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曾費沸込方法に就て
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現金の取立と郵便局に委託する方法は数年来現金取立郵便とい人名群で資施されイ︾ゐ製したが明治四十四年十
月一日よ︐り集令郵便ｊ｜改稗す為︲と共に料金を引下げ手績を鯖軍にし︑更に進むでは此の方注を振替貯金に結付

振替集金郵便法

追て支曾役員に於て徴収湾の分は此際至急御篭金相戒度候也
尚ほ振替集金法に就て往々誤解せらる捗向有之候趣なれど同法か相互に簡便に
して安全且有利な灸○外何等他意なき良法たる事は左の馬替貯金局の説明に依り
て之を御了知相成度候

各支曾御中
同含員御中

従来支曾に馬する曾員諸君の曾費は各支曾に於て収縄の上御送金相願居候虚中には
延滞の向も往々有之候篤め本曾々計整理上困難不紗候に付本年縄曾に於て協議の結
果として自今振替集金郵便法に依り一般曾員諸君に封し本部直接集金の事に相改め
候間左様御了承相成度此段真告致し候也

￨
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一︑午後一時開曾．

曾次第

今秋十一月を以て御畢行あらせらるう御大鰐は︑裳に皇室至高の大典︑邦家至重の盛
儀なれば︑園民畢って之を澗賀紀念し奉るべきは言を侯たざる所なり︒並に本曾亦
珊か奉覗紀念の微意を表せんか鳶め︑左の三事を行はんとす︒
一御大稽奉覗倉の開催
一日時大正四年十一月十Ｈ午後一時より
一曾場府下干駄ヶ谷町九○二侯爵徳川頼倫君別邸

ｌｌＩＩｌＩＩＩ０且ＩＩＢＲⅡ１山ＹｌｎＵｏＲＭＩ人６１兆緬吻Ｔ川ＵＹ１ＩＵｏｎ１１人平ｌハリ９１ＩＩＩＩＩｌＩＩＩ

濠告

本年弘道十二月読には曾員姓名録相添へ候に就ては各支曾役員並曾員姓名至急御調
の上御送附相願度候也

④各支含役員に告ぐ

けて加入者の篤めに簡便確賃なる集金の途を開きました︑此方法に依れば加入者は唯最寄の郵便局に集金を委
託して置けば︑支沸人の居宅に近い郵便局で現金を取立てた上︑直にそ奴を振替貯金として加入者の口座に桃
込むのであり製すがら現金受領のため其都度郵便局に出頭する煩哨なく叉支挑人にとって噛這金の潟め態々郵
便局に出向く煩もなく座ながり支沸が出来叉郵便為替のやうに手数料を沸人こと地なく至極簡便で且安全有利
な方法で自然不挑なども減少することシなり︑受挑双方の利便であり戎して固より曾倶薬部等の愈費寄送余等
全図に散在して居る多くの人から︑現金を集めるには此上もなき便法であり戎す︑
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和一君一一 一金萱宮岡
一金萱有圃
唾峠峠些一 一金登面倒
一金萱百同
一金壷百圃
一金責百園
一金費薦側

淵子君一一 一余萱百周

炉耕娠鍛一一 一金登百同

城ハ繍一
汀政雑錨一一
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雑暗舗一一
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一金五 拾 園
一金五 拾 圃
一金五 拾 側
一金玉 拾 刷
一金武 千 岡
一金五 百 園
一金参 百 厨
一金或百同
ー金武 百 厨
一金武 百 憾
一金豊 簡 岡
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辻村常
辻村泰
男爵前田直
細田謙
侯爵鍋烏直

伺夫人鍋島築
榎本善兵

跡見花

文畢解士中島カ

加藤恥

丈畢陣士服都宇之

︲寺本典左術

子爵松卒乗

林賢

一金賓百岡安達松太
一金賓 百 岡
一金萱 百 風

大谷嘉兵
山本熊太

子餅松李忠
子爵北篠氏

浦岡

入江
吉田迂
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一金拾園
一金拾同

一金壷百岡

一金載百圃

一金拾圃

一金拾圃
一金拾圃

一金参拾圃
一金武拾五圃
一金参百図
一金五拾側
一金弐拾同

一金武拾同

一金拾回
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東京鈴木若子君

同寺田保子君

滋蛮懸高井作右衛門君

東京子爵轍山正治君

大阪中山太一君

伺子繍土屋正面君
同列爵篠深築一君

岡戸川安宅君
岡伊藤卒臓識

蛎京石田常太郎君

伺谷口富五郎君
野田支曾茂木勇右衛門君
同高梨政之助君
吉田支曾林偲兵衛君
同卒山勘兵衛君
一金武百圃
一金五播卿

Ⅲ楳川忠兵衛君
同伏見鈎之助君

同松本冥弦君
同太田安茂君

一金拾圃
一金拾岡

東京岩村成允君
雁島蝶林賢燕君
東京玉塚豊子君

一金輪団東京源田泰造君
同
岡庫一君
同伯爵酒井忠道君

一︐蝋金参拾閲

一金五拾同

一金試百回同文翠博士井上哲次郎君

一一一

一余式給五脚
一金武拾五伺
一金武拾五園
一金武拾五厨
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雑誌正観世昔箪像奉鋳頒布票告

I

申．込あれ

御即位紀念協曾銅郎

緋誌聖観音聖徳皇太子御親作奉模新鋳箪像醗騨譲耐送料軸拠議確蹄率杯鋤藤約賞費金
参園睡睡削金不要懸締枢幾弛期限軸祁神歴順睡注意銅坤蝿模型謹謡謝鴻開眼供養

奉祇紀念聖像頒布方法

大正稜展の国民は須らく気宇雄大ならざるべからず︑遠く奈良朝以前の文物を観る
に規模悉く壮一腿を極め其信仰亦堅確偉大なり︒按ずるに推古様式は之か溌現といふ
くく︑正観音尊像を拝寸るも︑よく其趣を概見すべし︒今や一帝国の隆運は憲政の基
礎を裾ゑ園内安寧に皇威外に振ふ︑是れ抑Ｉ聖徳皇太子制定の十七憲法に淵源せず
んぱあらず︒吾等此に於て某篤信家の褒願に基き︑百世稀観の大典を覗賀せん潟め︑
恭しく太子親作の正観音尊像を奉鋳し以て卿か聖書寓歳︑賓詐無彊を所り奉らんこと
を賛助し︑鼓に斯道の大家山中泰山氏を煩し︑法隆寺夢殿︑太秦匿隆寺︑杜多鶴林寺安
置の箪像を拝覧し︑更に薬師寺安置の御銅像等を参酌し︑相好端厳目浦にして雄偉
牡重なる尊像を奉鋳するに韮れり︒乃ち今回責費を以て世の希望者に頒っ︑至急萱約
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紅 誌誕評葬柵謡霊中外出版耐
溌約申受所癖蔀恥鋤

綜祁諦細錨癖鏑︑護送滑謡翻蜘大
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勅語

朕惟フニ我ヵ皇肌皇宗幽チ壁ムルュト宏遠二徳チ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民

克ク忠二克ク孝二億兆心チーニシテ世枇臓ノ美チ湾セルハ此レ我力圃鵠ノ精華

ニシテ教育ノ淵源亦責二此二存ス爾臣民父母二孝二兄弟二友二夫婦相利シ朋友

相信シ恭愉己レチ持シ博愛衆二及ホシ里チ修〆業チ習喧以テ智能チ啓穫シ徳器

チ成就シ進テ公益チ匿〆世務チ開キ常二圃憲チ重シ画法二通上一旦緩急アレハ

義勇公二奉シ以テ天壌無窮ノ皇迩チ扶翼スヘシ是ノ如キハ猫リ朕力忠良ノ臣民

タルノミナーフス叉以テ爾剛先ノ遺風チ顕彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ賢二我ヵ皇耐皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶二蓮守スヘキ所之チ古今

﹃出

二通シテ謬一ブス之チ中外二施シテ惇一ブス朕爾臣民ト倶二拳拳服暦シテ威其徳チ

二一センュトチ庶幾フ

明治二十三年十月三十日

御名御璽
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周撫 弘 撤 欝 要 鏡 甲 識

を雲ムベし︑本圃を大切にすべし

I

濁要領乙識

一麓界の形勢を蕊する厚．

鱈圃家の綴潜辛一知る事

二画家の蒋来を慮る事
三政治の良否を観る事

六無識の者を敦化する事
七道徳の圃結を固くする事
八正論を張り邪説を破る事
九圃民の風俗を改善する事
十牡曾の制裁を作る事

ノ︑ｊｌＪＩ１ｉ︑ｊ︑ｊｈＪ１ｊｌｊ１ｊＩ１Ｉ１Ｊ１︲︲Ｉ︲︲

の要領か資行する韮目的＄こす

Ｉ

治二十三年十月三十日の聖詔鵡遵奉し本曾所定

畢及宗教の一方に偏侍せず諸教の長所態採り明

の基礎奄輩間にせんとするにめり而して儒教哲

して其主旨とする所は邦人の道徳奄高くし圃家

日本弘道曾は明治九年故西村茂樹先生の創立限

日本弘道雪主識

肺に胆ｊトー

寵教育の適否を老ふる事
I

趣I

一忠孝 を重ずべし︑赫明を敬ふくＬ

二皇室
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三 腿 法 を守るべし︑圃盆を園るべし
璽 畢 問 を勉むぺし︑身篭を彊健にすべし
五家業 を鋤むくし︑節倹を守るべし

教宗酒人信家
は教色の義慰

、

和睦すべし︑同
同郷
郷相
相跡
跡く
くく
くし
し
を守るくし鼠慈善を行ふぺし
害となすべからず︑非迩の財駈貧るべからず
に溺るぺからず︑悪しき風熔に染裂るべからず
を信ずるは自由なりと雛も本圃の害となるべき宗
信ずべからず
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酋長伯爵徳

れいぎ

一室

一一

達孝

寸芯はれい笹じんるゐ

くにγｆｌにんじやらいしぷくぢうじゃらたいとう

特有の美徳であって︑人が人たる行以︑人が吐曾を成
ょあひまじゆゑんじっれいぎ
して能く相交はる所以は︑質に職儀があるからである︒

言↓不二亦禽獣之心一平﹂と言ってある︒即ち潅儀は人類
ひとひとゆゑんひとしやくわいな
とｆＵいうぴとく

い

不し離二飛鳥﹃程々能言︑不し離二禽獣﹃今人而無し潅︑錐二能

れ
ねぎ．はずらいき
濃儀のあらう筈はない︒されば潅記には︑﹁鵬鵡能言︑

川

れい菅ゐことおつくに悪れいこと・

あだ差れいくにて

で鵜儀だとして居る事が︑乙の園では無濫とされる事

れい

くに

ぱうしぬれい

がある︒頭をさげるを燈とする園もあるし︑手をゐげ

るのを濫とする園もある・帽子を脱ぐのを澱とするも

、

虚世と臆儀

ゐくにひと県んめい亀く

慮世と職儀
一濃儀は人類の特有
せかいおゑ﹄こぐかな

ゐさらぽす蕊かんが

そ世界の表に圃家を成して居る画は︑燭り文翻圃
くに
ならず︑賊作玲蕊を座て酢せらる動画でも湿必ず

宮うたう鯉いぎも

Ｃんるゐせんてんて蓑しやかうてきせいのういうゐい嘩やら

相富の濃儀を有って居る︒更に一歩を進めて考へ

霞

さて漉儀といふものは︑圃々の人情衣食住の状態等
︑人人
天
吐咽
交蚕的
能碓
をを有
居雁
るを以
はに
︑
ると︑
海類
蕊が
か 先玩
天的
厳に
に↓
厳性
悩郁
一し
乍て
して
レ上
ーー
しぜんそのけいし省己とゐわう︐１１かふくに
ひつぜんやくそく
しやらく
れいぎ
潅 儀 と い ふ も の が 生 じ て 来 る の は ︑ 必 然 の 約 束 で あ る ︑から自然に其形式が異なって居る︒されば往々甲の園
い

んじうれいぎなこう誰
しはこ
はね
ねば
ばな
なら
らぬ
ぬ︒
︒き
錬獣
諜
に
は
癖
鰐
が
地
散
・
碓
﹃つ
毒
と言は
禽
に
は
漉
儀
が
無
い
︒
孔
子は
﹃
克
ん じｆ
うこ
〃︑
︑昔
れお師
菩ふ
く
れ
いこ
いと
こか
とい巷んじうきこ
︐
萱
己復職﹂と言ふ事を言はれたが︑禽獣には克己といふ
じぷんよく定くまたかへ︑きんじう

や﹄と

事がない．自分の慾を遅しうして︑他を顧みない禽獣に

一 = ̲

夫その
れみ凡誓

話

ぱうしか系ｎい
．またれいき

帽子を彼るのを潅とするものもある︒と

いごとその・くに此§１紅ひじやらさい

のもめれば

しや 全

ことおほ

れいぎじせいよ

言ふ如く︑其圃々に因って非常の差異がある︒叉漉儀
ふうぞくしふくわんよ
じだいよさい
は風俗習慣に依るものでゐるから︑・時代に因って差異
寸港涯いにしれいぎ
ことこんにもひれい
を生ずる．即ち古へ鰐儀とされた事も︑今日では非藤

しな

もつたざひとふ・フしふけい世やらかうさいし昔とうつこれろん

これだうとく﹂もくくは可く趣がい

を以て只人の風習︑形状︑交際の式等に就きて之を論
一己員〃

い

ギリシヤてつがくしやとく

じ︑之を道徳の目に加ふることが少い・けれども一概

に左榛とは言はれぬ︒希臓の哲畢者プラトーは﹃徳は

かうゐれいはふかなエないまたきん定いがく

行潟の濫法に協ふに由りて成る﹄と言ひ︑叉近代の畢
し
やＩＬくれいきよない

かは

きうじ定いしやくわいたしき

ひとしいうてんしんりうろことひじやらそくばく

誠に厳格なものであった︒除りに厳格であった潟めに︑

士農工商の四階級に分れ︑其間に行はれ来った鰐儀は
詮
ごとげんかくあまげんかくた

しのうこうしやらかいきふわかそのかん巧こ趣きたれいざ

ことは蛭は

者アダムスミスも﹃徳は礎儀に由りて成る﹄と言って
ゐとかくれいざ元つと
居る︒兎に角鵜儀が貴ばれることは異りがない︒
匙たこちいれいざたつとじゆけうとちい
燕郷に郷ても︑亦古来鵜儀を貴んだが︑儒激が渡求

じじつ

でゐるとせられる事も多い︒かくて濃儀は︑時勢に依
へんくわ
これ戸えう
れいぎとき
って鍵化するものでゐる︒之を要するに︑職儀は︑時
ごこんくにとうざいよ
︵んくわさいこと
の古今︑風の東西に因って耐鍵化あり︑差異ある事は

してからは︑殊に甚だしく︑奮時代では吐曾組織が︑

う元が

疑ふくからざる事賃である︒

二濃儀と中庸
ばが臆ふ〃・ざつれいはふまう

こらいしなれいきやかまくに
いはゆるれいぎ
古来支那は澱儀の矢釜しい園である︒所謂瀧儀三百

炉わんらいれいざ

唾ようけいこぁろうち

人の自由︑天真の流露といふ事が非常に束縛されて︑
危の意表くぎよれいきよきたがいぅけいし萱はんざつ・くる
其極虚濃虚儀に流れ︑徒らに形式の煩雑に苦しめられ
あ

けいしき詮たゆるかせ

どころ

わうノー１せい

たものである︒元来職儀といふものは︑恭敬の心が内
しぜんぐわいけいりうろぼんぎ
に在って︑自然に外形に流露するのを本義とするので

めるが︑形式の亦忽にすべからざる所から︑往々精
しんて菅わざ
苦工れいおちいやすす
祁的を忘れて︑虚薩に焔り易いものである︒過ぎたる

威儀三千で︑甚だ複雑な鵬法が設けられた︒これ支那
こせいじんれいおも猛然肺あつ毛の窪芙れいもつ
の古聖人は職を重んずること甚だ厚く心其激が濃を以
りつがくもつや嘩年れいがくもつてんかをき
て律し︑薬を以て和げ︑澱楽を以て天下を治むるとい
しゆぎ
ふ主義であったからで︑識瞬に職する誕訓識語は錠に

多い︒朱子の樺には︑﹃濫者天理之節丈︑人事之儀則﹄

は猶ほ及ばざるが如しで︑濫儀も其度を過ぎては詣談

またまうし

ろんご

おほし ゆ し し や く

といひ︑論語には﹃濃之用和為し貴叉恭近二於潅一遠二恥

となり︑虚職虚儀となって仕舞ふ︒さりとて︑全く濯

しま

ユろたれい

ぎさばふむしいはゆるふきばうしょうふきりつ

老よれいきよぎ

なおよごとれい智をのどすへつちひ

辱一也﹄︒叉孟子は︑﹁恭敬之心職也﹄﹁僻譲之心潅之端

しやくわいこんざつ琶よくきんじうせかいげんしゆつ

儀作法を無覗すれば︑所謂不羅放縦となり︑不規律︑
むちつりよ

とあるひれいぎれんちゐまたじんぎれいちしん
也﹄と説き或は職義廉恥を凹維といひ︑叉仁義職智信

無秩序となって︑賦曾は混雑の極通禽獣の世界を現出

れいたつどゐ獣たおうぺいつうじやられい

庭世と濃儀
1

三

じやらしよう

を五常と瀞して︑鵜を貴んで居る︒叉欧米では通常震

I

盲 一 一

I

いた

れいぎじつていどおも

るゐせ・

てんてきしやかうて善せいのうが○ぴゐどころうま

虚世と潅儀四
キ﹄

するに至るであらう︒濃儀は責に程度を重んずるもの類が先天的に献交的性能を具備して居る虚から生れて
しよせ眠監︸全ひつえう
碁これいざ
くわふきふちや詑一ようとこ︑Ｃ句つどたいせつ
で︑過不及なき中庸を取る事が最も大慨である︒来たものらしい﹄儲で漉儀といふことは︑虚世上必要
のみ軽星勤うだいぼんぱうまたかう

しや．らいにもれい苦

瓦しつ

き才蔭ひとにちれい苦
いまわがくにせかいかくこぐかうつうひつぎひんぱんくばか
今や我邦は世界各幽との交巡︑日に月に頻繁を加へ︑映願くべからざるものとなって来た︒即ち人一日も濃儀

菩うじこくいやらてんゑんざ

蕊んぷつせいどひしあひに・混一へんじか

奮時の国情とは︑天淵の差がある︒加之宇内寓邦亦交なかるべからず︑斌曾一日も祷儀なかるくからず︒賞
つうす︒あひせつ苛んきたすうまん少年わいくにな寿﹄んれいざひとみたひと詮じ峰よしよう︵
通を進め︑相接近し衆うて︑数寓里外の風も︑楢ほ近に職儀は人の身を立て︑人に交り︑世に虚する上に一
れいぎひとた
りんごとくわん

