園︑とび︒くちばしをごらん︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

﹀︒﹂﹁ほう︑なにをやるかな︒﹂﹁︿略﹀

のさおで︑ふねをこぎます︒﹂﹁︿略﹀

二453園 く︑せんどうさんをみせてください︒
二455囹
二458園

二4510園 の上にごむまりをのせているね︒﹂﹁
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48

48

48

48

48

49

49

50

50

50

50

51

51

52

52

52

52

Q5 Q4 Q3 Q2 Q2
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三182 一くみは花の名をあつめました︒二
三183 ︒二くみは虫の名をあつめました︒三
三184 ︒三くみは魚の名をあつめました︒四
三185︒豪くみは鳥の名をあつめました︒撃
このようなものをこしらえていまし

いました︒かんなをつかっている人

ります︒のこぎりをひいている人も

かなづちで︑くぎをうっている人も

﹁︿略﹀︒﹂﹁うさぎをかってあるとこ

らいてわたくしをみます︒うさぎの

なあみにからだをつけるようにして
す︒ときどき目をひらいてわたくし

目です︒しょうかをうたっている空

がねをかけて石を切る︑ 目もとを
三507圏
三508圃 切る︑ 目もとをすえて石を切る︑

三508圃
もとをすえて石を切る︑ あせをな
三509圏 を切る︑ あせをながして石を切
三509圏せをながして石を切る︒ かっちん
三511圏ちんかっちん石を切る︒ 石よりか
三514囲ちんかっちん石を切る︒ かっちん

麦ばたけのよこ道をかえりました︒﹁︿

三6210略﹀︒﹂みんなも声をそろえてへんじを

三518囲ちんかっちん石を切る︒ 高い高い
三562圃 カナリヤ うたをわすれたカナリヤ
三565圃りません︒ うたをわすれたカナリヤ
りません︒ うたをわすれたカナリヤ
三571圃
りません︒ うたをわすれたカナリヤ
三574圃
三577圃 わすれたうたを思いだす︒ 九 五
三612はえんがわにこしをおろして︑どうき
三614子どもたちも︑こしをおろして︑まって
くらはくさはら道をあるいてかえりま
ん︒ぼくらはかたをくんで︑くさはら

ぼくは︑学校どうぐをわきにかかえて︑

ばかりのしょうかを︑大声でうたいな

︒白うさぎはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂と

て︑すぐになかまを大ぜいつれてき

38

はいままでのことをはなしました︒﹁︿

たのおもいふくろをせおっていらっし

えて︑からだのけをみんなむしりとつ
がいままでのことをはなしますと︑そ
れなら︑海の水をあびて︑ねている
ぎはすぐ海の水をあびました︒する

にざめが︑白うさぎをつかまえて︑から

︒わにざめはそれをきくと︑たいそう

たな︒ぼくは海をわたってきたかっ

39

ちのせなかの上を︑かぞえながらと

40

くんで︑くさはら道をあるいてかえりま

40

めがねをかけて石を切る︑

めがねを

つゆをふくんでさきまし

って︑がまのほをしいて︑その上に

川の水でからだをあらって︑がまの
まっき色︑
切る︒

ちんかっちん石を切る︒

ボートをこいでぐるぐる
とうさんは︑

上な
ににかあるのをみつけました︒﹁︿

三745 で︑みんなはいすをおりて︑その光の
三745 りて︑その光の中をあるいていって︑

三743園︑光のとおり道をさがしてみましょ

三721 どころからほうきをもってきてはき

三703

三662 たぐるぐるまわりをなさいました︒そ
三677園た︒﹁じゃあ︑雲をみてごらん︒そう
三679 ので︑みんなは空をみあげました︒青
三699 どもはゆうごはんをたべていました︒

三655

三639りました︒みずうみを右へいけばもり
三647園よ︒右手と左手をはんたいにこいだ
三648囹︑ぐるぐるまわりをするばかりだ︒は

三6210
をそろえてへんじをしました︒みんな
三633くあそんでから丘をおりてみずうみへ
三639こしかけて︑ボートをおこぎになりまし

42

40

三195つめたことばにえをかきそえました︒
三196 ︑そのかたちや色をよくしらべるこ
三201 とにしました︒えをかいていくうち
三203 つぎのようなことをおかきになりまし
三212 と海にいる魚とをわけなさい︒﹄聰く
三214 のは︑そのなき声をかきなさい︒﹄﹂で
三216 できあがったものをうしろのかべに

三2610 ︑大ぜいのだいくをあつめて︑ふねを

三251て︑この大きな木をみあげました︒あ
がない︒この木を切ることにしょ
三253園
こんな大きな木を︑切っていいもの
三255囹
三265 ︑切りたおした木を︑どうするかとい
三268 ﹁くりぬいて︑ふねをつくるがよい︒﹂
三2610をあつめて︑ふねをつくることにな
三276 いことです︒かいをそろえてひとかき

︑豆をつんで︑海をわたりました︒そ

三277うえてひとかき水をかくと︑ふねはな
三278はななつの主なみをのりきって︑鳥の
やとりという名をつけよう︒﹂とい
三287園
三291
の米や︑麦や︑豆をつんで︑海をわた
三291

くしはかいだんをかきます︒かいだ

766765101982184521734223299731976
園囹
園園園悪意愈愈圏園
園
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圏身重園園

三302
いうだいで︑作文をすることになり
三308 とで︑できた作文を︑ひとりびとりよ
三315圓

三333園 たちのかえるのをまっています︒﹂﹁
三338囹 した︒お米や豆をいれた︑みほんの
三344園 ︑花のしゃせいをしていました︒ま
三346圏︺まって︑しゃせいをしていました︒わ
三348囹 んなきれいな花をかきたいとおもい
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三749 た︒みんなはそこをみました︒お日さ
三753囹どうなるか︑きをつけてみていなさ
三976

三747囹 ん︒あの丘の上を︒﹂おかあさんがお 三974
三975
できます︒ローマ字をかくこともでき

できます︒かん字をかくこともでき

ことも︑かたかなをかくこともでき

三備8園

三皿9

唱麗8

三皿4

めて月夜には月をみて︑わたくしの

なくなって︑なにをすることもでき
いて︑こうこうをしたいと思いまし

いたちは︑弓に矢をつがえました︒と

そのいり口でばんをしていました︒呼

わたくしのことを思いだしてくださ

三m10囹
三M1園

三皿3

一巡9

三川4

かりとかぐやひめをだいていました︒

のまわりは︑弓矢をもった人たちで︑

みかどがこのことをおききになって︑

三柵3

三輪1

のくすりと手紙をやきすてよ︒﹂と

かえってかなしみをますたねになる

までも︑かぐやひめをおわすれになる

と︑ふしのくすりをやいたけむりが︑

四158しのせなかにかおをつけてねんねした
四161ねんねした︒おかしをしっかり手にも

四156 れていた︒たまごを生んでいるのを
四156ごを生んでいるのをみていた︒えつ卑

四118 などのべんきょうをします︒ここはえ
四143 が︑かぶのはっぱをたべている︒風が

四58 紙や小つつみなどをおくってくれます
四61 ときには︑でんぽうをうってくれます︒
四64 ときには︑でんわをとりついでくれま
四65 す︒﹁︿略﹀︒﹂と声をかけて︑話ができ
四67年じゅうの人の心をつなぐ糸を︑まい
四68 の心をつなぐ糸を︑まいにちあつか
四72 いせつなもちものをまもってくれます
四74 たいせつなからだをまもってくれます
四79やらないように︑氣をつけてくれます︒
四83 くれます︒まい子をうちまでおくりと
四91 いたまるいかがみを︑この町にはめこ

三業9 れで︑この山の名を︑﹁ふじの山﹂と

三戸7

三里4園

三嗣3 ︑きていたうわぎをぬいで︑おばあさ
三号7 ︒天人がはごろもをきせようとすると
三世4紙とふしのくすりをのこしました︒天
三価5 やひめにはごろもをきせました︒かぐ

う︒紙にかいた字を︑どこへおくって

の紙にかいたえを︑どこにかざりま

黷X87

三985

たずねます︒﹁丘をこえてね︑よその

三7510 ︒﹂ピーターが大声をあげました︒みん
三768園

なってから︑それをみるのは︑ほんと

も︑紙は︑字やえをはこんでくれます
にち︑のや山へ竹をとりにいきました

三997囹

三㎜4

三771園 子どもたちに光をあげるのですよ︒﹂

三梱2 に思って︑その竹を切ってみますと︑
三鵬1 やひめ﹂という名をつけました︒おじ
三等3
かぐやひめのかおをみると︑すぐなお
三m9 さんの家のまわりをとりまきました︒

おまえにくらいをさずけてやろう︒

もし︑かぐやひめをこてんにつれて

めは︑またすがたをあらわしました︒

やひめにこのことをつたえてたびたび

三鵬6囹
三四3

三鵬8

三価5囹

かえるときにここをとおります︒この

のたびにごへんじをさしあげておりま

らたびたびお手紙をください．ましたの
︑かぐやひめは︑空をながめてはためい

三岡8

がめてはためいきをつき︑じっとかん
めは︑とうとう声をたててなきだしま

にいれます︒くさをちぎっていれたり

三島2
三鵬7

いがけないことばをきいて︑おじいさ

ろいて︑そのわけをたずねました︒か

三柵2

三㎜8

三佃9

わらかなもうせんをしいたようなしば

三㎜7

一まいの紙に︑えをかくことができ
一まいの紙に︑字をかくことができ

せてくれます︒﹁花をおらないでくださ

︑いろいろなものをおることができ

できます︒ひらがなをかくことも︑かた

三㎜9園して︑かぐやひめを月の世界の人に

ができます︒ふねをおることもでき
ピアノやふくすけをおることもでき

花は︑みんなの心をたのしませてくれ

たてがみやはがきを︑ここにいれます︒

三843 あまだれがあるのをみつけて︑﹁︿略﹀︒

三812
のうちに︑雲は雨をつれて︑空をすす 三価2 っぱな人のねがいをも︑みんなことわ
三812 は雨をつれて︑空をすすんでいきまし 三隅7 もむずかしいことをいって︑それがで
三8310囹 ︑雨のつぶつぶをしゃぼんだまみた 三婆2 だん高くなったのを︑みかどがおきき

どでもかぐやひめをみた人たちは︑﹁︿

︿略V︒﹂と︑竹やぶをみまわしています

三776囹 そべるように︑光をあげにいくのです
三783園
たしのお日さまをとってしまうのは
三793 ︑いどや︑家や︑道をこしらえています
三794 で︑だれひとり︑上をみたりまわりを
三794 上をみたりまわりをみたりするひま
三797 した︒みんなは空をながめました︒雨
三川2

三㎜9

三7910囹雨にぼくのいどをいっぱいにして

三769囹 よその國でなにをするの︒﹂こんどは 三991

一一

いれたり︑かみきれをいれたりする小

3671757642283

三891 耳できいたひびきを︑かきとってみま
91

91

92

92

92

92

93

94

94

95

95

96

97
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四201

んは︑あいての人を﹁おかあさん﹂に

なとねこねずみをしてあそびました

っちゃんのことを︑みんなでお話し

げにうめもどきをとってきました︒

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
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四435 ︑ぎょうぎよく空をとびました︒けさ

ないているわけをききました︒男の

四513いまは︑かっちゃんをたすけなければな

四4710けをこえ︑のはらをすぎると︑高い山
四483 ているので︑そこをよけてとびました
四484 げからねらいうちをされるからです︒
四485 からです︒山の上を高くとびこえて︑
四488が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑声をたてました︒ほか
四489んは︑また︑みんなをだましてびっくり
四503んのおちていくのを︑下からうけとめ
四504 左からかっちゃんをだきかかえました︒
四506園
かっちゃん︑一国をだせ︒﹂ほかのも

四4710
なりました︒はたけをこえ︑のはらをす

四437三十ぱのがんは目をさましました︒ゆ

でげたのはなおをすげてやりました

四5510 さがって︑まぶたをすこしひらきまし

四538 てきました︒あせをいっぱいかいて
四544うみのきれいな水をくむと︑これをう
四544水をくむと︑これをうけとった一わが
四545 た ﹈わが︑きず口をていねいにあらっ
四546りました︒ほうたいをもっていたがん
四548 は︑はねのっけねをうたれていました
四551 たい水で︑あたまをひやしてやりまし
四554 こちでみはりばんをしました︒その夜
た︒﹁先生︑ありをころそうとした

は︑なぜぶどうをもらわないで︑か

︒﹃いやしいまねをしてはいけません

︑わたくしの口をおさえたものが

さんに︑﹃ぶどうをください︒﹄とい

ぶどうだなの下をとおりました︒そ

生︑さくらの枝をおろうとしたと
北へむかってたびをつづけていました
なりになって︑空をひっかけるように

ように列のかたちをかえても︑ばらば
した︒﹁きみ︑列をはなれちゃだめじ

四577のすきなおだんごを作りました︒くだ
四578りました︒くだものをあつめたり︑花を

四572 あがってはばたきをしたので︑みんな
四575 やんの全快いわいをしょうというこ

いさんのことばを思いだして︑ころ

︑つぎのような話をしました︒﹁︿略﹀︒

のげたのはなおをすげるあいだ︑か
るあいだ︑かさをさしてあげたので

︑男の子は︑それをはいて︑圧穿よく
︑かずこさんの文をよみなおしました︒

うさんのことばを思いだしました︒

わたくしがかさをさしていくと︑む

︑つぎのような文を書きました︒﹁きの

るコスモスの花をあげようと思いま

てもいいし︑えをかいてもいいと

わたくしは︑かさをさしかけてあげま

四521 おもいかつちゃんをかつぎながら空を
四521をかつぎながら空をとぶのは︑ようい
四525囹きけんなところを早くはなれよう︒
四526九わのがんは︑列をきれいにつくるど
四528なって︑かっちゃんをささえながら︑で
四534 と高い山のみねをこえました︒﹁︿略

四165
にてらされて︑水をくむ︒くろいかげ 四289いって︑くりひろいをすることかな︒ぶ
四174 わたしが手ぬぐいをもって︑おふろへ
四295 もほりのてつだいをすることかな︒と
四178 かあさんが︑石うすをひいていらっしゃ 四296 うちから︑うさぎをもらってくるこ
四192園
なあいて ﹁文を書くことは︑お話 四299 はっきりした返事をしてくれない︒﹂
四192園
くことは︑お話をするのとおなじ
四
3
0
3
た
いといって︑文を書きました︒﹁︿略
四197 れそれあいての人をきめてから︑文を
なにかおみまいをしようではありま
四197 をきめてから︑文を書きました︒まさ
せんか︒おてがみを書いてもいいし︑

四203国
た︒みんなで手をつないで︑わをつ

四202 ︑つぎのような文を書きました︒﹁さっ

四204團
は︑どのねずみをつかまえようかと

四204團をつないで︑わをつくりました︒ね
四214團

四218黙しは︑ただしさんをねらって︑わの中
四225團 こみました︒そこを︑わたくしがうま
四227 さん﹂にあてて文を書きました︒﹁︿略
い︒ぼくのうちをかいたのです︒や

四228国 した︒﹁きのうえをかきました︒なん
四229團
四249團

四233国 いさんとよく星をみましたね︒にい
四253團

がします︒お花をかざると︑そこに

四254国 ありません︒お話をすると︑みつちゃ
四255團

すきなきゅうりをあげよう︒ねぎも

は︑﹁きりぎりす﹂をあいてに書きまし

四257国
みつちゃんが空をとんでいるだろう
四261 ︑﹁りんご﹂にお話をするつもりで書
四267

四271團

四276團 道まで︑かけっこをしょうね︒﹂としお

四275團 ︑またかけっこをしょうね︒林のむ
四278 さんは︑﹁雲﹂に話をするつもりで書
四281團 きれいだな︒ぼくをのせてくれないか
四284 よしさんは︑じぶんをあいてに書くこ

748375441075108445329617521108
．9園囹園古園囹医〕囹 園園 国乱国血汐團 国嬉嬉團
囹一
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︑どうぞなかまをたすけてください

のがんが︑みんなを元仁づけました︒

わのがんが︑食事をすませると︑﹁︿略

人には︑ハンケチをあげます︒これは︑

のねこと︑いぬとをあげます︒﹃にやあ

︑クリスマスツリーをつくりました︒ま

ハさな人をかわいがれ︒り一
四578 をあつめたり︑花をかざったりしまし 四751 ︒ち
四757すいはしっかり氣をつけて︒を一﹁
四583
は︑みんなのかおをみて︑にこにこし
四585囹
﹁ぼく︑よきょうをするよ︒ねている 四775 はこれから﹁い﹂をつかう︒の一の
四5910囹
︑がんのなかまをみかけなかったか 四778一くじゃくのまねをするからす︒や一
四786り︒え
四602囹 ︑がんのなかまをみなかったかい︒﹂
えんぴつをなめないように︒
四7881てんてん手まりをつきましょう︒あ
四612 かりのがんが︑口をひらいて︑﹁︿略﹀︒
四613園 ︒ともかく食事をすませて︒﹂みんな 四799 もこれから﹁え﹂をつかう︒ひ一火
﹁
四814圃
れいなこのよるを︑ みんなでなかよ
四617囹

四615 ＞︒﹂みんなははしをとりました︒かっ

四619

う一ど林のおくをさがしにいきまし

四618 略﹀︒﹂と︑おいのりをしました︒二十九

四621

は︑みずうみの島をとびたちました︒

四721

四954だ︒降っている雪を上からみると︑白
四965 が︑一びきのかめをとりまいて︑あそ
四967園ども；このかめをころがしてあそぼ

かめをうりましょう︒﹂う

かめをうってくれないか

ことをしてはいけない︒

かめをころがしているの

かめをころがします︒そ

四972 よいしょ︒﹂かけ声をかげながら︑みん

四972 ら︑みんなで
四976園しろいから︑
四978園しま﹁そんな
四985園たしにこの
四994園さん︒この

四㎜5 きおこして︑せなかをさすって︑うらし

﹂うらしまは︑かめをだきおこして︑せ

四㎜8

四欄5

四997うらしまは︑おかねを子どもたちの手に

って︑一まいのえをだしました︒それ

つるや︑ふうせんをさげました︒ぎん

た︒まつの木の枝を立てて︑色紙でお

ました︒赤いふくをきて︑三かくぼう

︒ちょうどここをとおりかかってよ

めは︑手でなみだをふきながら︑なん
︑なんどもおじぎをします︒うらしま﹁

四㎜9
まつ白なあごひげをつけたサンタクロ

きて︑三かくぼうしをかぶり︑まつ白な

あがりました︒それをまつの枝のさき
たんじょうのお話をしました︒二ばん
もしろい紙しばいをしました︒三ばん
こさんが︑しょうかをうたいました︒す

でトランプあそびをしました︒そのと
が︑かごにみかんをいれて︑もってい
っている︒だいこんをぬいていると︑み
とびだして︑雪かきをなさるおじいさん
子どもたちのことを思って︑おもての
︑おもてのとおりをさっさとはく︒し

つする人のことを思って︑ゆうびん
げいれ口のまわりをさっさとはく︒ひ

くはまどからかおをだして空のほう
だして空のほうをみあげて︑降って
にふかれて︑うずをまいて︑どんどん

て︑降ってくる雪をながめる︒降る︑
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四623
四629 くなったので︑力をゆるめました︒そ
四632 んは︑なかまの手をとって︑いそいで
のしいあさごはんをたべました︑﹁︿略

四634 た︒みんなは︑それをみて︑おおよろこ
四636

四654

いいにくいことばをみつけて︑それを

四645 ちょこんとあたまをさげたので︑みん
四663

とばあそびのたねをたくさんこしらえ

四664 をみつけて︑それをまちがえないで︑
四671 なじになることばを考えだすあそびで
四675

四724

す︒これは︑﹃はなをふく︒﹄というわ

＞︒﹂﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ る す を す る ︒ ﹂ 一 二 組 の ﹁

四725

＞︒﹂﹁﹃︿略﹀︒﹄これをひいた人には︑な

四696

四727

には︑にっきちょうをあげます︒﹃︿略﹀︒

できました︒これをあっ紙に書いて︑
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高い空のまん中をみあげる︒もくも

116

ぎやかなおどりをして︑ごらんにい

は︑父や母のことを思いだして︑きゆ

︑おもしろい︒﹂手をたたいてよろこび

もしろいおどりをおどってもらいま

魚たちはごちそうをはこんできます︒

は︑うちのかめをおたすけください

をとって︑そこらをぐるぐるとあるき
︑かめがうらしまをあんないしてはい

は︑うらしまの手をとって︑そこらを

で︑いのちびろいをいたしました︒き

まが︑海べでつりをしています︒そこ
︑いっしんにつりをしているので︑氣

めのうしろすがたをみおくります︒

ていねいにおじぎをして︑海の方へ

たね︒さあ︑元氣をだしておかえり︒

13938105663331510741
園 園
園
園園

んたのしい思いをさせていただきま

かかわったことをして︑おなぐさめ

学園園

四7210

四734

一ばん︒ろ一ろをこぐせんどうさん

四732 ︑﹁いろはがるた﹂を考えました︒たく

四743
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げにたまてばこをさしあげましょう︒

五610まわし︑たんぼに水をいれ︑はたけにも水

五69あるいていく︑水車をくるくるまわし︑た

五247生女や︑子どもたちをすわらせました︒そ

五246園

五1811にいれられて︑かぎをかけられ或した︒こ

東の方へいく友だちを︑それぞれひとかた
五184

五45夜つゆがおりる︒水をふくんだ草のうた︑
五53 ワ︒さあ︑はいはいをして︑たっちして︑
五57らかけおりる︒小石をころころ︑ころがし
五64けになり︑水力電撃をおこし︑水道の水に
五68 におりてくる︒野原をゆっくりあるいてい

まるでにらめっこをしているようだった

たまをさげて︑そこをでました︒﹁︿略﹀︒﹂

んは︑店でそろばんをはじいていました︒

ランクからこの本をだして︑﹃︿略﹀︒﹄と
五314囹
五324す︒まつ黒なけむりをもうもうとはいて︑
五327
木や︑石炭や︑お米を︑たくさんつんでい

よしょ
五291囹﹁まあ︑受けとりをおみせ︒
五293囹こうなんです︒店をでてすこしくると︑
五294囹おじさんが︑荷物を二つ持って︑あせを
五294囹
二つ持って︑あせをふきふきあるいてい
五303囹小さいほうの荷物を︑わたしてもらいま
五308囹
き︑こういうことをやるのかね︒﹄とき

どけて︑受けとりをもらって帰ってくる
五2810園

﹁ぼく︑こんな本をもらいました︒﹂﹁︿
五287囹
五289囹むこうの店に品物をとどけて︑受けとり

五284

五279 んきちくんは︑電車をおりてから︑側面に

五268

五267 って︑かるくあたまをさげて︑そこをでま

五264 るこさんは︑きっぷを改札の女の人にわた

五2510 きていたおねえさんをみつけました︒﹁︿略

五254園

五2410囹﹄といって︑せきをすこしあけてくれま

といって︑みんなを立たせ︑不自由な人

かめがたまてぼこをもってきます︒お

五71 いれ︑はたけにも水をまいていく︒ 川は
五77水︑きたないどぶ水をながして︑海のとお
五95園よ︒じろう︑せきをあけて︑あのぼっち
五96囹︑あのぼっちゃんをかけさせておあげ︒
五103園みなさんで︑苦労をしてほってくださっ
五117園たちは︑いつも氣をつけているよ︒ほら

れた︑このようすをみて︑りょうし﹁お

られました︒配たつをする人は︑自てん車
五1911

よ︒ほら︑あそこをごらん︒﹂ズ略﹀︒﹂﹁
五119園
五121園グナルだよ︒あれをみて︑汽車が︑とま
五128園﹁︿略﹀︒﹂﹁きっぷをはいけんさせてもら
どうして︑きっぷをみるの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五132囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁きっぷを改札口でおだし︒﹂﹁
五146園
五156はできません︒切手をはってもらうのです
五159十銭でどこへでも旅をすることができます
五163た︒そこへ︑配たつをする人がきて︑﹁︿略
五165﹂といって︑私たちをみんなかばんにいれ
五179囹い︒このわたしのをごらん︒うそ字さ︒
五182よくの人が︑私たちをかたはしからしらべ

い︒天人のまいをまって︑みせてい

うそということを知りません︒﹂りょ

いって︑はごろもをお返ししたら︑あ

五329 ︒この汽車は︑なにをたいて走っているの
五333がつたりして︑荷物をつみこんでいます︒
五343ど︑たいせつな品物を作っています︒この
五344 ︒この工場のきかいを動かしている力は︑
五347で︑ごはんのしたくをしていらっしゃいま
五353るのでしょう︒なにをしているところでし
五354ょう︒これは︑石炭をほっているところで
五2010に︑としおさんの心を︑そのままみつおさ

五357んに︑きかいで石炭をくずしてとっていま

五203げつた竹やぶの小道をとおったり︑すずし
五203 ︑すずしい川のきしを走ったりしました︒
五209んがよろこんで︑私を手にとりあげました
五213い電車が︑おきゃくをいっぱい乗せて︑終
五216 ︑ぶつぶつとこごとをいいながら︑出潮の
五224ふいたほしがきなどをいただいて︑たいへ

はずかしいことを申しました︒﹂りょ

っていると︑こしをかけていた知らない
五237園

五362石炭が︑汽車や汽船を走らせ︑工場のきか
五362らせ︑工場のきかいを動かすのです︒ガス

ようしははごろもを返します︒天人は︑

五241圓えに︑まつばづえをついた︑わかい人が
ぐ立って︑その人をすわらせてあげまし
五243園

すから︑はごろもをお返しいたしまし

なかおをして︑空をみあげます︒天人

かなしそうなかおをして︑空をみあげ

しは︑そのきものをもっていこうと

わりに︑わたくしをもってあるきます

︒もえている火をもってあるくか

は不自由な思いをしました︒もえて

マッチでも︑これを作りあげるまでに

い長いでんせんをつたわって︑ここ
︑ここまでたびをしてきたのです︒

うですが︑この光をだすために︑どれ
は︑どれほど苦心をしたことでしょう

きます︒みんな︑手をふってみおくりま

が︑うらしまの手をとって︑でていき

きげんよう︒お氣をつけて︒﹂かめが︑

がまた︑おともをいたしましょう︒﹂

︑うらしま﹁これをあけてはいけない

しまは︑たまてばこを手にもって︑うら

211073986610764843385421011053
園園園園園
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憲榴2 ます︒天人は︑それをきて︑しずかにま

133

921
を一を

五537

五535

︑はるおが︑東の空をみながらいいました

︑まるくふとった手をたたきました︒﹁︿略

五669

五663圏回

じいさん︑わたしを海へはなしてくださ

五386団
五5410

五549

五5311

んにわたして︑食事をすませてから︑また

せんでした︒まさごをおかあさんにわたし

かるくて︑つぎの星をみつけることは︑で

五6811園 ころへいって︑家をもらっておいで︒﹂

五689

五679

五674園

さんは︑新しいおけを持っていました︒と

いさんが金のさかなをよびますと︑すぐで

︑﹁どうしてお礼をもらわなかったの︒

に︑このふしぎな話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂

五376 うのねつが︑かたちをかえ︑石炭の中にた

五387團 どもたちに︑手紙を書いてもらって︑き
五5411

﹁ぼくも︑三年生を受け持っている︒こ

五384 どうで︑やはり先生をしていらっしゃるの

五388国 どもたちに︑それを送ってあげよう︒そ
五5411

五708

五692

いさんが金のさかなをよびますと︑金のさ

いさんが金のさかなをよびますと︑およい

︒それから︑あたりをみまわしましたが︑

うえんきようで星をみせますよ︒いって

﹂と思って︑西の空をみましたが︑わかり

五6610囹 よう︑金のさかなをとったよ︒それが︑

五397團 のきれいなけしきを︑みなさんにおみせ

ういいながら西の方をみると︑小さな星が

五413團 びはじめた草の上を︑うれしそうにある
五555

って︑はるおのかたをそっとおさえました

いそくされて︑ばんをゆずりました︒はる

五429團私のすぐ目のまえを︑いったりきたりし 五5510 いって︑ごろうさんをさそって︑はるおと

五428照照は︑なえはこびをしています︒つばめ 五5510 かあさんにこのことをいって︑ごろうさん

五731

五7111

五715

五715

五714

わをはめ︑赤いくつをはいていました︒め

かぶり︑金のうでわをはめ︑赤いくつをは

ぴかぴか光るずきんをかぶり︑金のうでわ

五η3 んは︑けがわのふくをきて︑ぴかぴか光る

五557園

五571

﹂あんまり大きな声をだしたので︑あたり

︵三

五574

でしたが︑やっと目をはなして︑ばんをご

ち︑たくさんちぢをしぼります︒﹂

五431團 日じゅうてつだいをして︑うちに帰るこ
五576

五417團

五415團 うしは︑小川の岸をとことこ走りました

五432国 ︑はじめてほたるをみかけました︒そち
五583

五465 うらの竹やぶのそばを通ったら︑おくの方

五448圃

五445圃
で︑

世界の友よ︑手をつなぎ︑
ぼく

なかよく

五605園

五599

五594

五584

いたのです︒たねをまいたから︑こんな

︒おまえが︑たねをまいたのでしたね︒

す︒あやこは︑それをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂

︑いまみてきた土星を︑紙にていねいにか

目をはなして︑ばんをごろうさんにゆずり

五7810

五7610

五761

五755園

五751

校のはたけのむこうを流れている小川のと

っぽでピシャリと音をさせて︑海の中へお

さんは︑おじいさんをよんでいいました︒

いさんが金のさかなをよびますと︑金のさ

さんは︑おじいさんをうま小屋のしごとに

五4310團 ンです︒そのたねをこんどお送りします

五435国 んから︑よくうたをおしえてもらいまし

五482 つけた︑きれいな花を︒いつ通っても︑い

五608園

せん︒わたしが水をやったんですもの︒

五791

五806

んな︑からだに氣をつけてください︒じ

五808 んじょうのくものすをはらいました︒むす

五807

じゅくさないものをたべないようにする

︒竹のさきにほうきをむすびつけて︑てん

じをしました︒ゆかをきれいにふきました

ろい海で︑あなたをけらいにしたいとい

かあさん︒こやしをやったり︑手をやつ

五822園

五621園

﹂﹁

こんなに大きな花を︑三つもさかせたの
﹂﹁花の色を空色にそめてくれた

五623園

めてとれたきゅうりをたべました︒﹁︿略﹀

五529略﹀︒﹂と︑あいさつをしていく人もありま
五531というので︑西の方をみると︑日がしずん

五6510

みて氣のついたことを書きました︒つぎの

﹁波が︑すべりだいをすべるように︑らく

きょうは大そうじをしました︒ゆかをき

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁水の音をさいていだら︑せな

五7911
五804

五806

した︒そうして︑川をみて氣のついたこと

五626

しをやったり︑手をやったりしたじゃあ

五822園

﹀︒﹂﹁あのつぼみをこしらえたのは︑だ 五792

五631園

とうさんは︑この話をそばでおききになつ

五631囹

んは︑あみでさかなをとり︑おばあさんは

五767園

いさんは金のさかなをよびました︒金のさ

海で︑金のさかなをけらいにしてやりた

五486 どをあけると まどをあけると︑いまのぼ

五615園

まいにちあのつるをのばしたのは︑だれ

五495圃なの花ざかりの岸をでる︒ 子うしが水
五496圏
子うしが水のむ岸をでる︒ のたりのた
五503圃もさにゆれゆれ岸をでる︒ かげをちら
五504圏岸をでる︒ かげをちらして岸をでる︒
五504圏かげをちらして岸をでる︒海べ がけ

五635

︑おばあさんは︑糸をつむいでくらしてい

︑夜は︑はらまきをきちんとして︑ねび

五6110園

五馴3圃 黒いかげ︒ 島をとりまく 青い海︑
五525七星 ゆうごはんをまつあいだ︑私は︑

五657

五823囹

平和のうたをうたおうよ︒

五492 た︒あさの光に︑身をきよめるのはうれし

五617囹

五526いだ︑私は︑まさこをうば車に乗せて︑は

五657

んは︑海にでてあみをなげました︒すると

五534略﹀︒﹂といって︑手をたたいてやりますと

五824園 んとして︑ねびえをふせぐこと︑それか
五825 ︒みんなは︑なま水をのまないことや︑ね
五827 あそばないことなどを︑話しあいました︒

五829 のお友だちが︑学校をみにいらっしゃいま
五83・1 だちが︑記念に写眞を写したいとおっしゃ

五833 にあつまって︑先生をまん中にしてならび
五8310 しまいました︒そこをパチリと写されまし

土 夏休みになにをするか︑みんなで響

応843 かぎくんは︑え日記を書くといいました︒

五842
五844 なかさんは︑おしばをたくさん作るといい
五845 ︒ささきくんは︑星をしらべるといいまし
五846 んの家で︑海の作文を書くんだといって︑

五852園 るまでに︑そこらをきれいにそうじして

五848 本にでていることばを︑五十音にわけてみ
五854 いいながら︑ほうきを持って︑木の葉をは

さんは︑ほうきの手をとめて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五865 ︑うたのようにふしをつけてよびながら︑

五855 きを持って︑木の葉をはきよせました︒そ
五867

五879園 きれいな赤いおびをしめている︒いいお
五882囹 うさんが赤いおびをおしめになると︑へ
五887囹︺のおもりのしかたをしてみせてあげよう

高
波にうか

五891園︑それから︑うたをうたうのだよ︒
五896三遍 らの山から海べをみれば︑

つたとき︑おじぎをなさいましたね︒あ
五902園
五905園れでな︑さどが島をうたうときには︑い
五906園︑いつでもおじぎをするのだよ︒﹂﹁︿略
五9010園
かあさんのおちぢをコップコップといた

五914事れ︑このたけのこをごらん︒﹂みると︑
由915 きのまん中のたたみをやぶっての
︑ びてい

五917囹えんの下にあたまをだしたので︑﹃︿略﹀
五918園たずねると︑﹃水をください︒﹄という
五919囹れで︑手おけの水をかけてやると︑たけ

のいたで︑あたまをコツンとうったのだ

五鵬3

五畜10

おかあさんも︑ひわをほめました︒秋にな

みのまん中にあなをあけてやったら︑そ

五柳6 や︑さんちゃんの本をよむまねなどを︑つ

五鵬6 ︑大よろこびで︑声をあわせてうたいまし

した︒ひわは︑それをみると︑﹁︿略﹀︒﹂と

そこで︑ゆかいたをはがして︑たたみの

っていく子どもたちをみおくってから︑﹁︿

五器1！ ろこびで︑﹁︿略﹀︒﹂をはじめました︒﹁︿略

五言7 の本をよむまねなどを︑つぎからつぎへと

五佃5中のひわは︑なかまをよびました︒けれど

五㎜6園 のだ︑新しいことをどんどんおぼえてい

五佃5 ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑まねをしました︒﹁︿略﹀︒﹂

まこのきみですりえをこしらえて︑たべさ

六79

六77 る︒ふたりはそこらをみまわしていたが︑

︑おどろいてあたりをみまわしたが︑いろ

五礼8 とうさんのほめるのをきいて︑さんちゃん

さんちゃんたちが水をふきかけたり︑くす

これらの道具や時計をあれこれとみくらべ

きかけたり︑くすりをつけてやったりしま

もたちは思わずかおをみあわせた︒ねじは

六83 子はゆびさきでそれをつまもうとしたが︑

六81

がら︑しごと台の上をみて︑だしておいた

六44

になって︑かごの中をとびまわっていまし

六85

六62

ちやんがべんきょうをはじめると︑ひわは

六89

うだ︒自分でえさをとったり︑遠いとこ

て︑さんちゃんの本をよむ声をまねます︒

六811園

ぼんはじめに︑それをおかあさんがききつ

ちゃんの本をよむ声をまねます︒さんちゃ

六94

六68囹 てはいるが︑どれをみても大きくてえら

やんが︑ハーモニカをふきはじめると︑ひ

六102 いたたいようがかおをだしたので︑日光が

六69園 ︒ひとかどの役目をつとめて︑世の中の

ょうげんめいにまねをします︒鳥かごは︑

六105 ると︑ねじがその光を受けて︑ピカリと光

がたのところにけがをして︑ころがってい

ときどききて︑水道をつかいます︒水が︑

六116

ととめた︒りゅうずをまわすと︑いままで

んは︑しあげた時計をちょっと耳にあてて

そうにカチカチと音をたてはじめた︒ねじ
六1110

六117

六114 ︑ピンセットでねじをはさんで︑きかいの

六113 う時計をだしてそれをいじっていたが︑や

六113 つのかいちゅう時計をだしてそれをいじつ

六111 くピンセットでねじをはさみあげて︑だい

︿略﹀︒﹂ねじはこれをきいて︑とびあがる

だ︑しごと台の上をかきまわしたのは︒

がてこの小さなねじをみつけて︑﹁︿略﹀︒﹂

しごと台の上のものをあれこれといじりは

ジャージャーと︑音をたてて流れているの

六107 で︑ふさぎこんで下をみつめていた女の子

は︑いつもそのまねをしては︑ひとりよう

むようなひとりごとをいいました︒ひわは
︑いつまでもその声をきいていました︒し

に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑本をよむようなひとりこ

vと︑ひわもまねをします︒かえでの木

あさんが︑せんたくをしますと﹁︿略V︒﹂

︑ひわは︑そのまねをして︑﹁︿略V︒﹂と︑

たてて流れているのをきいて︑ひわは︑そ

しのびこんで︑ひわをとろうとしていまし

なはもう︑かごの中をとびまわっていまし

さんが︑﹁すりえをこしらえて︑たべさ

だちと︑山へわらびをとりにいきました︒
︑一わの小鳥のひなをひろいました︒ひな

﹂といって︑手おけをさげて︑うらのいど
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つづけました︒それを一わのはとがみつけ

い日中の道を︑ものを運びながら歩いてく

た︒あつい日中の道を︑ものを運びながら

六2210囹

六228園

六218

六218

六214

六211

いっしょに音樂会をやろうじゃないか︒

﹁そんな大きな物を持ってさ︒﹂あり三﹁

︒大きな荷物を︑力をあわせて運んできま

きます︒大きな荷物を︑力をあわせて運ん

﹂こんなことばをみんな喜んできいて

な︑与しそうにそれをたべます︒オルガン

六201園

ぎりすシロフォンをひとたたきたたいて 六399囹 ってそだてたいねを︑こんどは︑あなた

六388 つばめ︑屋根のそばを通りぬけ︑また︑も

六38327子つばめがかかしをみつける︒子つばめ

岸で︑うつむいて水をのもうとしました︒

vありは大きな声をだしてさけびました

ないんだ︒﹂なみだをぼろぼろこぼす︒親

える夕やけの大通りを︑豆つぶほどの自動

六395

なかまがわるい虫をとってそだてたいね

親つばめ︑子つばめをつれてさる︒30の

一列にビルディングをはなれる︒かかしが

め﹁みんなできみをおんぶするんだ︒﹂

六413 むじ風のように︑列をつくったつばめのむ

六403

六398園

六3710

六366 おれるようにあたまを地につけるすぎの木

くなったりする︒口をもぐもぐさせている

は︑いそいで木の葉をとって︑ありのそば

六235

丸い蔑臥すたいこをドンドンとたたいて

ぎりすバイオリンをちょっとひいて︑﹁︿

六3410

から木の葉におれいをいいました︒そのと

なって︑ありのそばを流れました︒﹁︿略﹀

六239

六237

いて︑この夏の日を樂しもうではないか

のとき︑ありのまえをひとりのかりうどが

﹁ぼくがひょうしをとってあげる︒ここ

六4110園

六431 ずんでいくお日さまをおって︑町の上を列

六4210

のをやめて︑弓に矢をつがえて︑木の上を

はたらくやくそくをしているのです︒﹂

六434 うみや︑はたけの上をひとかたまりになつ

六241園

︿略﹀︒﹂と︑かけ声をかけて持ちあげます

六447園

六437 こまれていく︒それをつつむようにして日

六431 まをおって︑町の上を列車のようにとぶつ
二の

いって︑あり一︑二をさそい︑大きな荷物

六248

んなにぎやかに音樂をはじめます︒

六455 ﹂のかかしが︑むねをはって︑目をむいて

さそい︑大きな荷物を︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かけ

六259

り一まどからそとをみて︑﹁︿略﹀︒﹂あり

六455 ︑むねをはって︑目をむいて︑たんぼをみ

六247

たてました︒その声をきいて︑はとが下の

略V︒﹂と︑大きな声をたてました︒その声

六263

︑こんなにたきぎをあつめておいて︑よ

﹂あり一は︑ろの火を赤くもえたたせます

六247

いて︑はとが下の方をみますと︑かりうど

六2610囹

六268
六288

あり一︑二が戸の方をみています︒あり三

きりぎりす一が︑戸をトントンとたたきま

六507圃

六502圃

六456 目をむいて︑たんぼをみわたしている︒か

ぼくが目をさましたときには︑

すと︑かりうどが矢をつがえているではあ

ぎりすはバイオリンをひいています︒ある

六291

ていねいにおじぎをしながら︑﹁︿略﹀︒﹂

り三﹁おはいり︒﹂戸をあけて︑きりぎりす

︑おくの方からみつをびんにいれてもって

あり三﹁花のみつをわけてあげよう︒﹂

六516 遊ぶのをやめて︑空をみあげました︒月は

六516 した︒三人は遊ぶのをやめて︑空をみあげ

六514 の三人が︑かげふみをして遊んでいました

き
六303囹

ねむりをふらす夜の空︒

いるもの︑オルガンをひいているもの︑た

六304

六532

ているもの︑たいこをたたいているもの︑

される︒顔のうしろを雲がとぶ︒8いね

す︒﹂なんどもお礼をいってたちさります

は︑両方のいうことをきいていいました︒

六307

六305もってきます︒それをきりぎりすにわたし 六526 けれども︑じっと月をみつめていると︑月
六326

あさんがらすが︑羽をさか立てて︑子がら

六3210

か立てて︑子がらすをすにひきもどす︒12 六5310園動いていくし︑雲をみているとお月さま
六335

されている︒13風を受けるたびに雲のか 六541 は︑こういつて︑空をみあげました︒よし

だなあ︒お月さまをみていると雲が率い
んきれいなもんくをいいましたね︒こん

六539囹

﹀︒﹂﹁でもね︑雲をじっとみていてこら

六331

略﹀︒﹂﹁お月さまをじっとみていてこら

んぞくそうにしき台をおりてきて︑あせを

六331

すからとびだし︑空をみあげる︒11おか 六537園
︑われわれの音樂をほめてくれる︒﹂ふ

をおりてきて︑あせをふきます︒バイオリ

隊がならんで︑うたをうたっています︒ま
︑しきしゃがタクトをいっしんにふってい

六535囹

るもの︑シロフォンをたたいているもの︑

光る星︑

とき

きりぎりすはチェロをひいています︒ある

六295

六293

空︒ すんだ青さをもちながら︑

のほか︑ハーモニカをふいているもの︑オ

るきりぎりすはふえをふいています︒その

って

あつまって︑音樂会をしています︒あるき

ねらわれていることを知らずにいました︒

は︑きゅうに歩くのをやめて︑弓に矢をつ

〉。

をつがえて︑木の上をねらいました︒木の

六239囹

りのかりうどが弓矢を持って通りました︒
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了1

了1

六806園

って︑鳥やけものをとっていますね︒﹂

六805圓 毎日海へでて︑魚をとっていらっしゃる

六814園 日だけ︑私につりをさせてくださいませ
六828園

と﹁このつりざおを持っていくがいい︒

六824圓 ﹁あの大きなたいをつってみたいのです

六839

だいじなつりばりをなくしてしまうなん
六8511園

だるまさんのうたをつくって︑うたって

﹂その日︑晩ごはんをたべながら︑ごろう

のみことはつりざおをひきあげる︒糸がぷ

るま︑どんなお話をするだろう︒﹂そこ

六829囹 さんはこの弓と矢を持っていらっしゃい

雪だるまが︑お話をすればいいって︑い

んが︑なにかお話をしてあげたらどう︒

よみかき﹂のところを︑ふと思いだしまし

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑ねえさんは

六842園まった︒大きいのをにがした︒あ︑つり
六843園た︒あ︑つりばりをとられた︒どうしょ
六846園しない︒さ︑弓矢を返すよ︒﹂編歯酌の﹁に
六851園しわけのないことをしてしまいました︒
六853囹みこと﹁つりばりを魚にとられてしまい

六543 といいあつているのをききながら︑ふみお 六679うと︑さるは繋ぐまをみてこわがって︑天
六545 しばらく枝こしに月をみていましたが︑﹁︿ 六683 か︑﹁雪のかたち﹂を五つばかり︑きれい
六547 略﹀︒﹂と︑手まねきをしました︒ふたりは 六684写生しました︒それを切りとって新聞には
六549直立って︑お月さまを枝のあいだがらみて 六694大きさは︑わら半紙を四まいはりあわせた
六695ありませんが︑これをじょうずにくぎって
六551 ︒よしおが大きな声をだしました︒﹁︿略﹀
六703て︑大きな雪だるまを作りました︒目もは
六556 おがねるまえにそとをみると︑空はいつの