らいれいばふむし

シ哩

おほまちが

じこくこく⑫やら

まずγ〜１おも

しかめいぢゐ

で

隣の如き観をなして来た︒かくて文物制度が︑彼此相日片時も峡くべからざるものである．澱儀なき人は他
みた
つういたけつくわ︒とうざいれいぎさばふおのづかあひとにんひん垂．暑﹄
通ずるに至った結果聡東西の鵜儀作法も自ら相採り︑人から捜斥せらるシのみならず︑身を立つることが出
もつたななり
とも
共
につ
通う
ずす
るう
のせ
趨い
勢となったのであるから︑舗畦に郷て黍ぬ・薙予は︑﹃露を知らざれば以て立つこと無き也﹄
秀りつや車ちつ
じくに恥いぎいゐまたしゃく誤こうしやつ
きこくじだい宮とたこＩ変り
は︑鎖国時代の如く︑他圃を顧みずして︑自圃の濃儀と言はれて居る︒叉吐曾公衆からは︑規律を破り︑秩
よすぁ
せいさいくは
じよみ定
池ぽいせかいつう管のつと
よわけ
にのみ椅る課にはゆかぬ．大に世界の迩義に則って︑序を素るものとして制裁を加へられる︒世が進みて︑
し元却恥いぎ
れ儀
いぎ
ばを
ふた
祷
作ざ法
立てねばならぬ︒かと一計って︑蕊織酢跡揮韓醗に趣き︑雄鐸の華が衝薙になるに随って︑濃儀と

くわん

求の濃法を無硯するのは大間連ひである︒自国の圃情︑いふことは益々重んぜられねばならぬ︒然るに明治維
ん蚕じいうぴやつどうしさうりうかうけつくわ毛の︵いとう
せいくわつはうばふおよにんじやらふうぞくとうあ蚤でこれ彰も
生活の方法︑及び人情風俗等は︑飽く迄も之を重んず新後︑自由平等の思想が流行した結果︑其弊責として︑
れい言こと睡沌ば
ともむやみじもくしよびわいこぐふざろうたちやらふきはうしょう誉ふうさかん
ると共に︑無暗に耳目を諸外国に塞ぐの随を矯め︑長不羅放縦の気風が盛になって︑濃儀といふ事が甚だし
れいぎたことかん背ゐぴ苦
たんあひおき猛ょてうわ
短
相
補
ひ
て
︑
能
く
調
和
せ
ら
れ
た
る
潅
儀
を
立
つ
る
事
が
肝
く
衰
微
し
て
来たやうな観があるのは錐に鍵ふべき蕊で
生だいたいこじんて蓄号うめんみ・ゆじこ
さ恥いぎらんこちつてんの
えう
要であらう︒左に一二澱儀に閲して心付いた鮎を述べある︒先づ第一に鍔個人的方面から見て行くと︑自己

ぎつくてうｖソか蚕︶

そのけつくわめうへひと

てみ
見お
たも
いと思ふ︒に糖擁の鋒︑識鍵の癖がない鏡に︑雌雄に擁して︑職

F 言

儀を議すのを廟笑する傾きがある︒其結果目上の人︑

三封個人的祷儀寺蔭雪や今嘩や即今
たぃぼとれぃ書ことし
ち長上に封しても殆んど祷儀といふ事を知らぬやぅ

こおやたいれいでし
ま
へちぷつとのおとほれい智一﹂とじんみひと
前にも一寸述べて置いた通り︑瀧儀といふ事は︑人に見える人さへあるｃ子として親に鍔する澱︑弟子と

4

ド

けうしたいれい毛のたちうじんおや全しやらたいれい

よほどしくわんき

おもおや羊﹂あかだしばらくお

して験師に封する鰐︑其他老人︑長上に封する鵜も︑

徐程弛緩して来たやうに思は帆る︒親子の間は暫時措
一﹂んにちしていしゆじゆらかんれいざほと

ひ．といしゃらが猛らそのりんかｆ︑みとこれたいさうたう

れいつく

わす

ばずおも

人たる以上︑必ずや其人格を認め︑之に濁しては相富

いばどうとうひとさら一弟おしやらたい

つねじゅうぶんれい

の職を議すことを忘れてはならぬ筈であらうと思ふ︒
ぎもつたい

わす

儀を以て封することを忘れてはならぬ

四封園鰐的鶴儀

たいこじんてきれいざきんらいいちじるすゐび

でう

にんげんしぜんにんじやら昔いん

み

封個人的鰐儀が︑近来著しく衰微したやうに見え

一己︐

いままったちお

るとはいひ催︑これは人間自然の人情に起因するもの
またすうねんらいふうぞくしふくわん
零匡なきたれい
であり︑叉数千年来︑風侭習慣として行はれ来った職

うだが

ごェい

一己

たいだんたいてきれいぎ

い

儀でゐるから︑未だ全く地に瞳もたと言ふくきではな
じじせいふうてうあや琴
またふり１くゐつ・くこと
い︑一時時勢風潮に誤らいても︑叉復活して来る事は
いた

くわい

しゆ

しだがじゆらやらいふ︒うぞくくわん

じこ

ゐしんごＬんげんしやつ︲とも

ぐわん

れいぎ

たんたい

疑ひない︒けれども鼓に言はんとする掛闘畿的濃儀に
おのづかこれおもむきことゐだんたい
至っては自ら之と趣を異にして居る︒関篭といふ
あてい澱んたい
りんじ
のは︑或る一定の閲鰐のみを指すのではなく︑臨時に
めいぢゐしんいちい
齢奉る醗織を§擬すのでゐるが︑これは明治維新以来︑
ひしやつおほきげんしやつなに／１１だんたいなにＪ︑
非常に多くなって来た現象で︑何々倒鵠といひ︑何々
りうかう

たいつ︐〜

しふ

よことできばあひはばばおほしかたいこ

濁して議すべき祷儀といふことも従って従来の風俗慣

I

況んや同等の人︑更に長上に封しては︑常に充分の澱

曾といふことは︑維新後の新現象であると共に︑一種
めしたものことひぽく

むかし

くも︑今日師弟︑主従間の禰儀といふものは︑殆んど
いしの
がｆかうけうししやらてんしゆじん
言ふに忍びざるものがある︒皐校の激師︑商店の主人
ちやらじゃ全がはけってんなにと
といふ長上の側にも峡鮎はあらう︒けれども︑何は兎
かくけうししゆじんいじゃ全そのでしじい今ぼく
に角教師であり︑主人である以上︑其弟子たり︑従僕
貫胃うたうれいざつく
たるものは︑それ相富の職儀を蓋さねばならぬ︒昔の
していしゆしゆら
れいＬ
にんげん
︑師弟︑主従のやうでなくても︑渡を知るのが人間でめ
いじやらじ一﹂考寺っけい値んたうぜんはつるけうし
る以上は︑自己の恭敬の念が︑営然駿露すべき教師だ
しゆじんひとさうたうれいつくじ人かく
り主人たる人に︑相富の藤を議すといふことは︑人格
もんだいみたうぜんこといしか一﹂んにち
問題から見て富然の事と言はねばならぬ︒然るに今日
Ｄつじやらじぷんおやたいじゅうぶんれい菅つく
の責情は︑自分の親に濁してさへ充分の澱儀を議すも
ずく江すでちやら児らたいれいぎつくわす
のが紗い・既に長上に封して職儀を誌すことを忠いる
こんにもちきほういうたいれいぎおも
薮今日であるから︑知己朋友に濁して︑濃儀を重んずる
ほとこれはっけんくるじゃったいたち
といふことは︑殆んど之を護見するに苦しむ状態に立
いたゐ
みう
もちろんがいさ・﹄
至って居るやうに見受けられる︒勿論︑一概に左様と
だんていじよじやらけいかフいち・じるかん１︶ゆ
は勘定されぬけれども︑如上の傾向が著しく看取せ

の流行のやうな槻がある︒さぃぱ︑自己がこの圏鰐に
ひたすらどれ季己︑ろえれんみんしやら

〆Ｕ評しつ・

られることは事賞である︒されば目下の者︑殊に蝉僕

習にのみ依る事の出来ぬ場合が甚だ多い・而して濁個

らたい

等を待するに︑只管奴隷のやうに心得︑憐感の情さへ
くは
腫悠畦おほこれおぽいまちがは峰しすで
加へぬものが甚だ多い・之は大に間違った談で︑巳に
虚世︑と濃儀

五

丁 一

ｌ虚世と濃騒
かん哩やらがいれいろし唾

だんだい

だ﹀そのひと
螺の幹鍔は舞腫に鎌して癖鐸今ど講さぬ睦には︑只
其人
かぎ︶

に限りて︑威情を害し︑磯を失ふのみであるが︑圏鰐
にん︑いぎしつぱあひそのたんたいぜんたい言
の一人として祷儀を失した場合には︑其圏篭全篭の規

りつちつじよ承だ毛のえい孝晶一コ空ろひろ

ぎまも︲

こと唯芯時かんえうごりと

律秩序を乱すことになるから︑其影響する所が康くて
おほしかだんたいことこんごます︐ｆ〜ふ
大きい︒而もこの園篭といふやうな事は︑今後益々殖
だんたいにんたいだんたいてうれい
こと
える事であらうから．関篭の一人として︑封圏篭的濯

じゆうわｂい

儀を守るといふ事は堪だ柵要な事となって来るのであ
こんれいせきさうれい
いまだんたい
る︒今園鵠の二三の例を塞げると︑婚鶴の席︑葬濃の
ぱあひさいれいときしふくわいえんくわいお毛ひゑんいうくわいとうぱあひ
場合︑祭穫の時︑集曾︑宴曾︑或は園遊曾等の場合で
みぎうちこんれいさうれいさいれいえんく領とうもちろんあたら
ある︒右の内︑婚濃︑葬濃︑祭祷︑宴曾等は︑勿論新
こんにも
ごと
こと
しい事ではなく︑従来あった事ではあるが︑今日では
い苧おもむきこときゐしふく鶴ゑんいう４慣
柳か趣を異にして来て居るｃ集曾とか︑園遊曾など
象為たちことい

たいこうｇいきん炉へり

わ︸フ︐く

とのどんたいひとふくわいあた

一︿

をのちつじよ

ため

るものが往々あって︑酢露礎手な認誹をなし︑その為

に︑其圏篭の人に不快を典へるのみならず︑其秩序を

みだ詮の管りつや蕊．とく︐１１ものれいあ
み

はｆかだんわこれはんさうれいぱ

素り︑其規律を破って得々たる者がある︒例確塞げて
めでたこんれいせきふぎつ
見れば︑芽出度い婚潅の席で︑不吉なこと︑不鮮なこ

あひはうだんせうわぱうじゃくぷじんありさまゐひと

とを輝らず談話するものがある︒之に反して葬濃の場

せいろん

合に︑放談笑話して︑傍若無人の有様で居る人もある︒
ひ上︺

じんじゃさいてんときふけいふ義︶んしんふる

鐸鐸の暁で︑唾録越を飛ばしてこちたき政論をめげつ

γｌ１らｆ７ｌ１か

じつ悪れい菖券

らふ人もあれば︑祁吐の祭典の時に︑不敬不謹慎な振
ひ
と
舞輩を
な
す人ひも
める︒舞僻の啄慧に群て︑玲雌瀞に職は
しようひとふくわいまねきりつちつ．じよや球こと
ずと解して人の不快を招き︑規律秩序を破るといふ事
わうＪＩ１みうどころ
は︑往
々見受ける所である︒桑嬢舞聡も毒鍵織露も緑

々落々も︑斯うなっては︑賃に無瀧の極といはねばな

きうしきせいだい

そのたえんくわいしふく慣とう

なにひと政ねあやひさうれい砥あびしきよ

が流行する結果︑婚祷︑葬祷其他の集曾に︑或は花嫁
はなむこ芝のたかぞくなんらえんこたぎみえばた
花婿其他家族に何等の縁故なく︑只見得を張る矯めか

・りうかうけつくわこんれいざうれいたのたしふくわいあゐひはなぶめ

しか全た．めんげんいんきんじだんたいてきしふ坪ふ
而しこ奴には叉一面の原因がある︒近時圏篭的集合

らぬ・

何かで人を招いたり︑或は葬潅の場合でも︑死去した
たうにんなんらふかくわ八けいものむやみつうもばつ
常人とは︑何等深い開係のない者にも無暗に通知を雲

じつきいど

つ〃︑

は︑先づ新しい事と言ってもょからう︒
いかれい管
酔う言ふ蹴謡に韮鍾った舞鐸には︑如何なる漉儀を
これいまで
蓋さなければならぬであらうか︒是は言ふ迄もなく︑
園篭全般の規律を破らぬやう︑礎醸を鐸さぬやう︑其
だんたいもくて香じゅうぶんとこともつこのさいお
関鰐の目的を充分に遂げるといふ事を以て︑此際に於
れいぎだいしゆがん
ける濃
儀の大主眼としなければならぬ・縄らぱ舗畦の

して︑葬式を盛大にしたり︑其他宴曾︑集禽等にも︑
いたづ．らひとま堀ことおほためめでたたうにん
徒に人を招くといふ事が多い篤に︑芽出度い常人や︑

だんたいぜんばん老りつやぶ毛の

責際は何うでゐらうか．﹁大功は細瑳を顧みず﹄とか︑
かうＩ︑ぜんせうじんかないしゃ７ｌ１らｆｌｌ弐ね
﹃硬々然たる小人なる哉﹄とか言って︑栖々落々を冥似

しぎよたうにんなんらどうじや二も

ためひとまね

またえんくわいしふくわいとう

こんれいさうぎくわらこく

ぶさはふしでこと

つみ

たいしやくわいて苦恥いぎしやくわい↑ちつじよたも

こんれいさうれいごと

さとしゆがん

わうどんまか

宴曾に黄金を浪費する等の事が近時は甚だ多いやうに

えんく偶わうどんちうひとうこときんじは蔭おほ

るとか︑或は婚潅に無開係な人を多数に集め︑無暗に

あゐひこんれいむらんけいひとにすうあつ牡やみ

を翠げると︑婚職︑葬潅の如きでも︑黄金のあるに任
くやつこくて哲これ弱ご蛭巷よれいざかひとし
せて︑農告的に之を行ひ︑虚濃を盛んにして︑人の指
だんまねしや＆わいくわぴ二あくふうながとく？ＩＩひと
弾を招き︑斌含に華美の悪風を流して︑得々たる人が
おほいたづらさうれつざかせきたふさうだい
多い︒徒に葬列を盛んにするとか︑石塔を妊大にす

あ

金を得れば︑直に紳士を以て過せられるといふ有様で
たこふしやわうどんまかわうｙｆ︑しゃくわい
める︒価で︑富者は︑黄金のあるに任せて︑︐往々吐曾
ちつじよや瀬しやくわいあくえいひざおよ・おほれい
の秩序を破り︑吐曾に悪影響を及ぼすことが多い・一例

どんう元まちしんしもつぐうありさ匙

くわん

由平等の考へに支配せられ︑今日では黄金が人の尺度
きのふしやふばていてうわう
となったやうな慨がある．昨日の車夫馬丁も︑一朝黄

いうがやらどうかんがしはいこんにちわうどんひとしやくど

明治維新以来︑我邦の吐曾は四民平等と言ふことに
かい壱ふあるていど窪でとりのぞこくみんみなじ
なって︑階級が或程度迄取除かれたので︑国民は皆自

めいぢゐし御いちいわ津くにしやくわいみんぴやらどうい

やうの事があってはならぬ︒

こと

ためばかこうえきがい

ひとだんたいにんまたしやくわいゐん

こうとくおも

論ゐひしゃくわいこうしゆらこうえきがい

赴曾に悪影響を典へぬとか︑或は吐曾公衆の公益を害

掛吐曾的濃儀といふのは︑赴曾の秩序を保つとか︑︑

死去した営人に何等の同情を持たない︒又宴曾集曾等
もｆてぎたい
なんら浄苓っめい﹄とろところ・
の目的に謝しても︑何等共鳴する所がないといふ所か

せず︑公徳を重んずるとかいふ事を主眼とするのでゐ

みう

せうわばずか

てぎ

るやうに見受けられる︒かくては︑婚潅や葬儀を庚告

くだもの︐︑わしかつて

しやくわいあくえい巻やらあた

ら︑吉事の場合にも不群な事を放言し︑凶事の時にも

きつりぱあひふしやらごとばうげんきよらひとぎ

笑話して輝らぬといふやうな不作法を仕出かす事もあ

る︒人は圏鵠の一人でゐるし︑叉吐禽の一員である︒
しやくわいゐんひとかならじこぼんぷん匙もこうしゆぅ
斌曾の一員たる人は︑必ずや自己の本分を守り︑公衆
の馬を計って︑睡嘩の稚儲を琴したり︑公盆を害する

ずでまれいじゃ凸しんじや全くわんけい

的にする漁に人を招くものにも罪があるといはねばな

しかかごとまねひとぷん

らぬ︒けれども︑既に招かれた以上は︑一身上の開係
したう
は悪に鍬︑毒鱗儒に畷じて擁鐸の職俸を諦すのが至営
であるのに︑而も斯くの如きは︑招かれた人に十分の

つみことい余でこと

なえんくぬいぱあひｆ︑りつしよくちゃ全せきあら毛じぷんかつて

罪ある事は言ふ迄もない事である︒

そのじぎ

筒ほ宴曾の場合に︑立食場で席を零って自分勝手を
ふるまことはなはだせいやうれうｂ声やらおう為づか
振舞ったり︑殊に甚しいのは︑西洋料理の饗膳に預
るとき︑まだ其時機でないのに︑果物や菓子を勝手に
た
し朱くじすのちく湾ものつ︒

もちかへもちかへ

食べるとか︑食事が潜んだ後︑ナプキンに果物を包ん
で持蹄るとか︑ナイフやフォークを持諦るとかいふが
れいなら
あまひど准海し
しか
ごと
如きは︑瀧に焼はずとて除６に非這い話である︒而も
これられいひとむけういくひとかぎけういくじんし
是等の例が濁り無教育の人に限らず︑験育める人士に

おほ季ご全︲ゐかんせんばん

五封祇書的蔭儀
虚世と鵡儀
！

七

も多いのは︑誠に遺滅千恵である︒

／

庭．世一そ潅儀

みうごたざじこみえばため毛のぼんぶん
見受られる︒これ只自己の見得を張る篤に︑其本分を
わすしざいちうひいんしやふいもつじよやぶやうしや
忘れ︑資財を浪費し︑陰に斌含の秩序を破り︑陽に牡

くわいくわぴへいふうながこらしやくわしたい
つ巳し

倉に華美の弊風を流すのである︒是れ等は牡曾に饗し
をの︾シつじよおめあくえい意やらあたた宰睡い
て︑其秩序を重んじ︑悪影響を輿へざらんが馬め大に
ず芯にたいしやくわいて苦恥いぎひと
慎むべきことで︑これ即ち濁吐曾的濃儀の一つでゐら

おも

古寺フごぺんえきうしやくれいなに香とこう

八

ろうどうしやらしんめうせきゆづこんざつちゆらあしふ・

努働者等は赫妙に席を譲る・混雑中に足を踏まれても．

自分の踏まいた不注意を反省するといふ位である︒ま

じぷんふふちういば和せ︿ぐゎゐ

ていしやぢやらとう普つぷかひとせいみなひと

ら？︶ろうしろじゆん

ちつじよ詮だいはゆるじせいりよ屯

た停車場等にて切符を買ふのに︑人が制せずとも皆人
つよ

ちひことなかくごと

の後へ後へと順をつくるゆゑ秩序を凱さぬ所謂自制力

ごれいしきいほど

たにんたい

に弧いのである︒小さい事であるが︑猶ほ斯の如しであ

る︒是れは濫式と云ふ程ではないが他人に封する・・・

げんしゆれいざきりつまもけんごたん

の

げんざいありさまかいぜんゆごと

や宴曾が行はれる事と思ふ︒古来東洋の君子園を以て

えんく蹟お匡芯ことおもこらいとうやうくんしこぐもつ

って上となく︑下となく︑朝にも野にも︑種々の集曾

かみしもてう︒やし沙偲︒−しふく麺い

つｚし

以上数段に亙って︑濃儀の事に閲する卑見の二三を
ひつ匡一やらところれいぎうちきようけいせいしん
述べたが︑畢寛する所︑濃儀は︑内に恭敬の精禰⁝
寸芯区だうとくてきち入れんざうそのごもととのぱあひおうこれかたち
即ち道徳的観念を識し︑其事︑其場合に雁じて之を形
いたづらけいしきな津巷よれい
あら
に現はすべきであって︑徒に形式に流れて︑虚職に
れいぎじつ
す仁とあく
過ぐる事は飽までも慎まねばならぬ︒かくて潅儀は資
しよせいい午らひつえうかｚとこん垣ん
に庭世上必要鉄くべからざるものであるが殊に今年の
かしこきんじやらへいかごたいれい翠二雄しだが
あき
秋には︑畏くも今上陛下の御大職が行はせられ︑従

かと思ふ︒
いじやらすうだんわたれい言ことくわんひけん

おも

に注意して︑現在の有様を改善して行かねばならぬ事

ち﹃うい

亨らがゐみこれらてんにほんじん魂ぽい

かれらじつさい茸半つどうせいくわつかうふくことをず

言はば一種の濯儀にして規律を守るの堅固な一端でゐ．

しやくやいじこしん

又公徳を重んじ︑公衆相互の便益を計るといふこと

る・彼等は賞際共同生活の幸禰といふ事を傷つけまい

ためできしやくわいこうしゆらばん落ちどうせいくわついと趣

しやくわいたいれいぎ

も︑吐曾に封する潅儀である︒これ吐曾は自己一身の

と心掛けて居るやうに見える︒是等の鮎は日本人が大

湯フと思ふ︒
重たこうとくおもこうしゆらきうご↑︒︿んえきばか

篤に出来た吐曾ではない︒公衆一般が共同生活を誉ん

とくおも宝た

かうゐげんどうたいしゃくわ瞳Ｌぎれいぎぞむい

で︑相互に便益を得べき献曾であるから︑何事にも公
徳を重んじ︑蕊霊を誰らねぱなら鬼．これ叉やがて︑
しやくわいあんれいちつじよゐぢゆゑん﹃﹂れはん
牡曾の安寧秩序を維持する所以であって︑之に反する

の行矯︑言動は︑封耐曾的潅儀に叛くものと言はねば
ちひことぎしやでんしやなかひとめいわく
ならぬ︒小さい事だが汽車や電車の中で︑人の迷惑も

じぶんかつてだうろほだうある
しやだうあるわうちいひとめいわく毛の

かまはず︑自分勝手をやるとか︑道路の歩道を行かな
いで︑車道を歩いて往来の人に迷惑をかけるとか︑其
たじぷんかつてたしやくわ﹄こうしゆらめいわくこう

分勝手をした篇めに︐吐禽公衆に迷惑をかけ︑公
え他自ぎ
がいあかぞほど

盆を害することは塞げて数ふくからざる程あるでゐら
このへんなか７〜よゆを
う︒礎糠の鐘蹄剛では︑此遥が中々能く行って居る﹂
たときしやまたのりあひぱしやとうれいふくひと
例へぱ汽車叉は乗合馬車等でも︑濫服をつけた人には︑

こじんてきれいぎい

個人的職儀は言は ず も が な ︒ 是 等 の 集 禽 や 宴 曾 を 秩 序

んみこ
に ん ご じ んじ
こぐ
んぐみんふかれいざこと与るがたい
人圃
圃民
民は
は︑深く鵜儀といふ事に心掛けて︑謝
任ずる吾人
誓いこれらしふ患いえん冬侭ちつじよ

大潅使事務官

内閣書記官

ごたいれいほうしゆくせいいじゆらぷん

れつせいゐげふぜうじゆつまず７１ｌこぐかひ

牛塚虎太

﹄

あり︑規律あるものとして︑御大濃奉祝の誠意を充分
ひ
れきおも
に披涯せられたいものと思ふ︒
善︾ｈ一つ

Ｉ！ｉｉ１

大鵬の本義

てらすおほかみした

そくゐれい

てんわうせんをくやつを

くおうとんに夷ぎぬの管曾とさづたまいちい

くわらをくわらそうゐくんした狐

をたうもうりやらしんみん

蕪を筆固にせむことを誓はせら鯉︑一般臣民に封して

たつ

しそん

こぐみんかうふくぞうしんをぴとくりやらのうばつ

恭んで按ずるに︑即位の澱は︑天皇践昨し皇姐は︑皇旭皇宗の遺訓に遵ひ︑耐宗の忠良なる臣民

？し あ ん

其一即位の鰐鑑護詐稲って︑列聖泌遺業を紹述人溢融圃稼の杢

くわらぽしだが

郎

生︑の

鳥今っをくわらをうしんこぐ沌ちびばんしんみんせん

を整へて︑皇澗皇宗に親告し︑並に一般臣民に宣

たいてん

せら る シ の 大 典 な り ︒

の

1

すうけいつゐぽしんりよ

其二大嘗祭
だい吟やらさい

てんわうたいゐつ

あ

くおう乏軍よびてん

んいういのてんじやらむきう
鼓 く さ せ ら れ ︑あ
仰ふ
いを
︽し﹄
其の祁肺を祷り︑天壌無窮の謡ら畔悪筆瞬手垂厩沸雑癖嘩の緑識を腿て︑皇覗及天

即ち皇覗皇宗に向はせられては︑崇敬追慕の哀慮大嘗祭は︑天皇大位に印かせられたる後︑始めて

す趣はくわらをくわうたうむか

︑大龍の本義九

のもはじ

照大祁︑親しく皇孫理々杵尊に授け給ひし以来︑の子孫たる︑圃民の康幅を増進し︑其の美徳良能を駿
こくかｂ・ううんしんちゃ全
虫たをふくさんよ
しゆしんきう
汚いくわうゐ︵うき
代皇位の表徽たる︑三種の赫器を承けさせられ︑達せしめ︑叉其の翼賛に依りて︑幽家の隆運を進暢し︑
せいぎ
せん
ばんせいけいくわらまず７１１ていこぐを毛くわ曽﹂う
ごいばゆるあまつひつぎたかみら
語に所謂﹁天日嗣の高御座﹄たる︑寓世一系の皇益々帝圃の基礎を恢弘せむことを宣せらるシの盛儀な
どころゆうゐさうち主らよたう
しだがをざしゆ
こぐかしゆけん
けいし巻っだいにぼんていこぐとうぢ
を継承し︑大日本帝圃を統治せらるべき︑園家主椎り︒随って其の儀に主とする所は︑雄偉妊重︑能く富
だいｂううんばん．えい
せんをのちひざだ
ほんゐつ
本位に即かせられたることを︑践昨の後︑日を定め代の隆運を反映せしむるに在り︒
を詰帝儀曹の位ゐ古こ歴:天：
:儀曹の

１１

1

全音悪観
皇覗及天神地祇に奉事せらるシこと︑猶在す

しんち 筈せい蓉や全かつおほみ誌を一﹂めきろたいし
祁地 祇 を 請 饗 せ ら れ ︑ 且 大 親 ら も 聞 し 食 す 所 の 大 瀧 に
ｒふう乏邦濃てんじんち笹ほうじ蔵ほおばし吹

して

雪︑と

はうぼんぼんしれいたざすうけいせいいたもつ
く︑報本反始の震を正して︑崇敬の誠を致し︑以

かうのたまたいてんしたが毛管しゆ

芋及両ｕ
たい

ふ″場外

とニふ

ずうかうたんげんあだかてんじやらし参てん蚕とよ

て大 孝 を 申 べ 給 ふ の 大 典 た り ︒ 随 っ て 其 の 儀 に 主 と す
くわ全を

みよへうげんあ

る所 は ︑ 崇 高 端 厳 ︑ 恰 も 天 上 の 式 典 の 如 く し ︑ 能 く

皇租 の 御 世 を 表 現 せ し む る に 在 り ︒

其三国民自費の秋

悪観

くわう

われ︐く心はんだんつれぜんあくへらじゆ心ゐぶつびんはか

善悪の判断

善
P,｡F1

吾々が判衝は常に善悪を標準にして居る︒物品を計

一○

われらしんみん息全毛ちうりやらしん融ん

わうぎようどせいざ

たいれい苦韮かうさいちう︑やら

せらる動なり．吾等臣民は︑皇租の忠良なる臣民の
しをん
われらてんやフあふ子怒にわれら毛せん
子孫にして︑吾等の天皇を仰ぐは︑即ち吾等の旭先
あふ
くおう之こんにも永の詞︐あふウゑんてん
が仰ぎたる皇租を︑今日面たり仰ぐ所以なれば︑天

ていこぐえいゑんむきうばってんきと

皇御宇一度の盛儀たる︑大鵬の畢行に際しては︑忠良
しんみんよるさら率もひとほけんこくはじめいた
なる臣民たるもの︑宜しく更に思を遠く建圃の始に致
乏セんたんすうたいぎこんかんわこくたいぼんぎ
し︑覗先尊崇の大義を根幹とせる︑我が国篭の本義を
あ哲らかふかこいうしうたくゑつこくたいゼいくわ
明にし︑深く此の優秀にして卓越せる圃篭の精華を
じかくこぐかゐん毛せぎにんしんむゆらだい
自畳し︑圃家の一員として︑其の責任真に重大なるも
のゐるを砿ひ︑謹て鐸醗鵬礎の跡露を舞謹し︑畦て群
り

︒

一一一

亭とじんるゐ・ひや全か

輪田元

が帝圃を永遠無窮に護展せしめむことを期園すべきな

ＪＪ

丈畢士
どりやらかうもつ

は︑善悪の観念が頗る大切なものとなって来るのは︑

ぜんあくくわんねん寺こぶたいせつ

常に善悪如何を以てするのであるから︑思想界に於て

つ垣ぜんあくいかんもつしさうかいおい

るに度量衡を以てするが如く︑人類を評債するには︑

道

わくにくわ全とはじたまところ
ふに我が邦は︑皇租の筆め給へる所にして︑皇
くに
てん
くやつしそん宝ふだいわだ者み
皇子孫︑寓代に亙りて君たるべきの園なり︒天
たいゐつ
手渥畦くわらをみくちゐつ
大位に即かせらる参は︑即ち皇旭の御位に部か

皇罰彫
のの念：

しか
がく
ゆっと
て書く
寺く
堆だ
うぜ
とく人
て考を
ぜん
あく
せつめいえうしかがくしゆって書寺く
堆
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て
考
く
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ぜん
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げとと
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や
かう
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やら
み
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らら
くく
うう
つつ
か画
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説明を
を要
要
し
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ない
いこ
こと
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るる
︒︒
擁擁
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輝輝
らら
︑︑
華癖
華と
癖は
と輝
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輝で然し然
なし
がなら
くく
とと
もも
道道
徳徳
的的に
が事
ら術
事的
術に
的︑
に少
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︑善
善悪
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とい
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くわん

た

も
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とい
い承
承瓦
瓦お
お毛
毛
か
ふここ
ぜ蚕ん
蓉し﹄
とむしゆんもぼ
かふ
ぜん
とむ
ゅん

かふぜんおつごあくおつ

ゐ

ぢやら

f

善悪観

二倫理の最高理想

るも の に 相 違 な い ︒

さうゐ

ぜ
ぜん
んあく挿猛はばくぜん
ゆゑつうぞくてき
す／るのでゐる︒それ故通俗的にいふ善 悪 は 甚 だ 漠 然 だ

は錠 前 が 厄 介 で あ る 如 く ︑ 人 々 皆 其 の 利 害 開 係 を 異 に

ま
・ま
へへ﹄﹄︑
︑く
くか
かい
いごご
とと
ひひ
と７
とト
ｆーｌ
みみ
なな
を・
をりがいくわんけい一﹂と

て居 る も の は 失 望 す る で あ ら う ︑ 其 の 他 泥 棒 の 獄 め に

のも
もの
のを
を無
無上の武器と考へ
もの が 現 は れ る と ︑ 水 雷 そ の
しっ
うう
をた
どるぽうた
し
つぽば
を

ゐ

とうしよむつおい

今日の普通教育に於ける倫理

どんにもふつうけういくおロりん・り

一一

あるから︑甚だ面白い︒併し動もすると︑之れが抽象

は煙感おも心しろしかや︒こちうしやら

畢は︑多く此の派に薦するものである．形式よりいへ
ぱ︑藩涯の恩継が︑慨織か淡静か︑識鐸して犀るので

がくおほこはぞくけいし哲

が我が画にも影響して︑

わくにえいきや会

倫理の最高理想が至善であることを主張し︑此の畢説

りんりさいかうりさうしぜん

可グリーン︲一或は可一三−シヘッドＬ等の書物に於て︑
しゆ皇ら己がくせつ
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末ない︒故に未来に厩する事件は︑普通の注意を挑ひ
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いなぷ
居るか否かに因って︑恕するところがなくてはならぬ︒

如何に賢明の人であっても︑確賞に推定することが出
ゆゑみちいぞくじけんふつう悩圭ういはち

いかけ約めいひとかくじつすゐていで

結果を諜想することが困難である︒先づ未来のことは︑

的を問ふと同時に手段も問ひ︑且つは其の結果をも顧
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しかかみ
にんげんつれ
慮せなければならぬ併し祁ならぬ人間の常として︑
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段を間ふ暇がないといふ考へ方は危険である︒矢張目

だんといときかんがかたきけんやはりも︐ｈ

然れば人の行篇に就ては︑軍に目的さへ善ければ手

ざひとかうゐついたんもくて誉よし沙
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的理想に過ぎずして︑内容を充責さすることが困難で

目的も善であり︑且つ結果も善であ奴ぱ︑非難すべき
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あらかじけいこくひつえう
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ところ
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ｂつぼふじんかふじんたうじ

者の没常識であることを認めねばならぬ・響へぱ平家
めいふじんいけあ辻じんかくたかことじひしんとを
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まＦえ・フ

くいけらいせい

︲ふじん幸己怒こいへもりにゐみどうじや合堀ん
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か

係る責任のある鵠であるから珊言はい些々たる節義に
こうでいむゐぞくめつぱうみしのけつぜん
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︑ひなんおよ
しかながさら毛﹄ふかうさこぐこぐぜすせかい
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しかげんいんやどかひとむ
で巷
出来なかったに相違ない︒それゆゑ結果論より考へるたいやうな気がする．併しその原因は宿暇さぬ人の無
ひけつくわさいはひ
と︑鍵露座の睦神が雲祷といふべきで︑桑鱈窪の礎神誤課にまくものであるから︑その無む
慈じ悲
の
結
果が︑幸
ふうみ
つひ仁んたいへいたもえ
わか
ば︑遂に三百年の泰李を保ち得たのである︒けれども昇︑になったといふ風に§見られる︒これは和歌としては
へいひひざため︐こぐがはじだいばん風んこくみんじついうじうふおもしろＩ
けつくわるんひとむじひ警竃かんりいう
平日久しき矯に徳川時代の晩年には圃民が賃に優柔不面白いけれど︑結果論より人の無慈悲を直威する理由
だんな
ちんたいふはいとうごもつとくがは
だうとくてきかうゐないようどうきけんきう
徴篤すなきものとなった︒沈滞腐敗等の語を以て徳川とならないされば道徳的行篤は内容の動機を研究す
じだいまつるけいよう
いかないエう
時代の末路を形容するには不充分である︒かう考へてることが第一でゐらねばならぬ︒しかし如何に内容の
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どう者ぜんけつくわあくをばときしやらさん

ぜんつでぎお樟むいしちからた

り︑善に就くことの出来ないのは︑概ね意志の力が足

いしちからだうとくじやういかたいせつ

いにしせいけんわうＪＩｌふぜん一雷た

動機が善であっても︑その結果が悪に了る時は賞賛す

もくて言ぜんあくけっていどう言けんぎうひつえうばか

かうゐできだうとくて昔かうゐ

べき行為といふことが出来ないｃそれで道徳的行篤は

らないからでゐる．古への聖賢が︑往々不善を改むる
ごとたんせいも
わ一令紅ひ
あた
能はざるは︑我が憂なりといふ如き︑嘆聾を洩らして

た︑鱈うきじつげんうくしゆだんはうはふけんきう

で苦いしせいしんすゐかうて計はう

や詮ごとじんかくげんせ巻おもりんかく一篭ひ巷やらてんどうち

なるものである︒心に信頼すべき人格︑動かざること

こもるしんらいじんかくうご

面を呼ぶものでゐって︑人格の上にとって︑頗る大切

めんよじんか︑︑うへずこぶたいせつ

るかを推知することが出来る︒意志は精祁の遂行的方

すゐち

み

目的の善悪を決定する︑動機の研究が必要である許り

居るのを見ても︑意志の力は︑道徳上如何に大切でめ

けんぐもん

ゐ

でなく︑其の動機を賞現する上に手段方法の研究をも
ひつえう

必要と せ ね ば な ら ぬ ︒

七善悪と賢愚と意志
これらけんぎうぜんあくもんだい

くわんけい

じ〆しつ

しかけつくわＵや全ひ

りこしゆぎｐたしゆぎく余くつぁら

じこぜんたにんこ◆あく

かに因って︑利己主義と利他主義の腫別が現はれるの

よ

標準が︑自己を第一にするか︑婚た他人を第一にする

へうじゆんじこだいはたにんだい

よ

智の賢愚に因ることが多く耐目的の善悪は︑情の如何
たいせつもんだいしかぜんあくじしん
に因ることが大切な問題である．然し善悪そい自身の

ちけんぐ韮おほもくてきぜんあく鬼らいかん

は意の力を必要とするのである︒併し結果の良否は︑

いちからひつえう

以上の如き道徳的善行は第一は情︑第二は智︑第三

いじゃ全雪とだうとくてぎぜんかうだい哩やらだいちだい

八自己と他人

と思はれる︒

和も

ゐげふたじんかくすべいしっよた

山の如き人格︑言責を重んずる人格︑或は驚天動地の

よだうとくて昔かうゐもんだいけんぐ

いかもくて菅ぜん

此等の研究は善悪の問題といはんよりも︑賢愚の問

偉業を建つる人格は︑網て意志の韻いが潟めであらう

だい

題といはなければならない︒されば如何に目的は善で
けんしやこつかさどらつくけつくわあら
あっても︑賢者が之れを司れば︑美しき結果を現は
ぐしやこなづ
あけつくわ沙も・
すけれど︑慰者が之れに泥まぱ︑悪しき結果を嬢すゃ