六5510 いだにはなくて︑木をずっとはずれてしま

六558 みおはさっきのことを思いだして︑また︑

六562 來週から︑かべ新聞を発行することにしま
六566 じゅんにへんしゅうをすることにきめまし
六568 談しました︒手わけをして︑やっとつぎの
六576 お知らせしたいことを書きます︒みんなが

六574 の学級で︑かべ新聞を発行することになり

一﹁ごろう︑なにを考えこんでいるんだ

ごろうはこんなことを考えました︒いった

と︑とんでもない話をもちだしたので︑み
く略﹀︒﹂こんなことをつぎからつぎへと考

ありますよ︒それを考えたらわかるじゃ
ところに︑まつの枝をつけました︒はるえ

たちは動いたり息をしたりするから︑生

した︒はるえはそれをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とき

六901あげながら︑おじぎをする︒編響動の﹁すみ
六902園が︑そのいどの水を一ぽいください︒﹂
六904 い︒﹂女の人は︑水をくんで︑ほおりのみ
六908面に︑海の神がこしをかけていらっしゃる
六916囹﹁では︑そのかたをこちらへこあんない
六917く︑ほおりのみことをあんないしてでてく
は︑動いていても息をしないから︑命がな

いぬは動くし︑いきをするから命がある︒

きのうから︑それを考えているんです︒

ゆうにそんなことをきいたりして︒﹂﹁︿

この考えついたことを話しました︒すると

りのみことは︑こしをかける︒海の神﹁あ
六9110

した︒ごろうは︑息をすることも自分の溜

むねのところに手をあててごらんなさい

六931園ました︒そこへ年をとったかたがあらわ
六937園︑海の神﹁魚どもを︑みんなここへよび

海の神﹁つりばりを︒﹂編論肋の﹁そうです
六929園

六926圓いたら︑つりばりをとられてしまったの
︒あなたが︑それを動かそうと思って動

分の力ではないことをきいて︑なるほどと

六925囹じつは︑海でつりをしていたら︑つりば

でも︑草でも︑命をもっているのだよ︒

六8911るわ︒﹂女の人は木をみあげながら︑おじ

六875園は︑私がいいことを教えてあげましょう
六883囹︑きっといいことを教えてくださるでし
六888おりのみことは︑木をみあげて︑編齢駒の﹁
六891 ﹂木にのぼって︑下をみる︒編掬駒の﹁おや
六896でてきて︑いどの水をくもうとする︒いど
六897うとする︒いどの水をみて︑女﹁まあ︑り

4
4

園

六577 なが喜ぶようなことを書きます︒みんなの
六587 ︒そのひょうしに足をいためて︑歩けなく

3囹

3 11

109

六578 んなのしらべたことをはっぴょうします︒

2
9

です︒﹁空のうた﹂をしらべてみました︒
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六588 くなりました︒そこを通りかかった人が︑
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六608 ︑まえにならったのを思いだして書いてみ

ノ
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六619 ︑その日の朝の温度を書きつけましょう︒

ノ

了2

ノ

了8

六635 かあさんはゆたんぽをいれている︒わたし

ノ

了3
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了8

六637 でたらいいなあ︒手をあらって︑しゃぼん
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77
ノ

了8

六637 あらって︑しゃぼんを水の上へおいたら︑

六641 にあげたら︑あぶくをだしておこった︒ど

ノ

了4

園

六662 づき話の第一かいめを書きます︒第二号を
六663 を書きます︒第二号をつくる人たちは︑こ

ノ

了5

た﹁あさがおの花﹂を思いだしました︒そ

僧園

六663 ︑このお話のつづきを書いてください︒第

重工

園装

了0

ノ

三6

3

六665 てください︒第三号をつくる人は︑またそ
六666 て︑どこまでもお話をつづけてみましょう

211 8 4 2 8

六

了6了6

10 5

六665 人は︑またそのつぎを書くのです︒そのよ
六668 から︑かってにつぎを考えてください︒
六674 うと思って︑山の谷を歩いていきました︒
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六939 ﹂女の人は︑魚たちをたくさんつれてでて
くる︒女﹁魚どもをよんでまいりました
六9310園
﹁それでは︑たいをちょっとここへよん
六9511園

のかたのつりばりをとっていったものは
六948園

六963 ︒﹂女の人は︑たいをつれてでてくる︒た
六965園
のかたのつりばりを知らないか︒﹂たい﹁
六966囹
だから︑つりばりをのどにかけまして︑
六9610園
どから︑つりばりをとっておやり︒﹂女﹁
女﹁はい︒﹂つりばりをとる︒たい﹁あ︑こ

だいじな

う︒﹂魚たちが合唱をする︒みことは︑そ

れにあわせておどりをおどる︒

つくえのひきだしをかたづけていると︑
︑ぼくは︑この二つをかさねたりべつべつ

りして︑つくえの上をみたりそとのけしき

と︑おもしろいことを発見した︒左の手に

みたりそとのけしきをのぞいたりしていた

手に︑めがねのたまを持って︑目から遠く

おさん︒大きな声をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼ

六備3園

ら︑﹁ちょっと糸を持たせて︒﹂といい

六価8 自分もいっしょに首をふりながら︑しっか

六実5校へあがります︒糸を持ったただしちゃん

︑ほんとうは︑たこを作るのははじめてで

ながら︑しっかり糸をにぎっています︒﹁︿

して︑ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

六三8
六夢10

六宙7 のりは︑ごはんつぶをよくねると︑いいの

六柵3 こをみて︑作りかたを考えてみました︒材

六柵2 へ帰って︑そのたこをみて︑作りかたを考

をした︒弟のことばをまねて︑﹁︿略﹀︒﹂と

六宙8 した︒はじめに半紙をま四角に切りました

六佃1 しちやんのわらい顔をかくことにしました

した︒﹁なんの絵をかこうか︒﹂と︑い

をまねて︑﹁はなをかむのかい︒﹂とい

六柵11園

六佃2 した︒クレヨンで色をつけ︑バックをむら

六佃2 で色をつけ︑バックをむらさき色にぬりつ

六冊2 すじにあわせてひごを切り︑小さな紙で上

六冊2 紙で上と下とまん中をはりつけました︒そ

六冊6 ろいうとまげぐあいをしらべ︑ちょうどい

六梱6 つかさで︑まりなげをしたり︑フットボi

六伽9園

かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ

ぼくは︑自分ではなをつまんで︑はなのあ

六佃7 うどいい長さにひごを切りました︒はりつ

でぼくは︑思わず声をたててわらってしま

なった︒自分ではなをつまんで︑﹁ナ﹂と

ん︑そのまつかさをくれないか︒﹂うさ

しゃと思って︑はなをつまんで﹁マ﹂︑﹁メ

ねんのために︑はなをつまんで︑﹁ヌ﹂と

﹁︿略﹀︒﹂﹁くるみをわっているんだよ︒

た︒﹁このくるみを持っていって︑山の

六旧1 さぎさんは︑くるみをひろって︑石でわっ

六槻7 しながら︑まつかさを受けとりました︒う

六櫻5 んたちは︑まつかさを一つ一つ︑ぽんぽん

六糎2 んにみんなまつかさをあげようと︑話しあ

六七1園

は︑﹁ちがったかなをならべたもの﹂ぐら

六三10囹

六七3園

六芸9園

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁あなをほって︑トンネルを

﹁こんどは︑なにをしようか︒﹂﹁︿略﹀︒

六悩7 は︑両手に︑くるみをにぎって︑おいしそ
のまねをしてみんなをわらわせてやろうな

六搦1園

は︑めいめいにあなをほりはじめました︒

ほって︑トンネルをこしらえて遊ぼうよ

しく思いついたことをみんなに話して︑び

六合3

六俗1園
がりました︒わる口をいったものも︑﹁︿略

おじさんからたこをいただきました︒ま

考えると︑弟のまねをしてみんなをわらわ

うとはちがつた性質をもっているにちがい

一つ一つの音の性質を考えたうえで作った

こで︑あらためて声をだして﹁ヌ﹂といっ

まくやって︑みんなをわらわせてみせるそ

六梱7 たり︑フットボールをしたりして遊びまし

でないかということを︑考えたことがなか
︑﹁ム﹂︑と自分で声をだしていってみると

は︑いままで︑ものをいうときに︑声がは

︒ぼくは︑夜︑勉強をすましてから︑ひと

まだいわないことばを︑さきにいったから
︑ぼくもひとつまねをしてやろうと思った

略﹀︒﹂ということばを︑そのようにいった

︑まえに︑﹁はなをかむ︒﹂ということ

︒さっきも︑﹁紙をちょうだい︒﹂とい
︑みんなで大わらいをした︒弟のことばを

るがわるこの望遠鏡をのぞいて著しんだ︒

︒あ︑人がこっちをみている︒森の木の

ぼくは︑おかあさんをひっぱるようにして

囹

園

103
105

一Lr

園

園園

一鳳一

ノ、

105

一L謄
一■＿

ノ、

＿■＿

ノ、

一L

一』

一』

さまにみえるけしきを︑大きくしてみよう
︑右の手に虫めがねを持って︑のぞいてみ

った︒ぼくは画用紙をとりだした︒そうし

うして︑その一まいをぐるぐるとまいた︒
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みたり︑こうどうをのぞいてみたり︑み

みたり︑かいだんをトントンあがってみ

七710園
七711園

七79園 するのだ︒ろうかをすうっと通ってみた

七82 きょうもそんなことを考えた︒そうじがは

ぎさんたちは︑あせをふいたり︑ねころん
︑ねころんだり︑足をもんだりしていまし

うさぎさんたちの方をのぞきました︒五ひ

われがねのような声をたてました︒うさぎ

六糊4
六柵5

六㎜3

六野8

七86 どは︑どこもまぶたをとじる︒すずめが︑

七83 まった︒渡りろうかをとおる足音がきこえ

ては︑うしろ足で土をはじきだしました︒

んけんをして︑おにをきめました︒おにが

せん︒とらさんが手をのばして︑一びきの

きな声でじゃんけんをして︑おにをきめま

ました︒おにが︑目をつぶって︑﹁︿略﹀︒﹂

うさぎさんのせなかをおさえました︒うさ

七89 そうに︑夕やけの空をながめている︒しゅ

六爾7

︑神さまにおいのりをしました︒そのとき

七95圓 こと︑きいたことを話したら︑いくつあ

七93園 同じだ︒﹁わたしをうえてくれた卒業生

六柵7

れがさきにうさぎをみつけたのだ︒あの

とことトンネルの中を走っていきました︒

けたのだ︒あの谷をわたるときに︑ちゃ

六襯10

六側4囹

︒そこから︑あとをつけてきたのだ︒﹂﹁

たちは︑おかしいのをがまんしながら︑﹁︿

ンネルのさか道に足をすべらせて︑ころこ
六欄5園

六欄4園
六欄9園

さんが︑つかみあいをはじめました︒上に

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なにを︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七117

七108

感心して︑思わず手をたたきます︒このと

じょうずなできばえをみたとき︑感心して

しめっぽくなった葉をふるわせ︑それから

七108 かしの木は︑あくびを一つして︑しめつぽ

七105園

七103園向こうの岸へ︑船をこいでいく︒渡し終

た︒たぬきさんは毛をぬらしてなにかあわ

六襯2

さぎさんたちは︑手をつないで︑そこをに

七117

て︑新しい子どもを乗せ︑向こう岸へ運

六襯4

手をつないで︑そこをにげだしました︒ど

一びき

しまいました︒それをみて︑たぬきさんは

まるくならんで︑話をしました︒辰野﹀︒﹂

六襯4

﹁手﹂は︑てのひらをさしています︒﹁手

﹂の﹁手﹂も︑﹁手をあわせる﹂の﹁手﹂

さしています︒﹁手をうつ﹂の﹁手﹂も︑

七119
合119

いすきなクローバーをたべました︒みつば

七1110

どんにげました︒山を︑いくつも︑いくつ
つばちさんのことばを︑たいへんありがた

七123

六粥1
六礼8

門のかしの木は︑目をさまして︑しずかに

六襯7

六脳10 とはできません︒角をとったところで︑な

ずかにしんこきゅうをした︒罵言﹀︒﹂かし

た︑﹁あさがおに手をやりましょう︒﹂と
七48

ある︑竹や木のことをいうのです︒﹁きゆ

七47

七127

七410

︑子どもたちのことを︑まず思いうかべる

六燭10 きます︒のぼりざかを走るのは︑うさぎさ

きの﹁手﹂は︑文字を書くことをさしてい

じです︒﹁手ならいをはじめましょう︒﹂﹁

たのでしょう︒﹁手をつくす︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

いうことばが︑文字を書くことになってき

七129

七131
七134

﹁︿略V︒﹂﹁新しく手をつけた︒﹂このよう

︒﹂﹁いますこし︑手をいれてみよう︒﹂﹁︿

七1410

七144

七143

せん︒﹁︿略﹀︒﹂﹁腹をたてるな︒﹂﹁︿略V︒

＞︒﹂﹁そんなに︑手をやかせるな︒﹂﹁︿略

︒﹂﹁すばらしいものを手にいれたね︒﹂﹁︿

さまざまなはたらきをしてくれます︒つぎ

七1310 さまざまなはたらきをするように︑﹁手﹂

七135

は︑文字を書くことをさしていますが︑ど

七51園の子かな︒かばんをカチャカチャ鳴らし
七55りしながら︑光の中をおよいでいたが︑こ
七56り高くとんで︑屋根をこえて︑うすべに色
七58園きょうは︑ぼうしをかぶっているな︒赤

七133

らさんは︑そっと首をのばして︑うさぎさ

ヤ話をするので︑目をさましてしまいまし

があまりガヤガヤ話をするので︑目をさま

んたちは︑そのことをすこしも知りません
︒とらさんは︑書ねをしていたのですが︑

こえました︒長い森をくぐりました︒その

さぎさんたちは︑谷をわたり︑みねを一つ
︑谷をわたり︑みねを一つこえました︒長

3119810997

七1211

六鵬2 けてはいません︒角をふりたてふりたて走
六鵬9 こりながら︑びっこをひきひき︑てっぺん
六窟5園 ﹁なんだと︑ひとをばかにしている︒よ

七59た︒﹁︿略﹀︒﹂かばんをカチャカチャ鳴らし

七1311

13了
13了
137
13了
138
138
139
139

139

さぎさんたちのあとを︑どんどん追いかけ

七69圏る︒一年生だ︒手をつないで校門をでて
七69園手をつないで校門をでていく子ども︑か
七71園 いく子ども︑かたを組んで話しながらで
七74園 つたばかりの唱歌を︑大きな声で歌って
七75園ども︑なんども手をふりながら︑先生に
七77囹先生にさようならをして走って帰る子ど
七79右 ったら︑学校の中を︑ちょっとひとまわ

七1211

六燭5 ﹂と︑子壷のいい声をかけました︒五ひき
六慨8 ささの中︑やぶの中をとんでいきます︒の

六個8園 ︒﹁こんどはなにをして遊ぼう︒﹂﹁︿拘
六鵬5 りと立って︑山の方をみあげました︒﹁︿略
六悩2 で︑うさぎさんたちをつきあげるというの
六悩3囹 負けたら︑この角を︑おってしまっても
六悩9 たところで︑あの角をおるなどということ
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ました︒おにの足音をきいて︑四ひきのう
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七151 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁腹をかかえてわらった︒
七2411囹 先生も︑あおむしをかっていらっしゃる
七153 ﹁腹﹂ということばを︑いろいろにつかっ
七252囹 ましたね︒たまごをとってしらべてから
七153うにつかったばあいを︑しめしたものです
七254園 ください︒日記帳をみますから︒﹂日記
七155 す︒﹁︿略﹀︒﹂﹁はなをならす︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
七255 ますから︒﹂日記帳をみながら︑兄﹁たま
七156 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁口をだすな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
七276園 先生は︑いいことをおっしゃいましたね
七168園
いのはんのにんずをかぞえたかね︒﹂は
七278 ね︒﹂はるおさなぎをふしぎそうにみなが
七183園先生﹁そんなに実をとつちゃいけない︒
七2711園︑さっそく︑これを写生しておこう︒﹂
七185園みのってから︑油をとるんだからね︒て
七289園ぎになったところを書いたのが︑よくで
七198もたちは︑小さな橋を渡る︒男の子四﹁先
七298園しは︑かくれみのをきているようなもの
七205園ちでは︑だいこんを︑庭に二十本うえた 七299園だいこんのはっぽを︑とりかえてやるの
七301園よりさきに︑それをみつけた︒﹂そこへ︑
七304圓 ︑にいさんに日記をよんでもらっていた

七214囹 こうをして︑みつをすうか︑よくごらん

七213園 ︑どんなかっこうをして︑みつをすうか

七319囹いえのぐにみどりをとかしたような︑美

七3011囹︒そんな大きな声をだしたりして︒﹂は

七3010あさん︒﹂大きな声をたてる︒母﹁どうし

七308

七207園 ど︑こんな白い花をつけています︒﹂先

七206園︒そのうち︑たねをとるために︑一本だ

七219 んと︑ふたりで︑本をよんでいる︒日曜日

げなくし
︑いくびんをみる︒兄﹁おやつ︑

七223囹 が︑だいこんの葉をみているよ︒﹂ささ

七222 で︑庭のはたけの中を歩く︒兄﹁すずめが︑

七3111囹こと︒﹂兄﹁あの羽をしぼったら︑きれい

七227囹 ︑あまり大きな声をだすから︑にげちゃ 七321園
も︑こんなところをみるのは︑はじめて
七229園 の︒﹂兄﹁あおむしをさがしにくるのさ︒
七323園じょうね︒﹂兄﹁羽をふるわせている︒﹂
七2210園
はるお﹁あおむしをとって︑どうするの 七326園 るお﹁おや︑ひげをはやしてる︒﹂兄﹁ほ
七231園 すずめ︑あおむしをたべるの︒﹂兄﹁だい 山335ばかりのちょうちょを︑ しいくびんからと
七234囹 てるの︒おさらいを早くすませてから︑
七337母は︑ ふたりの兄弟をながめている︒明か
七346る男の人もあり︑ 足をふまれて︑おこって

七238圓 いくびんのなっぱを︑とりかえましたか

七3410
私は︑ さぶろうの手をしっかりにぎり︑さ

七236園︑あおむしのことを︑話していたんです

七2310園︑あおむしのせわをしよう︒はるお︑だ

だんだん頭を私によせ︑おしまい

七352ろうは︑

七244園

どうして︑葉を砂の中に立てるの︒

七243 くびんの中の砂に水をやる︒はるお﹁はい︑

七242 おは︑だいこんの葉をとってくる︒兄は︑

七241園うじして︑砂に水をやるから︒﹂はるお

七375氣よくにこつと︑私をみあげました︒だれ

七372さぶろうのかたに手をかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と

七3511
けあって︑さぶろうをつれてきたのでした

七357 つっぱりました︒家をでるとき︑おかあさ

七356をかばうように両手をつっぱりました︒家

七2310囹 お︑だいこんの葉を一まいとってきてね 七355は︑ ありったけの力をだして︑さぶろうを
七2311園 ぼくは︑びんの中をそうじして︑砂に水 七355をだして︑ さぶろうをかばうように両手を

七249 きくなったあおむしを︑新しい葉にうつす

︒そのとき︑ふと上を向くと︑私のよこの

略﹀︒﹂と︑大きな声をだした人があった︒

けていた︒トンネルをでたとき︑向こうの

し︑青年は︑ひく手をやめないで︑いっし

た曲であったが︑旅をしてきた私には︑し

て日本の子もりうたをひきはじめた︒ごく

だいて︑ワルツの曲をひきはじめた︒汽車

かしたアコーデオンをだいて︑ワルツの曲

しゅがおこった︒目をさますと︑向こうの

私は︑U・∪・↓を︑頭から︑首すじか

ちに︑心の中でお礼をいいました︒ ︵二︶

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私を手まねきしています

で︑さぶろうのあとを追いかけました︒別

渡っていくさぶろうを︑おもしろそうに︑

乗客は︑高いところを渡っていくさぶろう

人めと︑高いところをメデシンボールのよ
︑うれしそうに︑声をたててわらいました

め︑さぶろうは︑足をちぢめて︑心配そう
︑心配そうに私の方をみていましたが︑三

らいながらさぶろうを受けとって︑つぎの

た︒しかし︑弟の手をひいているので︑ひ
︑いきなりさぶろうをだきあげ︑となりの

は︑人と人のあいだをかきわけていこうと

ず︑﹁︿略﹀︒﹂と︑頭をさげました︒﹁︿略﹀

ぼいの力で︑すきまをこしらえてくれてい

両方の手でまどわくをおしています︒私た

1074111066419742211099527631エ109

七432園
たしにちょっと話をさせてください︒﹂
七433は︑みんなこの老人をみた︒﹁︿略﹀︒﹂はく
七434囹
つも心さびしい旅をしていました︒けれ
七435囹
うは︑強しい旅行をしております︒どこ
七436園
んが︑画しい音樂をきかせてくださる心
七437囹
せてくださる心持を︑ほんとうにありが

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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運動場で︑たいそうをしています︒

風が︑わたしのまえを走っていく︒紙が︑

︵三︶

人の顔をちょうこくするのに

一年生 七771思いだすようなふうをして︑旅人﹁そうし

たがたは︑らくだをにがして︑それをさ
七763園
をにがして︑それをさがしていらっしゃ
七763園

たりそろって︑遠くをみまわす︒甲﹁砂の

がら︑なにか︑ものをさがして歩いてくる

ふたりが︑あちこちをみまわしながら︑な

うして︑ぐるりとわをかけ︒いま︑まつぷ

うまが︑水のにおいをかいでいる︒ぼさぼ

じょうに︒ぬまの上を︑にわか雨が通る︒
︑そんな大きななりをして︑子どものよう

うじ︑それがすむのをまっていたのか︑す

す︒心に思ったことを︑はっきりと写しだ

のやりかたは︑文章をきりつめていくのと

は︑ちょうど︑文章をくわしく書きたすの

どでだんだん肉づけをし︑しだいに︑その
︑だいりせきや木材をけずっていって︑だ

つは︑はじめ骨組みをこしらえておいて︑

︒

とんほしてある︒炭を切る音も小鳥の声も

まっかで︑山のいもをほっている人が二三
︒うら山に︑みかんを持って遊びにきてい

みんな︑おべんとうをたべている︒ふえの

どの花も︑みんな空を向いている︒日がて

しさよ︒さくらの花をしらべてみたり

いるのかしら︒すみをすっている︒めじろ

り︒スリッパのへりをひとまわりして︑闘

花が︑ラジオの音樂をきいています︒ほそ

つばめがちゅう返りをした︒あさがおの花

つっている︒ほたるを三びき︑つかまえま

とんでいる︒ろうかを曲がったら︑ふっと

紙が︑くるくるまいをしてとんでいる︒う

410931242743186425224314327321

七438園 のかんしゃの書屋を︑あらわしたいとそ
七4311 かぶっていたぼうしを︑そばの人の手に渡
七441 つぎつぎと人々の手を渡り︑お金がその中
七443 で︑いくらかのお金をそれにくわえた︒車

で︑ちょっとことばを切った︒﹁︿略﹀︒﹂そ

は︑﹁ごあいさつをします︒﹂といって︑

七444 れにくわえた︒車中をひとまわりすると︑
七446園
七451

﹂といって︑おじぎをした︒﹁︿略﹀︒﹂これ

七456 から︑老人にぼうしを返した︒それから︑
七4510

した︒﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑みんなは︑

七4511園 ちばんとくいな曲を︑一曲ひきましょう
七462

七462 なは︑またはくしゅをした︒青年は︑アコ
七465 ︑夕ぐれに近いそとをながめた︒黄みがか

七463 年は︑アコーデオンを︑両手でぐっとひろ

七469 って︑アコーデオンを黒ぬりのケースにお

七466 い白っぽい道︑そこを自生車に乗って走る
七473 ︶ 思っていることを︑はっきり書きあら
七482 二回めに書いたのとを︑くらべてごらんな
七504 動場に整列して︑式をあげた︒はじめに︑

七496 し村の学校としあいをした︒これも勝った

が︑﹁じゃんけんをして︑いいほうのボ

七506 の学校とが︑しあいをすることになった︒
七512囹

七512園 いいほうのボールをつかいなさい︒﹂と

七514 くらのほうのボールをつかうことになった
︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大声をたてる︒のこったも

七524 ずで︑ぼくらは場所をこうたいした︒すぐ

七5111

七5310 センターにれんらくをとって︑どんどん︑

七547 集まって︑終りの式をした︒ぼくは︑うれ

七5311 のセンターは︑ぼくをねらった︒ボールが

七548 きどきしていた︒式をすませてもどってく
七5510

七554 のはんたいに︑ふでをいれるほど︑かえっ
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考える︒このようすを︑甲乙ふたりがみて

ぎと︑茶色のうさぎを︑かごにいれて持つ

私たちは︑うさぎをかうことになりまし

早くいってらくだをさがしなさい︒あま

たりが︑あの旅人をうたがったのも︑む

裁判官どの︑それを︑しらべていただき

︑それなら︑荷物をつけていることが︑

をくいとったあとをみますと︑かみきれ

たのか︒﹂旅人﹁草をくいとったあとをみ

ます︒私がさばくを旅していますと︑砂

くわかった︒﹂旅人をみて︑裁判官﹁なに

どうぞ︑おさばきをお願いします︒﹂裁

か︒﹂甲乙﹁らくだをぬすんだのは︑この

左の足の短いことを︑ちゃんと知ってい

かた目であることを知っていました︒そ

判官﹁どんなことを︑知っているのかね

うから︑﹃らくだをにがしたのではない

おどろいて︑方々をさがして歩きました

をつれて︑さばくを通っていましたが︑

麦をつけたらくだをつれて︑さばくを通

甲﹁私どもは︑麦をつけたらくだをつれ

たりは︑旅人の両手をとる︒むりにつれて

あちらで︑あかしをたててもらおう︒﹂

たは︑そのらくだを︑どこかへっれてい

﹂ふたりは︑また顔をみあわせていたが︑

しは︑そのらくだをみたのではありませ

439685111075495411833376−Z11064
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七865 ︒私たちで︑めかたを計りました︒黒うさ
七868 ⑬ 晴 20度草をやったら︑3びきと
七871 ︒うさぎはどんな草を︑いちばん喜んでた
七872げそうとなたねの葉をやりました︒ 4月
七876ん︒いつも︑どこかを動かしています︒
七878うさぎは︑にんじんを︑とても喜んでたべ
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んじんとじゃがいもをやったら︑黒と白が
︑黒と白が︑けんかをしてたべました︒

x うさぎのふんを︑水の中へいれてみ

︒が︑すぐ︑まえ足をおろしてしまいまし

ていたら︑ねこが顔をあらうように︑うさ
︑まえ足で︑耳や顔をなでていました︒

9ひきと︑黒うさぎを一びきもらいました

うさぎは︑新しい草をいれてやると︑それ

やったら︑にんじんをやったときのように

はこべとおおばこをやったら︑にんじん

28410873102176271108542741073258552疎
うさぎのせなかをさかさになでると︑

11

と患うさぎのめかたを計ってみました︒母

親うさぎだけが︑草をたべていました︒お

がみていると︑ちぢをのませたくないので

の子うさぎが︑ちぢをのもうとして︑請う

のやわらかそうな葉を︑たべていました︒

草のそばにきて︑口をくっつけましたが︑

あとのは黒っぽい色をしていました︒

たので︑むしろで戸をこしらえてやりまし

度

くのばして︑まえ足を胸の下にいれていま

ていました︒あと足を長くのばして︑まえ

白うさぎは耳にけがをしました︒ほかのう

で︑かこいの鉄ぼうを︑かじっていました

思って︑首のところを持って︑かごの中へ

5㎝でした︒そうじをしょうと思って︑首

うさぎの毛の長さを計ってみたら︑白は

ないので︑小屋へ頭をいれて︑だきあげて
︒だすときに︑わらを足でけったりして︑

うさぎ小屋のそうじをしました︒小屋から

晴26度 私が麦をやったら︑白いうさ

なるべく︑こくるいをやるようにして︑ぬ

27

子うさぎの毛の長さを計りました︒耳の長

きの子うさぎは︑頭をそろえて︑なかよく
︑なかよくにんじんをたべていました︒よ

その

いた︑小さなせきひを立ててやりました︒

めたくなったからだをわたにつつんで︑小

の女の子などは︑目をなきはらしましたが

れなり︑まもなく息をひきとりました︒み

一あらゆる手あてをつくしましたが︑そ

づけるやら︑くすりをのませるやら︑あた

じたりして︑からだをふるわせてもう虫の

も︑くちばしから血をだして︑目さえあけ

して︑いそいでピオをひろいあげました︒

きに遊んでいたピオを︑かた足でふんでし

子が︑茶のまのドアをあけて︑ひょいとふ

土曜の午後︑おなかをすかして学校から帰

でかしては︑みんなをおどろかせたり感心

なにかかわったことをしでかしては︑みん

で︑小さなかっこうをしていながら︑毎日

て︑かかとや足の指をつっついたりするの

口をあけて︑私たちをおどしたりかんだり

たりすると︑赤い口をあけて︑私たちをお

いだにもぐったり頭をつっこんだりします

い鳥だろうと︑それを知ってから︑よけい

まりのようなことばをもっているのだそう

まるで︑一日の幸福を予言してくれるよう

ようぎのわるいまねをすると︑﹁︿略﹀︒﹂と

略﹀︒﹂とよんでひざをたたくと︑ひざの上

て︑じょうずにえさをとったり︑﹁︿略﹀︒﹂

したのち︑その一わを買い︑小さなボール

さきにふくんだえさをとらせたり

りの小鳥屋が︑夜店をひろげていました︒

て︑ぎんざの大通りを歩いていましたら︑

121212121211胴11111111胴10101010101010988776665559999
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した︒かわいいものをなくしたばかりでな
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︑私は︑ピオの信頼をうらぎったのが︑か

ぶさいくなかっこうをして︑それにはいあ

六本足の虫が︑こしを高くして︑ひょつく

︒ ︵二︶ あめ色をした六本足の虫が︑

って︑思いきって土をかきわけて地上には

くなりかけた夕ぐれをみはからって︑思い

に︑まっすぐなあなを地表に向けてほって

ついていることなどを知ります︒せみの子

てきて︑皮をぬぐ日をまつのです︒上から

に近づいてきて︑皮をぬぐ日をまつのです

きくなりきったことを知ります︒そこで地

ほそい木の根のしるをすっていますが︑大

から︑木の根のしるをわずかずつすってい

で大きくなって︑皮をぬぎかえて地の上へ

歩くにも︑トンネルをほっていかなくては

は︑いつもトンネルをほるのにっかいます

うじのようなかたちをしていますが︑大き

うずにっかってちぢをのむのと同じように

んぼが︑したのさきをじょうずにつかって

きさして︑木のしるをすいはじめます︒こ

ます︒その口のさきを根の中につきさして

︑ほそいとがった口をもっています︒その

なまえ足でトンネルをほりながら︑さぐり
︑しるの多い木の根をさがしてあるきます

にやわらかいところをさがして︑地の中に

おぎりのふといみきをつたって︑地面に向

で︑かたい皮にあなをあけて︑ていねいに

が一わの小鳥のことをと︑わらわないでく

ているほおじろの声をきくと︑ピオのすが

に︑町はずれの野原を歩いたりいなかのし

してくれていたものを︑あやまちのために

221098755411414195487759516108631

返るようにして︑頭をうしろにさげました

7

2
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八271 には︑星のかんむりをつけたむすめたちが

八268 七色の大きなそり橋を音もなく渡って︑草

八361

八3410

八345

こがね色のたんぽぽをつんでくると︑王さ

つとたくさんこがねを集めようと願ってお

︒夜になって天の川をみると︑なんともい

りません︒﹁光年﹂を収去として計算しな

八492

八484

八4710 まって︑その声に耳をかたむけました︒﹁︿

八478

八473

八472

た︒その小屋のそばを通りかかったときで

と考えて︑幸福な人をさがしにでかけまし

んとかして父の病躯をなおしたいと考えて

とうに幸福なものをさがしてきてほしい

八273 に歌ったり︑過つみをしたりして遊んでい
八375

宝ぐらの中で︑宝物をかぞえておいでにな

して︑そのシャツをもらってくるように

八275 た︒天帝は︑あたりをみまわして︑なにか
八377

になりました︒着物を着ようとなさいまし

こじきのようななりをしました︒だれかが

八462園

八278 たおりひめのすがたを︑もとめておいでに
八381

八4910

そんなまずしいなりをしていても︑それで

八248 しました︒はばたきをしてsすっととびた 八341 ︑もっと大きな開宴をもとにして計ります

八281 び走りだして︑草原をよこぎっていってし
八403

八503

も︑それでも︑自分をよくむかえてくれる

︒けらいたちは︑足をぼうにしてさがしま

八284た︒川岸にそって車を走らせていくと︑林

いちばん美しい庭をもつことができる︒

八506

八463園

八285 って︑中から︑はたをおる音がひびいてき
八406園

﹂こんなひとりごとをおっしゃって︑そこ

八506

八344かってとどくきょりをさしていいます︒光

八287 が︑いっしんにはたをおっていました︒そ
八408

王さまは︑朝ごはんをめしあがろうとなさ

の葉や花にみんな手をおふれになりました

八4611

八291囹 に︑りっぱなむこをさがしてやろう︒﹂
八4011

八409

は︑いままでのわけをこの男に話しました

せんから︑どこの家をたずねても︑みんな

八522

八5110

八517

八512

てあるにわとりに氣をつけました︒まずし

そこの家の人は︑戸をビシャンとしめてし

が家のまえにいるのをみて︑﹁︿略﹀︒﹂とた

の人のところへ幸福をわけておいてくるつ

度は︑一秒間に地球を七まわり半します︒

八293 とへでて︑また馬車を走らせて︑天の川の

︒﹁︿略﹀︒﹂王子は手をうって︑﹁︿略﹀︒﹂と

八293 て︑天の川の西の岸を通っていらっしゃい

いの水と︑どちらをえらびますか︒﹂﹁︿

なりました︒たまごをおとりになりました

八5210

﹂が︑いろいろな家をたずねていきますと

八431園

八414

は︑庭のいけの水をすくって︑こがねに

八531

八507

八303 しのしっぽのあたりを一つきおつきになり

そいで庭のいけの水をすくって︑王女のか

八437園

︒王さまは︑ご病気をなさって長いことお

八509

八307 はおちついて︑ふえをふきつづけていまし

八439

ましたが︑いくら手をつくしても︑よくお

わりました︒さかなをめしあがろうとなさ

八309 ぎゅうは︑うしの首をかるくポンポンとた

八445

のがきて︑にわとりをぬすんでいきはしな

した︒まずコーヒーをおのみになろうとす

八3011 って︑おとなしく草をたべはじめました︒

八447

八532

そこの家でもごめんをこうむりました︒こ

りは︑用心ぶかい声をだして鳴きました︒

八412

八311 は︑やはりふえに心をうばわれていました

は︑﹁わたしの病氣をなおしてくれたもの

八534

八411

八316 うれしいので︑はたをおることをわすれて

八4410

ものには︑國の半分をわけてやる︒﹂とい

八545

八536

八302 ひとっこの男のうでをためしてみようと考

八317 で︑はたをおることをわすれてしまいまし

八451

になりました︒これをきいて︑ちえのある

略﹀︒﹂というおふれを︑おだしになりまし

八294 しにまたがり︑ふえをふいてくる︑わかい

八321 つづけました︒それをみた天帝は︑たいへ

八453

八452

所の方からおむすびを一つにぎってきて︑

の人はふかいため息をつきました︒それか

えに立ったように顔をしかめて︑﹁︿略﹀︒﹂

は︑さっそくごめんをこうむりました︒こ

八323 しまい︑けんぎゅうを西の岸に帰しておし

八322 って︑はたおりひめを天の川の東の岸のこ

八551

れるものです︒それをうれしく思って︑そ

さも樂しそうに書ねをしていました︒﹁幸

うさぎは︑高いびきをかいて︑さも危しそ

て︑﹁さあ︑これをおあがり︒﹂といっ

八556

八547園

こへ︑王さまの病氣をなおすというものが

八556

八551
んとうに幸福な人をみつけて︑その入の

ができるかと︑相談をはじめました︒けれ
八456

の着ているシャツを王さまにお着せする

たら王さまのこ病氣をなおすことができる

八458園

八455

八326園 ぎゅうとあうことをゆるしてやろう︒﹂

八459園

八454

八3210 うしに乗って︑ふえをふいてきました︒ふ

八4511

八325 天帝は︑このようすをごらんになって︑﹁︿

八334 た銀の川のような光をはなっているように

八46！

八324 りひめは︑毎日はたをおりながらなきまし

八339 メートルという軍位を用いてきょりを計り

八567

うにみえるまつの木を目あてにして歩きだ

にまっすぐな足あとをつけてみようと思っ
さっそくけらいたちを集めて︑﹁︿略﹀︒﹂と

した︒﹁︿略﹀︒﹂これをきいて︑王さまはた 八564

て︑その家へ︑幸福をわけておいていきま

八339 軍位を用いてきょりを計りますが︑星のき
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について︑それに氣をとられて︑わきみを

がある︒よし︑あれを目じるしにしてやつ

だ︒しっかり目あてをみさだめて歩いてみ

八817園てごらん︒水の上をおよいだり︑もぐっ
八726 して︑新しいなかまをみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
八7210 た︒また︑ぬまの水をのませてもらいたい 八826園ってさ︑ものごとを教えてもらえる人た
八826園たちのなかまいりをしたんだもの︒それ
八829園おまえさんのためを思っているのですよ

八721

八719

八704

のまわりにまちぶせをしていた︒あしの上

八706 略﹀︒﹂といって︑顔をまっかにしてやって 八811園から︑そんなことを考えるのだよ︒のど
八718 ずきまわされ︑えさをくれるむすめには足 八812囹えるのだよ︒のどを鳴らすか︑たまごを
八812園鳴らすか︑たまごを生みなさい︒そうす
八814園︒﹂﹁でも︑水の上をおよぐのは︑いい氣

八705

なあひるの子はきもをつぶした︒頭をねじ

つた︒そうして︑目をふさいだが︑またさ

ひるの子は︑かきねをとびこえてにげだし

のほのようにからだをふくらませて向かっ

ちめんちょうは︑風を受けた船のほのよう

へいった︒山のおねを曲がるたびに︑美し

ってくる︒みんな手をあげて︑﹁︿略﹀︒﹂と

と思った︒そのことを先生に話してみたら

えつけてある望遠鏡をのぞいてみた︒する

ひるの子は︑ため息をついた︒﹁︿略﹀︒﹂し

八7411

そばにつきつけて歯をむいた︒それからピ

とつづいている︒下をみると︑大きな川が

とりは︑長い赤い足をして歩きまわってい

八755

八751

ひきつづいて火ぶたをきった︒しばらくし

よ︒なにしろ︑水をこわがるのだから︑

ごとをいって︑こしをおろした︒﹁︿略﹀︒﹂

八765

八765

八764

すこしあいているのをみつけたので︑そこ

ていった︒田や野原をこえて︑どんどん走

きるだけ早くぬま地をにげていった︒田や

ら︑ようやくあたりをみまわし︑それから

八7710

まるくしたり︑のどを鳴らしたり︑火花を

た︒ねこは︑せなかをまるくしたり︑のど

長くてよく曲がる首をもっていた︒それは

八831園鳴らしたり︑火花をだすことを︑せいだ
八831園︑火花をだすことを︑せいだして勉強す

ごを生むか︑のどを鳴らしたり︑火花を
八8211囹

おまえさん︑なにを考えているの︒﹂と︑
八8010園

ま歩いてきた足あとをみると︑みちがえる

八744

よ︒まあ︑たまごを生むか︑のどを鳴ら
八8211園

すよ︒いやなことをいうようだが︑それ
八8210園

八689園
るは︑﹁あの一わをのけたほかは︑みん 八802囹鳴らしたり︑火花をだしたりすることが
八702 のなかまからわる口をいわれるばかりでな 八804園いものたちがものをいっているときに︑
八809とりに思わずその話をした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

までのぼってきた方をふり返ってみると︑

八748

きもをつぶした︒頭をねじ曲げてつばさの

た︒それは︑たまごをかえしているのであ

八761

た︒どれ︑たまごをみせてごらん︒はは

八776

vと︑ひとりごとをいって︑こしをおろ

の葉の下で︑あたりをみまわした︒みどり

もに︑およぐことを教えてやるがいいよ

八7710

かいが︑いいたまごを生んだ︒おばあさん

ってこんなすがたをしていない︒ほんと

るは︑じっとその子をながめた︒﹁︿略﹀︒﹂

おばあさんは︑それを自分の子のようにか

を鳴らしたり︑火花をだすことさえできた

八781

られた︒ねこはのどを鳴らし︑にわとりは

八7711

八782

太陽は︑ごぼうの上をてらしていた︒親あ

あひるは︑そのひなをみんなつれて︑水の

八786

つたくちがつた考えをもっていた︒にわと
︑お願いだから口をださないでほしいね

えさんは︑たまごを生むことができるか
まえさん︑せなかをまるくしたり︑のど
るくしたり︑のどを鳴らしたり︑火花を

ちょうはみごとな羽を廣げ︑この寒い國か

ひるの子は︑水の上を車のようにくるくる

あひるの子は︑それをみて︑ふしぎな氣持

ほどへんな大きな声をだした︒あひるの子

くるまわり︑その首をはくちょうの方へさ

し︑いままでにだれをなつかしく思ったよ

あわせなはくちょうをわすれることはでき

ったよりも︑あの鳥をなつかしく思った︒

ているような美しさをもったらなどと望む

かった︒あひるの子をみつけて︑扇ぐつで

で︑おかみさんは手をたたいておこった︒

いように︑いつも足をつかっていなければ

て︑木ぐつでこおりをくだき︑うちへっれ

ないように︑水の中をおよぎまわらなけれ
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︒﹁あのうまく足をつかうようすや︑あ
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いいので︑もみまきをしました︒種もみひ

した︒種もみひたしをしてから︑ちょうど

はんごとになわしろをきめ︑そのさかいに

そのさかいにしるしをつけました︒土をあ

しをつけました︒土をあまり深くほると︑

うです︒水のすむのをまって︑むらのない
︒ひたさない種もみをまいたところには︑

つたので︑しろかきをしました︒いねがよ

には︑べつにしるしをつけておきました︒

した︒いねがよく根をはって育つように︑

て育つように︑小石をひろい︑土のかたま

ろい︑土のかたまりをくだいてこまかくし

しろからとったなえをみんなでわけました

の数のふえるようすをみることにしました

わけました︒あいだを30㎝ぐらいずつあけ
7
がつづいたので︑水をやるとうれしそうで

がきれないように氣をつけましょう︒

ていきます︒5かぶをのこして︑ほとんど
がでました︒田植えをした日から︑ちょう
朝︑花のようすをみにいきましたら︑

ました︒ほの一つぶを虫めがねでみると︑
度

た︒みんなで虫とりをしました︒いねは︑

ねの花のすんだあとをさわってみると︑い

黄色になっておじぎをしています︒1かぶ
︒1かぶのくきの数を数えてみますと︑大
どは一かぶのほの数をみんなでしらべてみ
ぐらいでした︒両方をくらべてみて︑あま
いねかりをしました︒いねを根

りました︒もみの数をしらべてみました︒

23度

いねこきをしました︒いねこき

りをしました︒いねを根もとからかりとり

晴
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た︒いねこききかいをつかわずに︑手でい

晴
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ずに︑手でいねこきをした人もいました︒

白い紙に赤い色をぬりますと︑明かる

︵三

にいろいろなことばをつけてみましょう︒

みましょう︒﹁風﹂を﹁朝風﹂として︑こ

ばに︑ほかのことばをつけてみましょう︒

ちがった新しい思いをおこさせます︒﹁風﹂

あって︑一つの感じをつくりあげると同じ

の声﹂ということばを加えたらどうでしょ

ら︑どういうけしきを思いだしますか︒﹁

﹁水﹂ということばをそえたら︑どういう

夜のしずかなけしきを思いだします︒この

ります︒このことばを耳にしたり︑文字で

も︑いろいろな氣持をあらわします︒

が︑さまざまの感じをあらわすのと同じよ

らどうでしょう︒音をうまくあわせると︑

トとか︑ほかの樂器を︑いっしょにあわせ

の音と︑ほかの音とをいっしょにひいてみ

ん︒四色︑五色と数をましていけば︑その

きのかわりに︑茶色をぬったら︑どうなる

かわりに︑むらさきをぬったら︑どうなる

かわりに︑みどり色をぬってみると︑また

赤い色のそばに黄色をぬりますと︑赤い色

︶

してすぐ︑もみすりをするものではないと

て︑すぐにもみすりをしてみました︒どん

のこっていたもみを︑1日︑日光にかん

りこすってもみがらをはじきました︒きれ

いたのあいだにもみをいれ︑ゴリゴリこす

とばさせます︒もみをむしろの上にひろげ
︒きょうはもみすりをしました︒きかいが

いのところがらごみをふきとばさせます︒

んどは︑もみとごみをわけました︒風のく

ぼうのあいだにいねをはさんでこいたらよ
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た︒おかみさんは声をはりあげ︑火ばしで

火ばしであひるの子をうった︒子どもたち

たちは︑あひるの子をつかまえようとして
ひるの子は︑つばさをばたつかせることが
︒まえより強く空心をうち︑とぶことがで

らし︑かるく水の上をおよいでいた︒あひ

くちょうは︑つばさをサラサラと鳴らし︑

は︑そのみごとな鳥を知っていた︒そうし

八897園
ゆうひもじい思いをしたりするよりは︑
ちょうはあひるの子をみた︒そうして︑羽

みた︒そうして︑羽をひろげてゆったりと

たのうつっているのをみた︒それは︑ぶか

ながら︑水の上に頭をたれた︒そのとたん

しさとふしあわせとをかえって喜んだ︒い

だ︒いまは︑その身をとりまくりっぱなも

に︑しみじみと幸福をさとったのである︒

きて︑水にパンや麦をなげてくれた︒いち
︒子どもたちは︑手をたたいておどりまわ

てきたパンやおかしをなげてよこした︒み

ようのまえにきて頭をさげた︒新しいはく

略﹀︒﹂というと︑年をとったはくちょうが

で︑つぼさの中に頭をかくした︒ほんとう

だりしたときのことを考えた︒それが︑い

くちょうのまえに枝をたれた︒太陽はあた

は︑そのほそ長い首をあげて︑心のそこか

ばさがサラサラと音をたてた︒わかいはく

うは︑種もみひたしをしました︒品種は︑

やく3・6㎝のもみを︑水の中にひたしま

いっぱいいれ︑ふたをして日かげにおき︑

らばかりでした︒水をいっぱいいれ︑ふた
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九2310かわれたということを︑たいへんありがた

九232受けて送ったつばめを加えると︑十万ばあ
九237 ︑どんなに高い教養をもっているかを世界
九238教養をもっているかを世界じゅうに知らせ

がて︑九月のなかばをすぎると︑つばめは

え︑子どもがつばめをつかまえました︒す

もうほとんどすがたをみせなくなってしま

九2410る日本の春の美しさを思いうかべているの

九242ある家ののき下で巣をつくったつばめは︑
九244うな方法でこのことをしらべてみますと︑
九247 ︑けっして自分の國をわすれません︒日本
九248たてもたまらず︑北をさしてすすむのです

の足に︑日本の文字をしるした小さな金そ

には︑南ヨーロッパを通って︑遠くアプリ

おいそぎで︑その家をつばめたちのために

つているつばめたちを運んできました︒さ

さらに二台の自動車を加えました︒そうし

ました︒そのつばめを運ぶのに六台の自動

めを集めていることを知らせてきました︒

にかかって︑つばめを集めていることを知

かわいそうなつばめをすくえ︒﹂という運

いへんなはんきょうをまきおこしました︒

めのせわをすることを︑新聞に廣帯しまし

でいるつばめのせわをすることを︑新聞に

めのせわをする返事をしました︒それと同

喜んでつぼめのせわをする返事をしました

て︑電話でこのことを知らせてきました︒

といわれて︑ほねをおりました︒小さな
九3411團

九253お客の帰ってくるのをまちこがれています
九254りとつばめのすがたをみた人は︑きっと︑
︑はじめてつばめをみたよ︒﹂といって
九256園
九258と帰ってきたつばめをむかえる人の心は︑
かやの中上ばきを自分でつくるわらし
九263囲
きけり月の夜をわが家のありしあた
九272図圃
木かな かい道をきちきちととぶばっ
九291図圏
し くれていく巣をはるくものあお向き
九301國
九316国やみなさんのことを︑ 一日もわすれたこ
九317團せん︒先生のことを思うと︑みなさんが
九322團たり︑山へたきぎをとりにいったりする
九327国ですが︑家のまえをちょっとでると︑は
九344團こんのおてつだいをしました︒ちょまを
九345團しました︒ちょまを植えた一アールあま
九349團ートルあまりも根をはっていました︒ま
ら︑なん百キロの海をひといきにとぶのも

が︑五千ばのつばめをつんできました︒そ
運ぶために︑飛行機をつかうことにしまし
航空会社では︑お金．をとらずにつばめを繋

につばめを運ぶことを申しでました︒つば

金をとらずにつばめを運ぶことを申しでま
しでました︒つばめをのせた飛行機は︑そ
のように︑アルプスをこえてヴェニスへと
あたたかくした貨車を一つつけて送ったほ

九352国めにやっと︑うねを十三本つくりました
九355国さつまいものなえを︑手わけして植えて
九361團けでした︒たきぎをとりにいく山は︑ぼ
岩と岩とのあいだを流れ落ちるしみずが
九364国
九365国になって︑村の中を通り︑田んぼに落ち
九367国のあいだ︑たきぎをせおって山からおり
九368團いって︑頭から水をあびるのが樂しみで

うつばめたちは︑人をおそれず︑へやには

島々から︑さらに海をこえて︑遠いオース

こころみに︑しるしをつけてはなしたもの

でもいって︑冬ごしをします︒つばめは︑

めは︑そろそろ日本をさっていき︑十一月

521111111929754431111010887632964311109

︑いろいろなことばを組みあわせてみまし

とする遠い國のことを︑話しあっているの

ない日本に︑なごりをおしんでいるのかも

が︑ならんでいるのをみると︑なにかしら

んでとまっているのを︑よくみかけます︒

けいれるだけの心持をもっていないからで

ないのは︑その高さを受けいれるだけの潜

のらしい︒いい音声をきいても︑それがわ

というものは︑情景をあらわすばかりでな

いが︑やはりたいこをたたく︒音というも

なときにも︑たいこをつかう︒ゆめからさ

かに目をさます場面を演ずることがある︒

た人が︑にわかに目をさます場面を演ずる

る︒しばいで︑ゆめをみていた人が︑にわ

びきである︒たいこを︑ひくく︑こまかく

の降ってくるところをあらわしたひびきで

はたを︑せんたく物をふいている風である

りを︑電線を︑はたを︑せんたく物をふい

風であり︑町の通りを︑電線を︑はたを︑
︑町の通りを︑電線を︑はたを︑せんたく

る風であり︑竹やぶを流れてくる風であり

わしているが︑それをたいこであらわすと

た︒つぎに︑風の音をたたいた︒風といえ

にうちよせる波の音をきいているようであ

波のくだけるところをきかせてくれた︒ド

じめに︑川の水の音をたたいてきかせてく

あつかった︒水の音をたいこであらわすご

して︑まず︑水の音をとりあつかった︒水

た︑さまざまな情景を写しだすこともでき

て︑いろいろな心持をあらわすことができ

︑﹁劇場音樂の話﹂をきいた︒その中で︑

だと︑すぐ心にものを思いうかべることが

764387754221166333321198739854221
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九373團 じめ︑山へたきぎをとりにいくのが︑す
九386團 ざおのさきにかまをくくりつけて︑ひつ
九387国 にして︑下から力をいれてひきおろしま

九454團の中のことに注意を向けるようにといわ
九457国たパン屋のしごとを︑しんけんにやろう
九459団大きくなって農業をするために︑いま知

九545

いちろうは︑その道を登っていきました︒

九548 た︒いちろうは︑顔をまっかにして︑あせ

︑男はまたいやな顔をしました︒﹁︿略﹀︒﹂

九5711

らいだしながら返事をしました︒﹁︿略﹀︒﹂

九5711

廣げて︑からだに風をいれながら︑﹁︿略﹀

になり︑着物のえりを廣げて︑からだに風

九566園あなたはやまねこを知りませんか︒﹂す

落しながら︑その坂を登りますと︑にわか

九583

ろうは︑おかしいのをこらえて︑﹁︿略﹀︒﹂

九5410

九549 まっかにして︑あせをぼとぼと落しながら

九586

九567

も︑どうしてそれを知っていますか︒﹂

ろうの顔をみて︑口を曲げて︑にやっとわ

横目でいちろうの顔をみて︑口を曲げて︑

それなら︑はがきをみたろう︒﹂﹁︿略﹀︒

九567
九574園

略﹀︒﹂と︑男は︑下を向いて︑かなしそう

んばおりのような物を着て︑みどり色の山

着て︑みどり色の目をまんまるにして立つ

九5911

九5710︒男は︑喜んで︑息をハアハアさせて︑耳

九577

九571囹

九557 て︑だまってこっちをみていたのです︒い

九557 げて︑手に皮のむちを持って︑だまってこ

九556 つこうの男が︑ひざをまげて︑手に皮のむ

九462團
︑せんきょのことを話していますけれど
九463團
先生︑﹁小公子﹂をみなさんにお話して
九465国
ぼくは︑この手紙を数日もまえから︑喜
九467團ちらの山々の景色を思いだします︒天帝

九593

九3811團 その竹ざおにかまをつけてやる方法を知 九4510国
いの家でみならいをしています︒﹁小公
九391團 をつけてやる方法を知らなかったので︑

九392團 ついている高い木をみつけると︑兄かぼ
九392国 かぼくがのぼる役をひきうけました︒八
九393国 の上で︑なたで枝をおろすのは氣がつか

九395国︒上の方のかれ枝をじゅんじゅんにたた
九396国落し︑足もとの枝をおろして︑やっとお
九401嗣医 をよくみて︑氣をつけてね︒氣をつけ

九401国事 ばが︑﹁足もとをよくみて︑氣をつけ
九401国益 をつけてね︒氣をつけてね︒﹂とか︑﹁
九406国 せんでした︒なたをふりおろすたびに︑

九407国 ら︑ぼくはあたりをみまわしますと︑は
九409團 湖が半分ばかり顔をみせていました︒ま

九409国た︑下の方の山道を︑しょいこをつけた
九409国山道を︑しょいこをつけたおとなの人が

九476團︑めんどうな裁判をしますから︑おいで
九477團なさい︒とび道具を持たないでください
九481せんでした︒はがきをそっと学校のかばん
九482まって︑うちじゅうを︑とんだりはねたり
九487う裁判のようすなどを考えて︑おそくまで
九489ども︑いちろうが目をさましたときは︑も
九493は︑いそいでごはんをたべて︑谷川にそっ
九494 ︑谷川にそった小道を︑上の方へ登ってい
九496の木はバラバラと実を落しました︒いちろ
九496 いちろうはくりの木をみあげて︑ズ略﹀︒﹂
九497圏︒やまねこがここを通らなかったかい︒

九4010團 わからないが︑下を向いて登ってくるの

にていねいなおじぎをしました︒いちろう

九504

九599

九512囹︒やまねこがここを通らなかったかい︒

は︑
だまってまた実をパラパラと落しまし

九426團 こんした畑のいもをほりおこすのは︑樂

九424團くころ︑畑のいもをほりおこしました︒

九601

たもとのようにふえをふきつづけました︒

んとひっぱって︑腹をつきだしていいまし

︑やまねこは︑ひげをぴんとひっぱって︑

九517

九604

九428團 みんなでいもほりをしました︒大きなう

九429團地われしているのをほりおこすとき︑胸 九5110 テコと︑へんな樂隊をやっていました︒い

九6011園︑あなたのお考えをうかがいたいと思い

九605
︒やまねこがここを通らなかったかい︒

おのはねるような音をききました︒ぴっく

九521囹

九4210團︒母やおばがくわをいれるあとから︑ぼ 九5111 いちろうは︑からだをかがめて︑﹁︿略﹀︒﹂

はみんな赤いズボンをはいたどんぐりで︑

九4211国 ゆうになっていもをひろいました︒こち

た︒いちろうは︑首をひねりました︒﹁︿略

九615

九526

九619

九437国 三つ落ちているのをみたときは︑思わず

テコと︑へんな樂隊をつづけていました︒

︑そこんとこの草をかれ︒﹂やまねこは︑

い︑さあ早くベルを鳴らせ︒きょうは︑

九5210

九625園

九622園

九4311国 ために︑母がかわをむいて竹ぐしにとお

くるみの木のこずえを︑りすが︑ぴょんぴ

は︑こんどは︑すずをガランガラン︑ガラ

のまえのところの草をかりました︒そこへ

こしから大きなかまをとりだして︑ザック

九531

九629

︒妹は︑かきの葉を﹁︿略﹀︒﹂といって

九6210

九441團

︒やまねこがここを通らなかったかい︒

九633

手まねきして︑それをよびとめて︑﹁︿略﹀

の上からひたいに手をかざして︑いちろう

九532

かざして︑いちろうをみながら答えました

九533園

九534

九442團 めては︑ままごとをして遊びます︒母や

九535

九443団 ように︑かきの葉を一まい一まいならべ
ばに︑﹁小公子﹂をよんでもらいました

九451団

九446團 りになっているのをみると︑いまにもの

935
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ゆうにつかみあいをはじめるんだもの︒

九657 か︑まるではちの巣をつついたようで︑わ
九6510

＞︒﹂ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴ら

九659園やかましい︑ここをなんと心える︒しず

九663園 げんになかなおりをしたらどうだ︒﹂す

九6511 まねこはぴんとひげをひねっていいました
九6611園 やかましい︒ここをなんと心える︒しず

九672 ﹂ぎょしゃが︑むちをヒュウパチッと鳴ら
九675園 げんになかなおりをしたらどうだ︒﹂﹁い

九673 ︒やまねこが︑ひげをひねっていいました
九678囹 やかましい︒ここをなんと心える︒しず

一﹁も

がく︒みんなでそれをおしとめる︒

︑つかまれている手をふりはなそうとする
九901

たち︑やまだくんをつれていけよ︒﹂六﹁

帰ろうよ︒﹂やまだをかこんでいる友だち

だのかばんやぼうしをひろってあとにつづ

と︑やまだのせなかをおしながらさる︒そ

﹁うん︒﹂やまだの手をひっぱって︑﹁︿略﹀

九906園

九904
九907

九9011

九912

たかぎの服のほこりをはらいながら︑﹁︿略

九913 ︑たかぎの落した物を集める︒三たかぎ
九915

九952

九949

九941

九939

九939

ま︑たかぎの手もとをみている︒さがして

わざと知らないふりをしている︒たかぎ

いので︑なおあたりをさがしている︒そこ

のうちに新しいすみをひろいあげるが︑自

る︒またじゃんけんをする︒こうして︑ふ

九712 うに︑しばらくひげをひねって︑目をばち 九822くらは︑ときどき手をとめて︑そこをのぞ
九712 ひげをひねって︑目をぱちぱちさせていま 九822き手をとめて︑そこをのぞきにいってみる
九7110 うに︑しばらくひげをひねったまま下を向 九846だれもかれも︑あせを流し︑顔をまっかに
九846も︑あせを流し︑顔をまっかにしてほって

九953 るが︑舞台はしで足をとめる︒やまだわ

九9211

九848た︒みんなはほる手をとめました︒﹁︿略﹀

ちょっとやまだの方をみるが︑返事をしな

九698 がら︑いちろうの手をとりました︒ぎょし

けんかをとめる声がつづく︒

︒﹂友だち︑たかぎをかこみながらさる︒

わるがわるリヤカーをおして歩きました︒

九918園

﹂でとまる︒うしろを向いてじゃんけんを

︿略﹀︒﹂

九9111

九883

九742 ︑こがねのどんぐりをみ︑やまねこは︑と
九744ぼけた顔つきで遠くをみていました︒馬車
九751のまえに︑どんぐりをいれたますを持って
九751んぐりをいれたますを持って立っていまし
九764 ベルや移植こてなどを持って︑角のむきみ
九766たりで︑せっせと貝をこじあけて︑むきみ
九767 こじあけて︑むきみをつくっていました︒
九768に︑はこやかごなどをのせておいでになり
九772園
うやって︑人は貝をたべています︒むか
ことだが︑貝などをおもにたべていたと
九774園
しい︒その貝がらをすてたところが︑き
九775園
九787園
は︑このかたの畑をすこしほらせてもら
九789 ︑ふごや︑かごなどを持ってきて︑かして

九925

九869

九7811と︑先生はステッキを深く土の中へお立て

を向いてじゃんけんをする︒こんどは負け

九7311パチッ︒馬車は草地をはなれました︒木や

九679 ＞︒﹂ぎょしゃがむちをヒュウパチッと鳴ら

九799園のの骨や︑角などを︑ここへすてました

じゅんじゅんに舞台をさる︒しばらく︑間．

九637 い︑長いしゅすの服を着て︑どんぐりども

九6810 しゅすの着物のえりを開いて︑黄色のじん

九926

し物のようすで地面をみながらでてくる︒

九638 ︑こんどは︑草むらをむちで二三べん︑ヒ

九6811 ︑黄色のじんばおりをちょっとだして︑ど

た︒それで︑ここをほると︑そういうも
九7910囹

九931

だい︒﹂と︑たかぎをにらみつける︒たか

九697 は︑黒いしゅすの服をぬいで︑ひたいのあ

九932

ではないので︑それを舞台のおくになげす

イドの三角じょうぎをひろいあげる︒しか

れにわかれてふたりをひきとめている︒一

九698 いで︑ひたいのあせをぬぐいながら︑いち

九805囹ありそうなところをほってみます︒﹂﹁︿
九809園ぐあいよくなにかをほりあてたらいいが
こか一つのところをきめて︑廣く深くほ
九811園

九934

九889

九699 で︑五六ぺん︑むちをヒュウパチッ︑ヒュ

九8111﹂口々にこんなことをいうのを︑先生は︑

九886

ほど．のひどい裁判を︑まるで一分半でか

九934

九6311園 げんになかなおりをしたらどうだ︒﹂や

九6911囹

九8111こんなことをいうのを︑先生は︑耳にもお

九8810

九709園 と書いて︑こちらを裁判所としますが︑

九8410園
んいろいろなことを知ってくると思いま

の方をみるが︑返事をしないでさがし物を

した︒﹁どんぐりをニリットル早く持つ

九733 ぶって︑半分あくびをしながらいいました

九954園

て︑﹁きみはなにをなくしたんだ︒﹂た

わざとたかぎの顔をみないようにして︑

︑だまったままそれをとりあげる︒そうし

九727囹

九956

九7110 げをひねったまま下を向いていましたが︑

九729 ︑さっきのどんぐりをますにいれて︑はか

九956

九954

九732 くのびあがって︑目をつぶって︑半分あく

九851園しかの角などに手を加えて︑なにかの論
九861 う︒﹂もう︑むだ口をきく人は︑ひとりも
九866園れました︒﹁かごをこのリヤカーにつみ
︒それから︑道具を集めて︑めいめい持
九866園
九7310 やはどんぐりのますを馬車の中にいれまし

九734囹早く馬車のしたくをしろ︒﹂白い︑曵き

ちは︑リックサックをせおって︑スキーを

降ったので︑スキーをするには︑ちょうど

九m3 ︒その帰りに︑近道をして谷をおりてくる

九佃7図魍

九佃6図魍

九宙7図韻

くも夏のあさ夜を

日に

の上にうつる日を追いて

九972 ︒﹂やまだ︑ボタンをちぎれた服の糸にむ

九971囹

九9611

とる︒たかぎ﹁首をひっかいたからさ︒

いか︒﹂と︑ボタンをとる︒たかぎ﹁首を

九鵬11

九研6

九三3

九㎜8

九谷1

いに︑スキーのあとを雪の上にえがきなが

るで︑空中かっそうをしているようだ︒ふ

んで︑きゅうに元氣をだした︒いよいよ︑

がつえでさされる方をみると︑なるほどり

いった︒まつ林の中を通っていくとき︑だ

略﹀︒﹂と︑大きな声をかけられる︒いしい

九993 はだれだ︒﹂と︑首をさする︒やまだ﹁そ

九993園

九相11

九相9

九捌2囹

︒先生は︑はちまきをして︑すべりだされ

うにうかんだ︒両手をひろげて高くとばれ
︒みんなは思わず手をたたいた︒こんどは

ふくじゅそ

をせおって︑スキーをつけ︑二本のつえを

九湘3 りに︑近道をして谷をおりてくると︑そこ

九974 する︒たかぎ︑それをのぞきこむ︒やまだ
九鵬6

九㎜2

る︒みんなが急停止をすると︑雪けむりが

れた︒はげしい制動をかけられると︑もう

九998園 られて︑三つきみをなぐった︒﹂やまだ﹁

九麗3

四十メートルも空中をとんで︑先生は地上

だは︑美しくちゅうをとんでいく︒﹁︿略﹀

九柵7園

泉を求めて

から︑ブツブツと音をたててわきだして︑

﹁どうだ︒この水を飲んでごらん︒これ

九㎜5 ︒父は︑その泉の水を手ですくって︑いく

十一

ほおずきを口にふくみて鳴らす

九9511 つきすてたじょうぎをひろってくる︒やま 九価1

九957 をしないでさがし物をつづける︒やまだ﹁
九々1
をつけ︑二本のつえをつきながら︑そこへ

九脳6

九961 ぎのまえにじょうぎをつきだして︑天略﹀
九価2

九976 せまいとしてからだをねじってかくす︒た

つたところで︑つえをあげて︑﹁︿略V︒﹂と

が︑﹁さあ︑元氣をだして︒﹂と︑大き

九977 かくす︒たかぎ︑首をさすりながら︑その
九二1

九㎜10

たちも︑みんなつえをふって︑それに答え

略﹀︒﹂というあいずをされた︒ぼくたちも

九価11園

九963 喜ぶが︑やまだの顔をみると︑きゅうにま
︒そのうしろすがたをみて︑﹁︿略﹀︒﹂やま

九四9いった︒スキーの雪をすべる音だけが︑氣

九966

九964 って︑だまってそれをとり︑かばんにいれ

九979 だちょっとたかぎをみて︑﹁︿略﹀︒﹂たか
九㎜2

九968 台のすみからボタンをひろってくる︒﹁︿略

九983 たかぎ︑うしろの木をひとまわりして︑そ
九柵3

わるがわるジャンプをしている︒﹁︿略V︒﹂

九㎜2 やる︒﹂と︑げんこをかためて右手をふり

二面5

をぬって長いきょりをすべるのは︑ほんと

くだりの坂道だ︒林をぬって長いきょりを

︑正しいすべりかたを教えていただいた︒
九⁝⁝10

九協10

着ぶくれ

青ざさをいれやりたればいけ

そかに枝葉の中をみあぐる

しずか

は手をいれて︑それをすくおうとすると︑

だしていた︒私は手をいれて︑それをすく

な水や名高いいど水をためしてみたけれど

まい水のわきでる泉をさがしだしたいもの

なかった︒そこで氣をつけてみると︑右岸

こしさかのぼって水を飲んでみると︑いい

がごろごろとゆくてをふさぎ︑まつ林にお

き水をふくんでは泉をさがしていった︒は

ながら︑ときどき水をふくんでは泉をさが

人たちは︑ここで船をすてて︑岸にそって

終りに近づいたことを知って喜んだ︒茶人

つと上流の本流の水を飲んでみると︑もう

ためしにまつ川の水をにて飲んでみると︑

は︑左の岸のほとりを流れていた︒ためし

り︑深いところの水をとって飲んでみたり

をしのいで︑みんなをはげましては上流へ

は︑いろいろな困難をしのいで︑みんなを

ころでその水でお茶をたてる︒すると︑い

かと氣がついた︒舟をやとってこぎのぼり

をくんで︑それで茶をたててみると︑いま

りゅう川の中流の水をくんで︑それで茶を

茶人は︑日本じゅうを歩きまわって︑うま

︑父は次のような話をしてくれた︒むかし

だった︒﹁︿略﹀︒﹂泉をあふれでた水は︑さ

120

121

くたち三四人は︑列をはなれて︑ま一文字

九991囹 いよ︒このボタンをみたまえ︒﹂と胸を

九9810園 ぼくだって︑すみをみつけてやったじゃ

九相1

九柵6

九期3 んこをかためて右手をふりあげる︒たかぎ

工面10

で樂しくおべんとうをたべた︒午後は︑先

たかぎ﹁ぼくの首をひっかいたのはだれ

をみたまえ︒﹂と胸をみせる︒たかぎ﹁ぼ

九㎜5 んだ︒﹂たかぎ︑頭をかかえてにげるまね

九麗11

九992

九㎜6 かかえてにげるまねをする︒やまだ︑思わ

九柵6

︒先生がジャンプをなさるそうだ︒﹂と︑

九川7園 あんまりじまん話をするもんだから

九捌6園 い︑なんでけんかをはじめたんだろう︒
九期10園 たんだ︒じまん話をはじめると︑自分が

九⁝⁝2図圃

陸掘1図圃

じゅそうのはちをおきかうるおさな子

120

120

121

121

121

121

121

121

122

122

122

122

123

124

124

124

124

125

125

125

125

九日4園 さんにそのボタンをつけてもらわない︒
まだ﹁けんかの話をするのかい︒﹂たか

九掘6重圏

2118321117554111132101098631331
125

血忌5園

馬肉11 やまだたかぎの首をのぞきながら︑﹁︿略

九榴3 たり︑なかよくかたを組みながらさる︒1

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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を一を
936

九悩11 えました︒大きな口をあいてたべようとし

なく白いちょうちょをとらえました︒碧き

った︒そこで︑谷川をさらにさかのぼると

九悩−〇

った︒茶人は︑そこをほりくぼめ︑小石で

九搦9 ん一﹂くもは︑首をねじって上の方をみ
九柵9 首をねじって上の方をみあげました︒いま
九欄6囹 ﹀︒﹂﹁おかあさんをさがしてくるのです
九七8 あさんということばを︑長いこと耳にした
九悌4園 うか︑おかあさんをさがしにいきたいの
九二7園 しも︑おかあさんをみたくなったよ︒﹂﹁

でどてをつくり︑泉をくんでつれの茶人と

くぼめ︑小石でどてをつくり︑泉をくんで

んでつれの茶人と茶をたてて︑心から議し

ました︒あぶが︑足をひっかけて︑ブンブ

と木のあいだに︑巣をかけました︒﹁︿略﹀

カいっぱい羽ばたきをして︑すいとにげて
︑あみに大きなあなをあけてしまいました

vと︑くもは︑足をふんばって身がまえ

ふんばって身がまえをしました︒星はだん

くもは︑ふといつなをとりだして︑みつば
︑みつばちのからだをしばりつけようとし

つばちは︑そのつなをさけてにげようとし

つばちはだいじな針をだして︑くもをねら

九欄7
九欄8
九欄9
九固9

くもは︑ふしぎな顔をしながら︑しげしげ

をなでています︒上をみると︑わらってい

九槻−〇

九搬3囹 おまえは︑わたしをわすれたのかい︒﹂﹁
九襯6 きいて︑くもは︑手をうんとのばして︑と
九粥9 ︑なんといって返事をしていいかわからな
九幽2 それから︑いいゆめをみることもできた︒

まみたばかりのゆめを︑なんどもなんども

なをほどいて︑あみをくい切って︑にげて

ようきんなかっこうをして︑こちらにとん

略﹀︒﹂思わずそちらをみると︑こうもりは

九幽4 もは︑これらのことを一つ一つ思いだして
九幽7 んとしずかなくらしをしているのだろう︒

九M3花のやさしいことばをきくこともできた︒
vくもは︑長い手をのばして︑わけなく

のです︒いいにおいをかいでいると︑いつ

した︒しばらく︑目をつぶってしずかにし

ばちのうしろすがたをみていましたが︑く

だれかが︑くもの頭をなでています︒上を

横になりました︒目をつむると︑だれかが

略﹀︒﹂くもはからだを小さくまるめて︑こ

九川−o

がっき︑また︑あみをかけようと考えまし

vと︑ひとりごとをいいました︒くもは

んでいくちょうちょをみ送りながら︑ズ略

れから︑まつ白な羽をひろげたかと思うと

は︑うれしそうに羽をととのえました︒そ

九柵11 れで︑そのまま手足をちぢめて︑じっとす

丁柵1
九柵2
九柵5
九柵8
九柵9

は︑やぶれたところをつくろいかけました

くもが︑じいっと息をころして待っている

〉。

な針をだして︑くもをねらって︑ちくりと
︑みつばちは︑つなをほどいて︑あみをく

〉。

ぶつぶつひとりごとをいいながら︑くもは

ばちは︑くものあみを知らないで︑まつす

129

〉。

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九九九九九九九九九
888877777666655554414814了14了14了14了145145145144144144144

とおだやかなくらしをしているのだろう︒

＋810囹
︑﹁日本人︑くりをおあがり︒﹂といい

は︑道でおとうさんを呼びとめて︑﹁︿略﹀

まいりをして︑なわをまわしてやったこと

と︑そのなかまいりをして︑なわをまわし

もたちが︑なわとびをして遊んでいたりし

ましたので︑子どもをさけて通ったことも

に︑おとうさんの顔をのぞきこむようにし

んの歩いていくそばを︑足ばやにかけぬけ

んが通るたびに︑目をまるくしました︒お

ないのです︒日本人をみたことがない子ど

なにでも毎日の生活を︑ゆたかに︑樂しく

すなおに感じとる心を︑もちつづけたいも

も︑その美しいものを︑すなおに感じとる

だしさの中に︑それを失っている︒しかし

すなおに感じとる心を︑われわれは失って

だ︑その美しいものを︑すなおに感じとる

耳もとをすぎる︒耳をすますと︑なにか︑

が︑かすかに耳もとをすぎる︒耳をすます

枝をはって︑わかめをだしかけたこずえの

︒高い木が大きく枝をはって︑わかめをだ

︿略﹀︒﹂そんなことをくもは思いました︒

した︒深い森のそばをとびました︒夜明け

びました︒湖の岸べをとびました︒深い捜

麦畑らしい土地の上をとびました︒湖の岸

はさまれたまま︑空をとんでいきました︒

ら落ちてくる夜つゆをみていると︑風がふ

自分の手をのばし足をのばしてみました︒

は︑そっと自分の手をのばし足をのばして

ることだろう︒あみをはり︑かくれていて
︑なんとひどいことをしてきたものだろう

とあらっぽいくらしをしていることだろう

93321187655331109328746551922111097

な谷川がある︒そこをくんで飲んでみると

にしながら︑光る星をみあげていました︒

もは︑その子もり歌を耳にしながら︑光る

126

126

126

126

129

126

129

129

129

129

129

130

130

131

131

131

131

132

132

132

132

132

132

133

133

133

134

九㎜−o園 ﹂﹁それまで︑命を助けておいてくださ

九㎜11 くもは︑ちょうちょを手ばなしました︒﹁︿

104874111095511111652111109855336877753
12了

きっとなってその方をみつめました︒あぶ

126

129

九㎜2囹 にもたべないことをちゃんと知っていま
九㎜4囹 ︒だから︑わたしをたべてもいいと思っ
九㎜6園 もう︑おまえさんをたべやしないよ︒﹂﹁

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
134
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十196

の愛﹂のつぎの﹈節を読んでいる声がきこ

子どもが︑立って本を読んでいる︒友だち
すわったまま︑点字を読んでいる︒ほかの

十194
十198

︑すばやく点字の上をすべっていく︒7

も︑こんなに親しみをもっことができるも

人の少女は︑その葉をひろい集めて︑橋の

十1911

十199

十122園るべく︑小さな葉をくれませんか︒﹂と︑
十123ら︑少女たちは︑手をとりあってとんでい
十124 でいって︑小さなのをえらんで︑ひろって
十216

十214

十212

十206園

気203

略﹀︒﹂窓に花のはちをおきながら︑又略V

き︒看護婦がもうふをほしている︒男の子

くる︒母親が︑両手をのばしてついてくる

ゆれている︒その下を︑あひるがならんで

リズムでわけた光を写してみますよ︒﹂

いる︒﹁にじの歌﹂を歌う子どもの声︒9

がひびいてくる︒窓をあける女の先生︒天

のすきそうなおかしを︑一ふくろやったの

十126て︑さまざまなことを話しかけたり︑わら
十2111

十219

十228

十223

といっしょに種まきをしている︒きれいに

は︑水えのぐで写生をしている︒光る白い

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂窓をのぞく子どものはれ

少女が︑おとうさんをみてそういいました
＋1210

＋1212囹
年ぐらいな子どもを︑わたしは︑自分の

十247

十246

十243

十242

十236

十235

しい日光︒22坂道を︑ゆっくりとした足

とりの工員がしごとをすませて︑坑内から

はしを持って︑石炭をほっている︒19あ

くがん機やつるはしを持って︑石炭をほっ

っている︒トロッコをおして︑炭坑にはい

風景︒エレベーターをあやつる大きな車輪

たりつれでなの花畑を横ぎる︒16ひとり

︑﹁こくご一﹂の文を大きな声で歌う︒自

たがやされた畑︒田をならしている農夫︒

十253

立ちどまって︑両手をひろげて深呼吸︒23

十2210

十259

十276

のまわりにあるものを︑よくしらべてみる

十273んだ﹁自然の観察﹂を︑ずっとつづけてい

﹂と呼ぶ声︒その声をきいて︑にっこりと

とばを愛することを知って︑勉強したら
＋1710園

らべてみる心がまえを︑つくりたいと思い

十193 る︒﹁ことばの愛﹂を読んでいる声が︑き

十276

十2511

十256

とりの友だちは︑妹をつれて︑つつみの上

くる︒工員は男の子をだきあげる︒ふたり

十2211

しそうな顔︒日の光をいっぱいに受けた︑

つつみの上でつみ草をしている︒﹁春の小

十267

十265

十2212

な心にも︑ことばを愛することを知って
＋1710園

十134 ︑三人の少女に︑歌を歌ってほしいと頼み
十135きた小歌のあることを︑おとうさんは︑き
十138おいてあるテーブルをかこんで︑いなかの
十138 こんで︑いなかの歌を歌ってきかせてくれ
十142ぬぐいのようなものをかぶった女の人たち
十143 ︑ならんでせんたくをしていました︒フう
十149ばへきて︑あいさつをしてから︑﹁︿略﹀︒﹂
十155しょうじきにその答をしましたら︑少年は
十156 ︑さらにこんなことをいいました︒﹁︿略﹀
十159 ︑おとうさんが︑力をいれて答えました︒
十161 ︑日本の海の美しさを︑思いうかべるよう
十162ら︑自分の國のことをきかれたときは︑お
十167國ではどんなことばを話すかとたずねるも
イギリスのことばを話すよ︒﹂と︑おと
十169圏
十179圏とばのありがたみを知りました︒おまえ

ひろい集めた落ち葉を持ってきて︑おとう

しかけて︑コーヒーをわかしてもらってい

という川が︑その下を流れていました︒工

1072−Z135

といっしょにお話をしておくれ︒ちょう
十1211園

十十十十十十
11111110109
＋1810その下で︑雨やどりをしているにわとりの

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 28 2了 2了 2了

︑羽の色や︑形などを︑こまかにしらべた

れだ︒ほかのことを考えないで︑みつち

あつかいにされるのをみて︑父は︑﹁︿略﹀

あれば︑織機のことをしらべつづけていた

をはたすだけの勇氣を︑もちたいと考えま
︑父の大工のしごとを助けてはたらいてい

もに︑自分のつとめをはたすだけの勇氣を

ないで︑あいての人をうやまうとともに︑

体︑というつながりをわすれないで︑あい

いひとりであることを︑ほこるようになり

な︑ひきょうな考えをもちたくはありませ

りっぱにそのつとめをはたし︑自分ひとり

にみせかけたり︑人をだましたりしないで

いと思います︒自分をえらそうにみせかけ

友だちのいいところを︑すなおに学んでい

っているいいところを︑えんりょしないで

人たちに︑めいわくをかけないようにした
︒かげで人のわる口をいわないようにした

ていくような心がけを︑もちたいと思いま
︑弟たちのめんどうをみてやり︑兄や姉の．

も︑そのもとのことをしらべていくような

なったか︑そのわけをよく考えていってみ

たっているか︑それをさがしてみようと思

たいのです︒もようをみたときには︑その

このようなあみかたをしなければならなか
︒また︑一つの和音を耳にしたときは︑組

なったかということを︑考えてしらべたい

︶ 私は︑同じものをみるにしても︑どう

た︑くもがのきに巣をかけることがあれば
︑巣のはりかたなどを︑しらべておきたい

︑実のなりかたなどを︑たんねんにみよう

5432166552111998761185431106421111108

︑みっちりしごとをやってくれ︒﹂とさ

園囹

を一を
938

ち︑母貝は︑その核をそとにはきだして︑

いてとして︑眞珠を世界の人々にあたえ

た︒あなたが自然をあいてとして︑眞珠

十462 殖眞珠のつくりかたを︑こまごまと話した

3

十337 で︑父は︑佐吉の心をいれかえさせるため

十4610園

4

十338 させるために︑佐吉をよその大工の家にあ

十4610園

7

にたえて︑なん年かをすごした︒あるとき
︑うめが︑母貝の中をしらべているうちに

たてとなって︑幸吉をかばい︑苦しみにた

はげしくなり︑かれを氣ちがいとよび︑や

かれは︑新しく母貝を求めてきて︑やりな

のゆめのような考えをわらった︒まわりの
︑失望にしずむ幸吉を︑なんどもはげまし

は︑幸吉のむだぼねをあざけり︑そのゆめ

はない︒しかも︑核をさしいれてから︑眞

十506

十4911 そのときのいきさつを知っている私には︑

十489 のいっていることばを︑紙きれに書きとめ

十4612園

十4611圏とに︑心から敬意をささげます︒養殖眞

っていた︒同じことをなんどもくり返して

なかった︒また︑核をさしいれたために死

8

ので︑ひとまずこれを加工して︑かざり物
になった︒この光明を喜んだのもっかのま

十476 二年三ヶ月になる妹をつれて︑さんぽにで

十483 ︑道ばたにあるものを︑なんでもみつけて

黒いいぬは︑まえ足をあげたかと思うと︑

十506 かと思うと︑その足をなめたので︑妹はび

十508 ︒いぬは︑うしろ足をもちあげて︑せなか
十509

ッチケルヨ﹂は︑足をせなかに﹁︿略﹀︒﹂

かくようなかっこうをしました︒﹁タッチ

十508 もちあげて︑せなかをかくようなかっこう
十509

十5011 しゃみのようなことをして︑﹁フッ﹂と息

ささげて︑その成功をしらせた︒そのころ

れは︑五つぶの眞珠をいまはなきうめのれ

ようになって︑死貝をどんどんみていった

十5112 ︑くるつと︑うしろを向いてしまったわけ

十516 たきりで︑そのパンをたべようとしません

十515 ︒いぬは︑まばたきをしたきりで︑そのパ

十512 えてくださったパンを︑ふくろからとりだ

十5012 テ﹂と︑ひとりごとをいいました︒母がこ

十5011 して︑﹁フッ﹂と息をはきました︒妹は︑

ねたすえ︑ついに核をさしいれるときに︑

みにも負けず︑研究を重ねたすえ︑ついに

ったうめが︑この世をさってしまった︒そ
︒研究のため︑死貝を一つ一つ︑ていねい

い︑あなたの光明を太陽とするならば︑

1

一つの半円形の春信を発見した︒これは︑

6

十339 いだに立って︑佐吉をはげましたり︑なぐ
十3312 のであるから︑ぬのを織るしごとも︑けっ

十341 うなぬのの織りかたをしていたのでは︑や
十343 のうちに︑早く織機を進歩させておかなけ
十345 佐吉が︑はじめに目をつけたのは︑ぬのを
十345 をつけたのは︑ぬのを織るとき︑たて糸の
十347 るのであるが︑これを人の手によらず︑機

十346 き︑たて糸のあいだをぬっていく横糸であ
十3411 ていったが︑小学校をでただけのかれには

十354 ︑そのりっぱな機械をみて︑感心するとと
十358 れなくなり︑設計図をひいては組みたて︑

十357園︒日本のゆくすえをどうするのか︒﹂佐
十3512 らという一台の機械を作りあげた︒これも
十363 くる︒かれは︑勇氣をふるいおこして︑夜
十364 ままでの失敗のもとをとりのぞいて︑新し
十364 いて︑新しい設計図をこしらえあげた︒そ
十367 村の人たちは︑ぬのをみごとに織っていく
十368 ︑ふしぎな機械に目をみはりながら︑﹁︿略
十3612 って︑りっぱにぬのを織ってみせたのは︑

十3611 運轄の日︑その織機をあやつって︑りっぱ
十373 ず︑すぐ︑動力機械を作ることにとりかか
十378 れほど大きな役わりをはたすことであろう
十382 ﹂一つぶの天然眞珠をてのひらにのせて︑

十3710園 される眞珠︑これを︑人工で作りだすご

ある︒﹁このわけをあてはめれば︑自分

十382 のせて︑大きなゆめをえがいていた︑ひと
十3810囹

十3812 眞珠貝の研究に全力をつくした︒このわか

十393囹︑青貝の中に︑核をさしいれることがで
十395 ︑あわつぶほどの核をこしらえて︑それを
十396 をこしらえて︑それを︑言言の体内にさし

7

1211
9
111110
9
1211
4
9

1
2
4

てきて︑一種の手術をほどこすことを発見

母貝のがいとうまくを切り取ってきて︑一

十525 さんが︑あかちゃんをおんぶして︑そばを

十522 チャン﹂と︑こちらを向かせようとしたり

十535 ちいち︑いぬの動作をことばにして喜びま

十5212 道にでたとき︑あとをふり向きました︒す

十5210 と︑おとなびたことをいいました︒門から

ます︒そのとき︑私をふり向いて︑﹁ゴメ

十526 をおんぶして︑そばを通りました︒みると
略﹀︒﹂幸吉は︑自信をもって胎貝を海中に
︑自信をもって減員を海中にはなった︒さ

った︒幸吉は︑望みをかけた第一の面面を

シア湾︑セイロン島をはじめとして︑オー

十541 つかまって︑水の中をのぞきました︒きん

十538 のだと︑ませたことをいって︑歩きだしま

十536 かけていたすいとうをはずして︑手に持つ
いたエジソンのもとをたずねて︑養殖眞珠

をかけた第一の母貝を開いてみた︒はたし
︒第二︑第一二と母岩を開いていくと︑どれ

十529

手術をほどこすことを発見した︒﹁︿略﹀︒﹂

4

5
6

6

8

8
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十646 い藝術を味わうことを︑喜ぶだろうと思い
十648れます︒狂言はめんをつけません︒そうし
十648して︑能が︑美しさを現わそうとするのと

十729

十728 略﹀︒﹂こう︑さしずをされて︑しかたなく

おい︑おいおい大声をあげてなきだしまし

︑きゅうに両手で顔をおおい︑おいおい大

私どもは︑すもうをとって遊んでいまし

かじゃも︑そのまねをして︑おいおいなき

十7212

十731

十7212

大きな湯飲み茶わんを︑ふみ石の上で︑ガ

十727園あの湯飲み茶わんを︑庭石にたたきつけ

えそんならんぼうをしては︑いっそうし

＋5410た︑いろいろなものをながめるのです︒わ

＋6410いってもよく︑それをみていると︑世の中

十724園

十553 ︑ふと︑こんなことを考えました︒ 新し

十545タノ﹂は︑そのことをいいあらわしていま
十547道のわきで︑たき火をしていました︒その

十5511
なにげなく妹の作文をみました︒なんと︑

十563した︒かいこが︑皮をぬいで新しく成長し
十564ままでの作文のからをぬぎさって︑新しい
十568遊び時間にふくろうをみにいきました︒そ
十569 ︑ふくろうのからだを手でいじりました︒

十6611︑声をそろえて返事をしました︒そんなお

十6611と次郎かじゃは︑声をそろえて返事をしま

十664囹男に︑﹁よくるすをするのだぞ︒﹂とい

十6511せたり︑おこづかいをやったりしなければ

＋6510お金がかかり︑着物をきせたり︑おこづか

十653だんなのねこかぶりをあばいたり︑いたず
十653ばいたり︑いたずらをしたり︑また︑とん
十654 ︑とんでもないへまをやったり︑だまされ
十655人間のしそうなことを︑なんでもやります
十656うかといって︑なにをしてもにくまれない
十659ました︒おかみさんをもらえば︑くらしに

＋5610
た︒ふくろうは︑目をくりくりさせて︑と

十584 って︑いちょうの葉をたくさん落してくだ
＋5812 ︒私は︑のこったのをおし葉にしました︒

十594園さんが︑﹁ごはんをたべてから︑すすき
十594近べてから︑すすきを取っておいで︒﹂と
心596 つしゃつた︒ごはんをたべてから︑山の方
十599 ︒えんがわにつくえをだして︑その上にす

十676圏でも︑風がどっきを運んできてはたいへ
十677園すであおいで︑風を向こうへやってくれ
十679らぬきとったせんすを︑さらりと開きまし
十681 vふたりは︑それをあいずのようにして
十683 いきって︑からかみをひきあけました︒﹁︿
十689 いよいよ︑おしいれをあけるときになると
＋6812るかっこうで︑こしをうしろにひき︑せん
＋6812き︑せんすの手だけをまえにつきだして︑