さぺつい留雲らしきもんだいたんれんわず

うになるのである︲因って道徳的行潟の問題は︑賢患

ぱかじやときん

い

の差別を有する智識の間︾題と︑開聯することを忘れて
はならぬ︒婦雌桑露が跡腸ほど賑いものはないと云は
たうぜん

れたのは︑営然である︒録雌聴の雛に
よなかおそ
やれ

世の中に怖るシものはなけれども

だうとくてぎかうゐ

屋根のもるのと馬鹿と借金
なかＪ︲１あぢはけんぐちしきもんだい
とあるのは中々味ひがめる．されば賢愚の知識問題が︑

たにんこぜんじここ

でゐる︒自己の善とするもの︑他人は之れを悪とする

ことがめる︒他人の之れを善とするもの︑自己は之れ

一

道徳的行篤にも︑開係することは事資である．これと
あくあく
どうじぜんぜん
しながあくさ
同時に︑善の善たる︑悪の悪たるを知り乍ら︑悪を去

善悪観
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あく

善悪甑

一一く

自我責現論者は人格の責現を以て︑人生の目的とする
じがじつげんかうゐぜん
のであるから︑自我を責現する行篇は善にして︑蝿ら
さだこるんかうめう
ざるものは悪であると定む︑此の論は巧妙であるけれ
ど︑未だ道徳の真髄に鯛れだものといふことが出来な

じがじつげんろんしやじんかくＣつげんもつじふせいもくてき

たならば︑乞食は去って︑皆之齢を善と潟すに違ひな

いことである︒

い・何れにしても︑畢術的に之れを論議せば果しもな

みなこぜんなちが

こげんいんつひこじきいちいしん

りぜんかまたぜんおご芯おもさうあ

﹃０〆し寺﹂さ

る乞食は︑路傍に立ち︑偶然なる蕊を蕊して物を乞ふ
こときじぜんかこみじゃくかんぜにあた
とせよ︒此の時慈善家が︑之れを観て若干の銭を輿へ

こじきろぱうたびんぜんこ患ばつものこ

２

を悪とすることがある・壁へぱ齢瞬に窪り︑兎に瞬す

く諺慈善家も亦善を行ふたことを思ふに相違なから

一﹂

寺がは

しゃく毒いて苦ふうてう

なほそうがくしや受﹄だいろん

然れば自然法に徒へぱ︑自然の死が普通であって︑故

しかしぜんはふしたがしぜんしふつうこ

によって異る筈はない︑即ち自殺とは︑故意に自ら肉
たいせいめいれんちくたしゆだんとし
隈と生命の連絡を絶つ手段を執って死するのである︒

一菖猛ばず才丞はじさつこいみづかにく

然るに我が日本に於て︑遠くは楠公近世は四十七士︑
またさいぎんあのぎし善一やんじさつ示しだう
亦最近に在っては︑乃木蒋軍の自殺を︑武士道として
じさつじじつとうざい
建議の鐸を礎たないものはない・自殺の事資は︑東西

お二蛭

くにおいおほじさつあくとくゐ
の行はる刀圃に於ては︑多く自殺を悪徳として居る︒
しかわにほんおいとほなんこうきんせいし

ぬ︒されば善悪の標準も︑時代に因って鍵化するもの
雀へじさつごとれいみ迄もわかキリストけう
である︒誉ぱ自殺の如き例を見ても直に分る︒基督教

ぜんあくへ員巴ゆ律じだいよへんくわ

倉の向上登展を妨ぐる行篤は悪であると言はねぱなら

くわいか雫うじやらはってん言長かうゐあくい

それ故自分は軍刀直入善悪の背景は砥曾でなくては
しゃくねいかうじやらばつてんたすおこなひぜんしや
ならぬ︒吐禽の向上護展を扶くる行は善にして︑砥

ゆゑＤぷんたんたうちよくにふぜんあくばいけいしやくわい

九善悪の背景は祇書

いづがく退興てきこるん菅はて

まだうとくしんずゐふでき

今理〃ｋ

けれども︑之れが原因となって︑柊に乞食は依頼心の
どれいみづかふんぱつ普くわいうし趣しやらｂいうかせ

し

奴隷となり︑自ら奮溌する機曾を失ひ︑蒋来浮ぶ瀬の

はなはだ

ないことになるかも知れぬ︒なほこれが瞳曾的風潮と
ばんこくみんげんきえい琶辛らしかんが
なり︑一般圃民の元気に影響するかも知れぬと考へる
じぜんかなじゃくかめぜにしやくわいたし少
とき
時には︑慈善家の投げし若干の銭は︑赴曾の矯め一種
けつくわあくこれ
の鱗識といはるシかも知れないよ即ちその結果は悪之

まちよくかくろんしや刀やらしんめいぜん

より甚しきはなしといふことになる．
ぜんあくきだ手こぶこんなんもんだい
そこで善悪を定むることが頗る困難の問題となって
末る︒先づ直豊論者は︑良心の命ずるものは善にして︑

りやらしんとがあくしかりや含しん

ついぷんけんきうよちじつぜん

良心の答むるものは悪であるといふ︒併し良心そのも

と

のに就ては︑十分に研究の除地があるからして︑責践
ひやらかかんたんだんていで号くわいらくろんしや
上斯く簡軍に徴定することは出来ない︒また快楽論者
くわいかんあた
ぜんくわいかんおこ
は︑快戚を典ふるものは善にして︑快戚を起さいるも
あく

のは悪であると説く︒之れには術一層肇者の間に異論

電むちさんせいわけ為ゐひ

があるから︑直に賛成する課にはゆかない︒或はまた
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いし
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い

しゃく海いぷんめいじやらたいおよれき︑︶︑﹀﹄んかうとうあひ一﹂毒やたあ

意に死するのは︑悪徳であると言はねばならぬけれど︑
１︶ゆじさつしやくわいかうじやらばつ﹀﹂ん・マリが澱んこう

牡倉の文明状態及び歴史や信仰等の相異る篇め︑或る
いかたいがたせうが哲せい︑﹄や〃︑心い今ソけうかうけつ

種の自殺が︑祇曾の向上護展を促すことになる︒楠公
以下大我の潟め小我を犠牲として︑献禽の風教に好結

くわあたうか︑しやくわいおいか画詞二江
いはゆ．泌にくし

れいい

果を輿へ得るのであるから︑斯る賦曾に於ては斯る行

易雄がひなん

るゐれいたたくさん

ひも︑所謂肉に死して︑霊に生くることになるから︑

しやくわいふくしあたどう苫うむ

ぜん

強ち非難すべきものでないゞ窓んな類例は他にも津山
ゆ通たちよくかくろんくわいらくるんとうよぜん
ゐる故に︑唯だ直豊論や︑快楽論等のみに篠って︑善
めく↑へうしゅんさだ．ふぃふりゆゑしやくわいはいけい
悪の標準を定むるは不合理でゐる︒それ故倣曾を背景

にした︑吐曾の幅祇を典ふる動機の有無によって︑善

あくばんだん・もつとてきたうＵぷんつ悩

げん

げんだいし︽陰く恥いあまださんてぎあま

十結論

悪を判戯するのが最も通常である．それで自分は︑術
か︒ｃ人蛤いくわんをんけんしんゐ
に斯る人生観を穏健であると信じて居る︒

えう

さか

ふう

要するに︑現代の吐倉は︑除り打算的である．織り
ｂがいけ心きう
いやしくじごｂえき
に利害の研究のみが盛んである︒荷も自己の利益に
しゆだんえら

令フま

かんが

く一糟だ︲・しゃく処小た雑零つ

かこかう・子・Ｉこぐかかう峰や今みち

悔い改めて︑賦曹の総め働くことが齢奉たならば︑軍たん

︑
＆
仇母
廿︒
司す●
Ｉ ふずら為

かれらすぐみちかう

に彼れ一個の幸禰なるのみならず︑幽家の向上する道
ためすく
じんぜいく迅雷だ
みもひら
であるから︑人世に悔い改めるが麓︑救はれる道を開
かんえうわれ１ｆ１かんごくしよＰた垣ん７︲１きよがく
くことが肝要である吾々は監獄所の篇め︑年々巨額

ふりやらせうねん

もしいうわくか殉あ勇一第卦

あるか

の金を拠って居るけれど︑彼等を救ふ道が講ぜられて
きんせんかいていすえら
ないかぎりは︑その金銭を海底に拾つると撰ぶところ
らく
がなくなる︒雌んや礎令訴く畠で堕だ落
せずとも︑或は

おもいとたしゆくわつるひらや

不良少年とならんとし︑若くは誘惑に懸膿リ︑憶！危か

Ｌやくわいかうぃやつぱつだん

こ

え

ったと恩ふた人の篤めにも︑一種の活路を開いて遣ら

ふくくわつ

窄庭雄しゆ

なくては︑吐含は向上護展するもので厚い︒悠んな見
心恥かんが
ぜんぁ︒ｊふんはいけいしやくわい
地から考へると︑善悪観の背景は枇曾でなくてはなら
ぬ・

﹁ドルストィＬの復活は︲カチューシャ﹂といふ女主

じんこうど︲とみ４＆ゐいうたていきうけが
こどうき
つひだらくざつじんざ炉をか

人公が︑一度富と位を有せしもの災潟めに貞操を汚さ
鏑

ゆ・きとぎ

な〃

伽︑之奴が動機とな︐︐︑途に堕落して殺人罪をも犯す

身とばり︑雪に鎖されたる可サイベリア﹂に流されし
とき抗じしうけうちから
ぎよしや︽かいい
時︑始めて宗款の力により︑清き生涯に入ることを

や鯵ち却竺さいあゑ

こ︑ろ急すぢか
あひなら
やはり
志した筋が書かれてゐる・これと相並んで︑矢張可卜

ルストィ﹂の闇の力はフニキター｜といふ二十歳除りの
わ
かもののうかほうマ恥うごさい
若者が︑﹁ピィタ⁝﹂といふ農家に奉公し︑その後妻の

＝

塚ることは︑手段を裸ばず髪といふ風がある︲一言にし

望た

ひとえらひと
ていへばず旨くやる人が︑豪い人であるといふ考へが
阪晶うげつう賑がゐ
いさぎよせいしんｗ弟ら池いくわつ
上下を迦じて流れて居る︒そこで潔き精神上の生活
品と・
たんけが・たましひ
を認めないことになる︒一旦汚れたる魂にても︑亦

善悪潮

七
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渉年鯛の没鉾とＨ水弘道曾
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しゃく庵︑静みんこＰいめんが一︶沓卓﹃・″

て吐禽の闘鶏面を描き︑之恥を模倣せしめんとするの

じぃ−んや︑くさわ１−しうへ︽蒜耀いうわ〃卜

呈とシャ﹂といふ自分より約十歳も年上の女に誘惑せ

一青年園の改善訓令

︑ざいあく隅悔

曲︺ふ︒

でキ．

品︒ひ毎

健全なる善悪観は修養上頗る大切なことでゐらうとお

澱んどんぜんあく︐らんしうやう境ら重犀たいセつ

の償値を認めることが出来なくなるのである︑されど

かちみ人

生活するものは︑主義もなく見識もなく︑殆んど生存

せいく応つ

げた人物である︑此の理想を懐かずして︑空々寂々と

︲Ｉ︒．フｐＪＮ１しゃく︑１１１・

じん蕊つこりさう恥雲だ
し和・ぎけんし茜ほと牡いぞん

マウ＋の

なこともある︲不合理暇こともあるけ︑ども︑その間
土しやくわの・かう淳やらば２．︑んりさう
に鯉もて︑吐禽の向上護展を理想とするものは︑見上

ふ球ふり

ぜつのいえうしやらいいざゐぷんずさん

でないといふことは説明を要しない．献禽は随分悲惨一

つひいひ虻づ味ふじんすさ・・ワ緑−２︾

られ︑遂に許嫁の婦人を捨て易︑更に一︲アニシグーの夫

た

ど．くさつか紅つかさらまた睦寺完くわＡじい
を毒殺せしめてその金を造ひ︑更に亦その娘と鯛係を
しせいじまうしよぶん牙︾う
な・
し汁﹄さつしま

馬し︑そ奴が鰯め一私生児を設け︑虚分に窮するより︑

一︶

その兇までも敷殺して了ふといふ刷あらゆる罪悪を働
目いご令建おそこう之わいざんげよかみ
き︑最後に末怖らしくなり︑後悔と臓怖に因り︑禰の
これらみな
こもるざすぢ
許しを得んことを志した筋がそれである︒此等は皆

ゆるえ
しうけうちからよじんせいぜんくわ

かいしやク︑

1

せいれんたんたいせつちいまぜんこく一堂罰このさい三一うや一い煙んだん

たいしだうつとくゃ︽ぜんばつたつと

︸雪慰多︾せい皿んだんたい

ないぐぬいワ人

青年閣篭の設置は今や全国に治く︑此際一層青年僻

じじゃつせいてららつ二きつぎんえう秒

鵠の指導に努め完全なる溌迩を遂げしむるは︑内外現

毛やうふか

づわつ

時の情勢に照し最も喫緊の一要務たり︒抑も青年幽鴨
斗眠ねんしうヤブを︒︑賀王ぼんし○○○○○○○
は青年修養の機捌たり︑其の本旨は健全なる圃民︑善
Ｃ○○○○

全圃青年圏を改善せしむくく︑今回︑内務文部の雨
﹄やらかきくんれいＰ︑だせいれんだんもくてきおよ
省より下記の訓令が下った︒これにて青年関の目的及

良なる公民たるの素養を深からしむるにあるを以て︑

へうツゆんとう〃ふんこんぼんはうしんてい

び標準等に開する根本方針が一定したものといへる．

ぜんこくぜいいんだんかいぜんこんくわい竃いむもん悪刀やら

足立栗園
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−１トルストイ｜が︑宗教の力に依り人生を善化せやうと
く棒だほか
す望る
企てに外ならぬと︑解稗することが畔搾る︒鍵し
〉

青年園の改善と岡本弘道曾

1
1

剛鴨員をして忠孝の本義を鵠し︑品性の向上を岡６︑

じつさいせいくやつてきせつ．︑︑みが︑︑

だんたいあん○○○○○涯いＣＯＯ○○ほか
︑︑︒．︑︑︑

こくか逼冒﹂ぎんせつことぞく毛のこれ︑︑

譜力を増進し︑責際生活に適切なる智能を研き．剛健
︑︑よこ＃かＬんう人ふぢ
せいしんをやうやうせい
勤勉克く圃家の進運を扶持するの精神と素養とを養成

あた︑︑したがもつれんしふつきたもと

せしむるは刻下爺も緊切の事に属す︑其之をして事業

しだうあたもつだんたい

どんゼ人はったつと

に常り責務に従ひ︑以て練習を積ましむるもの叉固よ
しうやうしゆ︑ゑんほかゆゑ主はうたう一春よくしや
ｊ修養に資せしむる所以に外ならず︑故に地方営局者
テ﹃かと．りうい
は須らく此に留意し︑恥裁鐸隣の振峰に畷じ鎧も遜鮮
なる指導を典へ通以て側跨をして健全なる護達を遂げ
しむくしｃ

二従家の青琴園

いた

も合ちスーんさ︲

るに至 るであらう︒勿論左もなければならぬことであ
ウ︒︒

三青年と績稗修養

せい奴んい匙Ａわんぜんこぐかだい︵うゐこくみん

青年は未だ完全に画家を代表して居る圃民ではな
ぞくいばゆる︿やずみみぷんい
い︑俗に所謂部屋住の身分である︒言ふまでもなく︑
しや卓ｂいげんきいふいいかは
将来現在の父兄に代って︑跡勢を僻毒する涯砿なる脚
み人
こ︿や報みせいれんそひかくて寺かろちゐ
民である︒此の部屋住の青年は︑其の比較的軽き地位
ああかだおい上人しうやう

に在る間に於て︑十分に修養せねばならぬものがゐる倭︺
ｆ︲ん恥いもじ酌７町巻とほしザっ．いいぴんぜん

つげん

れいＪうこくみんき

・フさ︑うゐ

しか

こ船翫たぐんじてき︑出ぴちＬさあたが率やたが心れうｌ剣〃．︑

ちうじつきん今︿人しふく︑んつく

じげふ﹂た卸じつむあ↑たが祁らか︑︑辻い迂零﹄芝う

此の精紳修養を正営に真筆に勉むる所がめったなれ

こぜいＬ入し﹃うやう抄︾いたうしんしつとところ

である︒

ロや

．たいりよくぞうしんものうけいはっもつしんしんとも

が潟には第一に忠孝の本義を了得し︑品性を向上せし

﹃﹄●夕

がて圃家吐曾の表面に立たねばぼらぬからである︽之

こぐか１．やくわいへうめんた

それは訓令の文字にも現ばれて居る通り︑勝来一健全
こぐみんはったつぜんｍやらこうみん
なる剛民﹂として磯達し︑可善良なる公民Ｌとして︑や

従来の青年腿は一僻修養機開であるか︑事業機開で

め︑鵠力を増進せしめ︑智能を啓溌し︑以て心身共に

・・ん．ゅ月いせいれん喧人たいしうやう善くわんじげふ幹Ｅわん

ゐるか藩兎角判然しなかったのでゐる︒それ故に講話
ほしふけういくおもおゐ潰人たい毛つばのう
や補習教育に重きを置いて居る剛鰐もあれば︑専ら農

磁健にして濃嫁ある脳民たることを期さねばならぬの

じかいリヰらさんげふはったつはかをだんたい

・も偲弓かう天人でか瞳つしん忍いし人かうわみか

担んだん一吋婆峰Ｌゆやう等﹄くわんてい

じよじげふこれにいう

ためだいちうかうばん訂れう・とくいんせいかういやう

事の改良︑産業の溌遥を闘って居った闘磯もあった︒

ば︑事業に従ひ責務に常らしめても︑必ず好成績を麦

ゆゑかうわ

されば地方講演に出掛けても︐熱心に精祁講話を耳に
池い狐人おほ蒙甚かうこれぱい．ｂ唖苫たりと︐・
する青年の多き町と︑一向之を似馳せずして唯だ利得
かんがゐどい趣んみう
ところどい
をのみ考へて居る青年とを見受けたのである．所が青

して︑忠賃勤勉の習俄を作らしめ得るに相違ない︲而

︲とかくばんャ・人

年開は即ち修養機開なりと一定したのであるから︑こ

して之に叉軍事的諜伽知識を典へても︑必ず直に了得

せい︑Ｌ入しうやうしゆ

！

れからは精澗修養を主とし︑爾除の事業は之を従とす
青年州の改善とＨ本弘道曾

九

たつ

青年園の改善Ｌ島刷本弘道曾

雷鳥らや．ついかうぐんじんりや向く罰しうさうゐ手癖や

つかｋ

らうど・フ

韮三一も１﹂わすすゑ狗あくけつくわ

レやられい

して謄来の好軍人︑良兵士たり得るに相違ない︒即ち
こ姪らもうりやら︑しんみんこん侭んきと
此等忠良の臣民たらしむるには︑どうしても根本基礎
い︑小言りいへいこ
せいしんしうやう碧捷
となるべき精紳修養を怠ってはならぬ︒従来の弊は此
た︾のうじかい叩や今一ざんげふばつ
しうやうあた
の修養を典へずして直ちに農事の改良とか︑産業の護
．りえ坪︼ぱう
達とか︑利益一方をのみ奨卿したから︑シイ勢動をす
かたばらい侭ゆるほね︽︑ず︒ご言ひんせいだらくいん
る傍に︑所謂骨休めと瀞して品性を堕落せしむる因
を作ったのである︒全く本を忘れて末を追ふた悪結果
一﹄少のったｅ

四青年訓育の究章目的
先いぜいれん︐︒︑んいくひＴ迄．子っぜん

え．う

五青年訓育の二大根本義

せｎ．虹ん・§んいくいばゆるきをて言吟ういく︸露か

要するに青年訓育は︑所謂基礎的敦育である︑恰も
とぢばんうへくわん
かたつあ
コンクリートにて固く砧み上げて︑其の地盤の上に完

ぜんかをくけんもく

象

全なる家屋を建築せしめんとするのであって︑それに
どニろ○○
を菅をどうえう
は先づどうしても︑其の基礎を動揺せｉ︶めい所の堅賞

○○○○○○○障竺﹂才悠にわがくに

よ

そのもうあい

巷んけんせいしんや︺漆しふ

輩固の緒祁修養を施さねばならぬのである︒即ち我圃
ないれんせいしんしうやうへいじつげつごと○○○
青年の精紳修養としては︑柄として日月の如き教育勅
０００００だいこんぼんぎこだいこんぼん菅
語と戊申詔書との二大根本義がある．此の二大根本義

ち那遥にある平︑そは言ふまでもなく︑前掲の文字の
雄ｊ︑嬢識なる謎醗︑毒躍なる蕊騨哲炉ｌつん感であら

・な︽んかぜんけいもんじ

さて今同政府が故に︑全圃青年圏を改善せしめん
とて︑麹諦藤群羅鐸より批儲ぜ秘すに罫った熱課は醜

こんくわいせいふことさらぜんこくルーいいんだんかいせん

六義勇少年園の暗示

いた

に依って︑其よく忠愛にして勤倹なる精紳を養ひ︑習
グハんつくしかこくみんこうみんしょくぷんれうかい
慣を作り︑而して剛民として公民としての職分を了解
ばじへいじせんじとも
じつかう
し賞行せしむるに至ったならば︑始めて卒時︑戦時共
︑ｐつばこぐかせおたじだいこぐみんやうせい
に立派に画家を背負うて立つの次代画民を養成するこ
○○○○○Ｏ

○○○○○いた

ザ趣睡けんぜんこくみん

で雪

習慣が︑やがて忠孝の旨を鵠し︑品性を高め︑鵠力智

とが出来るのである︒

︑︑

いた

といふべ き で あ ら う ︒

此の如くにして︐始めて青年訓育の目的を達したり

忠良なる臣民でゐ〃Ｑ︑
かく﹃︶︑とにじルーいれんくんいくもくてきたつ

ち︑うワや．しんみん

賞行するに至らば︑それが即ち健全なる圃民でゐって︑

じつかう

く園長として公民としての職分を賞行せしむるに至る
しんしん言やつけんこうししぶくぶんちうじつ
のである︒かくて心身握健にして公私の職分を忠賞に

︑︑

のうぞうしんをけつくわ

○○もうかうむれたいひんせいたかたいりよくち

能を増進し︑其の結果として心身共に弧健となり︑ょ

一篭に青年を訓育するといふのは︑畢寛するに一善
一乞○○︑︑
ため
りやらしふくわんつ傷︑
良なる習慣一を作らしめん篤であって︑其の善良なる

○

r 一 −

｜
，

ず潅睦あん︑りぎゆうぜうれんだんつく・乱うＬ

しかくん鰹いどうじこうちいたし誉ていいた
う︒而も訓令と同時に後来の組織を一定するに至った
のは︑即ち暗裡に﹁義勇少年閲﹂を作らんとする調示で

おい．こさいじゃつらいじげふきくわんゼいれんだんかい

はないか︒鐸し崇匪の艇郷韓巽に癖て︑識恥跡の毒鐸
せいせうれんだんく心つどう︷と采み︐︷た催わがくに
青少年闇の活動は頗る見るべきものがある︒即も我国

辛︺いたうごみにも一へいどうまた

のである︒けれども政薫今日の弊は如何であるか︑叉
しかこれため
︐ちはうじちせいどぽんが増らどう
地方自治制度の現状は如何であるか︑而して之が篤に
もはうせいせうれんか息かんくわえい壷．やつどうおもゞ
地方青少年の被れる戚化影響は如何であるか︑思うて
こに
℃到
いれ
たば
ご︑
じ吾
ん人
かは
ん寒
し心
んす
てべ
んき
は鮎
池が
峰甚
おた
ほ多いこれ釜
此

参わいくん雌いでげんいんごさいたん

回の訓令の出た一原因であらう︒そこで此の際︑軍に

た弓孝よくしやくち

いた

し

あ・蔵

しゆぎ

またわ・ほうけんじだいぷ

おもち︑︑あいれきしＪ﹄こくみん

こくか

こぐんこぐしゆぎ

たん・あんきふぱあひしんめいと

ゐ

をうぎゆうほうこうこ︐︲みん

ー説し海が心どうじこんにもじせいわす

裳説ドイツこ︐︲みんこん張ちだうまういた

誠に結構なことである︒乍併同時に今日の時勢を忘れ
たんふｆらゆうひＰ︑つたみ
どくりつじをんぜいしんろし趣
て軍に服従卑鵬の民となり︑樹立自愈の精祁を失ふに
一画やひまたざつばつきふうちそうじ人だうむ
至りはせぬか或は叉殺伐なる気風を農じて人道を無

二一とと好︾つこ︑フ

養成せらるれば︑一層義勇奉公の圃民となるであらう︑

や︑﹁せい

殉するを竹んじて居るのであるから︑此の軍圃主義に

世ゆん

けや︒うせいＬゆき

在りてはスパルタの主義である︑叉我が封雌時代の武

あ

復た其の大弊に陥りはせぬか︒所謂軍圃主義は昔時に

ま毛たいへいおちい︑いにゆる仁︑人こぐＬゆぎ韮きじ

わへんやす︐﹄ｆみんせい為やひおを

もちろんち弓あい辻い？︾んこ蕊

に於ても︑此の際︑従来の事業機開たりし青年閲を改

軍圃主義を扶殖したならば︑勿論忠愛の粘赫は鼓舞せ

これ

へいじぐ人じて茜よぴちしきもつばせいぬんあた

斗﹄一

すべか箔巨一ういけいかい

ぐんこぐしゆぎふしｆ

善して︑専ら修養機開たらしめ︑其の所謂修養を慶義

らるでゐらうが︑我が偏し易き刷民性は︑或は恐る︑

もつ豚しうやうきくわんそいはゆるし弓やう〃︑やつぎ

に稗して通卒時より可軍事的諜備知識﹂を専ら青年に興

家養成の主義である．恩ふに忠愛の歴史に富める画民

ぜん

へんと期するものではないか︑之は二三営局者の口よ
すでげんめいゐところもほゐ・提がよち
り既に言明せられて居る所であって︑最早疑ふの除地
はたしか誉産けつこう
これ
はない・果して然らば誠に結構なことではあるが︑此

にあっては︑一旦緩急の場合に身命を賭して︑圃家に

をへい

いなかへ之へいがいため

錫為かまた９垢くみ︲︑︑せしふ蕊けｒだいむさう

帆すること︑怜も燭逸剛民今日の輝猛なるに到りはせ

こくふぞうしんも０ときん峡︿んり寺．さくひ？えうわす．

ぬか︒或は叉食職を世襲した武浸家時代を夢想して︑終

に圃富増進の本たる勤勉力作の必要を忘れはせぬか︒

こ
ｎもおそさじ人巷いう︽︽んへん
此等は恐らく吾人の杷憂であらうけれども︑一肺に偏

１１Ｉ

つ施し明償、飴？。が
たく治営賞§す之尻あ

しゃく

にも須らく注意警戒せねばならぬことがある︒

七軍圃主義の扶殖と警戒

た秘たりうと二おだい

け涼おもわこぐみんとかくぱう︵んやす吟一い
蓋し恩ふに我が圃民は扉角一方に偏し易い性
あいぢゐしんいらいれきしげんこれしぷらめいゐ
る︒明姶維新以来の歴史が現に之を談明して居
堂二ろ十ノ︑趣

が鴬に其の利を受くる所も大でゐるが︑其の弊

所も少からぬのである・否反って其の弊害の鰯
さい噂やらｂ寺元斗恒うレが
おほい邑
際上には利稔を失ひつ︑あるものが多い︒畏く

ぜんていおほみぞろため定やすくんＬゆりつけんぴせいたい

先帝の大御心の鴬に︑容易く君主立憲の美政鴨

えしかまたじちこぐ残んう

ことを得た︒而して叉自治の画民なるを得るに
青年剛の改善とⅡ本弘道曾

至提をもにをる癖曾

一1
●

青年圏の改善と日本弘道曾・
やすといじゃ︒あやひお・﹁くわしゆぎぶた・害えんいうつひ

もとじいうあつ撞くばｌだっ

た誤ｆＩ１ふくじゆら

けつ

し易き性情は︑或は欧化主義にかぶれて舞踏宴遊︑柊
ていざうや采ちアいえん．ほど
に貞操を破るの痴態をも演じた程であるから︑決して
これらことぜつもいあんしんでき
此等の事を絶無なりと云って安心は出来ないのでゐ︑

云ったぱうこくてう

しかこんにち

る︒若し夫れ自由を雌迫し剥奪せられても︑唯々服従
ずな峰ぐんじんくわＡｂいしぶ４
をすれば︑即ち軍人として官吏として衣食するを得と

たう７１︑ふせ陰ら﹂んて昔むれとう↑具が

・こうわこく

ひ︽いひ人哩やくこくかしや︐ふい

ゐて満々不生産的の群に投ずるを疑はないのである︒
力

あや

斯くては一層我が図をして疲弊し貧弱なる国家吐含た

らしむるを怪しまないのである︒

じつといれんくんいくうへけいかいくば

八青年園設置標準と弘道書
いじゃう琴︐こ

以上の如きは︑賞に青年訓育の上に警戒を加ふくき
てん
これらきいうしや凸たこれ
黙であるそこで此等杷憂を生ぜざらしめん潟め︐是

零﹄

ま︑フ

幻

・へつかうせい池んだんかいぜんくわん︐１んれいどうじ処い胆んだんを

青年関設置標準

せい旭んだんせつちへうじ

こんごこうだうくわいたちぱいき．ひけんちんみ

いふやうになれば︑全く亡国の兆である︑然し今日の
宝た
じせいもとこゆる
けつれつ
時勢は固より之れを許さない侭又これにては決して列

は今後弘道曾の立場として︑柳か卑見を陳じて見たい
まこんごぜいいんだんざへうロゆおよつかくち
のである︒先づ今後の青年閲は慰左の標準に依て各地

ぐんこぐしゆき︵いおも

こぐみんこんにもじこくしたこぐしふ

ゑん垂んぷんめいけいたく舌やっいうで

風と提携して︑固満に文明の悪淫を享有することは出
これまたぎいうかぽ︒皇イツ
来ない︲されば是叉杷憂であらうけれども︑彼の燭逸

に設けらる顔といふｃ

こぐていけい

国民の今日︑自画あるを知って他圃あるを知らざる不

とんたい座歌三一

遜の態度ば耐全くこれ軍圃主義の弊なることを思へば︑
わこくみんずべかいまおいい群︶

くわん老んみん

し

幸﹂

や金

ひつＰえう

い

．乏しきせいれんだんたいし一皇らとんないぎむりういくしうれうしやまたどう

百七十六也︒

なり

しきつないむ．もん系りやらしやらじくわんたいえうさごとしり

別項青年閏改善に閲する訓令と同時に︑青年間の組

いんかん︲こほ

︑もしとわがく塵と鼻︑いう

股鑑遠からず︑我が圃民の︑須らく今に於て戒めねば

牡いさんきんちうこといやとくぎんねん今くいこくみの毛かかく

単の風今尚ほ減せず︑人々不生産的なる地位を羨望し︑

ぴふうい珪なめつひと＃︲・融ふせいぎ人てきちゐせんぱう

どこみ

ならぬ所である︒若夫れ我圃の特有ともいふべ官尊民

︲識に就き︑内務．文部雨省次官より大要左の如く指示
すべく︑掴ひて之れに複らしむるの必要なしと云へり︑
齢ほ葎確毎銭跡読韓蹴錘はや準縄を瞬き︑二寓八千三

しかをぜいかうさいたかこえにちのうさうげふじゃつじ

生産勤勢の事を卑しみ︑特に近年米穀稔るも其の償格
瞬に︑繊恥露蕊舞渉して毒識識紳挙拳鴎の織確なく︑

いこんにらあだみんかんぎうきいゆきとぎぐんこぐしゆぎねんじ

るも到底前途望みなしとて︐地方人︑績々都曾に流れ

たっていぜんとのぞちばうじんつ︾ノー１０とくわいなが

△組織青年倒鵠は市町村内の義務敦育柊了者叉は同
泡んれいいしゃ全ものもつとしきざ軸か弓血ん妙いねんじやられい
年齢以上の者を以て組織し最高年齢二十年を常例とす
ぐゐぎせいれんだんし浄苫とんくゐき・をし巷ちほうじゃ今獄や全
△湿域青年圏は市町村を憾域とし組織し地方の状況

而も租税交際高まれる今日にては︑農桑の業に従事す
入る今日に雷り︑民間の救済行届かず︑軍圃主義年次

に依り部落叉は小畢校通事賦域等を湿域とし組織し︑

よ東ら・くまたせうがくかうつうがくくゐをとうくゐきをしき

鼓吹せらる︐に至らば︑我が圃民の如きは瞳移に相奉

こすゐいたわこぐ脇ん蚕とつひあひひき

しやヤブがくかうちやつ匙だしちゃ﹃一そん力やう詮の﹄ためいぱうもの↓？らつ姿活

と竜フゆく⑳いほこ

姪は尭諦を縁ｆ蕊を得△揖鋳露眺舞隷轄眺職の滑蕊鐸の華鱈を一露したのを︑一層愉快とし誇りともする
もつどてきたうみともの

こい配た

Ｌちやらたんり

十青年園と我が主義主張

者は小事校長叉は市町村長其他名望ある者の中に就所である．
ゐんがくかうしぶくゐんけいきつくわんざいがうぐんじん．しんしぶく左うり王毛のた︲とくし

き︑最も適富と認むる者をして之に富らしめ︑市町村吏

しやちゆらてきたうみとものけ・ふりよくしだうまただんたいゐんこう軍フくわいこんごたちぱじこんいご︾こうふんれい

員︑畢校職員︑警察官︑在郷軍人︑紳職︑僧侶︑其他篤志

者中適営と認むる者をして協力指導せしむ︑叉関篭員そこで弘道倉今後の立場は︑自今以後一層奮働して
修やられいねんれいず・ものだんたいゑんじょしやをしゆぎふくちゃ豪雪ふし苧︑つとます７−１鯵うじ人だうとくたか
にして常例の年齢を過ぐる者は圏鵠の援助者とし正︑其の主義の渡張布殖に勉め益々可邦人の道徳を高め︑
ゐぢせいぬ人だんけいひつとだんたいゐんこぐかきを浄ぷう﹃﹂もつげん琴院およし峠ら︐画いお
をのちからつく
其力を錫きしむ△維持青年圏の経費は努めて闘篭員画家の基礎を董固ならしめ﹂以て現在及び嬬来に於け

し ︿んこくみんだうとくゐぢしやもつに人
きんちうよしうにふもつこ
の勤勢に依る牧入を以て之れを支騨す︒る圃民道徳の維持者を以て任ぜねばならぬことでゐ

↓﹂画おい改めつげんざいせいれんだんおよ
る︒此に於て先づ眼を着くべきは︑現在の青年畷及び
九日本弘鎧塗の主張と濁立こんご遮
つりつせいれんだんけうぐ︒誉で
今後設立の青年闇を教化することではなからぅか︒既
ぜんじゆっじだいこぐみん・けんぜんいうゐえ藤つ
垣んぜんせつりつ
浄雌は︑幹が昨減捗錘鮮が︑礎ど四十年前より設立に前述せる次代圃民の健全有篤なるを得んと欲せば︑

せられて覗圃民の徳育を礁任しっ︑あることを誇りとどうしても青年の精祁修養を勉めて︑其の根本基礎を
しかｆだうとくこすゐひんせいデ．ん．・画ようここてんわ
するものである︒而して其の道徳を鼓吹し︑品性を云輩固ならしめねばならぬのであるから︑此の鮎は我が

しかせかいすうせいます︐ｉ︑わ邸４腰しゆ弟らひつえうかんも

．︾だが

おも
ほど
てひ善︺う
こうだうくぬいかぶら
ひＬ﹂もつ﹄﹂けいゑん↑七ころ
めんごと
々する如きは︑人の最も敬遠する所であって︑従って弘道曾が︑必ずや一手に引受くべき程のものと忠ふの
をかうくわひかくて苦きんせうあゞやところ
でゐ・る︒
其の数果の比較的僅少ならをも怪しまない所である︒

こり乳ひぞくわい砂一つじつ暫

然し世界の趨勢は︑益々我禽主張の必要なるを威知せ
十一各地支奮員諸潜に望む
せいふしせつけいえいみんかんけいとね級
しめ︑政府の施設縄管も︑民間の計圃にありても︑年
じわがくいいしゆちやらちか
雌に識て琴学ば謡恥卦鐸黙読識に蛾って︑切賞に希
次我禽の主張に近づきつうあるのを︑心私かに快とす
しかｆわがあいこんＰｒ︒いたどく似るどくかう臓う§一入か誉．ハビや三﹂んわうごそくゐしきあ
るもりである．而して我禽が今日に至るまで濁流燭行︲望するものである 蕊らく今上天皇御即位式を塞げ
がうせいふぽ﹃﹂・たう種よくし︽︑エくふりよもとたまこん胆ん菅謡俣︑ふん雪奮臆んた人どくぜん
で噌蕊も政府の保護や︑富局者の媛助を求めずしＴ︑ざせ総ふ今年を期として 大に奮起一番し︑蕊に濁善

青年認の改善と佃本弘道倉一三

1

青年灘の改善と厭本弘道含

彦しうもつあま幸の窪ちき錘ういラ︑︑ふせ才暑やうしん

︑

わていこぐ

二四

れきし一〆一乙憲乱一とか︾犀よばつげんこくすうねん

しんてん消一だかいめん

しか〃んぜん︑ｒつみのゑん

我が帝殿の歴史は其の源を紳代に溌し建圃数千年

吾駕ひばんじきう

寺潅はにほんご弓だう〃るい

いた

ふ︒而して総て従来の惰気を一掃し面目を新にするの

しかす︐︿じゃつらいだ．きざうめんもく為らた

雄に維新の天地を開くべき謹綜に諺毒して齢ると思

目を磯押したのである︑即ち日本弘道曾といへども︑
こ
むゐ︲﹄んてんちひらおも

もくばつき

更に明捻天皇の維新とがめって︑新天地を打開し︑源

ざらめいぢて人わうゐしん

〃︲Ⅱ二一浜や﹂

自修を以て甘んずることなく︑己が知己朋友親戚郷人

なるが風の誇りにして︑而も健全有潟なる所以ではな
いか蝿も群が鯉の賦必には謹鵬祁蝉逓竪の鞭紙と︑

ほごゑんじ張あゞたＬか・ちゃっをんせいれんしだうしや

みなひキーひとみ︐ちいもつねん

をして︑皆奉ゐて人たる瞳に入らしむることを以て念
な１か〃くちいた当るせいれんだんたい動たかぎ
と篤し︑而して各地到る虚の青年閏に封し︑能ふ限り
の保護と援助を典へ︑而して町村青年の指導者ともな
けうかいしゃせいふいは蛾るちはう和︑︑︑︑・
り教戒者ともなり︑政府の所謂地方に於ける名蝋みる
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
人士とな︲９︑又は篤志者中の通常なるものとな︲りて︑