十693 ︑ 一つのまるいつぼをみつけ︑へやのまん
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ふたを取ってみようか︒﹂﹁
十699囹
十702 ﹂思いきって︑ふたをあけてみました︒べ

いせつなかけものを︑あのとおりひきさ
︑茶だなの湯飲みをはねとばして︑こな

︑ふたりとも︑命をすてておわびをしょ

命をすてておわびをしょうと考え︑それ

そろしい﹃ぶす﹄をたべて死ぬのが︑い

こんな歌を歌いながらにげだし

て︑そこからおきをながめると︑大きな

きな汽船がけむりをはいて︑長いかげを

はいて︑長いかげをひいて通っていくの

えるし︑川上の方をながめると︑近くの

える︒長いいかだを組んで︑材木を遠く

だを組んで︑材木を遠くの山から運んで

も砂原で︑すもうをとったり︑おにごつ

たり︑おにごっこをしたりして遊んでい

ると︑そのボートをながめては︑いろい

は︑いろいろな話をしあつて引しむ︒き

みんなは話に花をさかせている︒つい

三ばんか四ばんをこぐんだ︒力まかせ

に︑長いオールをぐいぐいとこいでみ

ん︑長いオールをこいだら︑オールが

るうちにあいてをぬいてしまう︒それ

胃

てしまう︒それを思うと︑ぼくは胸が
︑ボートの向きをかえたりひき返そう

L

．L

略﹀︒﹄ぼくが力をいれて︑ 一本バック

，

＋7010じゃは︑すばやく指をつっこんで︑すぐぞ
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良

十7011 っこんで︑すぐそれを︑口に持っていきま

十72無 のりっぱなかけものをひきさきました︒﹁︿

てるんに白み

今

十712きおいづき︑せんすをほうりだして︑自分
十713りだして︑自分も指をつっこみました︒﹁︿
十715 ︑かわりばんこに指をつっこみました︒そ

聾．L

はるたもだええはきてじそ命 い東
とり砂をるるいな やろをふ忽せど
ばんい 原組。して汽そはしすただつも

、

〉。

カ、

〔碧園医〕〔至〕〔会〕

園

十5911て︑その上にすすきをかざった︒月がでて

十603さんが︑あかちゃんをだっこして︑おもて
十608 いって︑月の方へ手をやったら︑あかちゃ
十612いって︑せいくらべをしたら︑はなのとこ
十α3 っても︑せいくらべをしますよ︒もう︑た
十616けのこは︑私のせいをすぎて︑おにいさん
十623 ︑二階の窓からそとをみたら︑大きな竹が
十628んは︑能というものをみたことがあります
十628とがありますか︒能を知らない人でも︑お
十631うたいになるうたいを︑きいたことがある
十632て︑役者が美しい舞を舞ったり︑さまざま
十632 ︑さまざまなしぐさをしたりするものです
十636 いやべにでけしょうをして︑その役らしく
十637て︑その役らしく顔をこしらえあげるので
十638能のほうでは︑めんをつけます︒おじいさ
十646ているこのよい藝術を味わうことを︑喜ぶ
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すわって︑整調をやってみたいな︒ぼ

︑ボートは向きをかえて︑あぶないと

て︑一本バックをやると︑ボートは向
十﹁209

十一208

十一205
に︑自分でわらじを作って︑お金をもう

父親のすきなものを買うために︑自分で

ら︑家の手つだいをしてよく働きました

ていながら︑わらをたたいてわらじを作

金次郎はいいことを考えつきました︒毎

もよけいに土や砂を運ぶほどでした︒し

は休んだりむだ話をしているのに︑金次

じを作って︑お金をもうけたりもしまし

十一2010

十一221

十一2111

十一218

十一217

ど︑ぼくはきみをコックスにすいせん

いて︑いいことをはっきりきめるQぽ

いつもそのうえを考えていて︑いいこ

いわれて︑自信をもって︑よしやろう

て立つ︑トップをこぐ人もいるだろう

︑ひとりで責任をしょって立つ︑トッ

三ばん︑四ばんをこいでいる︑ぼくた

︑りっぱな組員をする人になるだろう

十一2310

十一237

十﹁224

十一221

た母親も︑子どもをよそへやってから︑

て︑すえの子どもを親類にもらってもら

十一226囹

ん︑とみちゃんを返してもらいましょ

︒金次郎はわらじをさしだしていいまし

にしました︒これを持って︑朝早く工事

をたたいてわらじを作ることにしました

コックスが日本を正しい方へつれてい

十一242園

が山へいって木を切ってきてもうけま

十一221

じゅうの足なみをそろえてくれるにち

十一243園

﹁︿略﹀︒﹂﹁おきを大きな船が通ってい

は︑われわれの心をあらうようにきこえ

十一245

と︑おもしろい藝をしてみせてくれます

だれもいないふうをしていました︒金次

をしめきって︑息をころして︑だれもい

親と相談して︑戸をしめきって︑息をこ

くこっそりと勉強を続けました︒夜の卜

いります︒その油を自分でとりたいと肖

っきました︒これを油にかえて︑本を読

りのあぶらなの種をかりて︑かわらへい

おいたいねのなえをひろって︑大水でい

を油にかえて︑本を読み続けました︒金

た︒この一びょうをもとにして︑困って

びょうあまりの米を自分のものにするこ

り︑植えるところをふやしていったりす
︑二十びょうの米をとることができまし

の家に帰り︑一家をふたたびおこすこと
︒いろいろのことを身につけて︑やがて

むしが︑

うは︑ かきねを黄色にそめていく︒

野山をかざると︑もも赤く
十一316囲

さいて︑

けて︑やがて︑村をすくい︑多くの人か

十一324圏

十一鋭4圃

山へいって︑しばをかったり木を切った

十一326圃

にいって︑子どもをつれてきました︒そ

郎は︑自分の考えをくり返し話して︑母

おじさん︑これをはいてください︒わ

えの音は︑長くおをひいて消えていく︒

しばをかったり木を切ったりして︑村の

十一334圃

十一2411

十一255

ると︑また︑なわをなったりわらじを作

た︒その一まいめをめくって︑くり返し

郎は︑一さつの本をみつけました︒それ

てたおれるところを︑金次郎は︑すこし

十一394圃

十一393圏

十一377圏

十一361圏

十一361圃

そぐ

︑

村人の目をなぐさめる︒

冬のしたくをとりいそぐ

冬

村人の

した︒ こずえをかけるもずの音も︑

だい

海こえてきたつ

十一2512

るためには︑学問をしなくてはならない

短か夜しらむを待ちかねて︑

りほかがやく上を︑

十一266

︒金次郎は︑それを読むとうれしくなり
十一2610

なりました︒まきをとりに山へいく︑そ

十一429圃

に︑いつもその本を手からはなさず︑く 十一417圃 ころびあいさつをする︒ 池にむすぶ

十一414圏

せて︑しめなわをはり︑

日は

てやったり︑お金をかしてやったりしま

十一2611

十一435 は︑赤いうめの花をいけた︑大きなかび

五

新し

業する子どもの名をお読みあげになりま

植えつけの用意をしよう︒

一夜明けれ
の大水で︑田や畑をみんな流されたりし

にもいれず︑それを続けました︒お正月

は︑こう︑うわさをしましたが︑金次郎

十一4310

十一274

きました︒たいこをたたいて︑家から家

十一273
十一276

とかして︑からだをじょうぶにして︑身
いものだと︑ほねをおっていました︒そ

うぶにして︑身代をもとのようにしたい

わをかついで田をみまわれば︑

くわをかついで田をみまわ

十一267

へやら︒

二宮金次郎のことをお話します︒二宮十

十一269

には︑いばらの道をもふみわけたその十

と︑氣持よく︑物をわけてやったり︑お

代でりっぱな身代をこしらえました︒そ

先生がオルガンをおひきになると︑オ

つのをふりあげのぼりだす

十一258

をなったりわらじを作ったりしました︒

一つの

十一258

ながめいめいの歌を歌っている︒

十﹁2510

十一255

2了

2了

2了
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29

29

29

29

29

29

30

30

の愛です︒わたしをまもるためには︑ど

でも小鳥の鳴く声をきいていよヶ︒あれ

学十十十十十十十十十十十十十十十十

ぼくたちの頭の上を︑まわりはじめる︒

んなめいめいの歌を歌う︒一つの太陽の

2了
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︑ぼくらの心持をよく知っている︒ぽ
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て立ちます︒それをみようと︑父兄の人

な元氣のいい返事をして立ちます︒それ

十一549

十一549囹

十一542

みる︒

ようさんのことばをわすれることができ

﹁電車もなみだをこぼしています︒﹂

十一629囹

十一627囹

の下に着物の包みをかかえながら︑ナポ

また︑このことをたずねたとき︑なぜ

よっとすると命を失うようなあぶない

ように︑ちぢうしをかって︑自分でバタ

十一644

十﹁6310

院にはいったことを知らせました︒母親

にかんたんな手紙を書いて︑帰ったこと

は︑去年︑しごとをさがしにフランスへ

ばんは︑その手紙をひと目みてから︑看

た︑やせこけた顔をしている病人たちを
67

けて︑じっと空間をみつめている者もあ
︑手にくすりびんを持って︑へやを歩き

大きくみ開いた目をあけて︑じっと空間

している病人たちをみまわしました︒中

おこして父親の方をみました︒すると︑

した︒医者は少年をみました︒﹁︿略﹀︒﹂

だとなりのベッドをはなれないうちに︑

かがんで︑みゃくをみたり︑ひたいにさ

した︒医者は︑手を少年のかたにかけま

んだ︑まじめな顔をした老人でした︒医

たちは︑しんさつをはじめて︑ 一つ一つ

が︑ひとりの助手をつれて︑へやの向こ

親がどんなにか力をおとしたことなど一

の旅に樂しい希望をかけていたことや︑

に船の上でわかれを告げたことや︑家族

さしい父親のことをいろいろと思い返し

なさないで︑こしをおろして待っていま

をひきよせて︑目を父親の顔からはなさ

た︒少年は︑いすをひきよせて︑目を父

で︑苦しそうに息を続けていました︒少

つめたあとで︑目を閉じました︒﹁︿略﹀

ませんでした︒息をつくのもやっとのよ
︑いっしんに少年をみつめたあとで︑目

だ︑ひたいと弓形をしたまゆとのほかに

はしげしげと少年をみつめて︑いくらか

した︒少年は︑身をおこして父親の方を

かずにいる︑うでをつかみました︒病人

を下におくと︑頭を病人のかたのところ

二︶ 少年は包みを下におくと︑頭を病

まって︑カーテンをあけて︑﹁︿略﹀︒﹂と

んを持って︑へやを歩きまわっていまし

67

かげられているのをみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ら︑おめんじょうをいただくことになり
十一578圖

いにくいことばを知っているよ︒﹂と

じゅずだ

まえにでて︑だんをあがり︑両手をずつ

十一5911園遠いから︑近道をしょう︒﹂と︑正男

十一593囹︺

おいた︑あの橋を渡ったのではないか

しょにその一本橋を渡りだした︒すると

ことばをつづろ︒

んをあがり︑両手をずっとさしのべて︑

十一616園

十一6010

て︑おめんじょうをいただいて︑ささげ

おした︑その勇氣を頼もしく思いました

うして︑弟の心持を頼もしく思いました

十一635

手紙をみせ︑父親をたずねました︒少年

って︑一通の手紙をみせ︑父親をたずね

つときょうのことを︑ありのままにうち

小さいころのことを︑いろいろと思いだ
つがるかいぎょう
︒ぼく
が津軽海峡をこえて内地にきたの

十一637

十﹇636

十一619

おかあさんがパンをやくそばで︑ぼくは

考えぶかそうな目をしていました︒少年

りに じゃがいもをみると︑ぼくは︑雌
ほっかいどう
︑北海道のいなかを思いだす︒みわたす

ぼくは︑いつも本を読んでいた︒ぼくの

十一638

て︑自分でバターをつくります︒やぎも

十一648

親は︑その知らせをみるとがっかりしま

って︑じゃがいもをつくります︒それか

すきなライラックを植えましょう︒おと

十一6410

み子もあって︑家をあけることができな

にいくらかのお金を持たせ︑父親の看病

十一6411

よ︑大きな望みをもて︒﹂ぼくは︑大
十一502園

十一651

十一6411

さっぽろに農学校をつくられたクラーク

こう︒おかあさんをおつれして︒デンマ

海道へじゃがいもをつくりにいこう︒お

えながら︑その名をいいました︒しかし

しやわるい知らせをききはしまいかと︑

みてから︑看護人を呼んで︑少年をその
十一655

十一651

十一656

人は︑そういう名を思いだせませんでし

人を呼んで︑少年をその父親のところへ

いので︑すぐかさをつぼめてしまった︒

十一657

は︑ますます不安をおぼえながら答えま

十﹇652

ら︑電車のくるのを待っていた︒電車は

十一6511

︒看護人は︑少年をながめて︑それには

つた︒私は︑かさをさして電車の停留所

が︑みな満員の札をさげて︑とまらずに

十一6610

ルクの農業のことを勉強して︑ぼくは︑

するように車の音をたてて︑あらしの中

十一671

りは︑はしごだんをのぼって︑長いろう
︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 声 を か け た ︒ ﹁ ︿ 略 ＞ Q ﹂ と

てて︑あらしの中をつき進んでいく︒一

た︒少年は︑勇氣をふるいおこして︑そ
︑おどおどした目を右に左に向けて︑青

十一679
十一6711

﹁電車もなみだをこぼしています︒そ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

どおりのてあてを続けなさい︒﹂その

ど少年のかたに手をかげながら答えまし

望みがある︒氣をつけておあげなさい

たいものだ︒力をおとさずにいるがい

ってみたり︑はいを追ったり︑うなるた

ら︑病人のふとんをなおしたり︑ときど

ップなりさじなりをその手から取って︑

婦がなにか飲み物を持ってくると︑コッ

婦にかわってそれを飲ませたりしました

ときどき少年の方をみましたが︑わかつ
︒でも︑ハンカチを目にあてているとき

へやのすみにいすを二つならべて︑その

なると︑また看病をはじめました︒その

ったあとでは︑目を開いたときに︑その

ような声のひびきをきくと︑感謝するよ
︑すこしくちびるを動かしました︒ちよ

その小さな看護人をさがすようにみえま
︒タがた︑コップを病人の口もとにつけ

えみがうかんだのをみたような氣がしま

で︑少年は︑自分をなぐさめて望みをか

をなぐさめて望みをかけはじめました︒
︑いろいろのことを
母親のことや︑

︑ただ一つ︑少年をなぐさめることがあ

して︑ひと目少年をみると︑こんどはか

︑するどいさけびをあげて︑その場に立

にあつくほうたいをしたひとりの男が︑

ででかけたさけびを︑じっとおさえなが

いうはかない希望をもって︑いっしんに

きなり病人のうでをつかんで︑﹁︿略﹀︒﹂

︑むりにくちびるを動かそうとしました

また︑なにかものをいおうとでもしてい

︑飲み物やくすりを︑少年の手からでな

︑うれしそうな色を顔にうかべながら︑

んしっかりした目を少年の上にすえて︑

十一7912
十一803
十一804

十一805
十一806
十一809

十一807
十一813
十一818

十﹁816
十一8110

︑じっと病人の方をみつめたあとで︑い

︒少年は︑まだ声をだすことができませ

どはかれがさけびを発しました︒﹁︿略﹀

十一8111
十一821

十一8210

十一831

ら︑﹃チチロをやりました︒﹄って

いて︑じっと少年をみつめました︒する

は︑そのとき︑目を開いて︑じっと少年

︑また︑病入の方をながめました︒病人

返って︑病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂

＞︒﹂父親は︑少年を自分の方へひっぱり

で︑家族のようすを話そうとしましたが

こと三ことことばをはさんで︑家族のよ

十一835国肉

十一842

十一842

十一848

十一847
十一8411
十一8412
十一8412

ませたり︑ふとんをなおしたり︑手をさ

をなおしたり︑手をさすったり︑やさし

よっとのまも︑目を病人からはなしませ

いよいよよくせわをして︑ちょっとのま

はしげしげと少年をみつめながら︑とき

して︑なにかものをいいたげにしました

きむりにくちびるを動かして︑なにかも

ばについて︑病人をみまもっていました
︑看護婦と看護人をつれてはいってきま

︒少年は病人の手をにぎりました︒病人

した︒病人は︑目を開いて少年をじっと
︑目を開いて少年をじっとみて︑そうし

た︒﹁ぼくの手をにぎった︒﹂と︑少

そうして︑また目を閉じました︒そのと
︑筆入が自分の手をにぎりしめたような

が︑やがてからだをまっすぐに立てまし

︒神さまがきみをまもってくださるだ

護婦が十字かぞうをかべからはずしまし

なすみれの花たばを︑ベッドの上のコッ
︒そうして︑それを少年に渡しながらい

りません︒これを病院の記念に持って

一方の手で花たばを取りながら︑一方の

ら︑一方の手で目をふきました︒﹁︿略﹀

十一8510園︑あんなにぼくをみています︒どうか ＋﹁9210 vといって︑名をなんと呼ぼうかと思

十一856園

＋一一410園の男が︑﹁大洋を西へ西へと航海して

りじっと少年の方をみていました︒父親 十一一48 コロンブスの成功を祝しますと︑ひとり

︑ぼく︑遠い道を歩いていくんですか

れていたことなどを

十一一53 らいました︒これをきいたコロンブスは

親は︑じっと少年をみつめていましたが

ンブスがアメリカを発見して帰ったとき

十一931小さな着物の包みを小わきにかかえまし

十一一54 の上のゆでたまごをとり︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十二43

た︑病人に飲み物を飲ませたり︑ふとん

てまた︑病人の方をみました︒﹁︿略﹀︒﹂

十一922ういって︑すみれをベッドの上にちらし

するようにと病人をはげましました︒た

十一8512

て︑おかあさんを安心させてあげよう

の人におくすりを飲ませてあげるので

うしに︑じっと耳をかたむけているよう
︑ふるえながら氣をもんで︑心を休める

十一8612

チチロはまた看護をはじめました︒その

十一882

十一861

ら氣をもんで︑心を休めるような希望と

十一871一
すにぐったりと身を落して︑すすりなき

十一875園

︑いつでもぼくをみています︒ぼく︑

囹

囹

園

いわんばかりに頭をふりました︒少年は
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き︑少年は︑勇氣をふるいおこしてたず

1111543853321212111087631118765543118632
． ．、一．．．．一． ．．． ． ． 一 ． ．
園囹
園
とや︑父親の帰りを待ちこがれていたこ

88

3
89

8
90

3

園

〉。

それからそれへ

88

3
88
88
88
88
88

9
12111110

3

5

89
89
89

9

8
89

89
89

1210
90

89
90

10

1
3

91
91
91
91
91
91

6

121110

了5
了5
75
了5
了5
了6
76
76
了6
76
76
76
了6
了了
了了
了7
77
了7
了了
了了
了了
了7
了8
78
了8
了8
了8
了9
79

了9

79

了9

943
を一を

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二55囹 みにこのたまごをテーブルの上に立て

十三ー21
てきて︑その書物を手にとりました︒そ

にかすばらしい力をもっているものだと

やくをすえ︑がかを立てて写生をはじめ

たすみに三きゃくをすえ︑がかを立てて

そうして︑ページをはぎとって︑たべて

十島ー23

十ニー33

十ニー33

十ニー24

十二58 ためにこんなことをいいだしたのかと思
十二510 ンとたまごのはしをテーブルにうちつけ

十二66 たので︑近くの家をたずねて雨具をかり
十二66 家をたずねて雨具をかりることにしまし

十ニー46

十蓋置37

︑いよいよ下がきをかきはじめた︒しか

ていたが︑根もとをかこうと決心した︒

夏じゅう美しい花をつけていたが︑あら

がかを立てて写生をはじめた︒そこには

十二71囹 おります︒雨具をかりたいのですが︒
十ニー47

夏のころ︑草とりをしてつみ重ねておい

しいりっぱな実をたくさんつけるよう

つとさきのことをおっしゃったりする

るので︑人の心を動かすのだって︑あ

︑一心にけいこをして︑じょうずにな

ごだ︒高い理想をめざして︑いっしょ

家内じゅうが歓声をあげているといって

していますが︑母をはじめ︑うちの人た

けんめいけいこをすることだ︒﹂文雄

て︑近所の荒れ地を三十アールばかりか

ういうときのことを考えて︑近所の荒れ

んは平氣でそこらをはいまわっています

って︑そのまわりをぐるぐると歩きます

ちはじめには︑物を持たせると立つこと

︑毎朝おべんとうをこしらえて持たせて

︒﹁︿略﹀︒﹂たもとをひいてやると︑民ち

いって︑その包みをとりあげると︑よち

おべんとうの包みをこしらえて︑﹁︿略﹀

れかがいったことを思いだしました︒そ

なります︒かた足をなげだして︑おしり

なると︑すぐに手をついて︑いざり歩き

きます︒ちゃぶ台をだして︑食事の用意
︑食事の用意などをしていると︑とりつ

つれていって︑用をたさせるようにしま

す︒わたしは時間をはかっては︑そとさ

で︑おしめカバーをさせたままほってお

民ちゃんの子もりをひき受けます︒姉が

わたしも早くそれを覚えたいと思います

かるへんなことばをいっています︒わた

は︑ぽつぽつものをいいかけていますが

のです︒民ちゃんをなんとかして早く歩

わたしは民ちゃんをひと目みたとき︑天

さつまいもや野菜を作ったりしていたの

22

十一﹇134

十二72 した︒少女はなにを思ったのか︑ふと庭
十ニー48

382987321097765432112971098646531185
知覧園園巴瓦
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十二69 ＞︒﹂こういつて戸をたたきますと︑おく

十二73 なやまぶきの一枝をおってきて︑それを
十ニー411園

が︑そのくちた草をとりのけようとする

略﹀︒﹂ひとりごとをいいながら文雄が︑

かった︒﹁これをとりかたづけてやろ

十二75 灌は︑その花の枝を手にはしましたが︑
十ニー412

十ニー412

十二73 おってきて︑それをしずかにさしだしま

十二712 歌に︑少女の思いをたくしたものであり

おろぎが一びき頭をだしていた︒そうし

十二76 とやまぶきの花とをみくらべるばかりで
十ニー52

うして︑文雄が手をのばすと︑すばやく

た︒だいたいの形をしっかりとっかんで

れをとりのけるのをやめて︑．また下がき

＞︒﹂文雄は︑それをとりのけるのをやめ

十ニー511

十ニー510

十王ー59

十王ー53

十二83 のころでした︒家をはなれて勉強にでか
十二87 のとき︑母ははたを織っていましたが︑

十二88 したが︑孟子の顔をみると︑つと立って
十二89 にあった小がたなをとりあげました︒孟
十二811 り続けていたぬのを︑小がたなでたち切

葉︑そんなところをはっきりつかまえた
十ニー64

ユ1ブから絵のぐをだして︑色をぬりは

て︑しきりに木炭を動かしていた︒下が
十一一165

十ニー63

十二911 すばらしい身なりをした老人が︑道路を

雷門ー66

十二97囹 ちょうど︑織物をちゅうとでたち切る
十ニー01 した老人が︑道路をうろうろとみまわし

いつも美しい実をならせることができ

ら︑はじめて実をつけた二三年は︑青

年とすんだことをかえりみて︑百年は

ただってその実をそんなに美しくなさ

たの鳴く声に耳をかたむけて︑たいへ

だって︑ふと羽を動かしてみたら︑ピ

O はじめ短い羽を動かしてピッピッと

かけて︑またふでをとってかきはじめた

のぐをだして︑色をぬりはじめた︒これ

十ニー02 さがしては︑それをひろってポケットに

十一﹇174

てきて︑﹁なにをひろっているのです

十ニー04 した︒そのようすをみていたじゅんさが
十ニー06園

十重ー09 がらポケットに手をいれましたが︑とり
︑老人は廣場の方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂

十ニー012園 ︑﹁こんなものをひろって︑どうする
十ニー12

十ニー13園 いる子どもたちをごらんなさい︒くつ
十ニー19 トンが南アフリカを探けんしていたとき

十ニー13囹んなさい︒くつをはいている子どもは

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁絵をかくことも︑いっし

ほら︑そこで絵をかいている文雄さん
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2了

2了

2了

2了

1了
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2了

28
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ンが木かげで書物を読んでいました︒そ

十項ー111 でいました︒それをみた土人のひとりが

182121063411
園園園芸囹園囹園園
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十一一1110

十十十十十十十十十

を一を
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︑わたしのげたをひっかけて︑正男の

て︑正男のあとを追っかけて道までで

いっそんなことを覚えたんでしょう︒

とすると︑かぶりをふって︑﹁︿略﹀︒﹂と

くなった民ちゃんをだいてやろうとする

このごろ白いいぬをかうようになりまし

ゃんは︑そのことをいうのでしょう︒﹁︿

︵一︶私の一生を通じて︑わすれるこ

はなんとなくものを待つ氣持で︑じっと

いかずらのしげみをもれて︑みあげる私

日光は︑げんかんをおおったすいかずら

しい葉や︑花の上を︑私の指はまったく

指はまったくわれをわすれてなでていま

ろきとふしぎが私を待っているのか︑す

近づいてくる足音を感じましたので︑そ

思いこんで︑両手をさしだしました︒だ

た︒だれかがそれをとらえました︒そう
私の心の目をあらゆるものに向け

もなによりも︑私を愛するためにきてく

生

ったあくる朝︑私をおへやに呼んで︑一

んで︑一つの人形をくださいました︒私

ろくなって︑それをまねようとしました

人形﹂という文字をつづられました︒私

きで人形という字をつづってみせました

もちろん︑ことばをつかっていることや

人まねのように指を動かすだけでした︒

たくさんのことばをつづることを覚え︑

とばをつづることを覚え︑﹁すわる﹂﹁立

同じ名であることを私にわからせようと

にもたらした喜びを思い返していたとき

とばがあったことを思いだします︒でき

たくさんのことばを覚えました︒全部覚

心と悲しみとに胸をさされました︒私は

ひろいあげ︑それをつぎあわせようとし

走りよってかけらをひろいあげ︑それを

わした人形のことを思いだして︑いろり

しい目で︑すべてをみるようになったか

ゆるものが︑生命をもって動いているよ

光と希望と喜びとを與えることになった

が︑私のたましいを目ざめさせ︑光と希

のの名であることを知りました︒この生

自分のかた手の上を流れているふしぎな

あるふしぎなものを感じました︒このと

わすれていたものを思いだすような︑め

まで︑全身の注意を先生の指の動きにそ

で︑先生は私の手をといの口の下へやり
︑﹁水﹂という字を書いてくださいまし

した︒だれかが水をくみあげていました

かれて︑庭の小道をおりていきました︒

りは︑いどの小屋をおおっているすいか

て︑先生がぼうしを持ってきてくださっ

かれたという満足を覚えたばかりでした

なっているようすを感じましたが︑ただ

は︑先生がかけらをいろりのかたすみに

けた人形のかけらを足さきに感じながら

して︑新しい人形を手にとって︑ゆかに

うとうかんしゃくをおこして︑新しい人

名まえであることをわからせようとなさ

るものであることを︑はっきり教えるた

321210965421210987643111エ18411211109876311
ほど幸福な子どもを発見することは︑む
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40

40

40

40

41

41

41

41

41

41

42

42

42

44

しい日を待つことを知りました︒

︵二︶

たるべき新しい日を待つことを知りまし

生がい﹂の一せつを︑日本語になおした

わからないケラーをしつけていくのには

き︑きくはたらきを失いました︒みるこ

っ暗なさびしい心を明かるくすることに

とば﹂というものをわからせることによ

サリバン先生に手をひかれ︑ふたりがひ

︑進んで︑手と手をにぎりあい︑そのに

うになって︑勉強をはじめたのです︒手
︒手のひらに文字を書くことから︑進ん

が命がけでせわをすれば︑ケラーさん

よって﹁ことば﹂をとりかわすようにな

のりながら︑ 一生をケラーのためにささ

・ケラーは︑大学をりっぱな成績で卒業

バン先生のケラーを思う愛情とが︑一つ

人形しばいをみたことがあるかね

︑人形がしばいをするんですか︒﹂﹁︿

一

ま︑

んな大きなものを︑どうして動かすん

る︒人形はものをいわないが︑そのか

りで一つの人形を動かすんだ︒からだ

あわせてしばいをするんだ︒﹂﹁︿略﹀︒

ときには︑したをだしたり鼻がてんぐ

ある︒これに光をあてて影絵にしてみ

わざわざ絵のぐをつかって時間をかけ

不便だけで物事を考えないところに︑

傳説や︑歴史やを美しく舞台にあらわ

︒命のない人形を思うままに動かして

︑心にあることを︑なにか美しいもの

あわせてしばいをするわけだ︒﹂﹁︿略

有名だね︒牛皮を切りぬいて︑美しい

らだ全体と右手を受け持つ人︑左手だ

44

44
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4了

4了

4了
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名まえのあることを知ったのは︑先生が
︑私が新しい人形を持って遊んでいます
ほかの大きな人形を私のひざの上におい
﹁人形﹂という字をつづりながら︑二つ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

をつかって時間をかけて絵をかくより

氣でやれる︒空をとんだり︑すがたを

んだり︑すがたを消したり︒それに︑

不平やわがままをいわないからね︒﹂﹁

人形の作りかたを教えてあげよう︒お

︒ ω古はがきを横にまいて︑ひとさ

指のふとさのつつを作り︑のりでとめる

める︒︵
勿古新聞を二まいとも八つに切

のうち一まいだけを正方形にする︒ほか

形の一まいにのりをつけてつつにかぶせ
︑もんだ紙にのりをつけないで︑上から

った古新聞にのりをつけてとめ︒⑥鼻

める︒︵
の日本紙を細長く切って︑一ま

一まいによくのりをつけてはりかためる

ら︑絵のぐで︑顔をかいたり頭の毛をぬ

3手の作

をかいたり頭の毛をぬる︒

︒Dいたぎれを︑はばニセンチ︑長
く

︵

て︑まん中にあなをあける︒く
幻あなの
勿あなの両わきを切りこんで︑手さき

りこんで︑手さきをまるめ︑指の線をほ

をまるめ︑指の線をほる︒4着物の

た︒ ω古ぎれを︑はば二十ニセンチ

の形に切る︒これを二まい作る︒②二

図の点線のところをぬう︒③顔は︑着

かさにいれて︑首を着物にぬいつける︒

は︑手さきのほうをいれて︑穴に糸を通

をいれて︑穴に糸を通してぬいつける︒

ける︒︵
5顔と手をつけた着物を裏返す
と手をつけた着物を裏返すとできあがる

︒

2
三

人形だけを舞台へだして︑つか

すときは人形の顔を前後に動かす︒

つくえやいすを重ねて︑つかう人の
六

のかくれるところを作り︑まくでかくす

1

たぎれで︑木や家を作っておく︒

さんからきいた話を思いだして︑書きの

ことである︒謬説を驚く全國で調べてみ
み

て︑ひなたぼっこをしながら︑まえの海

次にいくつかの例をあげてみよう︒

ら︑まえの海で顔をあらうのを害しみに

は︑みそ五郎が畑をうったときのくわの

海で顔をあらうのを樂しみにしていた︒

われては︑田や畑を荒らすので︑村の人
って︑一つの難題をもちだした︒それは

に百だんの石だんをきずきあげることで

ずつ︑おにに人間をくわせてやるという
た︒おには︑これを承知して︑ある夜︑
︑ある夜︑石だんをきずきだした︒なに

おどろいてすがたを消してしまった︒お
た︒おには約そくをまもって︑そののち
ののちはもう田畑を荒らすようなことは
者は︑先祖のことを鼻にかけて︑わがま
かけて︑わがままをしはじめた︒ある年
なん千アールの田をきょう一日で植えて
ので︑おとめの数をまして︑田植え歌勇
からこのありさまをながめて︑得意にな
日のまるのおおぎをあげて︑しずみかけ
︑しずみかけた日をさしまねくと︑さす
の家具のでることを知った︒それからと
はちろう

いて︑かりた家具をかりっぱなしにして
八郎が山でしごとをしていると︑のどが

木こりがいた︒名を八郎といった︒ある

62

かわいてきた︒水を飲もうと思って小川

え︑廣くのびて枝をやしない︑それから

いろいろお手傳いをしてあげたい︒下男

の子どもや︑のりをとりにでるりょうし

蕉は︑くもった空をあおぎながら︑雪が

たえましたが︑雪をみるのが樂しみでし

がら︑はい句の話をきくのでした︒先生

ないと︑近所へ木をひろいにいったりし

あげたり︑ごはんをたいたりしました︒

ちに︑いどから水をくみあげたり︑ごは

その近所に別に家をかりて住むことにし

勉強することに心をきめました︒猛士は

そうして︑はい句を勉強することに心を

たが︑芭蕉のことをきいてから︑その弟

くりっぱに世の中をわたることができな

も勉強してみがきをかけていないと︑じ

きのある人は︑はをもったのこぎりにに

大きなさしわたしをもっている︒はたら

ぎりは︑廣いはばをもっている︒こびき

さなやわらかい物を切るのこぎりのはは

こぎりは︑あつみをもっている︒大きな
︒大きなかたい物を切るのこぎりのはは

は︑いつもやすりをかけて右と左によじ

って︑葉を育て花をさかせる︒根はみえ

からみあって︑葉を育て花をさかせる︒

びていく根のさきをさえぎるものはなに
︑深くのびてみきをささえ︑廣くのびて

が︑地をうがち岩をおしわけ︑深く廣く

らかなものが︑地をうがち岩をおしわけ

そこでまた川の水を飲んだ︒いくら飲ん
︒母にそのからだをみせるにはしのびな

る︒八郎はその魚をとってやいてたべた
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一 ひとさし指を首の中にいれ︑おや
︑おや指となか指を︑そでの中︑いたの

8729101064287121211542111091110996411086211
62

4了
4了
48
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
51

51

時間をかけて絵をかくより︑点訳のほ
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降ったら︑なにをして遊ぶの︒﹂﹁︿略

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂話をしているうちに︑パ

﹀︒﹂﹁雪だるまを作るの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十一一731園
十二732囹
十一一734

十一一738 たちは︑小さな手をしゃくしにして︑受

十二746 したが︑国乱が水をたくさんくんでおい
十二751 さわがしく︑雨戸をゆさぶったり︑大川
十一一754 の中に︑芭蕉は心をすませ︑雪の句を考
十一一755 をすませ︑雪の句を考えました︒トント
す︒芭蕉はすぐ戸をあけました︒﹁︿略﹀

十一一756 ︑トントンと入口をたたく者があります
十一一759

十一一761翌晩だ︒まあ︑火をたきつけておくれ︒
た︒

きみ火をたけよきものみせん

十一一767 おぼんの上に︑雪をまるめてこしらえた
十一一7611岩垣

十一一773 が︑いよいよ試合をする日のことでした

ヶ國のテニス選手をなぎたおした清水選

の清水選手の試合を見物しようと︑方々

れ︑デビスカップを︑日本では︑はじめ

々が︑そのコートを目がけて集まりまし

れるようなはく手をふたりに送りました

ルが︑ネットの上を右に左にと︑ゆきき

た︒一つのボールを中心にして︑両選手

りました︒かたずをのんで試合をみてい

たずをのんで試合をみているうちに︑早

きなチルデン選手を追いつめるものすご

光のようなボールをうちだしました︒早

いよいよ手にあせをにぎりました︒とこ
デン選手はかた足をふみすべらせてしま
なりました︒相手を一きょにうちのめす

︑相手の人に満足を與えることができな

じない︒自分が話をするときには︑その

くあうように︑氣をつけて話さなければ

とうに感謝の心持をこめていうときと︑

それは自分の生活を軽はくにし︑相手の

習慣としてことばをつかえば︑ことばの

こと︑もみじの枝をとってきたこと

あったこと︑りすをみつけて追いかけた

カサカサと落ち葉をふんでいったこと︑

たこと︑弟やいぬをつれていったこと︑

︑さまざまな子持をこめているにちがい

でも︑ただ口まねをして︑おうむのよう
︑こういう短い文を書いた︒太郎はこの

くにし︑相手の人をいやしめることにも

5

には︑いっそう氣をつけなくてはならな

じょうに通じる力をもっている︒そこに

人がこれと同じ文を書いたとしても︑そ

93

5

水選手は︑ボールをやわらかくして︑し
︑両選手はしのぎをけずって戦いました

93

6

まれて︑赤とんぼをとりにでかけたが︑

のいまごろのことをふと思いだす︒弟に

い︑すすきの野原を心にえがき︑自分も

てとんでいる景色を思い︑すすきの野原

郎は︑秋の青い空を赤とんぼがむれてと

る︒ところがこれを読んだ人々の心には

かわいい赤とんぼを︑心の中にえがきだ

んぼ﹂という文字をとおして︑すいすい

ることになる︒心を練るほど︑ことばが

すことはつまり心を練ることになる︒心

ことができる︒文をなおすことはつまり

ときには︑よく手をいれることもできる

いせつである︒文を書くときには︑よく

く考えて︑ことばを選び︑ひとりがって

前後の続きぐあいをよく考えて︑ことば
93

8

十一一775 て︑きょうの戦いを物語っています︒ス

りました︒ネットをはさんで︑両選手は
しのようなはく手をおしみませんでした

手はかたいあく手をかわしました︒心お

十二874園 ︶ 父が︑﹁水を持っておいで︒﹂と
で植え木の手入れをしている父にこうい
いくだろう︒手紙を書こうとして︑すず

か︑じょうろに水をいっぱいいれて持つ
して︑すずりばこをあけた父にこういわ

89

121211
93

8

十二777 ︑私はユニホームをつけて︑練習のため

たちは︑日本語を知っているの︒﹂﹁︿
合には︑どちらをおうえんするの︒キ

たら︑水さしに水をいれて持っていくだ
︒ふろ場の中で湯をかきまわしている父

がかわる︒﹁水を持っておいで︒﹂と

たら︑手おけに水をいっぱいくんで持つ
いうことばのわけをよくききわけて︑そ
いことになる︒話をきくときには︑相手

にかなわないことをすれば︑たいへんお
いっていることばをよくききわけ︑のみ
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89
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十二778 しばかり手ならしをしてから︑休けい場
十一一781 じょうずにえい語をつかって頼みました

十二779 二の兄弟にサインを頼まれました︒その
十二782 の持っていたペンをかりて︑サインをし

十二782をかりて︑サインをしてやりました︒少
十二793園

十二784 少年たちは︑これをみて︑うれしそうに
十一﹇7912園

十二809 ということばに力をいれて答えました︒

十二8011園ぜ︑そんなことをきくのか︒﹂という
十二811 た︒日本という國をみたこともなく︑ま

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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1
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9

十二811 なく︑また日本語をすこしも話せないこ
十二812 ために︑勝つことをいのってくれている
十二813 てくれていることを知って︑胸がいっぽ
十二8110 いる二少年のことを思っては︑ふるいた
十二8112 ︑あのときのことをわすれることができ
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95

ぼが自分のまわりをとんでいた︒﹁︿略﹀

てきたときのことを思いだす︒だれも話

99

いのびのびした顔をごらんなさい︒これ

いろいろなすがたをあらわしています︒

が︑もちろん︑水をくんだり運んだりす

す︒これは︑食物をいれるためのもので

づかからでたものをならべてみましょう

え

れをみても︑平和を愛した古代の人たち
︑いぬや︑鳥などをこしらえたものがあ
と

さい︒大きなげたをはいた女の人が︑お

和影絵の中ほどをごらんなさい︒大き

女の人が︑おともをふたりつれています

るは︑うさぎの耳をくわえて︑得意の足

ります︒くだものをならべたやお屋らし

て︑得意の足かけをしました︒うさぎは

が︑うしろから手をふり足をふって︑お

ふって︑おうえんをはじめました︒土ひ

ろから手をふり足をふって︑おうえんを

って︑ほとけさまをおまもりします︒右

まえた両足︑どこをみても︑力があふれ
うんけい

す︒右の仁王さまをほったのは運慶だと

76555544115115115115115114114114113113113112112112111111110110110110110110109108

う︒
ま室
ち町
︑いろいろな表情をあらわしまむす

げろうのたいまつをたいて︑おしよせて

しい船出のほぬのを︑高くかかげる季節

新しい勇氣や空想をもって︑春は︑また

くと︑するどい角をのぞかせた︒長くか

って︑まるで︑息をこらしてしずかにし
︑おたがいにひじをつつきあって︑こと

やきのこずえの方を︒そのこずえの︑細

りません︒ことばを生かすということは

主義ということばをほんとうに生かして

たどってきた日本を︑これからどうもり

れで︑日本の面影を写した写眞帳が終り
︒このような歩みをたどってきた日本を

す︒平和な國日本を作るために︑また︑
︑また︑文化圏家をきずくために︒こん

日本で東京横浜間を走ったものでありま
︑いろいろなことを相談します︒平和な

よこはま

せん︒新しい学問をきり開いていくとき

りました︒この本を日本語になおすのに

いりで説明した本を︑いまから百八十年

という人体のことを絵いりで説明した本

三人がひとつに心をあわせた美しさは︑

をかく人と︑それを木にほりつける人と

絵は︑版画で︑絵をかく人と︑それを木

中に︑銀や貝が光をはなっているのは︑

をまいて︑もようをあらわしたものです
︑なまりや貝などをはめこんだものもあ

に︑金や銀のこなをまいて︑もようをあ

いうのは︑うるしをぬったうえに︑金や

本はこのような心をとりいれて︑どんど

お話ですが︑これをキリスト教の宣教師

510121182736533287693165110911109982611
理のように︑白雲をかたにまとった小山

1212121111111111111010101010999999999988888887

たにまとった小山をめぐって︑聞えてく

かしれない︒知識を廣め︑学問を研究し

の中にどれほど害をなしているかしれな

に理由のないことを信ずる迷信は︑今日

つたことは︑知識をもととして考えなけ

因と結果との関係を調べきわめている︒

いことを信ずるのを︑迷信という︒一つ

理にあわないことを信ずるのを︑迷信と

をもち︑同じ運命をたどるとは︑考えら

人がみな同じ性質をもち︑同じ運命をた

る︒漢字で名まえを書かぬ國の人々など

は︑幸福なくらしをし︑ある人は︑たい

の人の性質や運命をきめたりしている︒

い︑名まえの字画を数えて︑運がよいと

る︒むかしは︑星を見て世の中がみだれ
︒たとえば︑移轄をするのに︑方角がよ

はみのらないことを︑知るようなもので

をして︑その実験を重ね︑かふんがめし

つくようなくふうをして︑その実験を重

さらに進んだ研究をする土台にするので

間に行われる法則を知って︑ととのった

て︑きまった法則を知る︒いいかえれば

のことがらの関係を明らかにして︑きま

材料として︑考えをおし進め︑種々のこ

すでに知ったことを材料として︑考えを

また︑種々の器械をつかって観察したり
︒そうして︑これをいくどもくり返して

深い︑正しい知識を得るには︑考えたり

の深く進んだものを科学的知識という︒

いくために︑知識をますことは︑たいせ

て︑自分のつとめをはたしていくために

れたり︑自分で本を読んだり︑考えたり

4321210221110965411987542211109886545

ぼはとらずに︑花を手にいっぱいつんで

それちがったことを心の中に思いうかべ

でしょうか︒これをみて︑どんなことを

みて︑どんなことを感じるでしょう︒

つた貝つかのことを思いだしてください

み︑あかにしなどをたくさんだべていた
おおもり

ぐろ︑かつおなどをたべました︒このよ

きよう

99

京の大森の貝つかを発見してからのこと

101
105
105
105
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106
106
106
106
10了
108

らんなさい︒これをみても︑平和を愛し

102
105

102

102

102

99

よう︒その写眞帳をひろげてみると︑あ

95

95
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98

98
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9了

9了

9了

96

95

つんで帰ったことを思う︒秋子は︑おと
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を研究して︑迷信をまったくとり去って

知識を平め︑学問を研究して︑迷信をま
が︑だんだんそれを発見しました︒火星

は︑太陽のまわりを︑大きく輪をえがい

わりを︑大きく輪をえがいて︑まわって
︑地球もまるい形をしたもので︑火星な

に︑太陽のまわりをまわっている星の一

これをわく星といいますが

てきました︒これを最初にいいだしたの

ういう星

いうな発見や発明をしました︒自分で干

のだ︑ということを発見しました︒その

た︒自分で望遠鏡を組みたてて︑それで

てて︑それで天体を観察し︑数学でこま

くのだということを︑明らかにしました

輔といって︑自益をしながら︑だえん形

ん形のきまった輪をえがいて︑一年に一

回︑太陽のまわりをまわります︒これで

んたちは︑天動説を信じていましたので

たので︑ガリレオを呼びだし︑その説を

呼びだし︑その説を人に教えてはならな
っていられず︑本を書いて︑地動説を強

18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

は︑だまって研究を続けていましたが︑

を書いて︑地動説を強くとなえました︒
︒ガリレオは︑年をとってもいたし︑め

ていたので︑やむを得ず自分の説はあや

く害のため︑考えをかえてしまったのか

て︑死ぬまで眞理を求めていたのです︒

しいおとぎばなしを︑世界の子どもたち
のよくできる二州をとられました︒もと
もっともよい土地を失いました︒ですか
いかにして︑商運をもとどおりにするか
の愛受益たちの心をくだいた︑もっとも