こうだうくわいしか

おもしかわもう︐；んあいこぐしやうだう

と〃︑じゆららいせいた︒うせいばいぐわいてうぜん

せいれ ん ち と く ぞ う し ん ど ｎ − よ く
青年の智徳を増進せしむるに努力せんことである︒

︲鵠わん

昔ばう

み

にぼんこうだうくわいしめい

雪はうや

︽や炉一

︒︑じつくわいを龍しむちばくごうセんせい毛ししかじつ

くわいためくわつどう

禽の鰯に活動せんことを希望して止空ないのでゐる︒

さうゐ

特に従来政黛政派以外に超然たりし弘道倉︑而して
かくちちやらそんいうり朱くしやもつくしきほんくわいしくわいせ震いふたう章よく
各地町村の有力者を以て組織する本曾支曾は政府常局
・かがら⑨つどてぎたうとｆししやみと
しや
者によっても︑必ずや最も適営なる篤志者と認むるに

でなくては︑或は寓事体するに到らんことを虞るシの
そゐしんてんもひら
かう計﹄くわいじつこんＬう
である︒其の維新の天地を開くべき好機曾は責に今秋
たくゐたいれいむきよかうとき
の即位大磯御畢行の時にあるではなからうか停蔀学は
赫跳嵯一の跡嘩織議繰瞬なる繊鐸の舘捧繕獄燕断罪雄

相違なからうと思ふ︒而して我が忠君愛圃を唱導して
しゆ．ぎしゆちやらかりぐんじて者よぴをしきあたき
止まざる主義主張は︑暇に軍事的諜備組織を典ふる機

これが賞に曾耐西村伯翁先生の素志である︑而して賞

や

閲としての義勇少年闇にも密接不離の間柄なるを認知

に日本弘道曾の使命でなイ︲てはならぬ︒

おも

Ｆ︼

ぎゆうせうれんだん顔つせつふり為蔦祇らにんも

せらる動こと勇思ふのである︒

十二日本弘道書の使命

ねんれきしいうこうだう曇ふいを
雄に郷て琴争は四十年の歴史を有する弘道曾恥か︑其

ふるもつほこ動珍拒之↑あたらた

ごとせじん・へうけんはいこ聾しんて人もかい

の奮きを以て誇りとする間に︑其の新しからざるを多

たくしんやいめい彊穴史

とせられざる如き世人の謬見を排し︑此に新天地を開

拓し︑新生命を蔚さんことを希望するのである︒見よ

b

争

︵五︶

種

拝

毎

稿

大膿記事
﹄
し

１１

大畷盛儀管見

府

よすで

寺私幡

︑やらご・員ゾ

げんま

いまこのき︶Ｌい

これみ

とこぁ．

は︑言を侯たざる所なり︒

このやうざしきか画

や・フわか

日収を掲げて︑大鵬を終らせら賊︑一切の機織を詑へ

ひど・りか毒たいれいをはさい他いぎを

せられたる︑京都行幸の儀以下︑諸職儀の行はるべき

種やらｊ﹄煮やらかうぎいかＬよ判いぎ聾悪

今便宜の潟︑既に九月十Ｈを賎て御治定︑蕊表あら

い散令︿人菅ためすでぐわつかもつごぢていばつずう

其一京郡に行幸の儀
堆の勅んＬよしゆんこうでんとぎよざ
其二賢所春興殿に渡御の催

牝のや牢ら１﹄緯やらか．ワざ︸

豆也︒故に蕊概令附式には︑此二様の儀式を褐ぐ︒

取亀りゆゑＬ﹂う一召よ〃︑九恥．ふし苦︸

祁器の︑京都皇居噂る春興殿に渡御あらせらる︲二と

し人︐竜で品ら︐こ↑︑やっぎよしゅんこうでん︑少﹄ぎよ

たうぜ向こ→と！︲︾人琶蕊うた堂輩や二Ｌ︶

今此規定によりて之を観るに︑盛儀自から二様に分

す鋤はな

てんわうしん奇ほうくわ急﹂うとも廷やらとくやヨ誉よい

ゴーよ６者てい

しんもくわらゐがふ

御ス﹂と規定す︒

こ︲︑だいぼん箸こ西をん曲ゑてんわうくやつしってんばんきてい

脚器は︑皇位と合一して︑須災も離るべから竿え即
しん背あぢろご・あうゐあきろ
わ減くに
ち︑紳器の在る所︑是れ皇位の在る所にして︑我邦
勘︸た

幽僻の本義︑此に存す︒故に天皇︑皇室典範の規定に
な︲影たいれい巷やうとおい奇

ましん肴ほう垂やつといぎよ

通ひ︑大瀧を京都に於てまげきせられむとするに常り
しそんせいたい︑雌〃

先づ︑紳器を奉じて︑京都に移御せらるシばり︒皇后
とも

と共にせらるシーは︑至尊一世の大職たるに由る慨に
てんわうを毛うしん号ほう＃わ．︒ごう１︺も震やら︑とぎやらけい

二

天皇租宗の祁器を奉じ︑皇后と共に京都に行啓あらせ
大滝盛儀管見

轍やら一かう

登極令第十一蝶に線いば︑﹃即位ノ鵬ヲ行う期日二先

ぜいざ一おのづ

らる︒大政輔弼の任にある国務各大臣の亦随従すべき

たい敬いほびつにんこくむかＰ︑だいじんａたずろいやつ

魂
￨
タチ︑天皇祁器ヲ奉シ︑皇后ト共二京都ノ皇居二移

一之くゐれい善屍者じつさき

第三部位穐富日以前の御儀

心

たる︑は︑富然の事なり︒祁器を奉じ給ひて︑京都に
意りてんわうほうたま
行幸あらせらるシこと︑一也︒天皇の奉じ総ひたる

とう壬泉４れいだいでうよ

徳

五

'

I

大濃盛儀管見
とうきやらくわん苔よ

苫じつあきら

させら奴て︑東京に還御あらせらる シ ま で の 期 日 を 明
かにせ鞭︶︒

○大謄御日取御治定︵九月十Ｈ御溌表︶
●●●●●諺やっと塚や全かうざ

十一月六Ⅱ京都行幸の儀
●●●●②にち・ズうぴけんしよしゆんこうでんざ

やえんぎ

樋宴の儀

一一一︿

●●●●●●にも一えうぴをくみれいおよびだい阜今−きいごしんぐうしんえつ

①●●⑱●④どえうぴ
十一月二十Ｈ︵土曜日︶

言︒

十一月廿一日︵日曜日︶即位濃及大嘗祭後紳宮に親謁

の儀

●●⑨●●①すゐえうぴ毛くゐれい摺伊だい世やらさいごじんむてんわうさん

りょうしんえつ．曽

十一月廿四日︵水曜日︶即位濃及大嘗祭後稗武天皇山

陵に親謁の儀

●⑨⑱●の●もくえうぴそくゐ．舵い↑韻ぴだい峰やらさいごあいぢてんいうさん

十一月廿五脚︵木曜日︶即位職及大嘗祭後明治天皇山

⑨●︑●●すゐ式う訳毛くゐれいたうじつ︲あう雌いでんし〆でんほうこく

十一月七日︵Ｈ暇Ⅱ︶賢所春興殿の儀
十一月十Ⅱ︵水曜Ｈ︶即位令営日皇霊殿神殿二奉告ノ

陵に親謁の儀
●④●●①●きんえう衣そくゐれいおよびだい唾やらざ群ごかうめいてんわうさん
十一月廿六日︵金曜Ⅱ︶即位澱及大嘗祭後孝明天皇山

秒︑①●⑲＠さんえうぴしんぐうく心ら加いでんしんでんならび腹くわんこくへいしゃ

ち歩くＬはっけ糸ご

りぷらしんえつ誓

︑喉っにんかうてんわうさんり羊茜署かくてんわうさん

リ蕊言︒しんえつ雲﹀

儀
●●●①⑳＠もくえうぴをくゐれい﹃﹂にも鈴んしよおかやら零一
十一月十一冊︵木唯Ⅲ︶即位澱後一日賢所御榔薬ノ儀

陵︑仁孝天皇山陵光格天皇山

ン己

十一月十二且金曜且禰宮皇霊殿御殿並官圃幣吐

ニ勅使溌遣ノ俵

陵に親謁の儀
●の●②●⑩どえうぴとう簿や︽氏わんかうざ
十一月冊七冊︵土曜日︶東京還幸の儀

①●⑮④︑●にもえうぴだい峰やらさいたうじつしんぐうほうへいざ

ぎだい馬一つさいたうじ一 けんしよおほみけ

配︲︒わつ

．けんし工しゆを﹂うでんとぎよぎとのよノ︲か害滝

し

其翌日を以て︑京都に行幸あらせらるシものとして知

毛のよくじつもつ菅やらＪ︶寂やらかう

六Ｈにして︑﹃賢所春興殿渡御の儀﹂は︑其翌仁日に行
ぬあつかと︑フー宅牟金ごはつれん
ゆゑ
はせらるシものとす︒故に十一月五日︑東京を御磯篭
毛のよなどやりきうご更−１
あらせられ︑其夜は名古屋離宮に︑御一泊めらせられ

か

十一月三十日︵火曜日︶還幸後皇雲殿神殿に詞謁の儀
垂や全？と章や参壱か︑つぎ︶
これよつこれみ
是に由て此を観れば︑﹃京都へ行幸の儀一は︑十一月

④●②ｅ●●くかえうぴ鳥んかうごくむられいでんしんでん．﹄ｆ黄らざ

③●●⑱④●にちえうぴけんしＪうんめいでんくや雪﹄よき

十一月十三且土曜Ｈ︶大宵祭前一日鍾魂ノ儀

十一月廿八日︵日曜日︶賢所淵明殿に還御の縦
④⑧●●︑●げつえうぴとう管やらくわんかうごけんし象おかやらざ
十一月廿九日︵月曜日︶東京還幸後賢所御神楽の儀

①●⑥●●⑥どえうぴだい鴬らきいぜんにもちんこんぎ

十一月十四円︵日曜且大嘗祭常日祁宮二奉幣ノ儀︑
だい心やらきいたうじつくわられいでんしんでんほうへい
大嘗祭富日皇霊殿神殿二奉幣
蓄苫しんぎ

ノ儀︑大嘗祭営白賢所大御霞

供進ノ儀
●●●●⑨●くわえうぴ毛くゐれい麺柔ぴだいいやっさいごたい垂置やつだいじつ
苦

十一月十六Ⅱ︵火曜日︶即位澱及犬嘗祭後大饗第一日

の儀

●②①④⑪＄すあえうぴ之くゐ恥恥︾や禄だいしゃ頁こいごた唱皐Ｆ︷一だいにつ

十一月十七Ⅲ︵水曜且即位鵬及大嘗祭後大饗第二日
ざをくゐれいおぷぴだい肘一や量こいごたい認やン
の儀︑即位鵜及大嘗祭後大饗

つ︒べ し︒

一京都砿行幸の儀
いａとうきょくれいふしききてい当るＪ

窪やらワと言やらかう

ぎしきたいえうたま６くぜん

今登極令附式の規定する所に擦れば︑京都へ行幸の

ぎつうらん

づぎ巳や尋言うご戸一いにいぢよ〃︑や︽ほうしらち鮮陛説きいかく岬今ごうごだい

じ︶

次に皇后御代拝︒︵女官奉仕す︒綾︑袴以下皇后御代
催いかうおい灸くつぶんちう億営一〃だぼんざおな
拝の項に於て別に分注を施さいるものは皆本儀に同

つぎみくあきご竜人・なんかいざつぎけんしよみく和琴

懇に蝿鱗を擁す︒蝿の睡祁蕊溌を謡す．

じこくぷんぷかうぐわんいう︐︶や︑しやいうぐうしやならびにふじんていしや

ｕ狼令菅よしや皇﹂んほうし

次に御車を御殿の南階に蓋す︒次に賢所︑御車に

れうぜん

儀を通覧せらるシときは︑儀式の大要︑直ちに目前に

乗御︵掌典奉仕︶

産やら︒と唾や・つかうざ︾

瞭然た る べ し ︒

服制なき者は通常祷服︑女子は通常服︑関係諸員亦

じちやａ・皐皇﹂んがくくだいぐ鴬たんそのたぼいたん

ふくせいものつうじや今れいふくぢよしつう哩畢弓ふくく？けいしよゐんまた

場に参集す︒︵但し服装︑男子は大濃服︑正装︑正服︑

おなろ涯ほうし．・塙皇Ｌん圭やらしや皇しんいくや悪貨たいけん

つぎ４やロたいしくわらたいしひしんわうしんわうひ法いしんわうわう

わうひぢぷわうていしやぢや全きんちゃく

王妃︑女王︑停車場に参著す︒

蓉やらと可やつかういぜんしぷぎその

○衣冠車に就ては︑﹁京都行幸以前の諸儀﹂︑﹃其こ

次に貴所御車︑宮城出御︒天皇皇后︑宮城出御あ

つい

ぢやうさんしふたずふくさうだんしたいれいふくせいきうせいふく

京都に行幸の儀
たうじつなんじ〃んしよどてんさうしょくＣこぐたいれいしかうとうくわん
富日何時賢所御殿を装飾す．時刻︑大濃使高等官
ちやく︲弟うたぎふくさうたいれいふくせいきうせいふぐくわんけいし誰ゐんまた
着床す．但し服装︑大濃服︑正装正服︑開係諸員亦

同じ︶︵歯簿に奉仕する掌典長︑掌典は衣冠環︑帯剣︶

時刻︑文武高官勺有爵者︑優遇者︑並夫人︑停車

同じ︒︵式部職︑掌典部︑薬部職員中︑掌典長︑掌典

次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑

ゞおなしき卵上でしやらてん邦がく不しぶくゐんちゆら︐革竺﹂んちゃａしや皇﹂ん

次長︑掌血勾薬官は衣冠軍︑其他は布衣軍︶

賢所︑皇霧殿︑榊殿に期日奉告の儀に於ける礎儀

らせらる︒︵薗締は︑第一公式を用ひ︑供奉諸員中に

ふくさう力・フおいすでご虹牡つめい

また な

つぎ己はつじんことぎし１ゐんほうとう

次に停車場に著御︑此の時諸員奉迎す・

つ一ぎていしや汀やらちやくぎよごときしよゐんほうげい

たいれいしかうとうくわん︐垢うてんちゃ︒︲尾うてんく広

る膜だいこうしきももぐぷしよゐんちゆら

つぎけんしよみく堂妙きうじやらしゆつぎよ一﹂んやうくわ臭﹂う番うじや分︺舞一ぎよ

服装﹄の項に於て︑既に之を説明せり︒

大澱使高等官︑掌典長︑掌典を加ふ︶

げんしよく箸れいでんしんでんきじつほうこくざ和せいざ

○布衣車亦同じ︒
幸誤一つこあ蕗かやらうたそうつぎ賂曇三﹂ん皇彦っのり．とたう

韮に繊購を賊く︑雌の蹄︑耐熱識を舞す︒薙に職騨

次に御駿靭︒此の時諸員奉送す︒

いうや島うしやならびにふじんふくざうほうそうしぷゐんおなていしやぢや全

しんわうひないしんわうわうわうひぢよわう悪ん砿かうぐわんいうしや︑しや

こときざい季予診としんわう

次に京都に著御ゐらせらる︒此の時︑在京都親王︑

つぎ害やらとちやくぎよ

を供す︒此の間御楽歌を奏す︒次に掌典長祇詞を麦

親王妃内親王︑王︑王妃︑女王︑文武高官︑有爵者

七

つぎてんわう︑︶だいはいじじ轡っほうしいくわふひとへいかてんわう﹃﹂

す．次に天皇御代拝︒︵侍従奉仕衣冠軍︒以下天皇御
清いはいをフおい＄︵つぷんあうほ当一みなぼんぎ
代奔の項に於て︑別に分注を施さやるものは皆本儀

優遇者︑蚊夫人︵服装奉送諸員に同じ︶停車場に

おな

に同じ︶
大鐙盛儀管見

二

ほうげい

奉迎す︒

大濯盛儀管見

くわらぐう亀くぎょ

鍵に瞬斡耀錐錐︑齢癖︑露嵯錐擁の峰の如し︒韮に
．〃党７Ｆよく恥いふしききてい

二八

Ｌ﹂うき﹄でれ︐ふふし雪童だ堂ろざさと

けんしよ・犀んこうでんとぎよ菅

ては︑登極令附式の定むる所︑左の如し．

賢所春興殿に渡御の儀

たうじつ聴んじご−．﹂ん吉一うし午﹄じこくたいれいしかうとう４いんちやく・局烏

ごと

たぜふくさう壱ふうと茸や今かうぎお

しん

とうきよ〃︑れいだいでうだいかうをくゐれい害迂たうじつ

奉告の儀

一割位謄営日皇霊殿禰殿に

の御儀に於ける諸儀

第四即位澱営日並後一日

次に祁撰を撤す︒次に御扉を閉づ︒次に各退下＆

つぎしんせんてつつぎお・宗霊由とつぎかくたいか

げんしよちやくしやつと菅

営Ｈ何時︑御殿を装飾す︒時刻︑大瀧使高等官著床

麦やつ上﹄窟や会か一フ華己こ︒が０

皇宮に著御ゐらせらる︒

但し服装︒京都に行幸の儀に於ける︑貴所箸床の時

効う没く

まもつ毛のいかせい

京都へ行幸の儀は︑錘に掲げたる寮極令附式の規定

つぎしんせ人きようつぎしやらてんの・りとぞう

つぎけんしよでんないとぎよしやらてんほうし

の如し︒

かた

けんしよならびにてんわう︵いか誉うじやつむし虫︐一菅よじかん︲とうＦや全︲︸い７︲皇．

すゐをくざうざう

を遡讃せられたるのみにても︑先づ以て其如何なる盛

次に賢所︑殿内に渡御︵掌典奉仕一

者

儀なるかを推測想像せらるシに難からざるくし．

次に紳撰を供す︒次に掌典詞覗を奏す．

辺い−超

壷やうと・︑習一きうないおい砂入しよほうあん堂易

つぎて〆ぞうさだいはいつぎくわ今ごうごだいはい

賢所蚊天皇陛下の宮城御出御の時間︑東京停車

次に天皇御代拝︒次に皇后御代拝︒

つ↑︵う

墓参ちやｆぎよじかんｌ﹄う壱一やつどは一三れんにかんとうなどやごぢＴ︑

場へ著御の時間γ東京御謹董の時親等は︑名古屋御著
ざ︺よならびにａはつれんをやうとごちやくざ︾よじかんともて奇たうじ
御︑並御溌篭︑京都御著御の時間と共に︑適富の時
きもつごぢていご

﹃﹄＄

期を以て︑御治定︑御謹表あらせらるべきこと動信ず

方で雷やらとおやくざ・一・鋲

二賢所春興殿に渡御の俵
てんやフしんきほう

天皇祁器を奉じて︑既に京都に著御せらる︒是に

おいけんしよぼうあんし邦んこうでんとぎよ

乏のつぜつぞく

於て︑貴所を奉安すべき︑春興殿へ渡御ゐらせらる動
しゅんこうでん

は︑其次ぎに接績すべき盛儀なり・

ひ︲こしところご＃

これく幻られいでんしんでんほうこく

しよほうこくざ要憲

きてい

匙たみづくやつれいでんし氏で入

錘に大鵬の期日定まりたる富時︑天皇親から賢

・参よくし

登極令第十二篠︑第一項には︑﹃即位ノ濃ヲ行う富日
とう藍や﹃きういや会ない弱い獄んしよおばご

ししんでんひがし通いし当嘉ゐちおいこん

春興殿とは︑京都皇宮内に於て︑貴所を奉安する班

勅使ヲシテ之ヲ皇蕊殿紳殿二奉告セシム﹄と規定す︒
たうばてんやつみづけん
うでたいれいきじつさだ・

くわ堕智正ざうえい

きてん

の御殿をいふ・紫辰殿の東︑内侍所の位置に於て︑今

こ人うｆめいでんとな

同新に造誉せらる︒東京宮城内に於て︑賢所の注す御

いまてんやフしん曾ほう一コや雪と

所に奉告の儀を行はせられ︑叉親から︑皇霊殿．称殿
隔うこく

殿を︑柵明殿と瀞ふるは︑人の知る所の如し︒
せいきじゆ合しよしだいつい

に奉告せられたり︒今天皇禰器を奉じて︑京都の

ザん１﹄Ｊ舎煽んこうでんとぎよぎお

賢所春興殿に渡御の儀に於ける︑儲儀の順序次第に就

〃油合一れいでんしノー墓﹄んとう倉や角きうじゃ今な︑︑あ︒︑

つぎしふゐんはいれい

次に諸員秤禰︒

も力

けんしよわられいでんしんでん苫じつぼうこくぎくわん

圭呼却とこかんか︲ｒ・・羽うだをう．・ざ力く今Ｊ

つ．ざへいもつしんせ八て一こかんかぐちうた乞うつぎおん

皇宮にあらせられ︑皇霊殿︑榊殿は︑東京宮城内に在

次に幣物祁餓を撤す．此の間祁楽歌を奏す．次に御

ぶしれつせいぞ象てんじんちぎ縁うこく

もつすう一けいいぞ︒のたま

でうおいこれせつぬい

○五衣は︑賢所皇霊殿神殿に期日奉告の儀に閲

わみやらせう

かちぎれかたちはんぴ

する篠に於て︑之を説明せり・

○唐衣和名抄にば︑﹃加良岐沼︑形は半瞥のごと

とれらごうへいかめおいおき︼．もえ

於て短く︑身の前は長くして袖と同じ︒

おいみひかみ蜜へなが毛でおな

らんえう号曽はじしなふく

位濃の富日︑東京宮城内に於て行はせらるべきものな
ちやくた︑フを

に著到し居らざるべからず︒
いまとうきよ＆れいふしきさだ占悪

︷幻怒捧ざごと

をくゐれいたうじ？．や

ぐれぱ︑則ち左の如し︒

てふ

もち

・う砥︒勘や

い−つ門今兎華君ＪＵ守り

皇后陛下の召きせらるべきものに於ては︑表は萌
曹もし一湾リぢゆ会ものもんやう苫つかうだきぼたん
黄若くは緑の二重物にて︑紋様は︑貌甲に抱牡丹

蝶などを用ゐらる︒蕊は綾にて︑色は萌黄を用ゐ

たがふくさうたいれいふくしるしたい椎か誰せいきう唾いふくくわんけいしぶ

常日何時御殿を装飾す︒時刻︑大漉使高等官著床︒

た６．

ゐんまたおなしきぷしぶくレやらてん難しょくゐんもりっしや虫﹂んじ一単．︒︲しや豆・﹄ん

おりものもやフ苫少ほうをう

せいかいばもちぢいろかうけつか一の．うぢ子．り

るあり︑織物なるあり︑模様には︑桐や鳳風や︑

う三〃ぺつおほごし

こしあ

いたひきごし

青侮波を用ゐ︒地色は綴綴︑下濃嫡地摺などシす

︾︲マフ

但し服装︑大鵬服︵白下衣袴︶正装︑正服︑開係諸

Ｏ裳もとは其長さ︑雁に至るまでなりしに︑後
せいそのひだふかこうほうたがこ地ふいひもの
世其雛を深くして︑後方に長く之を引く︑繍物な

つ．ざおん上誘︑印ひらこかんかぐらうたとうつぎしん必鯵一ん

のりとそう

次に御扉を開く︒此の間︑紳梁歌を奏す︒次に紳鱗
静掘を鱈す︒雌の職耐熱識を舞す︒鑓に挙蝿禿壷︑

つぎ老ぞしじじ沖らほうしそくたいはいれい一﹄さいもんとう

祝詞 を 奏 す ︒

次に勅使︵侍従奉仕︑束籍︶奔濃︑御祭文を奏す書︒

後には別に大腰といふを腰に富つるに至る︒引腰
萱いつおりものなぷ合しろたなが
といふあり︑二重の織物にて長く後に垂らす．長
しや︑すんはぎしゃくぷ︐旦皇ひもむす
さ六尺五寸︑幅二尺五分とす︒もとは裳の紐を結

九

つぎ息之︶フーｒうしぢゃそわんほうしいか葛ぎぬも感いれい

二

次に皇后宮使︵女官奉仕︑五衣︑唐衣︑裳︶奔濃．
大暖盛儀管見

毛のながくついた

員亦︑同じ︵式部職掌典部職員中︑掌典次長︑掌典
がく／あんいくわんか箕をた隙いひ史
楽官は衣冠雛ｖ其の他は布衣軍︶

たうじつなんじご︑ｊ﹄んさう．︶よくじこくたいれいしかうとうぐ宛んちゃく︐瓦う

即位澱営Ⅱ皇鰻殿榊殿に奉告の儀

れいでんしんでんほうこく菅

今登極令附式の定むる所により︑此儀式の順序を褐

このぎし哲学じゅんじよか西

もつち朱くし鐙のぜんじつもしぜんじつもつとう安易ら

るを以て︑勅使は其前日︑若くは前一日を以て︑東京

く︑欄腰なきの衣なり﹄とあり︒初めは支那の服
も
笹占づかたちそうたいみだけ毛ではザ
を模したるに基く︒形は総篭に︑身丈と納幅とに

ゐれいたうじつとう窪やっきうしやつないおいおこ趣

皇霊殿︑御殿に奉告の儀は︑勅使参向の上にてⅢ部

くやヨれいでんしんでんぼ・フこぐ菅およぐしさんかううへ

られ︑以て崇敬の情を鉄べ総ふものとす

あ

ちぶくしもつそくゐ恥い

るを以て︑即位鵜の営日には︑勅使を以て︑即位の鵜

扉を閉づ︒此の間祁楽歌を奏す︒次に各退下．

もつとくみれいたうじつ

を鴎げきせらる勢由を︑列聖及天祁地祇に奉告せしめ

ｔ師らやこう

q

− 戸

ー

大鰭盛儀管見Ⅲ

ものおほに
ぎる者多きに似たり︒

り幸色こ申勺きつい〃応．．︶ご︲と

三○

を善ぼんでんみすほろ☆ちびにかくしろ為皇だいぢん畠令デノ

富日早旦御殿を装飾す︒

たうじつさうたんごこんさうしょく

即位鰐営日賢所大前の俵

をくゐ血いたうじつけんしよおほまへざ

今賢斬大揃の儀に就き︑登極令附式の定むる所を褐

いまけんしよおほａへぎつとう藍よ屯れいふしをざだ・宮居か画

たのお主た
こうせい
び︑其除りを垂らしめたるものなりしに︑後世は
さうぞ少︑・えうりやうぜう

だんくわんとくたいごとから

一︽つ準一ｒノひもふこ如こごし

ぐれば左の如し．

知ざり

餅と態り︑別に結紐を附して︑之を小腰といふ・
か鳥ぎぬもぐ
装束要領抄には﹁唐衣︑裳までを一具したるを︑
・もの．ｆ

ぎぬも

物の具といへり︒たとへぱ男官の束帯の如し︒廓
衣︑裳などを略して小佳を著くるは︑衣冠の如し﹂
いでんしんでんをじつほうごく

其の儀本殿の簾︑幌蚊壁代を更め内陣の中央

このことききげんしよ・ふら

ぎおせいざふくさうでうの

といへり︒此事義に一賢所皇霊殿神殿に期日奉告

ｃ

Ｏ

〃︑やつごうぎよざたんてふ式う

ぶぴけんし咋んりんひらくわ名１うけいぷこれけいご

じこ︐︑津ん謀かう〃ふんいう副暴くしやいうぐうしやならば庭ふじん尋ま

け手９

時刻︑建鰐門及建春門を開く︒皇宮警部之を警固

じこくけ．んれいもん

Ｊく︑

を安く︶其の東方に︑皇后の御座︵短帖︶を設

ととうばう

てんやンぎよざたんてふまうや訂けんじあん

に︑天皇の御座︵短帖︶を設け芸側に創璽の案

二釦侭濫の盛儀
其一即位潅鴬日賢所︑
大前の儀
宅くゐれい詞よびだい亡やっさいざ

彩

の儀に於ける盛儀服装﹄の篠に載せり︒

たいれい

但し服装︑男子は大鰐服︵白下衣袴︶・正装︑正

いおエとろ菅おく

わうわうひぢよむフ箸ヤブでんざんにふ

次に皇太子︑皇太子妃︑親王噌親王妃︑内親王通

つぎ４習たいしく習たいしひしんわうしんわうひ左いしんわう

典長︑掌典は束帯︵繊著式薬官其の他は衣冠軍︶

てん右やら？弟・要﹂んとくたいさいちやくが︲︑くわ幻をたいくや空﹄吏

けいし誤ゐんまた和なしき津こそしや星﹂ん系ぷく難し﹄をゐんちゆら→尾響︒

ふくふくせいものつうじやら恥いふくぢよしたい肥いふくくわん

たぎふくさうたんしたい・恥いふくしるしたき姿緑斗一せいきうせい

大鰐とは︑即位の藤︑及大嘗祭を指していふものに
そくゐれい
そぐゐれいたうじつ診んしふおほまへぎならびに芝く
して︑即位礎とば通即位瀧営日賢所大前の儀︑蚊即

服︑服制なき者は通常総服︑女子は大瀧服︑開

時刻︑文武高官︑有寓者︑優遇者︑蚊夫人︑及
ぐわいこぐかうさいくわんならびにふじんてうしふじ采ざ人しふ
外圃交際官︑並夫人︑朝集所に参集︷１

位澱営日紫哀殿の儀を指すものなること︑前に一たぴ

係諸員亦同じく式部職掌典部︑薬部職員中︑掌

ゐれいたうじつししんでん菅・さ散へひと

言ひ及びし所なるやに記憶蟻す︒

せげんたんししんでん智をくゐれいそくかい

老くゐれいたうじつ

世間︑単に紫哀殿の儀をのみ︑即位の澱なりと速解
んしぶ
し︑即位礎営日の十一彫十酢に恋て︑雫姉には貴け所
おほ鼠︵萱ごごＬしんでんざ率二症りや︒ぎし雪

王︑王妃︑女王︑宜陽殿に参入す︒

つぎてんわうくわ亀﹂う箸やうでんとぎ鋲

大前の儀︑午後には紫辰殿の儀を行はせられ︑雨儀式

めいかく

次に天皇皇后︑宜陽殿に渡御︒

あは・そくゐれい

ぞ儲せて︑即位職といふべきものなることを明確にせ

くうちやらおんこぐさく寄ようじ⑫ゆつぼうし

鋸に惹竪に締瞬︵餓藷織織棒継︒奉蹴電なると
きは空頂御黒噴︶を供す︒︵侍従奉仕︶
つぎて人わうおんてうづ毛ふう鰹うじやら

嘗冨ぢよ・︑わんほうし

次に天皇に︑御手水を供す︵同上︶
つ．きてんわうおんしゃく言言どうじやら
次に天皇に︑御易を供す︵同上︶
一一者ご辱黒﹈うぎよふくおんぎぬおんかも・きいおんも
次に皇后に︑御服︵御五衣︑御唐衣︑御裳︶を
供す︒︵女官奉仕︶

つぎ鳥らごうおんてうづ管言どう馬ら

つぎ〃︑やうごうおんひあふ菰浄零コどうじや全

次に皇后に御手水を供す︒︵同上︶

つぎたい処いしかうＤとう︐応

坪さいうかくにんどうはんにんくわ心さいう

たがふくさうかうとう︐︑や︽そくたいかわりすゐえいひはうほうてき

次に大磯使高等官︑左右各一人︑同判任官︑左右
かＪ︲臆んひきししや﹃．しこぼんゐつ
各六人を率ゐ︑司鉦︑司鼓の本位に就く︒

たんした鴛誼さいちゃ是おほぐちお旦鱈聖一せきたいげんひ鴎を

但し服装高等宮は束帯︵冠︑垂綴︑緋砲︵縫恢︶

ふしいがいはんにん・あんをくたいかやり通いえい︽おひかけへうばう

軍︑下襲︵縄著︶︑大口︑表袴通石帯︶︑剣︑︵李緒

けって諺さいちやくたん砿くふこう馳鼻︲ふたいばくふけい諸ん

を附す︶︑樺︑判任官は束帯︑︵冠︑細楼︑綾︑標砲

刺︑︵卒緒を附す︶統職︑

闘脹︑続著ス軍︑白布袴︑白布幣︑白布腿巾︶
しがい
けんひらをふ

つ等︶九い地いしかうとう路わんさいうかくにんゐぎものたち

此の間︑供奉諸員︵皇太子︑皇太子妃︑親王︑

壷胡篠八具︵紫色綾礎に納るぺ棒八竿︑柵八板︶
腺うぢさんしんぼんゐつ
を捧持し︑参進︑本位に就く︒

八口︵両面錦僅に納る︶吟八帳︵亦色綾瀧に納る︶

やふりｏやらめんにし念のういゆみば︲りあかいろめやゲらい

次に大職使高等官︑左右各二十人︑威儀物︵太刀

親王妃︑内親王︑王︑王妃︑女官︑侍従︑皇后
ぐうたいふたい恥いしじくいんしき津じくわんぢぶくわんふくさう
宮大夫︑大澱使次官︑式部次官︑女官︶服装を

但し服装束帯卿︵冠垂継︑絶︵縫股︶鴫軍︑下襲︵綴

力

だんしとくたいさいちやくたいけんぢよしいつつ篭ぬ

か風評︸ぬ晩︶

︶︽ｘしん︽あい世いれつ

たがふくさうどくたいかむⅦすゐえいにうほうてきたんした廼踊道い

ちやくおほぐｆ︑おも語弥まつあ江ひらをふしいぶいたもシ臆う

ぢしや④●ゆみ調争ぴやなぐひ億うぢしや④●ほこ苓浄たてほう

持者は黒絶︑弓及胡難捧持者は緋砲︑棒及楯捧

ぢしや④●

次に儀彼兵︑建漉門外︑蚊建奔門外に整列す︒

持者は繰絶︶

つぎたいれいしかうとうくわんさいうかくにんざんしんゐぎほん

ゐつ

次に大鴨使高等官︑左右各十人︑参進︑威儀の本

たぎふくさやうそくたいくわん︒︑や︽え都おひかけばうけってきさいちやくけい

位に就く︒

但し服装束帯︑︵冠︑巻継︑綾︑砲︵刷破継著︶桂

剣︵卒緒を附す︶胡繰︵箭を挿む︶︑弓︑郷︒︵前

ごけんたうにし藍せつえうた人おほぐち坤塾に力弥肱歯︑ふたい

錦緬構︑錦撒腰︑軍︑下襲︑竿腎︐大口︑表袴

甲︑肩営通錦織腰︑蝿︑大口︑表袴︑白布帯︶︑
つわきひら世ふやなぐひやはきゆみしいがいせん
大濯盛儀管見

はくふたいひのけいきんけんひらをふひらやなぐひや

白布帯︑緋鯉巾︶剣︑︵李緒を附す︶卒胡篠︑︵箭
旗さゆみし渉い
を挿む︶弓︑統軽︑

にし淫リや局たうにしき弦つえうた人した鷲飛は入ひ北同ぐち詑竺疎些幸

但し服装︑束帯︑︵冠巻継︑綾︑練砲︵閥服織著︶︑

たずふくさうとくたいくわんけんえいおひかけへうばうけってききいちゃ︑

衛門 の 本 位 に 就 く ．

ゑいもんぼんゐつ

つぎたいれいしかうとうくわんＥいうかくにんなんもんぐわいわきさんしん

次に大職使高等官︑左右各三人︑南門外鞭に参進︑

つぎ苔哲やら︽いけん恥いもんぐわいならびにけむ

つぼや鼓ぐひぐも︑いききいろあ．や帥で↓戸いほこかんたてはん

易ふ︒︵男子は束幣︵縦著式帯剣︑女子は五衣︑

箸︶︑大口︑表袴︒︶趣く李緒を附す︶純べ太刀捧

しんわうひないしん心うわうわうひぢよくわんじじＰっくふらごう

牌衣︑裳︶

こあかだぐぷＬよゐん息今だいしく智たいしひしんわう

次に皇后に︑御桧扇を供す︒︵同上︶

.