つくったり︑みぞをほったりするときに

をかけたり︑道路をつくったり︑みぞを

は︑戦いの間︑橋をかけたり︑道路をつ

るぎで失ったものを︑すきでとり返そう

その顔にほほえみをたたえて︑つるぎで

に國運回復の計画をたて︑その顔にほほ

おしという大事業をなしとげて︑さかえ
︒このとき︑希望をいだいてたちあがっ

十三238

十三238

十三236

十三234園

十三233園

十三232園

十三2212

十三2210

十三228園

生長をうながす力をもっているが︑それ

は︑大もみの生長をうながす力をもって

いダルガスの意見を︑実際にためしてみ

︑大もみは土地をひとりじめして︑生

なって︑小もみを切りはらってしまつ

きっと︑小もみをいつまでも︑大もみ

いて︑大きな発見をしました︒わかいダ

ルガスは︑父の質を受けて︑植物の研究

るといった材木を︑さあ早くもらいた

であります︒これをこえた土地とするの

学者であり︑理想を実現する誠意にみち

ようとする大計画をたてました︒ダルが

れ地と戦い︑これを豊かな土地にしょう

十三263

十三263

十三262

十三252

十三238

えた國民は︑希望をとり返し︑誠実な研

北海岸特有の砂丘を︑海岸近くでくいと

十三251ふき送る砂ぼこりをふせぎ︑さらに︑北

十三242

りの野とし︑祖國を生き返らせ︑ついに

によって︑あれ地をみどりの野とし︑祖

が︑そのよい感化を受けました︒しげっ

っているが︑それをこえると︑かえって

った土地の大部分をしめるユートランド

ります︒このゆめを実現するために︑ダ

ったのです︒これを生かすのは︑みぞを

十三281

十三268

はない︒そのへんを走ったり︑地面にご

もちやや絵本などを持って遊ぶわけでは

た土べいの日かげを選び︑風の通り場で

十三264 のような平和國家をうち建てました︒
生かすのは︑みぞをほって水をそそぎ︑
︑みぞをほって水をそそぎ︑平野の雑草

十三283

十三282

ことについて研究を重ねました︒そこで

のは︑あれ地に木を植えることです︒ダ

十三284

十三283

んこのようなものをこしらえたり︑遠く

をおろして︑あなをほったり︑土でおだ

たり︑地面にこしをおろして︑あなをほ

うなもの音に︑耳をかたむけたりしてい

十三284

十三2810

十三2810 んめん器や︑道具を入れた赤いはこを︑

十三285
﹂と︑熱心に研究を続けました︒そうし

れ地から建築用材を求めるダルガスの熱

ありました︒これをノルウェー産のもみ

十三29一

十三2812

十三2812

ときどき︑毛ぬきを鉄ぼうでいきおいよ

た手には︑鉄ぼうをにぎっていて︑とき

十三2811 ぬきのようなものを持ち︑かた手には︑

ユーン﹂と︑あとをひくようなひびきが
ルプス産の小もみを植えたので︑かれる

ると︑そこで生長をとめました︒アルプ

を入れた赤いはこを︑てんびんぼうでか
ルプス産の小もみを移植してみたらどう

むずかしい問題を︑かならず解決して
十三215五

はや︑この強い木をやしなうにたる地力

十三2712 うして︑日だまりを平しみ︑夏は夏で︑

家も︑高い転べいを立てめぐらしている

じゃがいもか牧草を植えることにありま

そぎ︑平野の雑草をかりとり︑じゃがい

めに︑土地は︑年を追ってやせおとろえ

るばかりで手入れをおこたったために︑

國土の地質や地味を研究しましたが︑こ
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29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

どもが︑もう︑頭をつるつるにそられて

十三344
うな氣持で︑れんをながめている︒それ

絵は︑子どもの心をひきつけてやまない

十三455

十三452

十三451

十三4411

をしているようすを︑見せなくてはなり

四人とそれぞれ話をしているようすを︑

十三369

十三368

十三362

十三3511

いかける︒大通りを︑ぶたがぞろぞろと

どもたちは︑それをつかもうとして追い

がおのずから和音をふくみ︑それこそ天

十三3512

︒三郎が︑ぼうしをかぶったままとびこ

十三4710

十三475

十三464

十三455

短日

る︒はるかな谷川を聞いているその耳も

にひっそりと︑客をむかえた赤いへや︒

りが︑ちょうの羽をひいて行く︒ああ︑

十三4510

十三457

るが︑とぶと︑風を受けてそのふえが鳴 十三457

れは︑はとにふえをむすびつけてとばす

十三486

三郎くんのことばをいい︑そうして︑三

あいてのいうことを聞いて︑それから三

よって︑﹁⁝⁝﹂を時間的に短くしたり

いあいてのことばを考えて︑それによっ

は︑四人の人と話をしているわけです︒

十三351
てきて︑ホートンをにぎわわせる︒これ

どりに︑正月選分を味わう︒早春になる

十三377

あさん︑配給物を取りに行ったんじゃ

んで曾て︑受話器をとる︒三郎﹁もしも

十三395

十三3811

﹂三郎は︑受話器をかけ︑電話口から︑

い︒︵つくえの方をちらちら見る︒︶今

その間に︑ぼうしをぬぎ︑指先でくるく

十三506

十三504

十三503

十三501

來たまえ︒子うしをつかまえに行って來

︒ちょっと落ち葉をかきのけるだけだ︒

れしいハ・ハ・ヒを︑合唱しましょう︒

氣でゆかいに︑手をつなぎましょう︒う

くるみのごちそうをならべると︑その木

とが︑かわいい口をまるくして︑ハ・ハ

がわに︑ふんどうをつるしておく︒重い
︑かわいらしい音をたてる︒どらにも︑

るがさまざまな藝をする︒三國志とか︑

十三3911

十三507

かれぎくをたいている︒とやへ

むかしものがたりをやるつもりなのだが

よって︑ひきだしをあける︒眞ちゃんが

十三511

十三3510

十三359

な道具を入れた荷をかついでいる︒前の

十三377

︑はずむような音をたてる︒どこからと

上に︑小さなどらをぶらさげ︑その両が

十三382園

ださい︒︵受話器を持ったまま︑待って

て來て︑糸屋さんをとりまく︒黄色や︑
︑いろいろな道具を入れた荷をかついで

で︑きゅうにどらをおさえるので︑﹁ジ

しくて︑大きな音をたててやって軋るの
十三3810

十三499

もないべつのことを演じたりする︒それ

十三401

こしていった手紙を︑とりだして読む︒

しの日々が︑自然をしたう心で︑一日一

さんごくし

︒見物人にせなかを向けないように︑顔

うに聞える︒これを聞きつけて︑子ども

るまわしは︑さるをつかったり︑せりふ

十三402

話口に行き︑電話をかける︒三郎﹁もし

︵電話のかかるのを待っている︒その間 十三527

↓まいの絵はがきをいただきました︒絵

牧場の泉を︑そうじに行って來

かったり︑せりふをいったり︑はやしを

十三403

十三532

わいいあかちゃんをだいていて︑その右

牧場

いったり︑はやしをいれたりしなければ

十三407

十三406園ちゃん⁝⁝眞二を呼んでいただきたい 十三518 たしの心は︑にじを見るとおどる︒おさ

十三535

しんじ

ころ︑遠いところを通るその声を聞くの

がしい︒鳴りものをつかわないで︑呼び

十三542國

つたさっきの手紙をくり返して読む︒︶

︒ぼくの学用品を︑ぼくひとりでつか

十三546

ました︒その氣持を︑だれかに話してみ

︑この絵も︑本物をごらんになっている

に︑お礼の手紙を書こうね⁝⁝うん︑

十三5410

十三428園

十三5411

わかいころ︑世界をまわって來た人です

護る︒三郎手紙を読みながら︑﹁生き

く︒︶また︑手紙を読みながら︑舞台の

十三549
十三431

なら︒﹂︵受話器をおく︒︶また︑手紙

い︒大きな水おけをのせた一輪車が︑﹁
︑かん高いひびきをたてる︒だから︑正

十三432
十三433

﹁子どもしばい﹂をするための注意

げて︑そのことばを味わうように︑︶生

って︑一まいの絵をひきだしからだして

ただいた絵はがきをだして見せますと︑

ぼくは︑絵はがきをそのすりものとくら

十三553

十三559

十三556

︑しょさいで︑本を読んでいらっしゃい

音がすずしい氣持をおこさせ︑冬の日に

十三441

か︒︵顔をあげて︑そのことば
っ暗なので︑はなをつままれてもわから

し
に︑かげ絵の舞台をこしらえて︑そこで

した

十三432

十三4211

十三422囹だって⁝⁝なにを⁝⁝それきみにくれ 十三543 ﹂ぼくは︑その絵を見ると︑そのあかち

十三407

どの日曜︑きみをお客さんにして︑ハ

ころを通るその声を聞くのは︑ゆめの中

十三荊10囹

十三416園

親しいものは︑水を運ぶ︼輪車の音であ

287643215

むざむとした氣持をおこさせる︒夜のホ

一けん一けん︑水を運んで行かなければ

ています︒これを見て︑どう思います

十三324囹さあ︑きんぎょをお買いなさい︒大き

31
32

糸屋が來る︒荷車をひきながら︑ゆつく
︑ブリキのつづみを鳴らしてやって宣る

211199875431811211101087543
略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒アイス

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十
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33

33

33

33
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十三569囹 から絵のけいこをして︑たいへんじょ
十三572囹 に出て︑へき画をかいたり︑美しいし
十三572囹 いしょう像などを︑たくさんかいた︒

十三573囹︑マドンナの像をかくことが得意だっ
十三576 ういいながら︑目を細くして︑ありあり
十三577 ありありとその絵を目の前に見るような
ナのかわったのを見せてあげよう︒﹂

十三577 見るようなようすをなさいました︒﹁︿略
十三5810囹

十三594 マリアがキリストをだいて立っていると
十三602 ＞︒﹂ぼくは︑それを聞きながら︑目をあ
ている一まいの絵を見ました︒﹁︿略﹀︒﹂

十三603 を聞きながら︑目をあげて︑かべにかか
十三606

ての心のとうとさをみつけたのです︒そ

って︑私たちの心をうつのです︒なぜで

つた特別なひびきをもって︑私たちの心

十三614園さで︑せんぽいをしのいで大家になり
十三614園り︑自由にふでをふるって︑りっぱな
十三615園 ︑りっぱな作品をたくさんのこしたの
十三616園よ︒こんなことを考えて︑きみも勉強
十三617園て︑きみも勉強を続けるんだね︒きっ
十三619園 ︑この絵はがきを送ってくださったん

十四44
十四45
十四49

＋四410しい人々の苦しみを︑ 自分もともに苦し

十四52 たしかに︑ 私たちを心のそこから動かし
十四52 私たち自身の生活を思わずふり返らせな
十四57 ︑人の世の苦しみをいろいろとなめてい
十四511れは︑かれが︑父を失った直後︑文学上

十四61 れます︒老いた母を思う子の眞情は︑遠
十四62 の眞情は︑遠く海をこえて︑私たちの胸
十四65国とちょっとお話をしょうと思います︒
十四66團 す︒私は短い旅をしたあとで︑七時に
十四67團 かあさんのことを考えないではいられ
十四71労 どもたちのことをお考えになってくだ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
1313131212121111111111111010101010999999998888877
んかなしい思いをしなければなりませ

おかあさんが力をおとしておしまいに

からおかあさんを愛しているからだと

ちの生活のことをお考えになって︑こ

てしごとのことをお考えになるのです

︒けれども︑力をだしてしごとのこと

した︒つらいのをがまんして生きてい
︒なにも︑勇氣をだしてわすれてしま

さんのおことばを思いだすことにしま

うさんのお写眞を︑私は︑いつも自分

心からの思い出をまもることにしまし

十四161団

十四1510団

十四152團

十四152團

十四1410書法

十四1311團

十四1310團

十四137團

十四137團

十四135團

十四135国

あるということをお考えになって︑力

十四1411国肉

十四147團

えになって︑力をとりなおしてくださ

りおかあさんを幸福にしておあげし

っしょに一月をくらせるのだ︑自分

思うすべての心をかたむけて︑さよう

れます︒あなたを思うすべての心をか

ております︒夜をどうしてすごしてお

かあさんのことを思っております︒夜

かあさんのことを思っていると︒ラン

い︒あなたが私を思ってくださるとき

︑このまこころを書いてお送りして︑

らたびたび手紙をあげることにしまし

︑あなたのことを思うとき︑﹁︿略﹀︒﹂

いま︑この手紙を書いているつくえの

かあさんのことを思っています︒あな

かりしたかくごをおきめになり︑自分

めに︑おからだをおいためになるなん

十四166国

十四165国
十四175團

めになり︑自分を愛してくれる子ども
ろいろいいことを教えてくれました︒

十四182

十四177国うはこれでお話をやめます︒が︑近い

どの時間になにをしていらっしゃるか
しないとか︑光をずっとやわらかくす

かあさんのことを思っているのです︒

間ごとにお手紙をさしあげましょう︒

十四1810

十四187

ことについて話をしよう︒﹂とおっし

十四1912 つた︒みんなの話をお聞きになって︑﹁︿

十四201園
んなさい︒調子をととのえるには︑ど

十四216きになる文字に目をそそいだ︒先生は︑

十四206まじっていることをくわしく話してくだ

十四203なは急いでそうじをすませた︒ みんなが
えるには︑どうをあちらこちらにまわ

れは︑直屋と交通をして︑日本になかっ
＋四2410

十四243略﹀︒﹂先生のお話を聞いているうちに︑

十四274 ︑先生にそのことをおたずねすると︑先

よに小さなかさを送りました︒たぶん
す︒かさは︑光をへいきんさせ︑もっ

十四2711
洋からきたことばをできるだけたくさん

十四275囹とえば︑﹃漢語をつかう︒﹄などとい

れは︑國語辞典をひいてみると︑だい
十四282囹
十四285園
あるから︑それを調べると︑なおいっ

この式のランプをつかっているという

つたとき︑それをのせるためなのです

らコーヒーこしをとったとき︑それを

こまでコーヒーを入れていいのか︑お

わけなくかわりをお見つけになれるで

油でも︑どちらをおつかいになっても
︒が︑きはつ油をおつかいになったほ

コーヒー入れとを送らせました︒この

学校で︑そうじをしているとき︑高山
たなか
すると︑窓ガラスをふいていた田中さん
のむら
﹂といった︒これを聞いていた野村さん

たかやま

は︑つかいかたを書いた小さな書きつ

どもたちのことを思って︑安らかに生

團国團国益團国国国正雀團国女国益国團罫書團團團團国團團黒馬團團要
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︑どうか天上の星を見あげてください︒

めわたす大きな目をもってください︒そ

十四4812

十四4811

かの婦人たちが力をおとさないように︑

︒助け船のくるのを待つ間︑ほかの婦人

十四3110 のを見る目︑ものを考える力が大きくな

十四3110 あなたがたのものを見る目︑ものを考え

十四312 体を見わたすことをわすれていたのは︑

十四312 考えて︑世界全体を見わたすことをわす

十四305 ︑大きなものに心をくばることがたりな

十四419園

十四413園

十四412囹

十四399

十四397

十四396園

十四383

はれ︒﹂みんな空をあおぐ︒美しい音樂

せ︒﹂みんな﹁胸をはれ︒﹂みんな空を

﹁みんな︑両手をのばせ︒﹂みんな﹁胸

二の人﹁この光を全身にあびよう︒﹂

︒この美しい朝をむかえよう︒﹂二の

はるか遠くの方を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂

のびのびと深呼吸をする︒一の人﹁なん

十四503

十四502

十四4912

十四4910

十四498

十四495

十四494圃

十四493圏

おしいことに︑歌を歌ったおじょうさん

ケンナも︑その歌を歌っていたおじよう

り︑その美しい声を手がかりにして︒そ

のボートが︑やみをぬって助けにきてく

らい︑この歌の心を生かした人は少ない

うさんは︑この歌を知っていたかどうか

︑くちびるに歌をもて︒﹂このおじよ

十四376

十四321 ︑あなたがたに星を見るようにすすめま
十四4110園

心に太陽をもて︑あらしがふこ

十四504

十四379

十四322．囹 ︑中には︑﹁星を見たってなにになる
十四4111

もて

十四507

十四287 にか大きな面しみをもったような氣持に

十四325 う︒けれども︑星をこまかく観察したこ
十四423囲

︒くちびるに歌をもて︑ほがらかな調

うが︑心に太陽をもて︒そうすりゃ︑

十四297 あまり星に親しみをもっていなかったよ

ように︑寒さに氣を失って︑まるたから

十四3212 のわく星が︑太陽を中心として翁飴して
十四427圃

︑あなたがたに力をあたえてくれるにち

十四331 回翻していることを知っています︒この
十四432圃

ためにもことばをもて︑なやみ︑苦し

︑くちびるに歌をもて︒そうすりゃ︑

ぶりにごちそうをたべて︑たいへんゆ
十四514園
という話しあいをやってみたら︑おも
十四516囹
十四518のは︑根のしるしをつけた老人でした︒
十四534園ずに自分のことを主張なさいましたね

十四373 活にもつらい思いをしていますが︑そん

十四371 ︑ついにラジウムを発見したのです︒み

十四371 その感動から研究を進めて︑ついにラジ

十四3611 とばにふかい感動を受けたということで

十四369 に︑先生から︑星をつかめといわれ︑そ

十四366 た︒さまざまな術を発達させました︒聞

十四488

十四485

十四469

十四468

十四463

十四458

十四456

です︒頭から大波をかぶっても︑平氣で

していました︒歌を歌っているのは︑そ

って︑立ちおよぎをしていました︒歌を

︒かれは︑歌の声をたよりに︑その方に

と歌のありがたさを味わったことはあり

までにどれだけ歌を聞いたかしれません

で︑大ぜいの來客を前にして︑客間で歌

せんでした︒助けを求めてなきさけぶ声

︑いったい︑なにをしているのだろう︒

れて︑黒い波の間をおよいでいました︒

十四5611園のこの足を︑手を︒こんなに大きなき

十四5611園い︑私のこの足を︑手を︒こんなに大

十四563園あてたり︑空船をお吸いになって︑養

十四551園て︑水と養分とを吸いとって︑夜も手
十四563囹指さんが︑それを日の光にあてたり︑

＋四5412囹︒そこへ細い根をのばして︑水と養分

おじょうさんの歌をたよりに︑マッケン

ほんとうにこの歌を歌った人というべき

す︒﹁心に太陽をもて︑くちびるに歌

て︑まるたから手をはなさないように︑

十四332 ︒この一むれの星を︑ふつう太陽系とよ

十四436圏

れるのか︑それを︑こう話してやるの

十四3710

十四4812

十四337 というのは︑地球をとりまいている天の

十四441翻

︒くちびるに歌をもて︑勇氣を失うな

＋四5310圓︑せっせと養分をこしらえて︑送って

十四491

十四355 間が︑引力の法則を発見したり︑うちゆ

十四444圏

歌をもて︑勇氣を失うな︒心に太陽を

人﹂の見ている方を遠く見つめる︒﹁︿略

十四356 うちゅうの大きさを計算したりするでは

十四445團

うな︒心に太陽をもて︑そうすりゃ︑

十四2910 ために︑天上の花を見ようとはしなかっ

十四356 りませんか︒これを思えば︑人間の力と

十四446圃

に︑こうして霊湯をつけていたのです︒

十四359 い︑あの天上の星を︒まあ︑なんという

十四447圃

十四492

十四3511 じいっと大空の星をながめていると︑は

十四455

十四374 はいけません︒心を大きくもってくださ

十四4810

十四488

五の人﹁深呼吸をしよう︒﹂みんな氣

十四365 中からふかい思想を読みとりました︒さ

十四363 ない詩です︒教えを説かない教えです︒

十四541囹のかぼちゃの花を見ています︒あれは
十四541囹 ︑私たちの養分をこしらえる力をかま
十四542園をこしらえる力をかまわずに︑あなた
十四542園が︑かってに花をさかせたからですよ
十四547囹んは養分のことをおっしゃいましたが

十四375 ださい︒世界全体を︑人類全体を︑そう

十四4811っても︑平氣で歌を続けていました︒助 ＋四5612囹
うけんめいそれをなおして︑あなたが

十四375 全体を︑人類全体を︑そうして︑うちゆ
十四375 て︑うちゅう全体をながめわたす大きな

十四577園んかってなことをいっていましたね︒
＋四5712園︑私が熱と光とをゆたかに送ってやつ

十四5911園
わって︑かふんをなかだちしてあげな

十四581園は︑養分のことをいっていらっしゃい
十四582囹ましたが︑それを養分につくるのは︑
十四583囹 ︒そういうことを考えてみたことがあ
十四591園が助かったことを考えてごらんなさい
十四609 葉も︑
つるも︑首をひねって考えていま

十四612園その人間がせわをしてくれなかったら
十四617園いちばんいい種を︑來年もわすれずに
十四625うですが︑ よく氣をつけて見ていると︑
十四628 でも︑ 自然の現象を観察し︑研究するこ
十四633 です︒ この茶わんをえんがわの日なたへ
十四634持ちだして︑ 日光を湯げにあて︑向こう
十四6411んからあがる湯げをよく見ると︑ 湯が熱

十四654けです︒湯の温度を計る寒暖計があるな
十四673うときに︑よく氣をつけて見ていてこら
十四678早さで回益するのを見ることがあるでし
十四696 つの例に︑らい雨をあげてみたのです︒
十四697んどは︑湯のほうを見ることにしましょ
＋四6910りませんが︑それを日なたへ持ちだして
十四6911して︑じかに日光をあて︑茶わんのそこ
十四6911て︑茶わんのそこをよく見てごらんなさ

十四704は︑夜︑電燈の光をあてて見ると︑もつ
十四716 ︑ビーカーのそこをアルコールランプで
十四718くずなどの動くのを見ていても︑いくら
十四719かし︑茶わんの湯を︑ふたをしないでお
十四719わんの湯を︑ふたをしないでおいたばあ
十四726ます︒これに日光をあてると︑熱いとこ
十四728て︑茶わんのそこを照らします︒そのた
十四7211ているかべや屋根をすかして見ると︑ち

十四734氣流のむらが︑光をおり曲げるためなの

字の小さな木ぎれをはさんで︑チョンチ

じめ︑うらのほうをかるく四つに割って

やっているところを見ると︑はじめ︑う

た︒そののち︑氣をつけて︑おけ屋さん

めにまん中になたをいれても︑きっと︑

とおりでした︒竹を割るとき︑もとのほ

ら割るがいい︑竹を割るときには︑うら
︒私はすぐにこれをためしてみましたが

なことわざは︑木を割るときには︑もと

﹂ということわざを教えてくれました︒

木を割ったり︑竹を割ったりして︑なに

︵一︶私が︑木を割ったり︑竹を割っ

茶わんの湯の表面を︑日光にすかして見
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対に︑もとのほうを上にして︑上からは

1

でした︒そのことを友だちに話すと︑﹁︿

て︑上からはものをうちこむと︑まつす

雪の映画を二つ見た︒一つは﹁
戦っているようすを︑映画にしたもので

の映画

ぬかにくぎ︒ぼろを着ても心はにしき︒

たので︑そのことをほかの人々に傳える
︒一事が万事︒牛を追う︒うり二つ︒お

だれが︑そのことを発見したのでしょう

という簡軍なことを︑知っているのとい

4

3

7
10

1
3．8
8
2

だすところ︑それをうれしそうに見てい

5

的に︑じゅんじょをおって︑とりあつか

7

てきた雪の一ひらを受けとって︑それを

ようがちがうわけを︑映画的手法によっ

ってくることなどを写している︒また︑

がつたけっしょうをしていること︑その

ことにきれいな形をしていること︑しか

なく︑雪の一ひらをとらえて映画にした

うのは︑雪の景色を写したものではなく

8

10

1
2
3
5
1210
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受けとって︑それをくわしく観察してみ

一首

ために︑急いで道を横ぎったときに︑そ

が來たので︑それをさけるために︑急い

たときは︑上ぐつを足にひっかけていた

い屋根うらのへやを出たときは︑上ぐつ

りの女の子は︑町をあちらこちら歩きな

るのは︑ものごとをあたたかくながめた

の作文でも︑それをとりあつかう人によ

する︒こんな場面を︑映画独特の手法に

なでてみたり︑耳を地べたに近づけて︑

がんで土のにおいをかいだり︑てのひら

心の中で考えごとをしていて︑思わず方

た足あとが︑廣野を横ぎる一すじの道と
︒その一すじの道をながめると︑ 一直線

人も︑同じ足あとをたよりに通って行く

となった廣い野原を︑第一の人が歩いて
︒その人の足あとをしるべに︑第二の人

のすごいありさまを映画化することは︑
︑雪の野原の表情をあつかっても︑おも

うじょうさせ︑人をたおし︑こごえ死に

が︑道を消し︑木をおり︑汽車を立ちお
︑木をおり︑汽車を立ちおうじょうさせ

た雪のむれが︑道を消し︑木をおり︑汽

あげて︑一首の歌をよむのも︑同じ心の

ごくささいな感情をひろいあげて︑

見いだして︑それをたんねんに写生する
︑一びきのこん虫をながねんかかって調

中で︑一本の草花を見いだして︑それを

をとらえて︑それをいろいろな角度から

から︑一ひらの雪をとらえて︑それをい

のほうの映画に心をひかれた︒ふんだん

たか︑どんな天空を旅して降ってきたか

101077510754372111975111099944332111110212

て︑こごえて︑身をひきずって歩いてい

子は︑まだマッチをすこしも責ってはい

小さな顔のまわりを︑花かんむりのよう
ともった家々の前を︑そろそろとかなし
︒女の子は︑丁々をとおして︑ちらちら

いしそうなにおいをかいだ︒天皇﹀︒﹂ひ

やくともしびの光を見た︒おいしそうな
ので︑そんなことを思った︒ただひと目
の光とごちそうとを見るだけでも︑満足
なにか︑それで火をともしてみたかった
ちょっとした︑身をかくす場所を見つけ
︑身をかくす場所を見つけた︒そうして
そのあわれな︑

︑青くなった両足をそろえて︑ぼろぼろ

︒女の子は︑両足を

十五137図圃らす上野の森を見つつあれば家ゆる

十五131軽焼の月影詠み森をなすすぎのこぬれの

十五121図圃 ス戸のとのもを見ればよきつくよな

十四9811ようにかがやくのを見た︒たしかにそれ

十四985ちかと女の子の上を照らし︑いく百もの
十四987 ッチ起りのむすめを見てわらいかけた︒
十四987 ︑人形の方へ両手をさしのべた︒と︑そ

十五144図圃満ちたる 目をあけてつくづく見れ

嘉しそうなようすをしていた︒﹁︿略﹀︒﹂

と︑女の子は︑声をあげた︒そうして︑

中にあったマッチをみんな一時につけた
あさんは︑女の子をうでにかかえて︑ふ
ふしぎなまぼろしを知らないのだ︒人々

た小さななきがらを見つけたとき︑﹁︿略

十四鯉8 をむかえているかを知らないのだ︒ も

はまの子ら火をたく青き月夜となり

うえの

まつ白に雪をいただく山々がなら

山電車がわれわれを運んでいってくれま
︑この子どもたちをせわする︑ひとりの

る深い深い谷の上を︑登山電車がわれわ

氷河が無言の流れをきざんでいる深い深

ているけいしゃ面を︑ あるいは︑氷河が

ると︑

十五126図魍の外のつくよをながむれどランプの

十四992るい星が落ちるのを見た︒その星が落ち
十四993が落ちるとき︑空を横ぎって長い光のお
十四993ぎって長い光のおをひいた︒﹁︿略﹀︒﹂と
行ったおばあさんを見た︒おばあさんは

もう一本のマッチを︑そばのたばの中か
＋四9910

十四柵1
十四㎜2
十四欄3
十四柵5
十四㎜7
十四棚6
十四齪3
十四皿6

しんせつなようすをしていた︒けれども

でいた︒その両手をあたためるために︑

十四繊7 樂園の中で︑元日をむかえているかを知

ッチの小さなたばを一つ持っていた︒ぼ

本のマッチで︑火をともすことができた

その行く末を見ざりけり︒空に

子は一本のマッチをとりだした︒かべに

だいだいは実をたれ時計はカチカチ
家を出て手をひかれたる

みかん

みんてきき

家を出て手をひかれたるまつりか

ようなら

のの大きな耳をむけぬ

めく牛馬朝日を織るあきつ

さく

かわずだ

こうと手ぶくろをぬぐ山ふかく

十五93図韻

十五92圃手をつないだ中を日ぐれのうまが通る

十五92中花こどもら手をつないだ中を日ぐれ

十五83圏くら人が人が子を歩かせて

十五82圏

十五76図魍

十五72図閣

十五64図幽

十五64優勢

十五46図魍

ッチ巡りのむすめを喜びむかえるように

十五62圏

えつくしたマッチを持って︑つめたく︑

さな︑つめたい足を︑かがやくほのおの

こすりつけて︑火をつけた︒まあ︑なん

もう一本のマッチをとってかべでこすっ

さなつめたい両手をさしのべた︒その小

の子は︑中のへやをすっかり見とおすこ
うにまつ白なぬのをかけ︑ぴかぴか光る
とあたたかいいきをたてて︑テーブルの

ぴかぴか光るさらをならべたテーブルが
のやいた鳥は︑肉を切るナイフとホーク

十五94年間のかさから耳をだして

まんじゅし
ナイフとホークとをせなかに立てたまま

わか草
の木の赤きめをふくかきの上に小さ

十五102圏る山の家にうしをつないだ木
十五108図魍

おりて︑ゆかの上をよたよた歩いて︑そ

4
8

9
9

のつばさのっけねをつかみ︑左手を長く

をしめつけ︑上体をぴったりと鳥のせに

て︑両足で鳥の腹をしめつけ︑上体をぴ

ました︒いまそれをとめなければ︑もう

がひとりの女の子をつかんで舞いおりて

て︑そこへひつじをつれておりて來てい

しげっている場所を見つけて︑そこへひ

て︑両足で鳥の腹をしめつけるようにし

があわててあたりをかけまわる︒見ると

︿略﹀︒﹂という声をたてて︑みんな草の

たてて︑空中に風をまき起して︑みんな

サアッという羽音をたてて︑空中に風を

ルもあるような羽をひろげた大きな一わ

てその音の方へ顔を向けて見ると︑三吟

いるひつじのむれを追いでもするように

まで落ちていくのを︑おもしろそうに見

れがコトコトと音をたてて下の方まで落

ながら︑がけの上をそろそろと歩いてい
︒男の子は︑小石を見つけては深い谷の

上に︑まつ白な服をつけた少女の立って
︑めずらしい草花をつみながら︑がけの
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9
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4
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第三革めのマッチをすった︒ほのおが明
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ように︑その上帯をかたくにぎったので

ねをつかみ︑左手を長くのぼして︑鳥が

つつけば︑惹けがをするか︑殺される心

うはげしく鳥の腹をしめつけました︒す
が︑安全な着陸地を上からさがしている
ときどき大きな声をだして人々を呼んだ
な声をだして人々を呼んだり︑とくに下
の冷たい空芝の中を︑アルプスの深い谷

の方にいる女の子を元氣づけるために﹁
プスの深い谷の中を︑大わしは︑少年を
︑大わしは︑少年をせにのせ︑少女を下
をせにのせ︑少女を下にさげて︑ずんず
サアッという羽音をさせたかと思うと︑

たのか︑その重荷をふり落すように︑あ
き地のあるところを目がけておりて行き

︸げきで少年の頭をくだこうと︑向かっ

わした少年は︑身をかわすと同時に︑右

す︒少年が女の子を後にかばうようにし

して︑少年の周囲をおおい包むいきおい

りたて︑大きな風をまき起すようにして

と︑こんどは両落をあおりたて︑大きな

ども︑ひらりと身をかわした少年は︑身

たけだけしい相手を待ちかまえていまし

し︑左手で女の子をかばい︑昔の物語に

年は︑右手に短刀をふりかざし︑左手で

かんでいた女の子をはなして︑あおむけ
︑すばやく女の子を自分のせなかにかく

つきつき通し︑鳥を後へひつくり返すよ

うちに︑鳥のせ骨をさけて一つきつき通

がそのあき地へ身をおろすかおろさない

にさしていた短刀をぬいて︑鳥がそのあ

けたままで︑右手をはなして︑手早く︑

3
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さって︑岩角へ身をよせかけたとき︑ち

表わすのには︑線を横に引いて︑﹁・﹂

した﹂という考えを表わすのには︑線を

を表わすのに︑線を横に一本引いたり︑

いう形のないものを表わすのに︑線を横

はじめ︑事物の形をうつしたものから発

ともに︑事物の形を絵にうつすことも行
︑もとは事物の形を表わした絵文字から

ものなどでしるしをつけてしめすことも

貝や︑じゅずだまを結びつけることも行

で大昔には︑なわを結んで︑その結びか
︑いろいろな考えを表わした︒また︑木

特別の表わしかたをしなければならない

りや︑手まねなどを用いる︒けれども︑
︒けれども︑それをその場にいない人や

ちは︑自分の考えを表わすのに︑ことば

この勇ましい少年をほめたたえているよ

分のすくい主へ手をさしだしていました

に︑くるくる舞いをして︑下の方へ︑寸

た大わしは︑空中をころぶように︑くる

って目の前のてきを相手にしているもの

です︒ようやく道を見つけて︑この鳥と

たひつじかいたちを頼んで︑大急ぎでお

少年は苦しい戦いを続けていました︒そ

その中で︑女の子を後にかばいながら︑

よっとでもゆだんをすれば︑それにふき
︑ちょっとでも氣をゆるめると︑鳥のく

に︑鳥はさけび声をたてて︑苦しまぎれ

がけて︑全身の力をこめて投げつけまし

たこのあくまの胸をめがけて︑全身の力

た右手で︑その石を取るが早いか︑目の

は︑すばやく短刀を持ちかえた右手で︑

99775125329865431031010744112109811121110

41

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
41 40 40 40 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 3了 37 37 37 37 3了 3了 3了 3了 3了 3了 3了 36

に引いて︑﹁・﹂をその線のうえにおい

十六字のローマ字を利用して︑発音のち

うに︑その大もとをたずねれば︑エジプ

して︑かなに漢字をてきとうにまぜるの

までは漢字の長所をいかして︑かなに片

で︑日本のことばを︑たやすくしかも自

うに︑漢字の全体をくずしたものから作

うに漢字の一部分をとったのではなく︑

なは漢字の一部分をとって作ったもので

かなや︑ひらがなを作りだすようになつ

漢字から︑日本語を表わすのに便利なか

から傳わった漢字をつかっているうちに

﹂などの読みかたをちょっと考えてみた

ばによる読みかたを訓という︒それで︑

た漢字の読みかたを﹁音﹂といい︑日本

本では一つの漢字をふたとおりに読んで

味にあった日本語をあてて読むこともし

を﹁やま﹂︑﹁海﹂を﹁うみ﹂などとっか

が︑一方︑﹁山﹂を﹁やま﹂︑﹁海﹂を﹁

たがった読みかたをしたが︑一方︑﹁山﹂

を﹁サン﹂︑﹁海﹂を﹁カイ﹂というよう

日本では︑﹁山﹂を﹁サン﹂︑﹁海﹂を﹁

・ハン﹂という音をしめしたりした︒漢

側に︑﹁支・反﹂をおいて︑﹁シ・ハン﹂

に関係のあることを表わし︑字の右側に

字の左側に﹁木﹂を書いて︑﹁えだ・い

が作られ︑﹁木﹂を二つならべて﹁林﹂

でに作られた文字を組みあわせて表わす
︑﹁日﹂と﹁月﹂をあわせて﹁明﹂が作

え﹂とかいう考えを表わすことにした︒

あるが︑それに線を加えて︑﹁もと﹂と

木は︑もともと形をうつしてできたもの

814419864321065422111212109986653329

できる︒ローマ字をつかうと︑字数が少
も四種類もの文字をつかっている國があ
十五5010

十五507

ていろいろの研究を進め︑日本の歴史を

十五5012

十五509園

進め︑日本の歴史を書いたり︑辞書を作

このしごとに熱情をこめた︒そのときか

この赤絵の技術を続けよう︒﹂と決心

かしなもよおしをしていたものだ︒そ
十五5511園

は︑西洋の文化をとり入れることがさ
＋五5510園

との三種類の文字をつかっており︑その
か︒日本のことばをもっとも正しく︑も

十五511

十五502園 さい︒この焼物をやめれば︑日本から 十五555 のむずかしいことをにおわせた︒そうし
十五505園か︑私のことばを今右衛門さんに傳え 十五559囹ころの日本の話をさせてもらおう︒私
十五559園おう︒私が日本をおとずれたころは︑

たちは︑この問題をもっとよく考えてみ
ぎんざ
まぶしい日の光をさけながら︑銀座通

十五511

を書いたり︑辞書を作ったり︑日本人の

る︒﹁︿略﹀︒﹂これを耳にした今右衛門は

てあるさらやはちを︑しげしげとのぞき

ながら︑銀座通りをアメリカの一しょう

十五511

つかない答えかたをした︒﹁いや︑これ

十五5110

十五517

十五515

主人は︑新しい茶をハギンスにすすめな

十二巻という大作を著わした︒また︑名

本人について話をしてあげよう︒そう
＋五5610囹

十五561園江山のいただきをきわめたのは︑アメ
十五564圓つた私は︑小手をかざして足の下にひ
するが
十五565園駿河湾の海岸線をながめ︑その角度を
十五565囹がめ︑その角度を目算して紙上計算し

スト大学の助手をつとめていたころ︑
＋五5612園

てすっかりようすを変えてしまったので

まいの赤絵のはちを手にとって︑かれは

えた日本語で︑町をひとりで散歩してい
そうに赤絵のはちをながめながら︑その

十五535

めらったのち︑意を決して大きなドアを

な博物館に自動車を乗りつけ︑守衛にみ

のにする焼物とかを作らせていたが︑そ

ら︑その話のさきをうながした︒店の主

十五537

十五531一

しないうちに先手をうって︑かたわらに

しょうかい状に目をそそいで︑﹁︿略﹀︒﹂

十五589図つともきょうみを有し︑化学︑生理︑

のこと︑せい書をギリシア語で読みた
＋五5712園

が︑有田に赤絵町を作って住み︑この赤

そのほかに︑色絵をつける赤絵屋もあっ

十五545

ひとりでこの焼物を作ることは︑むずか

がわかれてしごとをしていたため︑ひと
ぐれた赤絵の技術をどうかして残したい

十五549

1新島裏という名を耳にした私は︑とび
十五5811

︑鉱物︑地質等をこのんで勉学す︒﹂
＋五5810図

ひとり
ド博士は︑遠い昔を思い出して︑

して︑失敗に失敗を重ねていった︒職人

︒私がこの博物館をたずねたおもな用事

わらにあったいすをすすめるのであった

十五585

ぎんや材料のお金をはらうために︑家の

十五5411

十五5410

vと︑ありし昔を語ろうとした︒する
ていた︒あいさつを終って︑用事をきり

十五596係を物語る私の顔を︑あなのあくほど見

十五596みじかにその関係を物語る私の顔を︑あ

十五593

けようとする博士をさえぎって︑﹁︿略＞
＋五5812

つを終って︑用事をきりだすと︑話に聞

そのためのてはずを早くからすすめられ

として自分の論文を出版してもらうこと

ために︑家の道具を責らなければならな

十五5412

思いどおりのものを作ることのできる日
このような美術品を買い求めるようなも

十五552
十五552

とうきよう

外國人がこれに目をとめて買うことがあ

十五552

はこね

があるということを聞いて︑作品を東京
とうきよう

とを聞いて︑作品を東京や箱根へ費りだ

＞。

ストになにごとかをいいながらうたせて

十五537 決して大きなドアをコツコツとノックし 十五581園のかわり日本語を教えてくれと︑その
︑その申し出でを承知して︑私はすぐ
十五5310 わに大きなデスクをすえ︑そばにいるタ 十五582園
にいじまゆずる
十五584圓こそ︑のちに名をなした新島嚢だよ︒

十五5111 ︑なん十年目月日をへだてて︑いま︑ま 十五571囹で二間続きの室をつかっていた︒とこ
十五525 く書きあげた論文を持って︑その出版の 十五572園來て︑きみは室を二つももっているよ
つに日本の青年をとまらせて︑そのせ
十五529 いなしょうかい状をくださったうえ︑い 十五573園
せて︑そのせわをしてはくれまいかと
十五5210 ︑いろいろではずをしておいたから︑ぜ 十五573園
ぶからぼうの話をもちだした︒ものず
十五5211 館長ホランド博士をたずねるようにとお 十五574園
十五575囹教授の申し出でをさっそく承知して︑
十五532 ナイヤガラのたきをながめ︑ボストン︑
十五533 ントンと無事に旅を進めて︑カーネギー 十五576囹見る東洋の青年をひきとったが︑室は
十五578園にチョークで線をひき︑向こうは日本

﹂と︑自分のことをうちあけた︒祖父た

5
鉄ぼうのうちかたを教えるためにやって

1010
國から新しい方法を学んで︑つぎつぎと

だい

︒そのころ日本をたずねた外人の中で
ていろいろな焼物を集めた︒また︑日本 ＋五5512園

れは︑かるくドアをおしあけながら︑﹁︿

5
8
8
10
3
と近代的工業の道をたどっていくように

ぎんざ

3

11
3
6
7
9
11
4
3
4
9
2
3
6
7
8
121211
4
6
1111エ0
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じさんと︑日がさをさしかけながらつい

おいながら︑あせをふきふき歩かれた新

十五697 くえの上に︑くつをみがかせた満ぼう時

十五696 じさんが日夜ふでをとっていられたとい

十五696 さんのことばに目をうつすと︑おじさん

十五695囹

十五604 じさんが︑やまいを札幌のこう外に養っ

十五603 走らせた︒同志社をわが子のように︑だ

十五602 一路自たくへと車を走らせた︒同志社を

十五601 車に︑ためらう私をおしこみ︑一路自た

十五662

十五661

十五6511

るごとにその人形をかざって︑ありし日

入りの大きな写眞を二まい︑満ぼうへと

︑くじょうの手紙を京都へ送ったりした

十五712園

十五712園

十五711囹

うがいすにこしをかけて︑ペンをにぎ

すよ︒そのペンをにぎってごらん︒お

十五704 あえぬなみだに目をくもらせたおばさん

十五702

をかけて︑ペンをにぎっている︒この

十五6912 こうしておじさんを見あげているのに︑

さつぽろ

十五669

どうししや

十五606 札幌農学校の教師をしながら︑恩師クラ

十五665ざつて︑ありし日をしのぶことをわすれ

十五664

し日をしのぶことをわすれなかった満ぼ

十五713囹︺る︒このすがたをおじさんがごらんに

︒﹁つくえの上をごらん︒﹂おばさん

十五654

︑朝早くからそれをガラガラとひきまわ

みごとなおもちゃを私に送ってくださっ

十五607 いる札幌独立教会をつかさどっていた私

私の父は︑同志社を守り育てるために︑

十五714 て︑おばさんは声をくもらせた︒それか

どうししや

十五607 た私の父とは︑心をゆるした間がらのこ
十五665

ために︑北海の地をすてて︑京都にすま

十五653
十五659

十五699 のおじさんは︑私を京都までもつれて來

十五6010 生まれて父母の愛を一身に集めていた身
きょうと
十五613 略﹀︒﹂といって私をかわいがった︒京都
十五668

て︑京都にすまいを移すことになった︒

十五5912 ているタイピストをしり目に︑げんかん

十五6510

︑家の人のねむりをさまたげてしかたが

十五615 きそえてあったのを見ても︑その愛され
十五669

十五668

十五619
︑﹁︿略﹀︒﹂と︑私をうながした︒いそい

になった︒十の春をむかえた私は︑母や

十五715囹

うしておじさんを喜ばせましょうね︒

十五627

十五626園 また︑おくの手をだしたよ︑よわった

十五623

十五677

十五675

十五675

十五674

十五671

そのなつかしい顔をあおいだ私の目から

んで︑しっかと私をだきしめた︒ああ︑

がだんをおりるのを待ちかまえていた老

いたが︑私がだんをおりるのを待ちかま

スに得意の銀てきをふいたが︑私がだん

かえりにその門前を通っても︑新島家の

十五7210

十五729

十五727

十五722

十五721

博士は︑客間に私をみちびき︑自分は書

けになった︒ドアをおして︑つかつかと

つた︒しずかに頭をさげた︒ピッツバi

つき︒はか石に水をそそぎながら︑﹁︿略

という五つの文字をきざんだそのおくつ

かっかいしゆう

は︑昔のように私をひざにのせた︒町の

十五629 える私のくりごとを耳にしたおばさんは

十五678

十五7211
もりで︑私はかねをカーンとたたいた︒

十五736

十五732

﹂といって︑日記をくりひろげ︑つくえ

が︑やがてすがたをあらわした博士の手

きりにさがしものをしておられたが︑や

ピッツバーグの町を走り出た自動車は︑

十五7112 ＞︒﹂といって︑私をひきよせた︒勝海舟

十五6210．たおばさんは︑腹をかかえてわらいだし

はなたれた新島家をおとずれた︒おどる

十五731

や多くの弟妹たちをあとに残し︑ひとり

十五718

ら︑私は無言で頭をぴょこんとさげた︒

さんが外出の用意をととのえて︑﹁︿略﹀

十五616 らいかたであるかを知らなかった私は︑
十五621

十五6610

十五635 んと着ていた上着をかなぐりすてて︑か

十五6711

ずれた︒おどる胸をおさえながらたどり

くれあがってだだをこねだした︒﹁︿略﹀

十五622 る大小二つのくつをちらと見た私は︑た

十五637 た手に小さなくつを持ち︑かた手に導き

十五6711

アがあいて︑半身をだした老婦人が︑﹁︿

おばさんに助け船を求められた︒﹁︿略﹀

十五638 手に大きなブラシをつかんで︑力のかぎ

十五684

わずとびこんだ私をだきしめた︒なつか
十五688

主なき書さいへ私をみちびいた︒﹁︿略﹀

ら︑しゃにむに私をおく深くひき入れた

さんは目になみだをためながら︑しゃに

十五739

十五737

十五736

の家族たちは暑さをどこかにさけて︑家

をつくったあたりを︑声高らかに読みあ

をひいて﹁國境﹂をつくったあたりを︑

げ︑つくえに白線をひいて﹁國境﹂をつ

力のかぎりみがきをかけた︒﹁︿略﹀︒﹂だ 十五683

十五641 ＞︒﹂だされたくつを見て︑にこにことわ

十五686

十五644 ばさんはそのあとを追って出て來られた

十五6811

十五689

十五6310

十五641 らった私は︑それを足先につっかけるな

十五736

十五647園 ぼくのステッキを持っておくれ︒﹂お

十五645 て來られたが︑門を出て十メートルとは

十五691

顔をあげてへき面を見あげると︑おじさ

されるままに︑顔をあげてへき面を見あ

十五741

十五7312

十五7311

かたについて熱意をこめて語られた︒1

しらとしてその名を知られていた老博士

り︑しずかに食事をしたが︑平和主義の

やですよ︒あれをごらん︒﹂と指ささ

十五691

十五6812園

十五6411 た︒そうして︑足をばたばたさせながら

十五648 がんで︑自分のせをたたきながら︑﹁︿略

十五653 しい夏の日に︑私をせにおいながら︑あ

を一を
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＋五8012るようになることをいのります︒

十五8712

十五8710園

十五8710囹

らないときに物をたべる幸福﹄で︑ふ

いないときに物を飲む幸福﹄と︑﹃腹

ア

十五746 によって兄が特権を與えられねばならな

十五812は︑人のうえに人をつくらず︑人のした

十五889 なわらい﹂が︑腹をかかえながらおじぎ

福沢

十五8810

十五889

ひとりの﹁幸福﹂を指さして︑チルチル

かえながらおじぎをする︒チルチル︑す

うしながらおじぎをする︒︶これは﹃な

十五812ず︑人のしたに人をつくらず︒

ふくざわ

十五748 はすべて同じ教育をほどこし︑同じ機会

十五824ふしぎなくだものを︑水がめや︑ひつく

十五751

十五826とさわいだり︑歌を歌ったり︑ぶつかっ

と︑テーブルをたたいて立ちあがっ

十五748 どこし︑同じ機会を與えて︑社会に巣だ
十五752 フィッシュナイフをにぎった右手を響き

十五8811園

ないで︑せなかをむけているのはだれ

手の前の方に︑光をとりまいてかたまっ
十五8211

十五893

十五828珠だの︑宝石だのを︑頭にいっぱいつけ

十五894園

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力をこめてさけびながら

＋五8212は︑ひとことも口をきかず︑これも︑千

十五752 フをにぎった右手を大きくふりまわし︑

十五831行って︑黒いまくをあげて︑すがたをか

十五754

十五754 そのにぎりこぶしを私の鼻先につきださ

のです︒青い鳥をさがしているのです

会のやりなおしをするところです︒こ

︒︵チルチルの手をにぎりながら︶まあ

十五755 しない︑満面べにをさして語られたボラ
十五758 自動車のドアに手をかけた老博士が︑さ

十五758 な会見のてんまつを傳えてくれといいな

十五896囹 おまえさんがたを待っていたのです︒
十五831をあげて︑すがたをかくしてしまいます
十五832囹なにうまいものをたくさんだべて︑う 十五897囹 おまえさんがたを呼びたてているでし
十五838園︑ダイヤモンドを︑まわしてはいけな 十五8910 たりの子どもに手をだしながら︶さあ︑

十五7511 そのことばの意味をときかねていた私の

チルチル﹁なにをするのです︒﹂ふと

いっかそんな話をしていたっけ︒なん

十五8412園

︑いつもしごとをしないことです︒わ

十五853園廣間のなにものをもおさえている︒い 十五911園 たちのすることを︑みんな見るといい

十五852園

十五913園

十五903園

十五761園 ︑﹁きみの論文を︑カーネギーで出版

十五914園

十五907園

十五763 ︑いまなお満ぼうを守っていてくださっ

あのさとうがしをわすれたのじゃない

どこのなにものをもおさえている︒あ

あのさとうがしをわすれたのじゃない

十五7512 ていた私のようすを見て︑大きな声でわ 十五839囹 でも︑廣間の方をさがしてみよう︒﹂

十五765 つた博士のこう意をふかく謝して︑別れ

十五855圓

十五854園

︿略﹀︒﹂こんな話をしているまに︑﹁ふ

つた幸福﹁光﹂を指さしながら︑チル

十五9010園うのは︑その鳥をあまり上等とは思わ

十五766 謝して︑別れの手をさしのべると︑博士

十五9111

いるさとうがしを︒いってみれば︑す

十五767 にこやかなわらいをたたえながら︑﹁︿略

︑幸福そうな顔をしているなあ︒あれ

十五9212

十五9211園た︒そこでなにをしているんだ︒﹂パ

十五856園

福﹂が︑テーブルをはなれて︑大きなお

十五9212囹

十五769 ︑意外なあいさつをされた︒そうして︑

十五8510

おまえさんたちを︑ごちそうによぼう

て︑大きなおなかを両手にかかえて︑た

のすみで︑﹁物をたべているときは︑

なまいきなことをいうな︒なにかおま

︑さとうと︑パンをときつけて︑えん会
十五8510

十五932園

つかくおまねきをいただきながら︑そ

十五921

十五861園

のだろう︒それを受けてはいけない︒

十五937園

十五934園

え︒さあ︑きみを待っているのだ︒お

十五922

十五862園

んじんな用むきをわすれてしまうから

どもは︑喜びの声をあげながら︑いやが

こけている︒歌を歌っている︒なんだ

十五782 いても︑その発表をためらってはならな

十五863園

︒おまえの氣持をくじいてしまうよ︒

十五9312

十五939囹

十五858園

＋五7810らである︒人の心をひくために︑しかめ

十五866園

︑あなた︑ぼくを知っているの︒あな

チルチルの方へ手をさしだしながら︑ふ

十五773 きょうのできごとを︑あすまでのばすな

＋五7810に︑しかめっつらをしたり︑みょうな身

十五861一

十五775図ずから助くる者を助く︒ーフランク 十五859園人たち︑こっちを見たようだ︒﹂とう

十五7811︑みょうな身ぶりをしてはならない︒す

十五871園

ぎのいいことばをつかってもらいたい

口にいっぱい物を入れながら︑﹁︿略﹀

十五798景から︑自分の國を愛するということを

十五794に︑このあいさつを送るだけの特別の権
十五796あなたがたのお國を親しくおたずねして
十五797や︑家や森や︑山をながめたり︑また︑

くれあがった顔をしています︒︵﹁︿略

のようなおなかをしています︒これが

十五943囹

﹁ダイヤモンドをまわしなさい︒いま

十五874囹中のおもなものをこしょうかいいたし 十五9312 やがる子どもたちをひきずって行こうと
十五941光のこしのあたりを︑力まかせにおさえ
十五878園

十五876園

十五798愛するということを学んでいる日本の子
十五8011はるかなあいさつを送り︑あなたがたの

十五805とはわからず︑世をすごしてきたばかり

十五944に︑ダイヤモンドをまわします︒舞台は

モンド色の着物を着ていますし︑これ

︑みどりの着物を着ています︒外へ出

ん青い色の着物を着ていますし︑これ

ねずみ色の着物を着て︑いつでもすご

十五欄9

十五梱9

の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえます

﹁母の愛の喜び﹂を手をたたいてむかえ

十五鵬6囹 ます︒そら︑手をひろげてこちらへか

十五㎜5囹あの人︑あなたを見ています︒そら︑

102

102

十五946もがにげて行くのを見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂
＋五9412園
つと︑物の眞実を見ることができるの

十五麗2囹 とうさんがかぎをかけたあの戸だなの

十五㎜6園 ︒私は︑もう年をとることはないのだ

十五麗4園 だってこの着物を着ているのよ︒けれ

る青いたまの色をしています︒﹂チル

幸福﹄で︑眞珠をいっぱいつけていま

十五麗6園 いうものは︑目を閉じていると︑なん

十五 1園 た︒いつもそれをどこにしまってある

さき色のマントを開きます︒それから

んもないし︑年をとったおかあさんも

十五麗7園だって︑子どもをかわいがるときには

十五川7園たちがほおずりをするたびに︑私の着

いっとういいのをしょうかいしません

十五擢10園

が悲しそうな顔をしているときでも︑

ともに﹃星の出を見ることの幸福﹄が

﹃大きな喜び﹄を呼びにやりましょう
︑黒の肉じゅばんを着たわんぱくこぞう

十五撒12囹

︑金ぴかの着物を着てついています︒

とれないさけび声をたてて︑なにかにぶ

十五佃7園 けるときやけどをしたあとまであるよ

十五佃1囹 でも︑ほおずりをしてもらえば︑すぐ

十五佃10囹 ように︑しごとをしないの︒﹂母の愛﹁

十五佃6園 だ︒小さな指わをはめている︒おまけ
の人のわらうのを見たことがありませ

十五佃12園

ついて來ます︒鼻を指ではじいたり︑ひ

不幸﹄に行くのをとめることは︑なか

十五脳8園 ぼろぼろの着物を着ていても︑わかる

十五佃7囹 ︑いっかランプをつけるときやけどを

しろ︑﹃不幸﹄をなぐさめてやること

十五備2園ういうように私を見なければならない

ずつ新しい光線を加えていくのです︒

︑毎日ぼくたちを照らす光に︑二つ三

︑﹃美しいものを見る喜び﹂がいます

ね︒でも︑それを妹にいってはいけま

十五備8園 まえたちふたりをかわいがって︑たい

十五備7園

十五備3

十五備11園

十五価10囹

いじにすることをわすれてはなりませ

は︑おかあさんをよく覚えて︑だいじ

十五備2園 らないか︑それを︑はっきりとさとる

の人たちはなにをしょうとしているの

十五備10囹

十五備9園 で︑あんなに顔をかくしているの︒あ

なたの二つの目をたましいのどん底に

た︑あの女の人を知らないのですか︒

新しい﹃喜び﹄をむかえているのです

十五宙3園 わびていることを︑知らないのだろう

十五宙2園 たちが︑あの人をずいぶん待ちわびて

十五備11園 まりはっきり顔を見せると︑﹃幸福﹄

の︒あの人︑顔を見せることはないの

︒なぜ横っちょを向いたままでいるの

愛﹁私︑あの人を見たことがなかった

がっている﹁光﹂を指さしながら︑﹁︿略
の方に︑ベールをかぶったままで︑ち

みたって︑あれをすっかり見るには︑

でおまえのせわをしているときは︑い
からない幸福﹄をさがしているのです

には︑﹃しごとをしあげる喜び﹂が︑

きらきら光る着物を着て︑そろそろとや

4312111075121111612965266121110932121095411210
園囹母性園園園囹園園園
使のようなすがたをした者が︑きらきら
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103

十五949 チルチルそこらを見まわして︑﹁︿略﹀

十五952園
られる幸福の精を見るのだよ︒﹂﹁ばら
十五959囹
て來た︒私たちをあんないに來た︒﹂
＋五9510囹
ル﹁あの子たちを知っているの︒﹂光﹁

十五961園
ものだよ︒それを︑﹃ふとった幸福﹄
十五969囹
︑どうせこっちを通るのだから︒ほか
十五974園
︒﹂チルチル﹁話をしてもいいの︒﹂光﹁
十五975園よ︒あれは︑歌を歌ったり︑おどりを
十五975園
つたり︑おどりをおどったり︑わらっ
十五979囹
らしいほっぺたをしているのだろう︒
＋五9710囹
かわいらしい服を着ているのだろう︒

︑
ありったけの声をはりあげて︑﹁︿略﹀

103

融々園囹囹楽園囹囹聖母園園園園園

十五983園るの︒﹂光﹁それを見わけることはでき
十五989園子たちが青い鳥を持っていないことは
十五993

十五994歌い︑子どもたちをとりまいて︑陽氣な
十五994 て︑陽氣なおどりをします︒幸福﹁こん

十五996園ル﹁また︑ぼくを知っている子がいる
十五999囹福﹁きみ︑ぼくを知らないの︒ここに
十五999囹︒ここにいる子をだれも知らないなん
十五棚1園 ︑飲んだり︑目をさましたり︑息をし
十五期2園 さましたり︑息をしたりして︑くらし
十五梱4園 みたちの名まえを聞かせてくれたまえ
＋五心12園 わらったり︑歌を歌ったり︑かべをた

十五醜1園 歌ったり︑かべをたたき落し︑屋根を
十五醜1園 たき落し︑屋根をもちあげるほどの喜
十五撹2園 げるほどの喜びをこしらえているので
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103

103

104

104

104

104
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105
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10了

10了

107

107

108

108

108

108
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十五鯉3園 ぼくたちがなにをしていても︑あなた
十五皿5園 一に︑ぼく自身をしょうかいします︒
十五撹9園 これは︑﹃両親を愛する幸福﹄で︑ね

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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証礒硬勧備﹁私をこぞんじですか︒私

十五帽3 大きな喜び﹂たちを呼ぶ︒︶みなさん︑
＋五宙−o囹

＋五帽11園 いこと︑あなたを求めていた﹃正義で

あ︑そのベールをおとりください︒私

び﹁あなた︑私をこぞんじですか︒私

いよいよベールをかぶって︑﹁︿略﹀︒﹂

る﹃美しいものを見る喜び﹄でござい

︒私は︑あなたをすいている﹃美しい

十五⁝⁝8

十五佃2囹
十五佃2園
十五佃3囹
十五佃6囹

＋五柵−o囹 いっぱいなみだをためているの︒﹂光﹁

十五期9園 まのおいいつけを守っているのです︒
十五佃1囹 われるあすの日を待ちながら︒﹂母の
十五㎜2 略V︒﹂母の愛光をだきながら︑﹁︿略﹀
十五佃7 やがてはなれて顔をあげますと︑ふたり
十五㎜8 かの﹁喜び﹂たちを見ながら︶おや︑み
十五㎜2 ︒校長先生のお話を聞いていると︑ずつ
十五枷4 めてこの学校の門をくぐったときのこと
十五伽5 のために送別の歌を歌ってくれた︒その
十五伽6 てくれた︒その歌を耳にしながら︑もつ
十五伽6 ら︑もっと下級生をかわいがっておけば
十五伽8園 氣で︑この学校を愛してくれ︒﹂私が
︿略﹀︒﹂私が答辞を読んだ︒けれども︑
十五梱2
＋五捌12 と︑教室でお別れをした︒先生は︑﹁︿略

十五槻4 悲しいような国持をだいて︑この日記の
たかはし
十五擢5 ︑この日記のふでをおこう︒⊥局橋i
十五榴2 先生がたのご幸福をおいのりいたします
十五旧5
あった︒﹁心に花をかざれ︒﹂

い六か年の思い出を残してくれたこの運
まるやま
丸山

＋五伽−〇

を

い旅の門出︑希望をもって︒校門のかし

︵接助︶ 一

十五悩3
を

四758
つく︒

を

四758を

﹁を﹂

の字は︑

ことばのあとに

五164園

﹁さあ︑このかばんにはいるんだよ︒﹂

名の字がそまつなので︑わかりにくくて心配さ︒

五173園 ぼくは遠いところへいくんだけど︑あて

五2311園

ところが︑ぼくのまえに︑まつばづえを

かけさせてくれたんです︒

五234囹帰りの電車はとてもこんでいたんです︒
をもて

五242囹

てもうれしいんです︒

五293園それはこうなんです︒
ぼくにはすこしおもかったんですが︑と
五311園

よその人からもらったんです︒
五2811園

ぼくは︑もう大きいんですから︒
五251園
五257囹ほんとうは︑それでうれしかったんです︒
五285圏ぼく︑きょう︑とてもうれしいんです︒

ついた︑わかい人がいるんです︒

紙をもてランプおおえばガラス戸の

﹁を﹂の字は︑ことばのあとに

︵格助︶1

つく︒

をもて

幽

ん

外のつくよの明らけく見ゆ

十五128働凶圃

︵準助︶

一438園さあ︑お月さんのくにへいくんだよ︒

五311囹

いうんだね︒﹂

四5810園 ﹁どうしたんだろう︒﹂

ん

二423園だって︑だれかがばかにするんだもの︒

五615園

五3110園

わたしが水をやったんですもの︒

それで︑ほんとうにうれしいんです︒

とてもうれしいんです︒

三657園 ﹁だって︑もりへでたいんだもの︒﹂

しまっているんだもの︒

五676園 うちのおけは︑もう︑すっかりこわれて

三659園 ﹁たきへでたいんだもの︒﹂
ですよ︒﹂

三768囹 ﹁丘をこえてね︑よその國へ いくん

もらうんだから︒

うちへ帰るところなんです︒

六352囹

ふきとばされたんです︒

なんてらんぼうな風なんだろう︒

なかまがわるい虫をとってそだてたいね

を︑こんどは︑あなたがたがまもるんですもの︒

六3910囹

ど︑ぼく︑もう帰れないんだ︒

六395園あの山のかげの︑ずっと遠いたんぼだけ

六392囹

六244三絃しむために生きているんじゃないか︒

いで︑いつあそぼうというんだね︒

六243園 まあいいや︑こんないいときにあそばな

六229囹

五㎜4囹山へはなしてやりたかったんだけれど︒

の作文を書くんだといって︑よろこんでいました︒

三801園雨にぼくのいどをいっぱいにして 五847 いとうくんは︑海岸のおじさんの家で︑海
かっちゃんがおしまいにしてくれっ

﹁おとといは︑そんな氣もちだつたけ

でもね︑つらいんだよ︒

ていったから︑そうしたんじゃないか︒

四453囹
四457園

四468園

れど︑きょうはちがうんだよ︒﹂

たいと

五141園 ﹁とまってから︑おりるんだよ︒﹂

いいこと考えたん

四469園﹁さあ︑きょうは︑ どのへんにならび
四586園ねているうちに︑

ゆららにあかく開き満ちたる

だ︒

2

大きなるべにばらのひと花思わぬを
十五142図魍

を

ん

961
ん一ん

六4111園

だけど︑いったいだれがつれて

みんなできみをおんぶするんだ︒

六445囹 うん
帰ったんだろうね︒

六447囹 おとうさんやおかあさんにもわからない

六梱2囹 うさぎたちは︑なんてひとがいいんだろ
う︒

いんだ︒

六番3囹 ぼくはきつねに追われてなんかいやしな

九575囹

それできたんです︒
九6411園

わたしがいちばん大きいから︑わたしが

九6410園大きなのがいちばんえらいんだよ︒

九655園

九654囹

なんといったって︑頭のとがったものが︑

おしあいしてきめるんだよ︒

せいの高いことなんだよ︒

いちばんえらいんだよ︒

九666園

﹁きみはなにをなくしたんだ︒﹂

九9610園落したんじゃない︒

九955園

つかみあいをはじめるんだもの︒

どうしたんだい︒

九894園

いちばんえらいんです︒

九918園 いっしょに歩いているうちに︑きゅうに

んだって1
﹁しかさん︑ただ遊ぶんだよ︒﹂
六鵬7圓
六449囹おびみたいなものが向こうの山の方へと 六鵬8園 ただ遊ぶんじゃ︑おもしろくない︒
んでいったんだよ︒
七182園先生︑この実はなににするんですか︒
六5311囹 いったいどっちなんだろう︒
七185園よくみのってから︑油をとるんだからね︒
七187囹てんぷらは︑これであげるんだ︒
七193園このまえきたときは︑風が強かったから︑

六552園 ﹁やっぱり雲が走っているんだね︒﹂

先生︑風の日は︑ちょうちょは︑どこに

七209園

おかあさん︑あおむしのことを︑話して

それで知っているんだね︒

これは︑名高い泉なんだよ︒

それで︑ぼくも負けまいと思ったんだ︒

いったい︑なんでけんかをはじめたんだ
九梱9園

ろう︒

九棚6囹

九章7園

きっと遠くへいくんだろう︒

ば︑だいじょうぶだと思うんだ︒

十一93囹ぼくらは︑きみについていきさえすれ

十一78囹ぼく︑これがうれしいんだよ︒

ばんをこぐんだ︒

十一58圏ぼくは︑大きくなったら︑三ばんか四

いるんだけど︒

それから十日すぎて︑からだが黒つぼ 九㎜5園 だから︑わたしをたべてもいいと思って
きょう︑先生にほめられたんですって︒
どうしたんです︒

みんな元氣でやるんだ︒

ぼたんでもさいているのかと思ったら︑ま
かた目なんですよ︒

あ︑子どもがわらっていたんだよ︒

七736

七534園

七3011囹

七305園

かったのが︑青くかわってきたんですよ︒

七258囹

いたんですよ︒

七236園

うえたんです︒

七205園私のうちでは︑だいこんを︑庭に二十本 九9610囹 きみがむしりとったんじゃないか︒

かくれているんですか︒

七196囹

ちょうちょがでなかったんですね︒

六7211園 ごろう︑なにを考えこんでいるんだね︒
﹁だいいち︑おまえが生きているんだか
﹁先生︑ぼくたちは動いたり息をしたり

ら︑わかりそうなも の だ が な ︒ ﹂

六758園
六7610囹
するから︑生きているんでしょう︒﹂

六772園 きのうから︑それを考えているんです︒

六773園ぼくたちは︑だんだん大きくなるから︑
生きているんでしょう︒

六7711 風や︑自動車や︑水車は︑動いていても息
をしないから︑命がないんだと︑

ですか︒

六847囹 にいさんもやっぱりえものがなかったん

六㎜1 ﹁はな﹂といっているんだなと思うと︑
きゅうにおかしくなった︒

六伽10園 かわいたら︑糸目をつけて︑ただしちゃ
んのところへ持っていってあげるんだ︒

七7611園

﹁あんまり大きすぎてみっともないから︑

﹁ く るみをわっているんだよ︒﹂

六伽−o囹

八687園

ものごとを教えてもらえる人たちのなか
まいりをしたんだもの︒

八827園

んとうにいいんです︒

あれは美しくはありませんが︑たちはほ

かみつきたくなるんだよ︒﹂

八693囹

よ︒

六悩3園 ぼく︑くるみだいすきなんだ︒
六伽8園 いま︑きつねに追いかけられているんだ︒
六伽9園 きつねがおこって︑追いかけてくるんだ

んだよ︒

六㎜3囹 ぼくひとり︑じっとしずかにしていたい

10618888

﹁けれど︑ぼくってことがわからない

﹁ぼくの父はどうしたんでしょう︒﹂

いったい︑どうしたんですか︒

おかあさんがよこしたんです︒

チチロがいなかからでてきたんですよ︒

どうなんでしょうか︒

十十十十十十十
75了2717070669
園園囹隆々囹園

ん一ん
962

んです︒﹂

十︻8010園 おとうさん︑しっかりするんですよ︒
十一8010園 しっかりするんですよ︒
十一853園 ぼく︑いけないんです︒

十﹇858園 あの人︑いま︑ひどくわるいんですか
ら︑ゆるしてください︒

十．甲867囹

んなものがあるんですね︒﹂

⁝⁝おかあさん︑配給物を取りに行っ

たんじゃないでしょうか︒

十三382園

十三392園⁝⁝マンシュウの眞ちゃんが︑帰って
十三393園
だれかと思ったんですよ︒

え︑うちに來たんですか⁝⁝

來たんですか⁝⁝
十三398園

十三409園

いまどこの家でも二けんぶんも︑三げ

きょう︑うちに來たんだって⁝⁝

だってね︒

十三438園
十三509
え︒

え︒

十三515

それで今晩認るんだろう︒

おかあさん︑眞ちゃんが帰って來たん

母うしのそばに立ってるんだが︑まだあ
まだあかんぼうで︑母うしがしたでなめ

キリストのおかあさんという感じが︑

すぐ帰って來るんだから︑きみも來たま

ると︑よろけるんだよ︒

十三513

かんぼうで︑

十三512

すぐ帰って來るんだから︑きみも來たま

十三4112囹

んぶんもの人が︑寝とまりしているんだよ︒

十三416園

ておっしゃるんだもの⁝⁝

ちょうどあなたが入院したと同じ日に︑ 十三399園だって︑おばさんたら︑お客さんなん

十一859園 ぼく︑とても思いきれないんです︒
入院したんです︒

﹁だけど︑ぼく︑遠い道を歩いていく

んですから︑しぼんでしまいます︒﹂

十一921園
十ニー56囹 これは︑こおろぎの巣なんだな︒
十ニー86園 これが鳴るんだなと思ってやっている
うちに︑だんだんおもしろくなったのです︒

十二209園 どうしてこのざくろはこんなに美しい
んだろうって︒

十二299園 でも︑いっそんなことを覚えたんで
しょう︒

十二436園 とこのまの人形が︑動きだしそうな氣
﹁人形しばいって︑人形がしばいをす

がするんだけど一
十二445園
るんですか︒﹂

﹁文樂のほかにまだあるんですか︒﹂

十四192園

ですから︒

こんなことを考えて︑きみも勉強を続
きっと先生も︑そんなお二宮で︑この

﹁では︑バケツやカーテンなどは︑日

なにしろ︑私たちよりふかいものなん

絵はがきを送ってくださったんだろう︒

十三619園

けるんだね︒

十三617園

よく出ているんじゃないでしょうか︒

﹁へえ︑そんな大きなものを︑どうし 十三598園

十二446園 もちろん人が動かすんだがね︒
十二4410園
て動かすんでしょう ︒ ﹂

十二4412園 ものによっては︑三人がかりで一つの
人形を動かすんだ︒

十二452園 右手を受け持つ人︑左手だけの人︑足
だけの人と︑それぞれ手わけしているんだが︑

﹁人形しばいって︑いろんな國にいろ

十四85團

十二4510園

十二456園 あれにあわせてしばいをするんだ︒
十二471園

本語で︑なんといっていたんでしょう︒﹂

かりだけれど︑人はわるくないんだよ︒

十五841囹たいていはまあ︑育ちのわるいものば

この人︑まだぼくたちに会ったことが

十五9211園 そこでなにをしているんだ︒

ないんだってさ︒

十五欄7園

なにをしていても︑あなたには︑なん

にも見えないし︑なんにも聞えないんだなあ︒

十五撹4囹

﹃光﹄なんですね︒

いちばん美しい喜びなんですよ︒

十五椛11園おかあさんたちの愛は︑喜びの中でも︑

十一7911

︽ン︾

医者は︑まったくだめだといわんばかり

﹇意志推量﹈︵助動︶5 ん

十五帽12園私たちは︑それは幸福なんですけれど︑

十五梛6園

ん

きみ火をたけよきものみせん雪まろ

いざ子ども走りあるかんたまあられ

に頭をふりました︒

十二741図幽
げ

いかに目ざとき人とても︑声の行

十二7611図圃

十五53図魍

新島嚢という名を耳にした私は︑と

くえの見えんやは︒

ん ︽ン︾

びあがらんばかりにおどろいた︒

十五5811

ん ﹇打消﹈︵助動︶姻

びきしかいません︒﹃︿略﹀︒﹄﹃︿略﹀︒﹂

はきがっきませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ことはできませんか︒﹂とおたずねに

たかわかりません︒あなたはいのち

一306 ︒ほかにありませんか︒この手で︑な
︻586園
二96園
二246園
二306園

一びきたりません︒十二ひきのぶた

二311園 びきしかいません︒﹃︿略V︒﹄ころちゃ

おいでになりません︒いまはおいでに

二343園 らせてくれませんか︒﹄﹃︿略﹀︒﹄と︑

二314囹
一一557

963
ん一ん

四396園

おしてはくれません︒しかたがありま

かしこくなりません︒おしゃかさまは︑

四522

四515

五191ちる心配はありません︒私たちは︑汽車に
五226れだけではありません︒いちろうさんが家
五276園つたかもしれません︒でもいいの︒﹂
五366らすことができません︒では︑石炭は︑ど

五555したが︑わかりませんでした︒そこへ︑受

五5411
ることは︑できませんでした︒まさごをお

五395団は︑雪がありません︒山の木のめがでは
五422團たことはありません︒けれども︑お手紙

ことではありません︒どうかすると︑

るものはありません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

なければなりません︒だれも︑ばらばら

して︑ころしませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

三121 なにもおぼえません︒二年すぎました︒

二557
おいでになりませんが︑まえにはおい 四352 とだかわかりません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四374園
ようがありませんでした︒思いきって
二558 にちがいありません︒それは︑どんな
してはいけませんよ︒﹄という声で
三114 のがよくいえませんでした︒おしゃかさ 四3710囹
四426うことはありませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

三123

しかたがありませんから︑はんたかは

四513

三122 なにもおぼえません︒三年になりまし

三157

三156

ころではありません︒ちょうど︑

よ︒いってみませんか︒﹂と︑さそって
五558園
いことはありません︒わたしが水をやつ
五614囹

かりうどはきませんが︑大きなへびが

一まい

四552

四527

三584 るのでもありません︒丘のちょうどな

三573圏

三567圃

三564圃

どこへもいけません︒そこへちょうど

それもなりません︒ うたをわすれた

それもなりません︒ うたをわすれた

それはなりません︒ うたをわすれた

四柵2

四728

四727

四605園

四589

︑なにもあげません︒﹃あげられません

﹀︒﹂﹁ぞんじません︒﹂そのうちに︑夜

四604園鳥さん︑知りませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂その

四601囹

ん︒﹃あげられません﹄というわけです

たくてたまりません︒はまべでしくし

走るではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

三602
どこへ・もいけません︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラ

三463

三279

力ではありませんよ︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿略
五6211の囹

三656

五9511

五741

五二2

すずめではありませんでした︒ひばりでも

ているではありませんか︒そばには︑りっ

ひばりでもありませんでした︒あたまから

しかひろげられません︒﹁︿略﹀︒﹂さんちゃ

五9511

ているではありませんか︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

六1911園 ︑二どとありませんね︒﹂しきしゃ﹁おお

れもきてはくれません︒﹁︿略V︒﹂ありは︑

まいもできませんでした︒﹂うらしま﹁

六222

六206園ようではありませんか︒﹂みんな﹁そうし

六173

まはとられません︒雲さえでていな 四価9囹

ってはいけませんよ︒﹂うらしま﹁これ

六284 いとうもきていません︒きりぎりす一﹁ま

六143

血肝7園

ことができません︒でんきゅうはわ

うもございません︒どうぞゆっくり

三795 るひまもありませんでした︒にわかに

四型6園

六543 ふしぎでたまりませんでした︒ふみおはふ

ではございませんか︒﹂うらしま﹁でも

で︑氣がつきません︒かめは︑すぐそ

したじゃありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おと
五632囹
せいではありませんよ︒﹂おとうさんは︑
五634園

一わがみえません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三716 むことはできません︒﹁︿略﹀︒﹂バーバラ

四価2園

四佃10園

う

三723 すこともできません︒やはりゆかにの

略﹀︒﹂﹁知りませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又略

三763 にはもうみえませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂お

よめにいきません︒いつまでもおじ

ことができません︒どうぞ︑お返しく

返しはできません︒國のたからにい

ていただけませんか︒﹂天人﹁それでは

﹁いや︑返せません︒﹂天人は︑かなし

六667 尽しみではありませんか︒お話の題はべつ

六615

六614 もしろくてなりませんでした︒また︑ふし

三787園
三餌10園

四梱4園

四捌2囹
四七5園

ことができません︒﹂りょうし﹁とい

たちは氣がつきません︒紗肋影肋 の﹁ありさ

三面10 やっぱりききませんでした︒みかどは︑

三年10 ることができませんでした︒かぐやひめ

四齪4囹

ことを知りません︒﹂りょうし﹁ああ︑

六695 に大きくはありませんが︑これをじょうず

六668 題はべつにきめませんから︑かってにつぎ

︑ふしぎでなりませんでした︒みなさん︑

三㎜5園

四撹6囹

略﹀︒﹂﹁ありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂シュ︑

ければなりません︒﹂とこたえました

点描2 ることができませんでした︒そうして︑

三m6 ることもできません︒かぐやひめは︑お

五1310園

四四10園

のではありません︒﹂先生がこうお

五155

までは旅はできません︒切手をはってもら

まちがいはありません︒けれども︑このま

六755囹︺んとうがつきません︒﹂と答えました︒﹁

六743園

六715園

かるじゃありませんか︒﹂とおっしゃい

するかもしれませんよ︒﹂﹁︿略V︒﹂と︑

︵二︶私は︑と

四195園

ことはありませんか︒﹂先生にこう

五155

五149園さって︑すみません︒﹂

四254團 い日はありません︒お話をすると︑
四343園

つに氣がつきません︒﹁︿略﹀︒﹂ここまで

四309国うではありませんか︒おてがみを書

．四346

ん一ん
964

六776囹 ︑息もしていませんね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
六792園かりではありませんよ︒ほら︑左のむね
六815園せてくださいませんか︒そのかわり︑に
六849園いいえ︑つれませんでした︒つれないど
六858囹しわけがありません︒どんなことでもし
六902園 みこと﹁すみませんが︑そのいどの水を
六944園まいっておりません︒﹂海の神﹁そうか︒
魚一﹁ぞんじません︒﹂魚二﹁とりません
六9410園

六9411園︒﹂魚二﹁とりません︒﹂魚三﹁ちっともぞ

十一

う

六952園 っともぞんじません︒﹂海の神﹁それはお
六976園りではございませんか︒﹂繊謝勘の﹁あ︑こ
六㎜11 れしくてたまりませんでした︒

六悩6 かさんにかないません︒そうすると︑自分
六二8 わなければなりません︒しかさんに勝った
五泊10 いうことはできません︒角をとったところ

六搦2 んも負けてはいません︒角をふりたてふり
六134国

たの角はおりません︒うさぎたち︒﹂﹁︿

六搦11 ぎさんたちはいませんでした︒そうして︑

点茶8 をすこしも知りませんでした︒とらさんは
六柵4 げることはできません︒助けてくださいと
﹁手がつけられません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂同じ﹁

六二6 るみこみもありません︒とらさんが手をの
七113

七122 人の手ではありません︒これは︑持つとこ
七148

もんしろ

﹂だけではありません︒﹁︿略﹀︒﹂又略﹀︒﹂

七126 のことではありません︒あさがおのつるが
七159 しろいではありませんか︒ 三

七1610園 うは風がありませんから︑ちょうちょが
七344囹︑中へはいれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂むり

れてくださいませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂私は︑

七349 くことさえできません︒私は︑さぶろうの
七361園

七369園 へいれてやれませんかしら︒﹂と︑心配

七389 よういではありません︒そのとき︑そのわ

八八八八七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

たかはぞんじませんが︑期しい摩可をき

六

月明かり

423734343434332了2319181716131312109

といったらありません︒びっくりして茶の

いるじゃありませんか︒﹂甲乙﹁らくだを

が︑みあたりません︒そのとき︑この人

八448くおなりになりません︒王さまは︑﹁︿略﹀
八455という考えはでませんでした︒そこへ︑亘
八466るものではありません︒金持だと思うとか
八471やはりみあたりませんでした︒王子も︑な
八495園わせもございません︒﹂と答えました︒
八499くない人はありませんから︑どこの家をた
八501るにちがいありません︒けれども︑それで
八502心がよくわかりません︒そこで︑﹁幸福﹂

八4211い
園ことはありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

11月26覗

は︑元氣がありません︒なるべく︑こくる

もじっとしていません︒いつも︑どこかを
︑ちっともたべません︒ 5月22日 ㈹

ほかでもありません︒道に︑麦がこぼれ

足あとがみえません︒それで︑このらく

にちがいありません︒どうぞ︑おさばき

たが︑草はたべませんでした︒

㈲

八撹9 いもなく目だちません︒ 9月4日 ㈹
八鵬2 ︑まださいていませんでした︒3時間めの

5月21日

八511がきたとは知りませんから︑まずしいこじ
それも︑日
がいいかもしれません︒なぜなら︑ほおじ

もねこでもありません︒鳥

せても長くはいません︒私たちの家のうち

︑
60
／0σ− は︑まだめがでません︒

けって︑のませませんでした︒うさぎは︑

なんの返事もしません︒王女は︑かたいこ

足なことはありませんでしたが︑もっとた

八ヶ月でもありません︒﹁光年﹂を高位と

二十日でもありません︒五ヶ月や八ヶ月で

三十分ではありません︒五日や二十日でも

かることはできません︒ふだん︑私たちは
︑もうまにあいません︒そこで︑もっと大

ども︑みあたりませんでした︒馬車はふた

のしせいで動きません︒やがておきなおっ

いに大きくなりません︒あぶらぜみでは︑

かなくてはなりません︒それでたいそうほ

たことではありません︒人間のあかんぼが

それからはなれません︒虫たちは︑どうし

とがわすれられません︒ことに︑町はずれ

かなしくてなりませんでした︒ころしたの

することもできませんから︑つめたくなつ

いても書ききれません︒小さな家で︑小さ

2510109！81146531161386

八692園美しくはありませんが︑たちはほんとう

ノ、ノ、ノ、ノ＼ノ天ノ天ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ天

てんしてはいけませんよ︒いぬでもねこで

︑らくだがいません︒おどろいて︑方々

たのでもありません︒﹂ふたりは︑また

んじではありませんか︒﹂乙﹁それとも︑

たのではありません︒﹂甲﹁え︑でも︑そ

にちがいありません︒﹂甲﹁どこでみまし

本ぬけてはいませんか︒﹂ふたりは︑い

た目ではありませんか︒﹂ふたりは︑な

るのではありませんか︒﹂ふたりは︑び

ことにほかなりません︒

いうことはできません︒つぎのはどうでし

もあってはなりません︒五年生が︑運動場

きるとはかぎりません︒そのはんたいに︑

のくもりはとれません︒つぎに︑﹁ドッジ

くものではありません︒文章は︑心の鏡の

たのでもありません︒ただ︑たいくつま

は︑思っていませんでした︒また︑こん

ことかもしれませんが︑このかんしゃの

9544979了91898784838282808078了8了87了7了了676685955554了4了45454343
37541044151114387976978482941073386
囹囹裏合囹囹囹心急巡見囹圏
西園園囹

天037花は︑1日開きませんでした︒
ノー

9月14日

九55 るにちがいありません︒四色︑五色と数を
九68 るにちがいありません︒色の組みあわせが

うわけにもいきません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

みたいと思いませんか︒﹂﹁一﹂ズ略V

九鵬5

九八1囹

十一302 かりではありません︒いろいろのことを

十一455 どはまちがいませんでした︒園長さんの

十一597囹 ばではありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂あく

十一531園 電車は動けませんよ︒﹂とさけんだ︒

十一694 ︒病人は動きませんでした︒少年は︑身

十一657 名を思いだせませんでした︒﹁年よりの

したこともありませんでした︒いま︑ちょ

したことはありませんでした︒また︑口に
しいとは思いません︒﹂﹁

九徹10

九衙9
九糊8囹

だか氣がすすみません︒それで︑そのまま

﹂﹁︿略﹀︒﹂

九幽11

とても思われませんでした︒かみの毛は

よ︒わかりませんか︒チチロですよ︒

十一703 ところはありませんでした︒息をつくの

ちびるは動きませんでした︒こうもかわ

なかなかねむれません︒﹁︿略﹀︒﹂こう話し

十一707園

くがわかりませんか︒なんとかひとこ

十一6912

ているではありませんか︒くもは︑ふしぎ

九備4

できたかもしれません︒けれども︑べつに

十一709園

十一6911

九傾10

九帽3

げだそうとはしませんでした︒つばめは︑

九162めほどこくありません︒口ばしの両わきが
九167 いるのかもしれません︒これからいこうと
九168いるのかもしれません︒やがて︑九月のな
九186ふしぎではありません︒しかし︑その中に
九189ないともかぎりません︒しょうわ六年の秋
わずにはいられません︒むかしから︑つば
九2311
十122園

九槻4

九463團 クほどわかりません︒先生︑﹁小公子﹂

九405團 かたたき落せませんでした︒なたをふり

九404團 んばっておりませんでした︒木が動くの

九375国 すきではありませんでした︒だいいち︑

九319国 おかわりありませんか︒みなさんもお元

十321

十2810

十175囹

十174囹

十1310

そぐこともありませんでしたので︑妹の氣

にはそうはいきませんでした︒四十分もか

もちたくはありません︒ぼくは︑この学校

くにちがいありません︒

私は︑同

るものがありません︒そういう遠い國へ

とばでは通じません︒﹃︿略﹀︒﹄なんてい

もたちではありませんか︒あんないなかは

十132園ものではありませんよ︒﹂おとうさんが

十一8810

十一882 こしもかわりませんでした︒チチロはま

十一8211 すことができませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一827 って息もつけませんでした︒看護婦や︑

十一791 ほとんどたべませんでした︒少年は︑父

十一768 なようすはしませんでした︒でも︑ハン

十一762 ることもできませんでしたから︑病人の

十一7512

十一7411囹りはございません︒﹂と︑看護婦は答

さな葉をくれませんか︒﹂と︑おとうさ

九317團 たことはありません︒先生のことを思う

九247分の國をわすれません︒日本に春がくると

九479 れしくてたまりませんでした︒はがきをそ

十481

をたべようとしません︒﹁イラナイノ﹂と

人からはなしませんでした︒病人はしげ

つたが︑いえませんでした︒医者はいっ

九488 そくまでねむれませんでした︒けれども︑

十516

十485

十一一59

意味がわかりません︒少女とやまぶきの

うはずがありません︒このときコロンブ

十一916園ものがありません︒これを病院の記念
十二76

言はめんをつけません︒そうして︑能が︑
はそうではありません︒つぎの﹁ぶす﹂は

十一一114園

十6412

十648

︵二︶

九566園 まねこを知りませんか︒﹂すると︑その

九5310 ﹂りすはもういませんでした︒ただ︑くる

九703囹 きてくださいませんか︒そのたびにお礼
礼なんかいりませんよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

て︑よく働けませんでした︒そのうえ︑

かなければなりませんでした︒でかけると

九706園

十一199

十663

十二ー84園ものがありません︒せんだって︑ふと
は受けてくれませんでしたが︑ おしまい

十二246

十二241

十二237

十一一207園

で︑まだ歩けません︒発育がたいへんお

ることはありません︒ふたりのまごとい

すぎではありません︒やしきがすこし廣

ようにいきません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ひとりもいません︒もしけがでもして

九7011園

いことはありませんでした︒それどころ

ええ︑かまいません︒﹂といいますと︑

九753 がきは︑もうきませんでした︒やっぱり︑

十一216

ついてねむれません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

どうにもなりません︒母親は︑金次郎と

いで︑すみません︒どうかそのかわり

十一229園

べつてはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

九808園 よっとわかりませんね︒もし︑手あたり
九研9園

はることはできませんでした︒星が光りだ
もり歌もきこえませんでした︒風が思いだ

23

23

23

25

2了

足がうまく動きません︒そのうちにみつば
てどうにもなりませんでした︒しばらく︑

することもできません︒それより︑自分の

十十十十十十

九861 ︑ひとりもありませんでした︒四人が話し

九協3
九㎜5
九槻2
九柵1
九柵3

十二2412

いてもわかりません︒姉だけにわかるへ

しっこもいえません︒早く︑いえるよう

とはまだできません︒たった九十センチ

十二2410

十二271

は多くはありませんでしたが︑四人が生
うことはいえません︒母親と相談して︑

文さえもありませんでした︒そんなわず

10971161
27

965
ん一ん

ん一ん
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十二404 もむりはありません︒ケラーの両親は︑

十二3911 ことではありませんか︒ケラーは︑生ま

十二3811 部覚えてはいませんが︑その中には︑﹁

十一﹇354 も区別ができませんでした︒先生は失望

十二323 すこしも知りませんでした︒私は︑近づ

十二276 ゆだんができません︒立ちはじめには︑

十四59

十四43

十三456

十三452

少なくはありません︒けれども︑フラン

十三578園よくわかりませんが︑そのマリアは︑

十三548

られたりはしませんでした︒こうしたフ

かきではありませんが︑絵がすきで︑そ

なければなりません︒あいてのいうこと

なくてはなりません︒そこに︑このしば

十四473う人かわかりませんが︑おそらくは︑自

十四469たことはありませんでした︒なんだか︑

十四468聞いたかしれませんが︑このときぐらい

十四462ふるえてもいません︒まるで︑大ぜいの

十四457が氣ではありませんでした︒助けを求め

＋四3710にちがいありません︒ 四 夜明け 一

十四374なってはいけません︒心を大きくもって

パリー︑千九

くるではありませんか︒

︑生きていけません︒先生も︑﹁︿略﹀︒﹂

十四63

十二4111

にはいられませんでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

しっかえありません︒もっとも︑らい雨
＋四6812

十四526園︑実はつきません︒根や︑つるや︑葉
十四527園ちゃはありませんが︑それだけでは実
十四527園は実はつきません︒花︑とりわけ︑め
十四531囹
たがいありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂葉は︑
十四557囹︑だれもいませんから︑私が申します
十四561園一つございません︒しかし︑根さんが
十四565囹実にはなりません︒また︑花さんでも
十四605園ことはいいませんよ︒あなたがたは︑
十四616園軍にはいえませんね︒公平にいって︑

十四508まえがわかりません︒しかし︑たとい︑

＋四6910はなにもありませんが︑それを日なたへ

＋四810團にはおよびません︒なにしろ︑おかあ

十四496かどうか知りません︒しかし︑このおじ

＋四5010れるではありませんか︒ 六 とりいれ

十二7512園

つくば
十二7412 ることもありません︒ふだんは筑波おろ

十四67團 ではいられませんでした︒なつかしい
十四84團 ければなりません︒じゅみょうにも負
十四85団 ければなりません︒なにしろ︑私たち

十四299はあまりありません︒日本は景色のよい

十四795ることがありません︒ただ︑困るのは︑

きたく あ り ま せ ん ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

十四302りとも思われません︒かりにそれがほん

十四805あるかもしれません︒それは︑なん回も

十二798園

十一一788 たことはありませんでした︒あまりかわ

十一﹇佃4

十四3011
なくてはいけません︒なんでも日本︑日

十四294えるかもしれませんが︑これはけっして

十四109国ことはありません︒いたってべんりに
十四117團てもかまいません︒が︑きはつ油をお
十四171国長すぎはしませんか︒おひとりでさび
十四172国思いになりませんか︒どんなにしてい

十二848 すことができません︒しかし︑さすがに

十二麗2 かるではありませんか︒はにわには︑こ

十四295ものではありません︒だれでも︑どこか

ど

十

こと

な

一種ではありません︒自輔といって︑

十四323あるかもしれません︒天上の星とあなた

十五238 いるではありませんか︒さあたいへんだ

十五235すがたが見えません︒先生が第一にさわ

汽車第一号

十三152

なことはありませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と

十五247れるかわかりません︒そう思うと︑勇ま

一

十三166

十四3211
すぎではありません︒みなさんは︑地球

ものではありません︒

え

十二8610 く手をおしみませんでした︒

十二8410 ものではありません︒もう然とたちなお

十一﹇佃2 したかわかりません︒新しい学問をきり

十二柵6 そうではありません︒江戸時代にできた

十二8210 ころではありません︒それでも︑この清

十二8112 ることができません︒ やわらかなボi

十二佃6 汽車ではありませんか︒これは︑汽車第

十四315はたっていけません︒あなたがたは︑こ

十四94国 ければいけません︒おかあさん︑いま
十四97国 ければなりません︒かなしみのために

十二価6 かに道はありません︒ことばを生かすと

十三198 想家ではありません︒かれは︑科学者で

＋四3312そうではありません︒あのぎんが系に負

十三234園 ちがいありません︒﹂といいました︒

十三224 は︑実現されません︒もみは︑ある空き

十四356するではありませんか︒これを思えば︑

十四354むことはありません︒そのバクテリアに

十四352れるかもしれません︒大うちゅうから見

十四346ものではありません︒博士の計算では︑

十五443園焼じゃありませんか︒古い焼物そっく

十五338うまでもありません︒目の前の美しい︑

十五327も耳にはいりません︒ふいに﹁︿略﹀︒﹂

十五312うはずはありません︒大わしは︑この思

十五272ずにはいられませんでした︒ところが︑

十三201 二つしかありません︒その第一は水で︑

十三241 けにとどまりません︒第一︑ユートラン

十五631園しはあがりませんよ︒﹂﹁︿略V︒﹂おじ

十三213︑のこしていませんでした︒しかし︑ダ 十四344 ︑想像がつきません︒しかし︑アインシ

十三246 のものにすぎませんでしたが︑植林が成

十四373たれてはいけません︒ひくつになっては

やき

十三4412 る人には聞えません︒そこで︑三郎くん

967
ん一ん

十五901園 とうにすみませんが︑ちょっとのまも
十五935園 っていられません︒なにも聞えません
十五938園

こともできませんからね︒﹂軸慰つた﹁ほ

十五935園 なにも聞えませんよ︒﹂さとうおじよ
十五9310囹 わりはできませんよ︒さあ︑みんなで

十五988園 してもいけませんよ︒もう時間がない
十五餌3園 ようかいしませんでした︒まもなくや
十五描2囹︺ことがありません︒その後にいるのは
十五塀7園 ってはいけません︒すると︑あの女は
十五㎜3囹 の中にありませんよ︒﹂チルチル﹁でも
十五衡11園 れてはなりませんよ︒でも︑おまえた

十五価7囹 たりはありませんよ︒どんな子だって

先生がたがみん

十五柵7園 つとも知りませんでしたよ︒あなた︑

十五槻8 ることはできません

付
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課名

みんないいこ
なのはな

たまいれ

十八

お月さんのくに四十三

四
十二

﹁あ﹂のつくことば
えにっき

かげえ

山びこ

おはなし

先生

五十五

四十四

三十八

二十五

二十一

十六

ゆめとつくえ

六十一

ことばあそび

春をむかえに

四
九
十八
二十二

三十
三十九

一

巻五

高い高い

白うさぎ

五十八

四十九

四十三

八十五

九十

ひびき

五人の子ども
みんなのもの

九十四

十四

四

百

一まいの紙

この町

かぐやひめ

にわとり

いる

こ

いろいろな あいて 十九

心に生きて

四十一

三十四

六十六

とば

ことばあそび

八十一

七十四

がんのなかま
いろはがるた

百二十

九十六

八十六

クリスマス

うらしまたろう
一つのも

四季
はごろも

川のうた
私の旅
ありがとう

二六

一

心と心

石炭

四十四

三十八

三十二

学級日記から

金のさかな

あさがおの花

八十五

七十七

六十五

五十九

五十二

まどをあけると

りょうかんさん

九十四

四十六

三十一

十三

ひわの子

小さなねじ

イソップものがたり

ありとはと

かかし

あかときりぎりす

空のうた

五十一

五十六

月と雲

かべ新聞

八十

七十

︵二︶

たこ

うさぎさん

百二十一

百十四

九十九

つりばりのゆくえ

ぼくの発明

だれの力

四

むすんでひらいて
かくれんぼ
もちもの
よみかき

あさのこくばん

ゆうやけこやけ
二十四

二十一

二十七

ゆうぎ

人のかお
二十九

あいさつ

手と足

春の声
花まつり
ことばあつめ
はやとり

学校
かえり道

j

三十一

八七五四二九八六四
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四三ニー

星

（一

十十十九八七六五四

二

九八七六五四三

十十

ひとつの ことばから

なってみたいもの
三十四

四十

一八四

十十十十十
三十七

だんだんくわしくな
る
山のつつじ

u

四

によって示した︒

十五

十六

十七

零
百百も
二二百
十十二
六四十
十

雪

登
＋＋＋＋＋九八七六五四三二

十十十十九八七
巻

四二

十十十十九八七六五
三 二

巻

九八七六五四三二

巻
六五四三二

1課名一覧
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巻七
一

校門のかしの二
手ということば
もんしろちょう

︵二︶
︵三︶
︵四︶
︵五︶

汽車の中

︵二︶

作文

︵二︶

三十四

四十七

六十九

︵三︶

月明かり

七十四

八十六

にげたらくだ
一の場面

二の場面

うさぎ日記

うちのほおじろ
あぶらぜみ

︵二︶

天の川

二十六

︵二︶

幸福
こがねひめ

三十七

五十六

一まいのシャツ

幸福

みはらし台

九十四

六十

みにくいあひるの子

︵二︶
︵三︶
︵四︶

いねを育てて

組みあわせ

︵二︶
︵三︶

十五

十
つぼめ

二十六

音というもの

夕やけ
先生とみなさんへ

三十一

七十六

四十七

どんぐりとやまねこ

貝つか

なかよし

八十七

百十四

百四

ちよ紙

百十九

山のスキー場
泉を求めて

十八

一びきのくも 百二十七

美しいもの
ことばの愛

少年・少女
自分の國のことば
日の光

六十二

四十七

三十二

二十七

あなたの思っているこ

とは

狂言﹁ぶす﹂

能と狂言について

ぶす

妹の作文

新しい世界

妹のことば

私の妹

眞珠

自動織機

発明二つ

︵三︶

︵二︶

j

巻
十

五 四 三

八七六

一

巻十二

九

三 二

九八七六五四

（一

十十十九八

＿巻
一十
四三
五

⊥
／＼
七

j

j
j

四

六五
七

（一
（一
（一

十十
十

巻
九

五 四 三 二
⊥
ノ＼

七

j
j

j
j

六一四

四四

（一
（一

三 二
四

五

七六
八

＿巻
八
一

（一
（一
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四

七四

川口の子どもたち

めいめいの歌

丘の上

唱歌

四

十八

十二

三十

おかあさま

二宮金次郎

四十三

田園

新しい出発

五十五

五十一

じゃがいもをつくりに

やりなおし

雨の中

一つ一つつづろ

士二

四

六十三

五十八

いいにくいことば

父の看病

小さな行

写生

光を求めて

四十三

三十一

わたしの民ちゃん

人形しばい

五十五

二十三

傳説

六十四

七十七

七十

みえない力

雪まろげ

テニス

十一

八十七
九十六

星の光
四十二

三十八

二十九
ローマ字

かな

めぐりあい
赤絵のはち

幸福の園

その人のことば

百二十

八十二

七十七

熱情のことば

最後の学級日記

四十三

日本語の書き表わしか

心に太陽をもて
四

夜明け
心に太陽をもて
とりいれまつりの夜

くちびるに歌をもて

六十二

五十一
茶わんの湯

七十七

八十三

木もと竹うら

︵二︶

雪の映画

三十四

十九

四

九十

マッチ責りのむすめ

まさに立つべし
矢と歌
朝ざくら
みかん

わか草
月夜

ばらの花
まさに立つべし

大わしに乗った話
文字の話
文字のはじめ
漢字

た

ことばのはたらき
ある写眞帳

しずかな午前
眞理

四

五四三
⊥
ノ＼

八七
巻十五

j

智識と迷信

二十六

チューリップ
．しか

きり

わらいの歌

短日

（一

ガリレオ

ホートン風景
三十七

十七

電話
四十六

みどりの野

そよ風

八四
十八

五十三

外國からきたことば

おかあさん

ある画像

るとおどる

わたしの心はにじを見

牧場

四

十九
三 二

土

十

＿巻
一十
六五四三
七

巻
十
＿
一

1課名一覧
972

七六五

文字のある挿絵一覧

の所在と︑その挿絵の簡略な説明を記した︒

第六期国定読本の挿絵のうち︑用語採集の対象とした文字のある挿絵

2
●

●

38

37

35

34
42

⊥
ノ、
●

︵みんなの もの︶郵便ポスト︒胴に﹁郵便﹂の文字がある︒
ﾜいの 紙︶習字の半紙︒﹁は﹂﹁こ﹂の文字がある︒

︵かかし︶田に立つかかし︒顔に﹁へのへのもへ﹂の文字があ

︵かべ新聞︶寒暖計を見る子供︒寒暖計にFとCの文字があ

る︒

六・45

六・61
る︒

︵かべ新聞︶時計を見る子供︒文字盤に一から12の文字があ

︵うさぎ日記︶子兎の絵︒横に説明の文がある︒

る︒

六・64
七・95

︵あぶらぜみ︶油蝉の幼虫の図︒1と2の番号が付けられてい

︵あぶらぜみ︶油蝉の幼虫の図︒3から8に至る番号が付

八・15

る︒

︵川口の子どもたち︶ボート内の人員配置図︒各人に一から

けられている︒

八・17〜19
十一・11

8までの番号が付けられ︑﹁トップ﹂﹁調整﹂などの名称が

︵人形しばい︶指人形の着物の型紙︒﹁30センチ﹂﹁4セン

ナマ毛メ﹂﹁ナマムギナガゴメ﹂などの文字がある︒

︵いいにくいことば︶話をする父と子︒吹出しに﹁ナマムミ

る︒

十一・58

十二・53

チ﹂などの記述がある︒

︵人形しばい︶指人形の舞台の説明図︒

︵ある写眞帳︶本の表紙︒表題に﹁解三道﹂の文字がある︒

十二・54
十二・皿

︵一つ一つつづろ︶時計︒文字盤に一から12までの文字があ

︵ことばあそび︶時計︒文字盤に一から12の文字がある︒

︵かかし︶風に飛ばされるかかし︒顔に﹁へのへのへ﹂の文字
がある︒

︵かかし︶木にひっかかったかかし︒顔に﹁へのへのへ﹂の文
字がある︒

︵かかし︶ビルの屋根にひっかかったかかし︒顔に﹁へのへの
へ﹂の文字がある︒

︵かかし︶燕と話すかかし︒顔に﹁へのへのもへ﹂の文字があ
る︒

︵かかし︶燕に運ばれるかかし︒顔に﹁へのへの﹂の文字があ
る︒

十一・56

記されている︒

︵かかし︶田で風に吹かれるかかし︒顔に﹁へのへのもへ﹂の

︵いろはがるた︶かるたの﹁わ﹂の絵札︒

る︒

︵ことばあそび︶いろりと鉄瓶︒絵の右上に﹁い﹂の文字があ

ある︒

︵ことばあそび︶凧をあげる子供たち︒字凧に﹁龍﹂の文字が
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●
●
●
0

●

●

⊥
ノ＼
●

●

⊥
ノ＼
●

文字がある︒

669991

巻・ページ︵珍名︶内容

四

四四
7070

六四
3175
⊥
／＼
⊥
ノ＼
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2文字のある挿絵一覧

3音図

ば

第六期国定読本にあげられている五十音図を写真版で示した︒今回は

︵巻一66・67ページ︶

び

ゆ

確

ビ

ピ

ブ

ブ

ヅ

ズ

グ

べ

ベ

デ

ゼ

ゲ

ボ

ド

ゾ

ゴ

ぢ

ポ

ギ

五十音図︵片仮名︶ ︵巻三酩・抽ページ︶

アイウエオ
カキクケコ
サシスセソ
タチツテト
ナニヌネノ
ハヒフヘホ
マ三ムメモ
ヤイユエヨ
ラリルレロ
ワヰウエヲ

ジ

竃

ヂ

冨奮落｛1当〜旨う竜ζ考

音図のみで︑いろははない︒

五十音図︵平仮名︶

あいうえお
かき 一 け こ
さしすせそ
たちつてと
なにぬねの
まひふへほ
まみむめも
やいゆえよ
らりうれろ
わるうゑを
ん

び

ビ

コ．

ユ

ユ

ユ

コ．

ユ

』」

ニし

ユ

キユ

シ

チ

ニ

ヒ

三

リ

ギ

ノく

キ

シ

ユ

ガ

ジ

べ

ダザ

チ

ご

ぶづ

パ

ビ

ど

ぞ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

チ

ニ

ヒ

ミ

リ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ヤ

ギ

ジ

ヂ

ぽ
よ
よ
よ
ぎょ
ヒ

ヤ

げ
ぢ

ビ

でぜ
び

ヤ

べ
よ
よ
よ
よ
よ
きよ
L

ぶ
ゆ
ゆ
ゆ

し
ち
に
ひ
み
り

ゆ
ゆ
ゆ
ゆ

ぎ

ち

ぎ

ゆ

に

じ

ヒ

ひ

ぢ

ゆ

み

び

ぢ

り

ぴ

ゆ

ン

ぐ

が

び

よ

ず

ざ
や

ゆ

だ

ぎ

や

き

ば
や

ば

き
や

ち

し
や
や
や
や

に
ひ
み

ヒ

や

や

ぢ

や

り

び

や

3音図
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漢字一覧（提出順）

替

）

を

45

45

39

舌

）

39

38

37

37

37

37

37

35

35

29

26

25

24

23

18

18

14

14

13

11

9

5

446451010755101010441422771438
竹長休高声色盛

校学耳
小

中
四十

水花下上青赤大小生友
人

3029282726252323222118181818151413108888775奎
コ

コ

コ

ロ

コ

64

魚虫名門王心鳥北南西東白

四

59

54

5250

77213724

ロ

・…623849254323777・・98・54・・醤
作豆麦早百切米村方海

646461

4
漢字一覧︵提出順︶

替

第一期〜第四期と異なり︑第五期・第六期国定読本において
は︑欄外に新出漢字または読替漢字を掲げていないが︑コン
ピュータ処理によって同様のものを作成したので︑それを提出

示す︒

讐山月川相足手・臥九八七六五一＋四二三鞍

順に示す︒読み替えとして提出されるものは︑二字分︑下げて

汀20

30

51
光読
み

國冬車春年立本走

小難
乙

112112111111

110110109109

103

96

94

87

79

79

67

66

63

63

58

58

57

50

44

44

44

44

44

43

43

43

39

36

31

3130

95993361565272757631659999963215222
力

矢弓界
十

世字紙音雨家雲風女男丘子夜石
世夜年

多思島道火左右文
五四三ニー

巻

写照7型5亭亭聖2聖9亭亭宅9宅7そ4嬰0脚高1！lll興壬興

113113

43・5622・・474999655992369668643・奮

封

正意

戸天

快

全安発出列枝元徒

三夜

返林半考意用書星

中

氣事

糸話知

三三

47
町読
み

生警
）

976

巻

4

13313012612512412412312312312312111311311010610492

88

87

86

漢字一覧（提出1順）

8383

79

76

746767

666644五
544465哲 45326144433331074255141108674
ロ

コ

68
土草読
み

電

道力水

都

董

原秋夏季由自不千苦母父申波礼黒親降雪

返

弟

山

品

心

組

日

月

胆

32

32

32

29

29

28

28

28

28

21

21

21

21

19

19

19

15

15

15

11

11

10

10

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

611441099397445448776653844116555597
貨炭

持
石

77

77

74

受物
物

74

72

店帰
品

70

68

点終動

65

出

65

63

銭近遠景三明労乗回忌旅私

60

日二

56

56

55

55

53

荷船汽
下船

53

51

49

46

46

44

44

43

42

41

40

38

36

野
車

34

34

34

33

3232

64111153331115227299627544665289411477
級入間週

新住金
女金

写
分

今分
星土

巻

コ

コ

コ

コ

83

56

56

56

56

56

56

物動

848484848483

同製感羽死

役具台計鉄読
み

光町足

場工茶

83

83

83

79

78

材
木

78

78

78

7777

119912488866211191077376

ロ

9362・・358772哲

活喜

東南鳴

10810810810510094

1110996654444六
コ

身鳴通和平屋田岸美送

時賛

近

語
音

運
國岸海

眞念北流室教時
写

記
月

麹

56

56

56

53

51

51

50

48

46

43

40

37

36

36

31

31

27

26

19

18

18

18

18

18

17

17

13

1313

8874422112423631076637732109755588943
談回避号第三來聞

吟遊晩書絵寒朝森
新

地根向顔毎夕
雨

三唱合会樂助歩
樂上終

運

4
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漢字一覧（提出順）

107107106

106

102101100100

10099

99

96

94

92

90

87

87

84

80

79

78

76

74

70

69

69

69

67

66

65

63

61

61

6161

10109874111111417110895336592243248838877
強勉機飛柱画鏡

望古見

遠

病兄面神

困願同問息命妹

苦

教

巻

谷題墨銀度温暖

下場通

寒

99988777554七
833・・343・432哲 1913110338499101038422332
140

139

138

134

134

133

132

132

129

129

126

126

122

122

117

115

115

114

114

113

113

113

52

業卒早渡

入

46

歌

み

歌組庭

45

44

43

43

42

42

肉

舎庭読

41

41

焚

岩負

地

勝決追毛廣深落実料首外骨角質性以

角勝

磐

40

40

40

40

40

40

35

35

33

33

32

29

27

27

26

26

25

25

23

21

19

19

18

16

1412

47854101065555522225544111177641198257911
序

失

職

老曲

席座郎

客

頭前

輔察観後午

帳砂曜橋

答旅人青三乗弟兄空
94

91

88

87

86

86

79

79

79

79

79

77

77

74

74

67

64

59

58

57

55

54

50

50

油

腹

七強長文
49

49

48

48

48

48

47

47

46

4646

657752101099962772455388434166218410106
暑注

開廷法官判裁最短乙甲
日日計

巣

34

3433

33

33

26

炭層

26

26

26

26

．

20

17

．

15

．

15

14

．

13

．

12

．

12

11

．

宝胸式整内
柱曲

8

8

7

．

．

．

郡
野

7

．

7

7

．

6

・

6

・

回
六

章線

5

・

大鏡

5

5

4

・

・

…

縣
北

4

4

巻

ノ、

（

3抽δ2レ3勾｝掃・ン・・3・・・…793888843972443哲
秒速位軍万

帝馬

表

皮

頼信血

七頭天間小大生

45
者蓑

言予福幸早耳指費

洋

目土

家母覚
馨

978
109105104104103！0399

9894

9494

9486

8686

86

85

83

71

61

58

58

5449

4740

38

38

36

4

漢字一覧（提出順）

34

34

34

34

3434

696643444331662259314451231013996655
害閉開数植
米数虫

種育乳牛三農
三種

重三少停寺
望

横
所

着満
子

陽太算球
宝正十二

巻

30丁丁丁丁丁丁卿卵脚撃卵解脚卿llllll央

3・・399742・一一一62128552躍153
燈

利

養次園

社航

歩重三明

民告

協候約演例景情劇

合一着旧下話

港加器

求二

重

鴫
）

93

88

88

87

87

85

84

83

81

78

77

76

76

76

76

71

70

63

54

47

46

46

46

46

46

45

45

41

36

36

36

36

33

3232

14488892458443357787775512191110101781
舞類説針
間右左台

17

16

15

14

主
西

9

9

8

り

7

ロ

移待
平植

巻十

5

3

通三間

66
回読
み

呼愛

親

33

6

1

研

32

32

32

1010106

吉佐豊

32

4

32

失萱

32

31

31

41212128

124

124

122

122

122

122

122

熱支

舞頼羽求

31

27

27

27

27

3

3

3

9

9

部体任三無

工勇

129

色景日数八少

探難

還

33

136

公

122

121

121

121

味
自

雑登貝湖畑

119

草

119

116

111

110

109

109

108

104

338101011119642105351210633118

471812591102新
出
商節

角明

140

コ

格服坂舞

然

25

9

吸

25

5

25

4

舟

困

24

24

3

24

2

24

1

現員輪

湯

飲泉階勇制止急

門流次
24

1

24

23

21

11

6

6

21

6

文集

21

21

5

坑漁婦護丁丁

形自学呼深下風

4

20

20

1

20

1

19

11

1918

3

3

形円窓読暗

暗

4
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漢字一覧（提出順）

43

42

109

42

8

42

42

5

5

42

40

40

39

510109

9

取的科殖
現加

13

8

39

39

8

39

8

39

8

1

際論理功成核
者助

8

7

7

7

5

59

59

58

54

5

51

39

38

1

10

5

4

巻
十

71

51

47

47

37

7

37

2

9

珠

656565

37

36

2

1

36

35

11

35

1

35

8

35

34

8

2

34

34

2128

33

33

31211116

才試敗図設館京想械進

押回

力

64646464

3333

織住

63

62

62

59

5453

49

46

4545

45454444

4461112222117713412111133266
対
男

46

38

実母然

66

等

47

38

御
本

33
消 令調
賛習練 弛
れ
糸
進向
上書
垂

59

39

3

511127710115薪
出

59

39

46

44

有
名

44

44

築建
美

41

38

藝狂能
絵

38

33

30

敬
見水作味

30

30

30

27

23

19

湾産術
牛島

19

19

19

19

手

18

18

1616
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雄得謝留峡軽津士富総池照梅紅続代働奈宮清
一男正

札

兄父

村豊

白

田

親情

神

調戦
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鴇
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門声民
55

55

55

55

53
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立文書会古八太行書
垂

50

49

48

48

47

47

47

47

47
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46

45

45

45

43
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40
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告形後

37
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35
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34

3325
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昔祖裏穴細
語傳

簡
正

便史歴傳詩影
呪事

鼻童績験経
樂家

與冷
命

因
暖

別区詞
原

覚
形
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77

77

77

75
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70

70

70

70

70
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61

4
61

60

60

59

59

59

58

58

58

57

漢字一覧（提出順）

57

56

56

56

56

5655

843311654322277617712853212444111998510
旗選筑句州良蕉芭瀬奥評峯徳傾里

休合波船弟
115114

114114

113112

111

111

十

110109

109

108

承鹿唐岳仙共順

無鳥湖畑知有

107107107107

107

106105105

104104104102102

97

93

93

雲
90

89

89

89

8282

5973739566611522112113315579651210273
義憲化議治解版浮江師宣

仁倉鎌僧
室

17

17

17

17

17

16

15

14

14

14

13

13

13

12

11

11

10

10

巻

堂殿夢

鳥

和大建平

10

9

9

9

9

9

慣誠
習練選面軽

9

8

8

8

8

7

6

相野

6

巻十

4

3

9933212711121294631075333222872254356薪
出
賠

鉱
敗

森

3・7

巻十四︵新出32
読み替え19︶

映
76

76

牧

71

56

焦紀
説書

53

121

52

41

2

5

達像

初反
世

40

39

38

6

4

1

寝

63

62

62

57

輪去

37

36

57

果結則係関
移画間

35

35

31

31

711106

4

4

番給

老二

70

普他漢

31

3129

志

29

28

7

26

7

得

26

25

4

床

33
抽
覗
聞頭來先短書
垂

浅迷識

4

25

25

25

1

1

1

市

25

23

123

23

20

19

2

6

1

特努期

受行早春遊聞行路小都二丁

54

53

52

45

45

44

36

35

34

34

33

33

32

32

28

28

24

19

18

11

18

11

9

5

5

1817

6

復軍

前豊

20

18

6

9

精償

神

5

5

5

66111821168534411556483872210346121212111110
接規蒸象

谷腹

帯

張

瞼保定

熱外三指

引億博

思

系哲宗典辞交

内

英

職

修直純

急油安係

4

981

漢字一覧（提出順）

巻

242219191919191413111010777443十
・・・・・・・・・・・・・・・…
五

102

89

89

86

84

84

84

84

84

81

81

81

78

7776

265499988932239
979999335284441665薪
出
68
編独 件條 量変儀
割
起河氷府置板残末弛
れ
千 登言
満 病出 星 枝 行表書
元

首

高

牛万太

冬

聾

51

49

48

47

45

411811

8

4

箱技

45

44

2

政

44

1

44

1

41

41

41

12125

焼衛

40

2

2

61

61

60

60

59

58

40

2

39

9

準標在枕氏源

巻細責今
65

40

58

38

37

36

36

6

8

8

1

訓側

34

34

8

34

7

33

4

要

31

3

30

30

30

29

28

2

7

6

4

58

58

57

56

56

56

56

56

56

56

55

55

55

投囲周綿必

55

55

26

26

612911

刀

仁引照結用主

58

28

2624

7

510

手底

後着氷

54

54

53

53

52

52

52

52

52

5251

8754498754421212552111111331121559887765
樽創

幌当
必養

鷹
友

裏
出

124123120120

授宿寄
新

駿測梯磐
目

109108106

10510210285

費孚恩刊
鳴鹿

82

81

81

81

81

守状各
著衛

75

74

74

74

73

諸著
別魚眞

73

72

72

72

72

68

6666

285211366612993351196116111111108
課
門

潔
回避

善使康野栄
金

平町沢忘
園三

権
姉願

境墓之筆
旗

舟主峰守

漢字一覧︵五十音順︶

第六期国定読本の新出漢字および読み替え漢字を︑代表音訓によって五十音順
に排列し︑読本に用いられている音訓と︑その提出熟語・提出箇所を示す︒ただ
し︑読本自体が︑四期までのように欄外に新出・読み替えの文字を掲げるとか︑

まとめただけである︒

暗室
六・鯛
八・33

十・20

病院

九・鵬

五・㎜

九・麗

九・88

三・31

十・21

九・m

十五・36

十四・35

十二・35

一つの漢字に二つ以上の音訓が出現する場Aロは︑出現順に

以上
輩位
十五・30

羽ばたき

六・37

三・79
雨だれ

五・83

十四・3

十二・46

十二・56

三・67

六・13

運動場

影絵

雲仙岳
映画
光栄

十四・18

十五・85

エイ

エン

エキ

エン

その
エン

エン

とおい
︵おいらせ︶

オウ
よこ

オウ
オク

き

十・42

十二・45

八・5

三・79

四・囲

十・42

九・8

十二・幽

十・24

五・7

二・18

七・64

三・87
五・84

六・61

七・74
十五・55

五・43

十四・34

二十億光年

黄色

恩師

花屋

温度

オツ
オン

分家

一家

加工

文化國家

地下水

下水

五十音

オン
おと
オン

した

カ

くわえる
カ

なつ
いえ
カ

53

十三・9

科学的研究

結果

歌

火河

る

唱歌

氷河

火事

荷船

第一課

画用紙

貨物列車

祝賀会

字画

音照会

二回

解体図

全快

改札口

機械

階上

海外

7

7

19

36

7

23

7

123

十

十

十十

編纂趣意書や教師用書︵五期︶で読みを示すなどのことをしていないため︑この
表の持つ意味は五期までとは異なる︒すなわち︑担当者らの判断で読んだ結果を

十・7
四・47

周囲
四・20

十四・9
十・18

用意
十二・20
九・76
十三・10
十・33

一・11

十二・24

医者

衣食住

容易
移植

安全

提出熟語 巻・ページ

あげる︒音は片仮名︑訓は平仮名で示し︑熟字訓には︵︶を付ける︒

アン
やすらか

くらい
アン
イ
イ
イ
イ
イ
イ

うつる
イ
イ

十一・71
＼●霜4

発育

9

十一

そだてる

／

イチ

イク

三・44

英語

今右衙門焼
十五・44

う

く

11
23

20
コ
コ

十
十

十十

82
14
15
100
62
58

32

101

10

48

七三八五二六五九五九十五五

コ

49

園形
年

コ

14

動半 守
物円 衛
慶奥望
慮瀬遠
三村鏡
黄
色

コ

8

4

17

8

57

112

8

34

21

84

48

110

64

103

116

33

115

57

104

52

三原

コ

コ

コ

コ

コ

コ

十十

十

十

コ

70

ひとつ

九・22
十一・59

十月一日
﹈雄

十・24

二十九五八四六九九八十六三五三十五四七二二六二三六五五五二四三五七七

十

絵絵世海
画本界岸

人各詩
格地虫

コ

39

︵ついたち︶

工員

室カカカかそかかカひカエカカうカカカカカあカガカガカカにはカひカうカ
ほクククイとイいイらイ イイみイイイイイうイ ク
な
た

え

コ

25

かず
イン

イイイげンもこンまめねウぎンむくンン
ぶ

画貨課荷花

会賀

言霊斎言回解

霊界

外二階言

言応急二二

や

ね
ゲ
カ

ケ
カ
カ

5

漢字提出音訓
愛 アイ
安

員

エエエエかウくはウああははウユみイのひイイ

園丁丁
丁演

億斎王横丁奥
斎言恩乙屋
下

言言
家夏

鳶科

力因

右左
岸右

引因

斎院飲
言

言

晶
移素意囲位以
晶医衣
一

運

雲

立英霊言言

漢字一覧（五十音順）
5

982

983

漢字一覧（五十音順）

角

5

間鑑観簡看灌漢歓慣感官

館関

巻刊

寒鎌活割

カク

つの

かど

ガク

四角

校角

願顔岩

寄器喜

六・m

六・勲

九・76

二・37

十二・56

学町

十・27

雲仙岳

まなぶ

たけ

六・17

六・19

十二・45

音樂会

文樂

六・11旗

十四・77希

丘客吉議義技儀起記規紀季汽氣帰機期

学

ガク

たのしい

ラク

活動

わる

カツ

六・46

十二・斯

休

鎌倉時代

吸

かま

さむい

六・61

裁判官

十五・54

感心

刊行物

カン

習慣

寒暖計

カン

歓声

カン

カン

漢字

カン

カン

太田道灌

十二・鵬

カン

看護婦

絵巻物

カン

簡軍

カン

カン

まく

カン

内村鑑三

観察日記

二巻

カン

一週間

カン

カン

人間

関係

ケン

機械館

ま

カン

あいだ

カン

十十
十 十 十十十十
十藝十十
十三三九八五五七二十二三二二五七五史二五六六
@ 十・…
・・・・・・・・・・・・・・…
35
9
9 93 17 74 81 27 48 21 6 10 23 89 105 79 51
106 54 61 46

樂岳

岸

すキキやキおキキギギギギおキキキキキキかキキはキキキキよガねかいガき
え
た
ろンがおわンし
うユユすユかヤチ
こ
こ う
る
ウウむウ ク
る
ぶ
海岸

念願

樂器

寄宿舎

國旗

希望

時期

飛行機

汽船

四季

十六世紀

不規則

学級日記

礼儀

技術

民主主義

議事堂

豊田佐吉

乗客

砂丘

深呼吸

十十十十十 十十
十十十十十
十
十 十
四十二二三三七十二二五四五五四三四五四五六三五ニー五九六五六六六五五

十

コ

54

25

77

39

曲業

コ

コ

25

58

コ

40

32

114

鏡胸狂橋

115

教

48

コ

81

22

コ

77

ロ

70

14

124

強峡境協共京

7

コ

7

コ

21

魚漁

106

23

去

73

77

72

56

6

牛給級究球

コ

ロ

9

74

80

求

31

138

84

急弓

41

宮

二宮金次郎

弓矢

急停止

地球

探求

研究熱

配給物

学級日記

牛乳

去年

漁船

上京

魚類学者

共通

國境

協会

津軽海峡

勉強

教室

狂言

望遠鏡

卒業生

十十十 十
十
十
十十 十 十
七七七六七十七六五七六一五九二十五三十三一四八三五十八九九四九三一
コ

41

9

47

100

経系

コ

コ

コ

54

62

19

87

78

19

107

47

ロ

コ

73

19

35

兄傾

形

景敬

ロ

56

52

18

23

12

係郡軍訓

ロ

81

86

空具

38

77

33

コ

34

124

3

コ

20

109111

苦区句九銀

まがる

キン

近所

十十

近
ちかい

キン

コン

かね

ク

道具

空氣

軍人

関係

金金
色持

苦区
心別

十十

18

金

ギン

ク

ク

グ

ク

くるしむ

クウ

そら

クン

グン

ケイ

グン

カカり
かたむく

あに

父兄

兄弟

半円形

︵きょうだい︶

ケイ

弓形

ケイ

かた

敬意

人形

かたち

ギョウ

情景

ケイ

景色

経験

太陽系

︵けしき︶

ケイ

ケイ

ケイ

十十十

63

十

十十
十十
十
二四九九十ニー十十一七

六二四三七三五七二六六四二ニー六五五五五五七

40

92

コ

33

46

10

46

33

70

27

ロ

20

コ

44

33

コ

ロ

60

5

9

48

18

コ

38

32

37

5

コ

96

コ

121

35

70

18

63

108

70

65

108

コ

15

57

る

時計屋
津軽海峡

ゲン

無言

予言

八・7

古歌

ゴン

ふるい

深呼吸

三・囎
九・32
十二・59
一・12
七・26

三・44
午後

七・26

國語

五・84

十・39

氣候

交通

六・10

九・19

十四・24

十・21

十二・55

日光

十・39 國

九・45

炭坑

方向

十・33

五・34

十・24

一・27
六・31
十一・7

三・5

成功

小公子

看護婦

御木本幸吉

十一・67
十五・28

午後

湖山

十・25

十五・19
六・99
十二・7
十・8

よぶ

コ
コ

藝術
劇場音樂
決勝点
純潔
結果

正月
條件
健康
建築

89

コウ

健康

十五・皿

高度

六・18

豊田佐吉

左右

座席

砂丘

二十四才

最後

細長い

野菜

細工人

裁判官

現在

実際

材木

作文

動作

改札口

観察日記

●

31

二・37

十二・m
九・8
七・74
十一・30
四・21
九・21
十二・23

新聞第一号

九・23

●

88

学校

江戸時代

紅梅
航空会社

六・56

コウ

合唱隊

十二・77

雑草

三郎

内村鑑三

●

23

コウ

みなと

え

コウ
コウ

かんがえる
コウ

あれる

発行

十二・4

コウ

十三・29
十三・36

いく

行列

おこない

ギョウ

十五・4
四・87

十三・17
二・39

鉱山
ふる

コウ

ゆく

たかい

ゴウ

合計

五・84

二・64

十一・71

九・19

國語

廣告

六・56
ガッ

試合

十四・84

ゴウ
あう
コク

つげる

くに
コク

五・55 山

四・92
今夜

くろ

今右衛門焼

六・幽
コン

ほね

いま

困難

●

25

32

o

71

40

●

●

●

●

37

50

47

23

79

●

●

●

●

●

39

41

32

54

●

●

●

o

30

57

●

27

o

●

8

建物
憲法
特権
研究熱
縣道

み

ウろウウウウかちウウウかウウたしとつず
る
う
つ
う
う
り
い

コひコクコココむくコココひココゴかゴみうあゴゴいゴコみと

二佐

砂

言言最座

作言言言言言霊

札湘

賛畜産散

53

●

51

2

●

●

44

26

●

●

●

40

発見
月見
保瞼会社

経験

工場町

コン

こまる

賛単産散
成算地歩

36

●

●

40

元氣

大工

八・7
六・搦

十
六九六五

81

●

83

●

45

●

●

34

19

●

元日

幸福

九・19

十十
十
十十十 十 十
十
十
十
一八十二四一五七三一九五一五七十四三九五五十七二五二十一七三七九三十

5

44
84
122
36

原因

廣告

ね

行試航京紅甲港江校康
高素意
合霊

コ

63
9
11
39
67
77
84
102
64

コ

59

後言五二戸呼古言
廣幸工坑向口清書言霊交霊語言

4
86

コ

10

47

コ

132
109

コ

34

53

コ

コ

コ

コ

45

コ

104
114
74
33
46

コ

40

99
の
コ

告

露骨黒
困

根

源氏物語
現場

十十十十
十十
十十 十 十十
十十十 十十
十十五二四四四二四十六七十五二二十五四五四一八五三二五六九十ニー七六
33
102
126
35
40
24
43

計
軽
結穴二二二二
月血
建健件
見縣研権高
元三除
原
温温

漢字一覧（五十音順）
5

984

あゲゲゲはガゲケケみケケケケケたケケケゲかつちむケあケケゲゲケかはケ
らンソンらンンンンるンンンンンてンンンッッき すッなッッキ イイるかイ
わ
る
ぶ
いる
れ

色

5

985

漢字一覧（五十音順）

歯試詩詞

紙

糸私氏死止

枝支

思志師市

指

四史使残

姉士

子

はシシシシかシいわシしシシえシシゆシおシシシシこシあシよよよシシシの
み とた
ぬ
だ
び
ね つん
こ
も
く
う
つ
る
し

四人

四くみ

富士

兄弟姉妹

王子

宣教師

都市

三國志

思想

支指
流名

一枝

急停止

一糸

源氏物語

試運轄

動半
弓紙

歴天
史使

十十十
十
十
十 十 十十十
十 十
十十
十
七十二二六三一四五五五九五四九四八四三三二三八三五八一三三ニー二五五
77

36

社

コ

コ

コ

コ

47

34

69

94

上士

コ

ロ

8

コ

6

8

実質

室

94

109

7

39

失

122

52

5

36

43

七識式

109

ロ

25

コ

47

コ

58

コ

74

の

71

ロ

46

自耳治

コ

44

リ

18

次

コ

35

コ

9

コ

47

105

7

時持寺字

事
ジ

こと

ジ

てら

ジ

もつ

︵とけい︶

ジ

ジシジみジつ
み ぎ

時間

時計屋

九・23

九・捌

十二・m

二・35

四・鵬

十・27

十四・28

第一次世界大豊

明治五年

不自由

自然

國語辞典

男鹿半島

鹿鳴館

︵おがはんとう︶

ロク

知識

失七七
三色日

コ

31

鹿辞

シキ

シキ

シチ

︵なのか︶

教室

シツ

室町時代

なな

シツ

性質

うしなう

シツ

航空会社

むろ

ジツ

シャ

シャ

シャ

うつす

み

写校実
生舎現

40

斎火
事事

十
十 十十
九五五七十六六二五十七八七一三七五二

十
十
大
十
四十四二二九九職六五五八三二四

21

28

コ

83

週

60

5

38

舟

122

習

113

コ

108

コ

コ

78

終秋

5

44

26

●

ロ

25

15

8

三州宗平等

50

55

受

57

首

●

27

●

●

123

35

耳珠

●

113

手

・

121

0

●

●

●

●

●

●

●

478295896477

23

宰取

主

車謝

者

シシふなシおシあシシシシシジジうシくシたジシてまシとあぬシシくシシも
ユユねらユわユきユユユユユユユけユびユねユユ もユれるしユやるヤヤの
ウウ うウるウ ウ ウウウ
る
る るじ
ま
人氣者

感謝

助力者

主人

水車

すくい主

守衛

品種

一首

受話器

教授

周囲

宗教

信州

文学修業

修業式

終点

練習

一週間

勝海舟

貰手
丁丁

十十 十十
十
十 十十
十十十十十十十 十
五五九ニー六五四五四二四五五三五四六八八十十一五五十五 五九五ニー十八
コ

コ

74

72

122

コ

97

助士

5

18

21

125

書士

120

5

コ

70

32

30

57

所初1順純準駿

37

28

86

コ

115

94

94

37

ロ

44

29

66

出祝宿

春斗

53

42

68

33

78

6

コ

ロ

64

54

十

重

40

4

住

二

重1ζ艦霧≡；ll撃で；｝鍵と1耀；縫
集合地

十一

衣食住

十びき

二十日

十和田湖

二重

寄宿舎

祝賀会

出口

出発

手術

標準語

駿河湾

純眞

最初

製材所

台所

東部諸州

書物

助力者

十十

十十

十十十十十十

十十

十

十六五二四七八五三二四五五三二十五五五四二五九九八二八三ニー十五九六
40

コ

コ

13

52

11

コ

コ

コ

19

94

54

ロ

108

13

ロ

55

5

41

56

35

61

44

58

コ

10

21

コ

44

4

ロ

56

コ

28

9

83

62

コ

34

112

29

11

33

65

104

56

上品蕉章島島

乗

やけきシとシすつシおこちシシかシシジジお

尅ｽ賜甥ヨヨ寒

く箏こ

62

47

33

14

神言申言森

コ

44

新

13

ロ

ロ

コ

58

28

45

コ

61

26

15

7

コ

コ

37

色職

心寝言七

ロ

11

18

14

織殖

コ

132

17

46

72

63

情

情景

條件

水蒸氣

新島嚢

田植

移植

信食景三
頼事色色

コ

133

六十六状條

養殖

自動織機

用心

新聞

新島裏

森林

深呼吸

神奈川縣

親子

精神的

眞写
心眞

十

ニー二三九八三八三二二六十六六三七五三

ロ

70

序曲

コ

18

女王

18

十

賠償

親

26

決勝点

48

コ

4

ぞ

商業学校

コ

34

合唱隊

コ

69

小
う

今右衛門僥

焦点

上でき

川上

上ばき

乗客

工場町

場所

記十十十

8

小蒲小
路小川

承床車
知屋年

十十 十十十
十
六五七五一九六二四二七一三五
40

漢字一覧（五十音順）

小減点二二二女

消承素

焼

ばジジのかうジうシシシてシ
ヨヨるみわヨえヨヨヨるヨ
ウウ
ウ ウウウ ウ
現芭文
象蕉章

5

少

場

986

十十 十
十 十
十
十
十十十十十
四三一六五五四十六三六五六五四三三八四九九二四十十十九八五四五四一九
コ

コ

コ

コ

コ

の

88

18

19

87

52

83

正晴

コ

110

ロ

25

ロ

126

コ

コ

17

40

58

56

68

言言政成性霊瀬

79

13

41

世

12

コ

ロ

61

46

数

コ

5

37

5

水計

33

3

42

仁

76

98

58

人針

コ

コ

63

52

進

コ

84

19

10

身

たシはシセほセセセセセせセセよスかかみスみズジニジニひはすシシみシし
だヨれヨイしイイイイイ イ
ウぞずなイず ン ンンとりすンン ンた
しウ ウ
え
む
し
み
い
る
仁老五
王人人

親類

設計図

水力電氣

水そこ

数日

世界

十六世紀

奥瀬村

制動

性質

日本政府

成功

整列

正月

明土
星星

進自

歩身

十
十
十十
十十
十
十
八四七五五四七五十六九二三三三九八八十五二十五二七ニー九一十八五一十
●

●

36

67

o

86

●

7

●

●

56

先仙雪

●

17

●

50

45

●

39

●

113

●

●

11D

●

62

14

説節設試切言責績

●

110

●

●

●

103

46

●

105

石台席

●

●

99

54

●

●

6

24

言言

●

35

●

39

●

107

訓言

●

●

●

●

42

25

25

83

■

7

●

●

34

8

●

49

●

23

9

生清

声精

当夏雲さ多多多多暑下輩草草℃蒙下穿下穿茅穿妊穿三二穿ζ十重穿℃白豆奮

し

ウ騰篶

正男

正方形

先生

清水選手

一生

精神的

歓声

製材所

成績

石炭

無責任

季節

設計図

説明

先生

雲仙岳

誠東西
意西洋

座青
席年

十十十十
十 十
十
十
十
十 十
十
二二四三九十十四三二十二五三二七七二二九八三五二二三八四四二ニーニー
●

2

●

●

●

●

56

86

16

84

●

9

●

35

●

71

●

●

●

●

●

●

●

●

●

25

14

31

42

32

50

55

40

41

●

14

●

89

●

81

●

4

●

●

8

●

108

●

23

●

38

●

●

●

18

13

13

●

4

●

9

●

●

■

82

16

49

59

5

987

漢字一覧（五十音順）

相孚巣

早想倉創僧

組祖全

然善

前銭

選

船線浅泉

戦川宣

千

ソソすソはソくソソくくソゼネゼゼまぜセえセふふセセあいたセかセちセさ
ウやウらウウむみ ンンンンえンンらンなねンンさずたンわン ンき
い
ぶ
いみか
う

ウウ

千年

千ひろ

宣教師

終戦後

東北本線

荷船

汽船

船大工

選手

三十銭

前後

善人

天然眞珠

自然

安全

一組

先祖

創成川

鳥羽僧正

鎌倉時代

空想

早春

戦孚中

相談

十 十
十十十
十
十十
十十十
十 十 十十 十
六五七三三十二五二七四二四十十五三七五二二二五五七三九一七一二五四三
コ

56

55

59

コ

35

27

34

コ

107

61

107

コ

7

コ

67

代亭亭待二二体

55

47

38

27

太多他

106

ロ

20

コ

35

コ

15

93

77

村卒続族速

72

7

7

46

ロ

8

119

16

足測息則側像

43

37

コ

109

送走

コ

24

123

4

白総窓

ﾉタ二毛タ瑠1揚芒多脇禦苔鋤
相手

法至嘱送
則側像別

総代

雑草

三角測量

卒業生

村道

太陽

太郎

太田道灌

全体

熱帯地方

退院

合唱隊

一代

家速不
族度足

十 十 十
十
十 十十十十
十十
十十
十十
一六一九四十十四二十八三三一三七一八八六一五六三五三五五二九五一十二
19

18

コ

コ

コ

83

76

57

65

筑竹琴置池

32

78

地

コ

コ

コ

6

16

34

コ

43

11

知談

の

38

男

コ

23

9

27

暖

6

短

34

6

29

56

76

9

炭探輩樽

ロ

37

コ

53

ロ

120

38

50

36

4

44

コ

19

谷達沢題第

82

大台

1桝ジチチ携響忌避多多篇謂1篠絆
舞台

大会

大小

六・4

九・87

七・48

二・13

八・15 中

十二・鵬

着茶

量
旦

着物

着陸地

中学校

一書夜

電柱

注意

柱時計

害虫

日記帳

十十

大和絵

柱

六・56

十五・81

新聞第一口万

福沢諭吉

十三・56

六・66

上達

十四・76

六・67

山谷風

八・33

十五・65

虫注

著

著者

十

軍位

九・伽

主張

十十

小樽

探求

七・67

五・32

七・77

六・61

十三・3

整町
調長

十十十十

石炭

短日

寒暖計

三・63

十・66

町半張帳

調

小鳥

鳥取

直後

鳥羽僧正

津軽海峡

停車場

）

十二・36

下男

十一・59

四・4

六・56 鳥

十二・58

正男

相談

承知

六・鵬

六・36

十一・41

十・64

十五・13

地面

建築
二・45

十二・75

位置

筑波

長

尊卑津具

停

い

十

十

八十六五六一四二二三七ニー一六四六四七五五八三七七六三六四二五九八五
コ

ロ

58

17

コ

69

46

コ

129

47

5

107

59

コ

10

16

45

18

7

9

4

43

コ

53

コ

25

コ

54

コ

51

コ

10哩

18

91

58

102

15

50

31

26

の

コ

コ

26

21

40

33

988

登渡徒電

都

度努

5

傳点魚店

田殿

漢字一覧（五十音順）

弟廷

天典旧主三二

弟子

十五・56

十二・70

︵でし︶

定期船
天帝
谷底
中庭
校庭
法廷

兄弟
七・33

31

6

30

42

102

55

徳得道童堂同着働

47

21

29

28

26

113

28

六・4

8

五・6

36

四・31

19

七・8

133

九・36

25

四・鵬

六・61

23

4

32

42

56

70

テイ
テイ
そこ
にわ
テイ
テイ

磐梯山

おとうと

タノー

科学的研究 十・42

︵きょうだい︶

テキ

哲学
十四・32

テツ

挿語辞典十四・28

テツ

テン

天人
三・囎

テン

八・26

五・28

七・29

五・21

天の川

みせ

自轄車

十二・55

あま

終点

つたえる

との

テン

十二・皿
五・42

テン

夢殿

十一・30

十二・47

田園

傳説

デン

水力電氣

デン

でん

生徒

た

ト

のぼる

わたる

十三・25

登山電車 十五・19

都市

十三・23

みやこ

ト

温度

努力

ト

ド

ド

十 十
四七七七五八四

十 十 十十
十十 十
十 十十十
六三三四五九七四五一五二二二五七五八三四六四十五二七
コ コ コ
コ コ
コ
コ
コ
コ コ
61

二二二三

コ

83

33

79

5

4

ロ

コ

26

44

26

青豆言意二士湯東土七七七十

土

拷鍔甥菖柱脚ズ號蕩是昌占隠締罎昌晃ト惚
しる
く

じからまえ

す

八・8

五・56

ドク

よむ

ナ

ナイ

みなみ

うち

ナン

ナン

ふたつ

︵ふつか︶

︵はっか︶

︵しんじ︶

トク

内奈読独

南

五・4 特

土星

二・64

十四・76

土地

冬期

十五・28

五・53
九・捌

短刀

九・29

十二・56

南東

十五・59

ニ

三・43

電燈

ひ

三・8

当時

か

にく

ニチ

︵ついたち︶

︵はっか︶

ニュウ

ジツ

ニュウ

いる

ニン

ネツ

ネン

あつい

とし

六

日肉

入言

セイロン島 十・45
十五・31

上等

七・45
三・29

七・35

八・26

十三・6

十一・19

五・19
五・34

十・71
六・65

問答

四頭

頭上

自動車

同時
九・19
十二・悩

言任

年

ネン

ノウ

の

六・79

童話

五・6

十二・43
三・39

十一・58

十三・8

十二・61

水道

得意

徳島縣

之念

能

神奈川縣

内野

二日

二十日

眞二

日本一

二日

数日

牛乳

入口

入学

無責任

熱心

十
十 十 十十
十
五三二四九十七五八九七七五四一六三八五三一九五三四七一十四三

十
十五
6272

コ

83

1D9

59

62

122

コ

31

コ

9

77

磐番晩版板反半判発

86

46

八

88

87

の

コ

19

74

ロ

31

1dO

詳言麦

40

34

19

白博士

コ

44

6

コ

122

53

コ

8

責買梅配

33

49

コ

コ

19

19

89

25

敗拝十三

波農

バババハいハハ祠官ややハはははむハししバババうかババや一偏バハハなノ
ンンンンたンンンッ つチたたこぎクらろクイイるうイイぶイイ
みウ
け
い
れ
つ
る
紅野
梅配

農夫

失敗

白さぎ

白梅

箱根

田畑

八重

裁判官

出発

半年

反対

版画

二番

磐梯山

博賠商
士償責

義血筑
車蕉波

十十十
十 十
十十
十十十
十
十 十 十
五三六二五三四七四二九一二九五三一九三四三五八八一五三十九八二二四八
十十

コ

56

39

51

111

コ

コ

ロ

10

13

24

79

44

7

46

コ

ロ

17

58

32

49

28

コ

コ

30

41

コ

7

34

17

45

5

コ

6

コ

30

11

17

コ

36

47

26

70

75

1D6

86

5

989

漢字一覧（五十音順）

舞負

父浮普府富婦夫不

氷標百筆

表

美飛費皮悲

必鼻

かなし

ヒ

かわ

ビ

ヒ

うつくしい

はな

ヒツ

かならず

ヒャク

ふで

ヒョウ

こおり

費用

飛行機

必死

百人

標準語

氷河

地表

一秒間

病評
氣判

ヒョウ

ヒョウ

あらわす

ヒョウ

ビョウ

やむ

ビョウ

不自由

農夫

富士

看護婦

首府

学用品

フ

ヒン

フ

品物

フ

フ

しな

普通

フ

フ

父兄

舞台

浮世絵

フ

aワく

ちぢ

まける

まう

ブ

病評

品秒

十 十十十十
十 十十 十十十 十十十十
十 十
九九六一四二三五一十八四五四八五六二五八五五五三五五五二十五六五八ニ
コ

コ

140

87

134

44

113

111

の

11

19

46

21

コ

86

コ

123

便返編変別米閉

28

76

34

平

11

94

62

ロ

コ

コ

3

20

24

聞

ロ

19

41

コ

26

文分

72

61

29

45

コ

コ

64

40

106

55

14

7

物腹福服復風部

づ脚鞍餌襟鑓1猛蓬；霧彬脇雛ブ
る
部分

風景

國運回復

幸福

山腹

品物

荷物

動物

三十分

自分

文字

作文

一文字

文雄

新聞

平和

平等院

げん米

区別

変化

便利

返編
事集

十
十
十十十十十
十
十
十十 十
二四四四五四五二八三八二九五三三六二九七三五五五五五四七八九三十三十
●

●

47

130

満

●

●

●

o

29

89

36

84

●

●

52

万末枕毎

…

35

．

109

妹

23

103

●

104

●

・

・

・

77

44

31

7

本幌牧

北

…

56

13

望忘

108

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

12

30

63

55

36

29

28

76

14

7

豊法方峯

宝包

母

●

●

19

墓

●

24

66

32

歩保勉
ベン

あるく

あゆむ

はか

マバマすまママいもホほボホきのボわゆホとホホみたホつボは
ンンンえく イ イもとンろククたぞウすたウよウウねかウつ は
ら
う
む れか
ら み
と

●

63

ホ

る

勉強
六・斯

六・13

十四・45 味

無夢

命

保除会社
九・30

四・皿

十・38

十五・72

新島裏之墓

眞珠母貝

＼●8

七・55

90

十一・63 名

／

三・22明

十二・61

鳴迷

面綿

宝石

四方

十・32

七・79

津峯山

豊田佐吉

十一・38

十三・19

十五・75

X・8
5

六・㎜

三・8

法廷

豊年

望出遅錯澗

／

七・46

十三・17

東北本線

牧場

十五・60

二・52

札幌

六・70

十・39

六・27

十五・66 目

御木本幸吉

弟妹

十五・40 問

門

毎日

枕草子

八・38

十四・81

十五・4

万事
／ ＼・3
3

満足

木毛孟

夜

民

よかモとモモめモきけモおメわメななメあミメあメいメなブムゆたミミあみ
どンいンク ク
ウもンたイるくイきヨイかイのイ
めみン じち
らウ るい ち
る
か
意味

民ちゃん

全國民

日明

夢殿

無責任

明文

無事

有名

生命

孟面正
子影面

題算

迷信

問目

鹿鳴館

材木

月門
夜出

十
十
十十 十十
十
十
十 十十
十
三五三十六五一五一六二二六五五五五三十九九五二六十三二十二二九．十九五
●

57

●

124

●

●

●

●

●

●

●

●

15

15

78

56

27

32

36

129

●

8

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

90

90

30

55

51

46

8

45

71

23

10

37

74

65

18

o

●

60

31

●

102

●

23

●

20

●

49

●

36

●

14

990

來

養陽要葉

用洋曜容與予夕雄

5

遊由

有

友

勇諭

漢字一覧（五十音順）

油約役矢

野

鷲調ヂ甥調魏ヨ野魏魏言鈍裾ユ惣狩ヤヤのギ
ま
ら
な
う

い
る

し

十五夜

約十万

石油

勇氣

福沢諭吉

い

室友

有名

不自由

有明海

西遊記

一雄

予言

容易

日曜日

用意

西洋

來週

教太必
養陽要

ぶ

え
る

弓外野
矢野原

六去九八去孟四八七竺八六±主六四生＋去二＋九拡七九六三七五四三
コ

56

60

23

34

34

79

コ

コ

34

20

列歴礼冷例令類

コ

4

コ

21

20

輪

コ

26

59

31

51

123

コ

57

65

力量良料亭

コ

58

5

逗留

コ

111

流

81

11

コ

18

19

6

コ

111

49

6

三陸里謡理利落

55

109

頼
ライ

くる

たのむ

おちる

り

リ

うら

さと

りク

たつ

信頼

上陸

立体感

中流

リツ

リュウ

ながれる

停留所

曾材両旅
良料方行

コ

32

リュウ

たび

リョ

リョウ

︵そら︶

リョウ

ちから

人力織機

水力電氣

リョウ

リョク

はやし

リキ

リン

歴史

車農
輪林

号種
令類

7

林

リン

レイ

ルイ

つめたい

レイ

レイ

レツ

レキ

わ

37

裏理容
返論器

十
十 十十十
十
十 十 十 十
十十
四二四二九一九三十八四十五三四二六六七五一九五二ニ一二二十九六九八三
コ

42

47

コ

104

コ

36

10

8

85

13

コ

コ

コ

24

94

27

コ

37

6

112

84

70

コ

117

53

43

8

コ

51

コ

121

78

17

54

64

59

53

39

コ

コ

23

122

136

12

6

レン

口

ねる

ロウ

じ

ロウ

ロウ

おいる

ロク

練習

三郎

理論

六日

平和

大和絵

電話

︵むいか︶

ワ

ロン

︵やまと︶

ワ

はなし

ワン

湾革茸論六郎老空路練

老苦小道
人労路路

十
十
十十十十
十九四二五十七一七三七五三二ニー
コ

45

コ

19

6

コ

1D5

44

コ

39

48

14

40

コ

52

42

10

26

10

93

5
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みんないいこ読本修正経過
6

﹃こくご﹂﹃国語﹄

︵みんないいこ読本︶修正経過

B

こくご

一

昭和二十

昭和

二十二年十二月二十五日修正発行

東京書籍

昭和二十二年十一月二十七日修正印刷

二年十一月十七日文部省検査済

筑波大学蔵本︵﹁昭和二十三年度用第一次発

行﹂の印刷あり︒︶

日文部省検査済

昭和二十

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年九月三

東京書籍

昭和二十三

墨書文庫蔵本

昭和二十三年六月六

東京書籍

年六月三十日修正発行

昭和二十三年六月六日修正印刷

十日文部省検査済

二年十月十日翻刻発行

昭和二十二年九月三十日翻刻印刷

●︵使用年度を昭和二十四年度以降と推定させる奥付がある本は︑ま

こくご

だ見ていない︒︶

教科書がなかったため︑全国の小学生が︑もれなく使用したことになる︒

三

だ見ていない︒︶

こくご

三

昭和二

●︵使用年度を昭和二十四年度以降と推定させる奥付がある本は︑ ま

Bこくご二

二

文部省著作の︑唯一の国語教科書であることから︑民間の教科書と併存

第六学年中﹄までの十

昭和二十
こくご

東京書籍

十二年十二月二十五日修正発行

の印刷あり︒︶

昭和二

東

昭和二十二

東京書籍

昭和二十四

昭和二十四年一月十三日修正翻刻印刷

二十四年二月十日修正翻刻発行

昭和

書文庫蔵本︵﹁昭和二十三年度用第一次発行﹂

年十一月十七日文部省検査済

芦沢斗

昭和二十二年二

昭和二十二年二月二十一日翻刻印刷

十二年三月十五日翻刻発行

Aこくご三

Aが昭和二十二年度使用本と判断して本書で底本としているもの︑Bが

月二十一日文部省検査済

昭和二十二年二月二十日翻刻印刷

●

昭和二十二年十一月三十日修正印刷

出蔵本

こくご

芦沢節氏蔵

昭和二十二年二月
東京書籍

二年三月十五日翻刻発行
二十日文部省検査済

本

Bこくご三

二十三年度使用本と判断したものである︒Bが二十三年度使用本である

できなかった︒

A

こくご 一

一

することができたことによるが︑﹃こくご一﹄﹃こくご二﹄はこの確認が

と判断したのは︑●印を付した二十四年度使用本と推定される本を確認

日付により判断した︒調査した教科書は︑次のAとBを付したもので︑

昭和二十二年度使用本と二十三年度使用本の特定は奥付に記載された

から供給され始めている︒︶

四巻について異同の実態を調査した︒︵﹃第六学年下﹄は昭和二十三年度

られていない︒そこで﹃こくご＝から﹃国語

昭和二十二年度使用本と二十三年度使用本の間の修正の有無はまだ知

扱った︒

二年度・二十三年度の﹃こくご﹄﹃国語﹄を第六期国定読本として取り

するかたちとなった昭和二十四年度以降とは切り離して考え︑昭和二十

Aこくご二

た︒はじめの二年間にあたる昭和二十二年度と二十三年度は︑他に国語

国語読本﹃こくご﹄﹃国語﹄は昭和二十二年度から全学年で使用され

6

みんないいこ読本修正経過
6

992

こくご 四

Aこくご四

Bこくご四
●こくご四

A

国語

国語

年二月十日文部省検査済
庫蔵本

国書文

昭和二十

東京書籍

昭和二十二年十月十四日翻刻印刷

昭和二十三

芦沢節氏

昭和二十二年十

東京書籍

二年十月二十五日翻刻発行
月十四日文部省検査済
昭和二十三年六月六日修正印刷

蔵本

昭和

東書文庫蔵本

昭和二十三年六月六

東京書籍

年六月三十日修正発行
日文部省検査済

昭和二十四年六月十五日修正翻刻印刷

A

B

●

国語

昭和二

二十四年七月二十五日修正翻刻発行

A

東京書籍

筑波大学蔵本

東京書籍

筑波大学蔵

A

国語

国語

国語

第三学年下

昭和二十二年十一月七日翻刻印刷

昭和二十

国立教

昭和二十三

日本書籍

二年十一月二十五日翻刻発行昭和二十二年

十一月七日文部省検査済

育研究所蔵本

昭和二十三年八月六日修正印刷

芦沢節氏蔵本

昭和二十三年八月六

日本書籍

昭和二

昭和二十四

財団

昭和二十二

日本書籍

昭和二十二年三月五日翻刻印刷

法人教科書研究センター蔵本

年六月三十日文部省検査済

十四年六月三十日修正翻刻発行

昭和二十四年六月五日修正翻刻印刷

日文部省検査済

年八月三十日修正発行

第三学年下

第三学年下

第四学年上

昭和二十

筑波大学蔵本

昭和二十二年三月

東京書籍

年三月二十一日翻刻発行

昭和二十二年十二月一日修正印刷

五日文部省検査済
第四学年上

一月十七日文部省検査済

東京書籍

筑波大

二年十二月二十日修正発行昭和二十二年十

学蔵本︵﹁昭和二十三年度用第一次発行﹂の印

昭和

東

昭和二十

東京書籍

二十三年十二月八日修正翻刻発行

昭和二十三年十一月一日修正翻刻印刷

刷あり︒︶

第四学年上

三年十二月八日文部省検査済

書文庫蔵本︵﹁昭和二十四年度第一次発行﹂の
印刷あり︒︶

昭和二

昭和二十二年五月

昭和二十二年五月三十一日翻刻印刷

十二年七月五日翻刻発行

第四学年中

第四学年中

国語

国語

国語

第四学年上

国語

国語

●

B

十四年六月二日文部省検査済東京書籍早
書文庫蔵本

り︒︶

東京書籍

昭和二

昭和二十四年一月十五日修正翻刻印刷
二十四年一月二十五日修正翻刻発行

早書文庫蔵本

十四年一月二十五日文部省検査済

昭和

本︵﹁昭和二十三年度用第一次発行﹂の印刷あ

十七日文部省検査済

三年一月十日修正発行昭和二十二年十一月

第三学年上 昭和二十二年十二月八日修正印刷 昭和二十

日文部省検査済

年三月二十日翻刻発行昭和二十二年三月三

第三学年上 昭和二十二年三月三日半刻印刷 昭和二十二

国語 第三学年上

B

● 国語 第＝一学年上

国語 第三学年下

B

国語

国語

三十一日文部省検査済
研究所蔵本

東京書籍

国立教育

昭和二十三年四月
筑波大学蔵本
昭和二

東京書籍

昭和二十
財

昭和二十四年六月一日修正翻刻印刷
東京書籍

東書文庫

昭和二十二年十二

東京書籍

第四学年下 昭和二十三年八月六日修正印刷 昭和二十三

蔵本

月十八日文部省検査済

十三年一月十日翻刻発行

第四学年下 昭和二十二年十二月十八日翻刻印刷 昭和二

団法人教科書研究センター蔵本

四年五月十七日文部省検査済

十四年六月二十五日修正翻刻発行

二日文部省検査済

年四月二十五日修正発行

第四学年中 昭和二十三年四月二日修正印刷 昭和二十三

● 国語 第四学年中

A

国語

昭和二

東書文庫蔵本

昭和二十三年八月六
東京書籍

年八月三十日修正発行
日文部省検査済

昭和二十四年八月五日修正翻刻印刷

財団

昭和二十
東京書籍

十四年八月二十五日修正翻刻発行
四年六月二日文部省検査済
法人教科書研究センター蔵本

第五学年上 昭和二十二年三月十一日翻刻印刷 昭和二十
東京書籍

芦沢節氏蔵

二年三月二十日翻刻発行昭和二十二年三月
十一日文部省検査済

昭和二十二

第五学年上 昭和二十二年十二月十三日修正印刷 昭和二
十二年十二月二十五日修正発行

●

国語

A

B

●

国語

国語

第五学年上

年十一月十七日文部省検査済

の印刷あり︒︶

東京書籍

筑

波大学蔵本︵﹁昭和二十三年度用第一次発行﹂

昭和二十三年十二月二十五日修正翻刻印刷

東

昭和二

東京書籍

昭和二十四年一月十日修正翻刻発行

十四年一月十日文部省検査済

書文庫蔵本︵﹁昭和二十四年度第一次発行﹂の
印刷あり︒︶

芦沢節氏蔵

昭和二十二年六月

東京書籍

二年七月二十日翻刻発行

第五学年中 昭和二十二年六月三十日翻刻印刷 昭和二十

三十日文部省検査済

筑波大学蔵本

昭和二十三年四月

東京書籍

昭和二

東

昭和二十四年六月一日修正翻刻印刷

二日文部省検査済

年四月二十五日修正発行

第五学年中 昭和二十三年四月二日修正印刷 昭和二十三

第五学年中

東京書籍

昭和二十

四年五月十七日文部省検査済

十四年六月二十五日修正翻刻発行
書文庫蔵本

八日文部省検査済

国立教育研究所

昭和二十三年一月七

日本書籍

芦沢節氏蔵本

昭和二十三年八月十

日本書籍

三年九月十日修正発行

第五学年下 昭和二十三年八月十八日修正印刷 昭和二十

蔵本

日文部省検査済

年一月三十日翻刻発行

第五学年下 昭和二十三年一月七日翻刻印刷昭和二十三

第五学年下

国語

国語

国語

第五学年中

国語

国語

A

B

本

国語 第四学年下

B

● 国語 第四学年下

国語

国語

国語 第五学年上

A

B

本
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第五学年下

A

B

国語

国語

日本書籍

二十四年九月十日修正翻刻発行
年九月十日文部省検査済
人教科書研究センター蔵本

昭和

財団法

第六学年上 昭和二十二年三月二十日翻刻印刷 昭和二十
芦沢節氏蔵本

昭和二十二年三月二

東京書籍

筑波大学蔵

昭和二十二年十一月

東京書籍

東

昭和二

東京書籍

芦沢節氏蔵本

昭和二十二年九月六
東京書籍

昭和二十三年六月

一

異同一覧

第六期の教科書は︑用紙・印刷の事情により︑句読点をはじめとする
にできないものは取り上げなかった︒

符号の脱落が多い︒ここでは修正によるものか印刷上の違いかが明らか

本書では底本に昭和二十二年度使用本を用いているが︑一部︑誤植と

思われるもので二十三年度に改められているものは︑二十三年度使用本

巻末の新出漢字の一覧表の異同は︑次の﹁二﹂に別にまとめた︒

にしたがっている︒この箇所については︑表中で＊を付して示した︒

修正に関わる事柄を次にあげる︒

○全体的には︑二十二年度使用本における分かち書き・送りがな・使

第三学年下﹄四十七ページの﹁ませた﹂が

用漢字の不統一の修正︑内容を正しくするための修正が多い︒
○誤植の訂正では︑﹃国語

第五学年下﹄六十八ページでは︑二十二年度使用本で一行目

二十三年度に﹁ませに﹂に修正された例がある︒
○﹃国語

の﹁なんの役にもたたない︒﹂がそっくりぬけているが︑二十三年度

第三学年上﹄十五ページの﹁三十銭﹂から﹁おなじりよう金﹂

使用本で修正された︒
○﹃国語

の修正は︑郵便料金の改訂による︒封書の料金は︑昭和二十一年七

月二十五日から三十銭であったのが︑二十二年四月一日に一円二十

第四学年中﹄の﹁五ヶ月﹂をはじめとする﹁ヶ﹂は﹁か﹂に

銭に改訂され︑二十三年七月十日からは五円になった︒
O﹃国語

第四学年中﹄二十二ページにみられる

改められたものが多いが︑昭和二十三年度使用本にも﹁ヶ﹂をのこ
しているものもある︒

○挿し絵自体の修正は﹃国語
昭和二

筑波大学蔵本

が︑二枚の挿し絵の入れ替えが﹃国語第四学年下﹄以降︑数箇所

東京書籍

昭和二十四年六月一日修正翻刻印刷

昭和二十

る︒

十四年六月二十五日修正翻刻発行

東京書籍

みられる︒二十三年度使用本の位置が本文に沿っているものであ
書文庫蔵本

四年五月十八日文部省検査済

東

六日文部省検査済

年六月二十五日修正発行

第六学年中 昭和二十三年六月六日修正印刷 昭和二十三

日文部省検査済

年九月二十日翻刻発行

第六学年中 昭和二十二年九月六日翻刻印刷 昭和二十二

書文庫蔵本

十四年一月十日文部省検査済

昭和二十四年一月十日修正翻刻発行

昭和二十三年十二月二十五日修正翻刻印刷

り︒︶

本︵﹁昭和二十三年度用第一次発行﹂の印刷あ

十七日文部省検査済

年一月二十日修正発行

第六学年上 昭和二十三年一月六日修正印刷 昭和二十三

● 国語 第六学年上

国語

国語 第六学年中

A

国語

● 国語 第六学年中

B

昭和二十四

昭和二十四年八月二十日修正翻刻印刷

二年四月十日翻刻発行

国語

十日文部省検査済

●
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国語 第六学年上
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○﹃国語 第五学年下﹄では写真の入れ替えと裏焼きの修正がある︒二

十二年度使用本では︑二七ページに東大寺南大門の金剛力士立像
︵噂形︶の裏焼きの写真を︑百八ページに東大寺南大門の金剛力士立

像︵阿形︶の裏焼きの写真をのせているが︑二十三年度使用量では

だんを

おかげで

冠と

そのおかげで

そのかたがたは

いる

かわいそう

まま

できてる

昭和二十三年度使用本

その

それは

寿ん

なりません

そのまま

それも

四﹄

ついて

第三学年上﹄
昭和二十二年度使用本

､らロ

手で

までは三行め︺

ころがしま11す

みんなの

昭和二十三年度使用本

おなじりよう金

改札がかり

行

三十銭

改札口

↓べ

﹃国語

みんなの手で

﹁うらしまさん﹂︹行頭にある︺

ころがしロます

なつ

6肩

昭和二十二年度使用本

﹃こくご
↓べ

度使用本が常に正しいとは限らない︒たとえば﹃国語

諸

二十三年度使用本七十五ページの冒頭には︑誤って同じ本の九十八

一﹄

ページ十一行目がそっくりそのまま印刷されている︒
﹃こくゾ﹂

もちもの︑

います︒

昭和二十三年度使用本

しらべて

昭和二十二年度使用本

しらべています︒

もちもの︒

二﹄

お米などを

つぎのあさ

しっかりと︑ふうをされました︒
二日めのあさ

m田 かぎをかけられました︒

お米を

いるのです

こんなに︑げんきでそだったのだから︑いまに︑もっと羽色もきれいになり︑

だれのおかげだろう︒

います

2

m塒

4

﹃こくジ﹂

6

あつめる人

14

8

配たつをする人

15

3

19

7

昭和二十三年度使用本

ほ倉電
くらくなり
︹三行め︺

ﾂ﹂一字は八行め︺

て

うけました︒

昭和二十三年度使用本

ひろが

おまねきを

16

32

8

昭和二十二年度使用本

ほ辞で
くらくなり

一二﹄

つづいて

﹃こくジ﹂

あずかりました︒

昭和二十二年度使用本

ひろがって

おまねきに

皿 鵬

夏

裏焼きを修正し︑弓形と阿形を入れ替えた︒同三十ページ蒔絵書棚

3

〔「

の写真も二十二年度使用本で裏焼きであったのが二十三年度使用本

10

行
1

では修正された︒

29
8

16

春

4

〇二十二年度使用本と二十三年度使用本のあいだの異同で︑二十三年

31
3

77

、1

18

32

64
96

40
1

2

第四学年下﹄

46
6

108 57
97

〔「

2

行

14
10

ページ

45
52
4

行

67
9

ページ

68
、1

行

14

9

ページ

22
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﹃国語

第三学年下﹄

昭 和 二 十 二 年度使用本
昭和二十三年度使用本

4

あ3日

な婁り

二与五光年

五ケ月や今月

西の岸

東の岸

7
あけ︑

霧あ二

3

西の岸

ささだけ

秋

暑い日

鳴婁り

ヲτ﹄

﹃国語

第四学年上﹄

二十七光年

五か月や八か月

東の岸

西の岸

東の岸

枝雲き

秋のすえ

さぶろうは

昭和二十二年度使用本

三郎は

昭和二十三年度使用本

冾ﾟ

なのです

第四学年中﹄

にほかなりません

﹃国語
昭 和 二 十 二 年度使用本

親ぜみのはらのさきにあるほそくとがったくだ

﹃国語

第四学年下﹂

あけて︑

かあさんがぼんやりみえるかやの中

麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

昭和二十三年度使用本
かあさんがぼんやりみえるかやの中

昭和二十二年度使用本

麦ふむやみだれし麦の夕日かげ

＊やまだ

↓ぺ

やま

じょうぎを

すみを

︹実がなったつるのデザイン︺

︹花のデザイン︺

︹実がなったつるのデザイン︺

︹実がなったつるのデザイン︺

︹花のデザイン︺

︹実がなったつるのデザイン︺

︹花のデザイン︺

たかぎ﹁だから︑あいこだ︒﹂︹98ページー1行めと重複︺

︹少年とどんぐり︺

じょうぎ

︹花のデザイン︺

︹たばこを吸うやまねこ︺

すみを
の灘辺

2

庭のまつの木のかれ枝

一二年で

︹虫が枝にぶらさがるかたち︺

26

5

せどのあおぎりの木

まつ

親ぜみが︑あのほそくとがった口
あおぎり

まつの木
すずめなども

あおぎり

こないから

7倒すずめもねこも

わずか二三ヶ月で

ひきがえるなどに

こないので

ねこや︑すずめに

くわの木

︹虫が枝に乗るかたち︺

しています

︹虫が皮にぶらさがるかたち︺

してきます

まつ

︹虫が皮に乗るかたち︺

まえ足

ささだけ

絵

絵

あおぎり

26

絵

昭和二十三年度使用本

32
61

0

行

得環李分下げ器色

25
2

32

得顛享分下げ蕊な呂

25
3

ませに

29
10

ませた

34
5

目も︑はなも︑口も

35
6

目もはなも口も

35

6

二十七年

58

2

やく三十年

64

1

75

8

↓ぺ

99

5

3

8

102 99
95

9

行

18
1

行
98

10

鵬
……

、i

ペーシ

5

3

19
5

足

98

〃
〃

〃

7
8

40
、1

14
5

21
6

3

m
……

47
68
7

14
10

21

ペーシ

70

、1

98
14
1

行

16
21
10

18
21

22

24
5

23
24
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昭和二十三年度使用本

ぼくは︑バゥ
バウ

一年三ケ月

一年三か月

義理の兄

こうえんでも︑教室でも︑

三か月

昭和二十二年度使用本

﹃国語 第五学年上﹄
↓ぺ

こうえんでも教室でも︑

横糸はひによって︑

︹くもの巣を見あげる男の子︺

三ケ月

イエンヌ

横糸はおさによって︑

少なくとも

﹃国語 第五学年中﹄
昭和二十二年度使用本

ぼくはトップ
トップ
バウ

写真

写真

︹なし︺

れた

モールスト
作

﹃国語

第六学年上﹄
昭和二十二年度使用本

＊なんの役にもたたない︒

＊モールス

＊作られた

︹二十二年度本の左右反転︺

昭和二十三年度使用本

ほほえみ

いつもその焦点に

﹁人生よ︑長くそこにあれ︒﹂

ほおえみ

その焦点の一つに

↓ぺ

ペキン

ハ・ハ・ハイ

ぺーピン

ある画像

ハ・ハ・ヒ

七

︹題名抜け︺

ハ・ハ・ハイ

少ない

ぺーピン

1人生よ︑長くそこにあれ

4

ペキン

知識
2

8

ハ・ハ・ヒ

智識
7

7

少い

14

1

トップ

バウ

十二文さえありませんでした︒けれども︑そんなわずかな

︹9行めに移動︺

北海道

19

6

バウ

トップ

・つ北海道

十二文さえもありませんでした︒そんなわずかな

も

昭和二十三年度使用本
がかを立て︑木のかぶにこしかけて

26

11

トップ

6田

9塒

1

﹃国語 第五学年下﹄
昭和二十二年度使用本
三きゃくをすえ︑がかを立てて

木のかぶ

27

2

昭和二十三年度使用本

少くとも

︹編み物をする女の子︺

四か月

ビエンヌ

四ケ月

十一か國

48

三きやく

津峯

5

津峯

5

︹編み物をする女の子︺

7

︹くもの巣を見あげる男の子︺
7

61

33

9

↓ぺ

0

68
49

4

5

3
2

50

1

6

12

脳

斯
鵬
珊 鵬
53

6
3

兄

2

十一ケ國

24
82

10

上

2

23
31

98

右

14

絵

82

冬

爵

28
絵

7

7

行

2

29
6

10
4

ベージ

3

4

34
5

11

5

13

4

行

行

40
行

11

図

27

39
6

27

46
17
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昭和二十二年度使用本
シャルル・ルイ・フィリップ

昭和二十三年度使用本

﹃国語 第六学年中﹄
↓ぺ

ルイ・フィリ ッ プ

ついた かん字は︑

かん字です︒

しるしの

ない

︵1︶○の

別記

字︶に

とう用かん字べっぴょう︵きょういくかん

いい音がする︒

﹁ことばのお た ん じ ょ う ﹂

﹁タバコ﹂

聞える︑

音がする︒

字です︒

︵5︶○でつつんだかん字は︑﹁とう用かん字別表﹂︵教育かん字︶にはいっていないかん

パ

ああ︑聞える︑

長い間

︹冠をつけた︑ひげの老人の絵︺

N度用になく︑23年度用にある字

晩暖困骨

︵7︶

︵6︶

︵5︶

︵4︶

︵3︶

︵2︶

別記︵←

N度用で追加された文章

︹三角帽子をかぶった人の絵︺

N度用にあり︑23年度用にない字

N度用で︑○で囲んである字

︹三角帽子をかぶった人の絵︺

﹁異同なし﹂○印

なし

頼帝乳閉

荒與影簡裏巻

哲蒸割当

23

︹冠をつけた︑ひげの老人の絵︺

名

枝降

なし

なし

劇針舞泉探

なし

夏㎜※−

夏㎝

二 新出漢字の一覧表の異同
書
こくご 一

こくご二
こくご三
こくご四
国語第三学年上

なし

なし

ト義⑳

なし

看
なし

着

義圃

紅梅

横

※2

23

なし

︵3︶︵2︶に同じ︒
︵4︶︵2︶に同じ︒

︵6︶︵5Vに同じ︒

﹁看﹂の誤植︒

0内の数字は掲出ページを示すもの︒以下︑﹁義﹂以外では省略︒

︹7︶○でつつんだ漢字は︑﹁当用漢字別表﹂︵教育漢字︶にはいっていない漢字です︒

※2

※1

︵参考︶提出された漢字と当用漢字別表との関係

第六期底本で提出された漢字︵﹃国定読本用語総覧10﹄﹁解説﹂参照︶

と昭和二十三年二月告示の﹁当用漢字別表﹂︵教育漢字︶との関係は次の

通りである︒︵ここでは現行の字体で示す︒︶

当用漢字別表外字

三三三三

札羽

枝降

豆汁弓矢

︵国語

︵国語

︵国語

第三学年中︶

第三学年上︶

︵こくご 四︶

︵こくご

第四学年上︶

一二︶

渡腹砂座七宝巣甲乙裁廷

新出漢字の一覧表に提出してある字︵五九字目

1

国語第三学年下
国語第四学年上
国語第四学年中
国語第四学年下
国語第五学年上

国語第五学年下

国語第五学年中

国語第六学年上
国語第六学年中

a

22

労

22

湯

○
○
○
○

ん字です︒

1

︵2︶○でつつんだかん字は︑﹁とう用かん字べつ表﹂︵教育かん字︶にはいっていないか

25
8

︹削除︺

﹁タバコ﹂ということばが︑

25
7

立ちあがって︑

ということばが︑

27
2

﹁ことばのおたんじょう﹂などという

38
4

などという

38
7

長いあいだ

38

絵

行

57

絵

4

58

○
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頼帝乳閉
三針舞泉探

紅梅

呼窓看坑吸珠核殖湾狂

第四学年中︶

︵国語 第五学年中︶

︵国語 第五学年上︶

新出漢字の一覧表になく本文に振り仮名付きで出現する字︵十二字︶

第四学年下︶

宮富

京

氏応創墓

︵国語 第六学年下︶

新出漢字の一覧表にも本文にも提出されない字︵二二七字︶

穴昔傾
︵国語 第六学年上︶

︵国語 第五学年下︶

舟︵国語第四学年下︶

策刷参蚕酸仕司至始視資示似児借釈弱酒需収拾就衆従述処除招昭称証

限減厳己固故個庫誤后孝効厚皇耕構興講穀混査差再災妻採済祭財罪昨

勧幹管眼基貴疑逆久旧救居挙許供競局極玉均勤禁君群型欠犬券兼検絹

︵こくご

四︶

一二︶

第四学年中︶
第五学年上︶
第五学年中︶

第五学年下︶
第六学年中︶
第六学年下︶

様浴欲律略領緑臨連録

備俵票貧付布武副複仏粉奮兵陛辺弁補放報防貿暴未財務盟訳薬品余二

忠貯丁腸賃低提程適敵展討党統銅導毒届弐認燃納派破倍犯飯比否肥非

普狸寝

︵こくご

︵二字置

︵国語

賞常臣推是省勢聖静税積折舌絶専素造増蔵俗属率存孫尊損打貸態団断

教育漢字

挿し絵にだけ出現する字

者重

輪取

鼻慣

第三学年上︶

新出漢字の一覧表になく本文に振り仮名なしで出現する字︵十七字︶

2

C

a

政著状守筆使善課

国国国国国国国

養五萱五圭五圭五ま五曇五萱五
ロロ
口ロ
ロロ
ロロ
ロロ
ロロ
ロロ

忘

第六学年下︶

悪圧案委胃異遺壱印永泳営益液延塩央往可仮何価過我芽拡革確額株完

c

︵国語 第六学年上︶

︵国語 第五学年下︶

第五学年上︶

第五学年中︶

第五学年下︶

第六学年中︶

第六学年上︶

第六学年下︶

徳良倉治

b
志

荒与影簡裏巻
焦賠償
哲蒸割儀映

国国国国国国国国

証曇五萱五圭五量五量五証曇五
ロロ
白目
ロロ
口ロ
白白 ロロ ロロ
弓懸

b 新出漢字の一覧表にはなく本文に振り仮名なしで出現する字︵八字︶

江

龍郵
労
退
定

999
みんないいこ読本修正経過
6

記
後

1000

記

一

書物

語彙表︒

みんないいこ読本︶の

編集の経過と担当者

九︑六一四

第一〜六期のすべての見出しと期ごとの出現頻度を収めた

ぼ以下の内容を予定している︒

残るは巻12︵総集編︶のみであるが︑これについては未確定ながらほ

後の差が際立っている︒この点は漢字についても同様である︒

参照見出し︵後要素︶
六五七
用例
一二六︑九三五
が収録されている︒用例数が多いわりに異なり語数は少なく︑戦前と戦

見出し

﹁用語総覧10﹂と﹁同11﹂の二巻からなる第六期国定読本用語総覧には

い︑今回の六期を加えて︑一〜六期すべての本文を提供することが可能
になった︒これまでのところ︑要求件数は百数十件である︒

期を追って用例数が増え︑第五期がおそらく最高になるものと思った
ところ︑予期に反して第六期はさらに一千例ほど上回った︒第一期の約
四倍の用例を二巻に収めるために︑極力文脈を切り詰めてきたが︑その
欠を補うために平成三年からフロッピー版本文の頒布を開始した︒手作
業で用語総覧を作成した一期と二期についても底本の機械可読化を行

とを念じている︒

省力化を行った︒それが利用者の方々にとって大きな不便にならないこ

めてきた︒さらに五期目らは一部をKWICにすることにより︑一層の

カードを利用した手作業方式であったが︑第三期からはコンピュータ利
用方式に切り換え︑文脈の長さ指定の半自動化など︑次第に効率化を進

総索引作成作業は︑平成五年五月から開始された︒第一期︑第二期は

第六期国定読本﹃こくご﹄﹃國語﹄︵いわゆる

後

電子ファイル︵CDiROM︶

に配列したもの︵KWIC形式︶

ω 右と同内容の語彙表
② 一〜六期のすべての文脈付き用例を五十音順︑ 出典番号順

作業を助けた︒

︵平成八年四月

木村睦子記す︶

第六期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
国語辞典編集室室長 木村睦子
同調査員 林大・貝美代子・久池井紀子・山田雅一・乾とね
また︑アルバイタの犬飼芳子・木村睦子・高比良富江・小川民がこの

二

CONCORDANCE 11 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 11 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 11 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer‑aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord‑
ances to Koleutei Tbleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kofeutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years

from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 11 covers the sixth Koleutei Toleuhon. The original textbooks in
fifteen volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1947

to March 1949.
6. The sixth Koleutei Toleuhon was revised at least once. The texts chosen for CONCORD‑
ANCE 11 are the earliest versions used in 1947, and are now in the possession of three

organs and one person separately.

7. CONCORDANCE 11 covers the latter half of the vocabulary of the sixth Koleutei
Toleuhon or words from TE ('() to N (iK,); the first half of the words from A (6) to

TU ('D) is covered by CONCORDANCE 10.
8. The number of words and quotations in CONCORDANCE 10 and 11 is as follows:
9,614 entry words;
657 reference words (second element of compounds); and
126,935 quotations.
9. Information on the sixth series Kokutei Toleuhon is explained in the introduction in

CONCORDANDE 10. The appendix in CONCORDANCE 11 contains lists of hanji,
explanations of illustrations containing letters, and the process of text‑book revision.
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