大鰐礎篭管見
れつしや⑤③ひらやたぐいこういつＬや亀のっぽ︽︑↑いやか

列者は黒砲︑李胡篠︑後列者は緋絶︑壷胡繰︶
つぎかい認牟ぴつ甘争け・う．かくかしよゐんれつりつ

一一一一一

くいうたいし〃ふうたいしひしんわうしんわうひ兵い→一念やフあ．う

わう弘一ぢよわうなんせうじり．つないかく毛うりぽいじん〃・︲ない

皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑

王妃︑女王︑南廟に侍立し︑内閣総理大臣︑宮内

つ苔︐︑雪どうご催い恥い

奉仕︶

ほうし

次に天皇御拝祷へ御告文を奏すに︵御鈴︑内掌典

つぎてんやフごはいれいごこぐぷんとうおんす︾︽︽い﹀筈定ん

農︑侍従武官︑便宜の所に候す．

ち塾〃じじゆら票くわんぺんざとろこう

夫︑式部次官︑女官︑其の後に侍立す．侍従武官

いふ︐︶苦恵じく心人ぢよ↑ふんをあと〆心・りつじじやっ系くわん

庭いり岸ない嵩いじんじじゆ︽も辱令↑しき懸告易う働心全じ掘一￥っ〃ふら﹃一うぐう電

次に鉦及鼓を筆っ︒︵各三下︶諸員列立．

大臣︑内大臣︑侍従長式部長官︑侍従︑皇后宮大

元．ぎたいれい１︾かうとうぐ毘ぜんだうてうＬ︐手じ芦令ざん！︶ｐざしよゐん一・﹂んしん

次に大瀧便高等官前導︑朝集所に参集の諸員参進
ぼん ゐ つ
本位に就く︒

つぎ︑しんせんをＤしぎたかつき昔をりひつ郡ふ谷︾もつ

蕊に餓露を難く︑雌の嘩祁梁溌を誌す

つぎし背てんちやっのりとをう

次に紳撰︵折敷︑高豚六基︑折擢四十合︶︑幣物を
鰹す℃雌の蹄︑耐蕊譲を舞す︒

次に皇后御拝祷＠

王︑王妃︑女王拝祷︒

わうわうひぢよわう踊いれ︒︾

つぎ：雷たいしく雪たいし乱心︾しんわう？−︐御中うい︽心︑︾んわう

次に掌典長祝詞を奏す︒

次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑﹃内親王︑

式部長官︑宮内大砲前行し︑侍従釧蕊を奉し︑

次に天皇皇后入御︒供奉出御の時の如し︒

Ｌ卦﹂ぷちやう．︑叩岸くないだいじんぜんかうじじゆらけんじほう

つぎてんわう・屍つぎよ

次に天皇出御︒

侍従長︑侍従︑侍従武官長︑侍従武官︑御後に

次に諸員拝祷

皇・う

ぐおうたいししんわうわうないかく危う・りたいじんない

乱削刷じんたい恥いしもやら︑わんくぷ

くやつたいこう〃ふう涯小

ないしんわうまたしんわうひほうばう

ぎよざちやくぎぷぢよ・あんざわいぢんこうくやったいこう

后なきときは内親王叉は親王妃奉抱し︑

﹁﹂員ノ

﹃注意﹄天皇溌撫に在るときは︑皇太后︵皇太

噴雪やンいて人わう打つ・舌あ

次に鉦及鼓を撃つ︵各三下︶︒次に各退下︒

つぎかれ軍ぶぴつ美辛うかくかつぎかくたいか

次に御扉を閉づ︒此の間祁梁歌を奏す︒

つぎおん崇量１﹂こあ鳶︽かぐらうたとう

つ一ざへいもつ﹄ん守一んてつこ一ぎだかぐ︑Ｊうたをう

つぎしよゐんはいれい

うぎてんぐソく署﹃﹂う臆・奪言こぶぐ評李涌つぎ兵ｉ与一ごと

展し︑皇太子︑親王︑王︑内閣縄理大臣︑内

次に幣物紳霞を撤す︒此の間抑楽歌を奏す

じじゆらちやつじじ苧っじじやっぷふ生皐．︒じじ心合不・あんおんめ・畠

大臣︑大濯使長官供奉す︒
つぎくやつごうしゆつぎ︸よ

︑皇．﹄謡じぐわん︒︑や弓﹄うぐうだいふぜんかうぢ患くや坐おふあ二三う

次に皇后出御︒

くめうたいしひしんわうか竃いしんわうわうひぢよわう

式部次官︑皇后宮大夫︑前行し︑女官御後に候

たいれ．いしじ＆わんくぷ

し︑皇太子妃︑親王妃︑内親王︑王妃︑女王︑
大瀧使次官供奉す︒
つぎてんやフないぢんぎゃ野．﹄ちやくぎぷじじゆらけんじあんじやら

次に天皇内陣の御座に著御︑侍従剣璽を案上に

御座に著御︑女官外陣に候す︒皇太后の
ざよ・ヤ︑く署ごうおなごこぐ采んせつレやら
御服は︑皇后に同じ︒御告文は︑錆政
ほうあん

奉安す︒

︵束帯一︲総著

つぎくやらごうないぢんぎよきちやくぎ摂

一︶御座の傍に参進之を奏す︒

とくたいさ噌娼くぎよざをぱさんし人これこう

次に皇后内陣の御座に著御︒

其二即位鳩常日紫哀殿の儀
ぐわつか﹃﹂ぜんおいげんしぶおほまへざを

十一月十日︑午前に於て賢所大前の俵を誌へさせ
られ︑雫後に癖て︑桑謎瞬の鱗笹礁はせらる︒
即位例常日紫辰殿の儀︽登極令附式︾

．垂くゐれいたうじつしｌいでんざ︲雪﹂う浄柔くれいふし証

一高御座と御帳蔓

やまとにし貢へりりぶらびん・うばＬ巻まい鎧︑主とぜいきんたん湾いまいとんきんにしき

だいそうあをぢのにし諺し
第
三層に︑青地錦を敷き︑蜂︿の姪に震雑緯鐘一流︑

たんだや孝馬︑ろゐふおふいすたさいうらてんあんかく

大和錦縁龍雲上敷一枚︑大和軟錦僅代一枚︑東京錦

春やく逢う

越代一枚を累敷し︑御椅子を立て︑左右に螺釧案各

けいだんしたたんとうざいめん抑や皇晶人にし章し之ほｆふい

一脚を安く・

した

こうばういた一報超えん湾うし

縦坑の下︑南東西三面に︑雨面錦を敷き︑其の北階

日像︽五線瑞雲を副ふ︾の繍帽額を懸く︒吐屋の中央

富日早旦御殿を装飾す§其の儀︑本殿の南築に︑

層総璃︵黒漆︾を立て聴御帳蔓︵八角︑棟端を蕨手に作

高御座の東方に︑皇后の御座を設く︒其の儀︑三

たかみくら︑ｃうはう２︿・ａ︑﹂うぎよざ盆うをざ

の下より︑後房に至る間︑廷道を敷く︒

南面に︑三層総壇︵黒漆︶を立て愈高御座を安く

る︾を安く・其の蓋上︑中央の頂に︑霊烏形︵金色︶
ぷくた・とうかかく章ぞばんかくｈ︾う毛ないめん
一翼を立て︑棟下の八角に︑玉膳各一流︑其の内面

なんめん︒

そうつぎだんくる会易したたかみくら乱う

をがい吟やつちゆらあういたぎぎたいぼうがた菅んいろ矢︐︑︐ｒう

いや︒かくせうほうがたきんいろかくふくはふう談いかくぎゐうん

よからくさが・たた

ゑがうへなん炊くかくおほ鉦みかくめんこ沈みかくめ人まい

通︑みりやらわききんどうてうる必：︾はないた

墓灘膳蚊錦膳鉦鼓神

たざうし北．くたかみくらひゆ

みちやつあさ鞍らさ・茜いるこ手繁かがたあやうらひいるばくが毛

まうをがいじゃ壷ちゅう噌可一いたまきれいてう津たきんいろ

七うけいだんく乃令っやしたみもやらだいかどむ次はし心●ぶてつく

其の蓋上︑中央の頂に︑大鳳形︽金色︶一翼︑棟

に御帳︽湊紫色小葵形綾︑喪︑緋色潟︶を懸く︒其

たうじつきうたんごでんきう︲系く毛ぎぼんでんなんえい

上の八角に︑小鳳形︽金色︾各一翼︑樽風︵毎角瑞雲を

の他の装飾︑高御座に準す︒

ひかたさいず．ゐ・うんそいひもなう．かもやちゆらあう

総く︾の上︑南北二角に大鏡各一面︑小銃各四面︑︵毎

軒廊の後面に︑線綾軟障を作り前面に青簾を懸く︒

こ入らうこうめんさい︑よ厚謬一いしゃ全つくぜんめんあを瓦坑か

各白玉を恢入す︶︒其の他の六角に︑大鏡各一面︵雨

南庭撰樹の南方に︑日像蕊膳︽赤地錦に日像を繍

おのＪくｌはくさ鷺渉人にふ毛たかくおほ忽みかくめんｎやら

鏡雨傍に︑金銅彫錐の八花形︑及び聯草形を立て︑

傍に金銅彫鍵の八花形︑及び唐草形を立て︑各白

し︑蕪竿に懸く宣旋︒橘樹の南方に︑月像蕊膳︽白

宮よく螺人脆ふＺ沈動みかくめんたがいかちゆら泳ぎ︒だい

ゑん輩や吋一めんとうかかくきよくばんかくりう

日像蕊撫の南に耐頭八腿烏形大錦癖︵五彩瑞雲の錦

ひかたとうばんみ丸みかうやたがいすがただいきんばんさいず．ゐ・うんにし営

糠にし存つきかたぬひ０と︲少とうかんか︒りうた

とうかんかりう老つじゆなんぱうつきかたＬ︸うばんしろ

なんていおうじゆなんぽうひかたとうばんあかぢにしきひかたぬひと少

玉を縦入す︶︒小鏡各二面を立つ．蓋下の中央に︑大

地錦に月像を棚し・蕪竿に懸く三流を樹っ︒

わききんどうてうるや一シはながたおエからくさがたたおの︐ｉｉはく

圃鏡一面︑棟下の八角に︑玉簾各一脈

に︑頚八腿烏形を繍し︑戟竿に懸くご旋畷月像蘇膳の

︒診ないめんみちやらふか称γつききいろこや芯がたあやうち八︑︺いる

其の内面に御帳べ深紫色︑小葵形綾瀧裏︑緋色

南に︑霊鶏形大錦膳︽五彩瑞雲の錦に︑金色雲鵡を繍

ぜつかだん塵やらだいを弓詰挙ぴだいそうあかぢの喉善し

一一一一一一

み必かれいしが遊馴だい肴んは人さいずゐうんにしききんいるれいしぬひとり

かうやたがいずがたぬいげ顎かんかりうつ誼かたとうばん

昂︾・御帳の上層に︑金銅彫錘の庶草形帳額︑及び蛇

炊く︲みちや︒じゃらそうきんどうてうるか喝．くさ蝉たもかうおよじゃ

舌を懸く︒壇上第一層及第二層に︑赤地錦を敷く︒
大濃盛儀管見
全

大濃盛儀管見

げきかんかりうきくくわしやらちゆらぎ〆ばんあをぢ客曽きぢ

かきくくわしやつせう舎人ばんどうじやら

にしきあかぢにしきしろぢにし忘むらさきぢにしでかくりうきんしもつ

三四

にん酒よがさえきもんうえ苦もんいじゃ↓一さやフかくにんほかえきだんした

人︾及左液門︑右液門︽以上左右各一人︶の外液壇下
さんしんｅ●②⑱ｃつ
に参進︑衛門の本位に就く︒

し︑戟竿に懸く宣旋︑菊花章守錦膳︵青地錦︑黄地
錦赤︑地錦︑白地錦︑紫地錦各一流︑金総を以て︑

次に大漉使高等官︑左右一人︑同判任官左右各六

苦くくわしやらぬひげぎか︑

つきたいれいしかうと？︑鴬さいうにんゐぎもの底うぢ

位に就く．

③つ

人を率ゐ︑日華門及月華門より参入し司鉦司殻の本

にんひぎにつくわらメォよびげつくわし人さん肱ふ⑧⑬④⑧⑧⑨

つぎたいれいしかうとうぐ寵さいうにんどうはん仁ん４尭さいうかく

菊花章を繍し︑戟竿に懸く﹃菊花章小錦藤︽同上︾︑
さいうりくりうじゅんじこれた

だいきんばんせ入めんばんざいばんあかぢ喉善うへいつへおぶぴうを跡た

左右各五旗順次之を樹つ・

大錦癖の前面に︑寓歳藤︽赤地錦︑上に巌養及魚形

次に大潅使高等官︑左右二十人︑威儀物を捧持し︑

ぬひムクした巻んでいもつ鹿ばんざい画しよげきかん

を繍し︑下に金泥を以て︑菖歳の二字を害し︑戟竿

日華門及月華門より参入し︑中錦撫の前而に参進︑本
へいあかいろ

閥殿上の本極参進

ぼんゐつ
の本位に就く︒

軒廊参進者は︑承明門︑東西雨廟より入る︾︑各其

こ人らうさんしんしやしよ︽めいもんとうざい刀や凸きういおの︐１１と

胸叉は軒廊に参進︽東脈参進者は︑Ⅱ華門より入り︑

さう匙たこんらうさんしんと．うさうさんしんＬやにつくわもんい

及月華門より参入し︑南庭秘楠の前面に参進︑威儀
②ｅ●つ︵壷ぎ烏馴・易よびこうかくかしよゐんれつ
の本位に就く︒次に鉦及鼓を撃つ︵各三下︾・諸員列
りつつぎたいれい︐﹄かうとうとわんぜんだう診ん加あいれつりつしよゐんでん曝今．とう
立︒次に大潅使高等官前導門外列立の諸員殿上の東

弔訣げつくわもんきんに・手なんていおう号うぜ人めんざんしん①●

ゐつつぎ淀いれいしかうとうくわんさいうかくにんにつくわも人

につくわもんおよびげつくわしんさんにふちゅうきん億んぜ入めんさんＬんぼん

に懸く︶左右各一流を樹て︑小錦癖に前面し︑鉦︑鼓

位に就く︒次に大職使高等官︑左右各十人︑冊華門

きんばんきん要めともゑさいう力くかんふ︑つ

くわえんだいかさでフかくめんほこきんつばこくｋ

かさいうかくりうたせうきんば人ぜんめんしぬ．らこ

︽火焔蔓に懸く︾左右各三面︑林︵金鍔︑黒漆柄︑赤色
錦癖 ︑ 金 繍 鞘 総 ︾ 左 右 各 十 竿 を 布 列 す ︒

三紫戻殿南庭の本位参進
︵街門司鉦司鼓威儀物奉持威儀等の
本位参進︾
じこくぎでやつ︿いけんれいもんぐわいなにＰぴにりんしゅんもんぐわい坐．頃れつじこく

時刻儀杖兵建職門外並建春門外に整列す︒時刻︑
ぷんぷかうぐわんいうしやくしやい﹃？ぐうしやな吟ぴにふじん詔よび年わいこぐかうさいく幻ん

文武高官︑有爵者︑優遇者並夫人︑及外風交際官
ならびにふじんにつくわもん僻わいならび午塁・っめいもんぐわいれつりつ河やらもんぐわい
並夫人︑日華門外蚊承明門外に列立す︵雨門外に

●しき蕊じくわんじゃ合にん︿〆つぎないかく老うりだいじんく港い宏い

できわんたいれいしじぐや心でんしやら念人きうざんしんしきぷちや烏くわん

ゐつし者ぶく琵裳くたいたいけんこれし蕪つぎたいれいし

次に式部長官︑式部次官︑殿上の南廟に参進︑本

つぎし言ぶちやらくや独し言承じくわんでん心手︒なんさ．さんしんほみ

位に就く︒式部官︵束帯帯剣︾之に従ふ．次に大濫使
またわな

れつりつものく・くつときのぞこれざだたぎふくさう
列立する者の腫別は︑時に臨み之を定む︶︒但し服装︑
鍵賑趣輝の隣の姉し︒職癖識舞の瞬鐸︑犀俸に郷て︑

長官︑大祷使次官︑殿上の南廟に参進︑式部長官︑

つぎたいれいしかうとうぐ留にんレギ匂めいもん廷？︑やしん評？︲︲わ

かｆ画ぺつ仏︾うき

各別 に 注 記 し た る も の 亦 同 じ ｃ

式部次官の上班に就く︒次に内閣総理大臣︑宮内大

じんでん吟やらなんさうさんしんたいれいしちゃ︽一くわんたいれいしＤくわんじゃ二一

次に大潅使高等官三十人︑承明門︑日華門︑月華

臣殿上の南廟に参進︑大礎使長官︑大潅使次官の上

もんいじゃらさいうかくにんちやらちくもんえいあんもんい陛苫さでフかく

門一以上左右各三人︶︑長桑門︑永安門︵以上左右各二

つぎ急うたいししんわうやフたかみくち壱んみんだんかざんしん

つ
班肱んに
就く︒たりつぎょつぎし主ゐ執ん
ぎ
ぃ
職にい
り︑
立御
︒次
諸員れ
︑最ぃ
敬濃︒

韮に蹄蹴織型舞騨畔峰を隈り餓暦に把疎して垂っ

次に皇太子︑親王輔王︑高御座前面の壇下に参進︑六勅語雲詞並菖歳

ぼんゐつつぎしき端く兇けいひつとな
本位に就く︒次に式部官︑警嘩を稲ふ・

ぎちよくむ
つざないかく乞うりだいじんなんかいのぽなん
五高御座昇御次に勅語ゐり︒次つに
内閣総理大
臣︑南階を昇り︑南

つぎてんわうぎよふくけんしよ巻じつぼうこくぎおないかえいしたおいエことそうなんかいｆ︲だ

ぜいしよゐんこれわ幸億つせいかいの版ざ

瀞ふ︑︵三聾︶︒諸員之に和す︒詑て西階を昇り座に

とな

次に天白巽御服賢所に期日奉告の儀に同じ・以下柴の下に於て︑毒詞を奏し︑南階を降る︒
てんわうぎぶふくつくつぶんちうほどこみなつぎないかくそうりだいじんばんざいばんぜんめんさんしん●●
天皇の御服に付き︑別に分注を施さＶるものは︑皆次に内閣総理大臣︑寓歳膳の前面に参進︑蔑歳を
あんじやらほう芋のんおんしゃくきちないだいじんぎぶざのぽみ

拳に臓ふ︾識織醒抵職より桑擁︑婦継鍬蕊を緋峰擢の

壮いうぷくわんたかみｆ︑ｈこうめんだんかじりつ︑黒ら考手びこ・フかくかつぎおのｊく１たいか

案上に奉安し︑御易を供す︒内大臣御座に昇り︑御復す︒
ちや全ぐわいとうほくぐうこうじじいらちやら陵汎蝿う〆レピザ﹃ぷ・晶券おやつじ
つ一ざ一Ｌ人やフ〃為今言ごうぃく他ぎよけい恥︺ジレゆつぎ蝶とき盲とつき
帳外東北隅に候し︑侍従長︑侍従︑侍従武官長︑侍次に天皇皇后入御︒警灘．出御の時の如し︒次
つぎくおう再﹂うぎよふくそくゐれいたうじつけんしよおほまへぎおな

︵注意︶．天皇綴課二在ルトキ釦皇太后︵皇太后ナキトキく

従武官︑高御座後面の壇下に侍立す︒に鉦及鼓を撃つ︵各三下言次に各退下︒
いかくわ等黒﹂うぎよふくつぃくつぶんもう峰どこ

次に皇后︵御服︑即位職営日賢所大前の俵に同

みなこれなら融もやらだいぼくかいしよ︒︾ざよぢよくわんおん

成年ナルトキ剣椛政︽束排繊著﹀︑御雌外壇上︑束北隅二候シ︑内

上︑西北隅二候ス︒皇太后ノ御服く皇后二同シｃ天皇未

じ︒以下皇后の御服に付き︑別に分注を施さいる内帆エ友︿親王懇未抱シ上画綴座帳内二御シ︑女宜御帳外項
ひ勤易さ声よらくわらたいしひしんわうびわうひぢし土や︑みちやつ

ものは︑皆之に倣ふ︶御帳蔓北階より昇御︑女官御
だいぜんめんだんかじりつ

らとうざいりやらかいだん単らしｃ震しやてんわうへい・かばんざいしよゐ〃ハばん︾﹃承

語チ偲宣ス﹄トスｃ

桧扇を供す︒皇太子妃︑親王妃︑王妃︑女王︑御帳大臣ノ上班二就ク︒叉塑叩ノ頂チ︑蕊玖御帳ノ前而一参進勅
つぎじじいうにんぷんしんたかみ？

皇前面演下に侍立す︒

次に侍従二人分進︑高御座を東西雨階より壊上に◎寓議司曾者︑天皇陛下寓歳︑請負寓歳︑

錘り
ぽ御
み帳
雪を
や塞
今ぐか
ぎす
ふ︒
く次
つに
ぎ女
に官よ
昇
︒．
誰謹
て憾
座つ
に復
二く
人兜
分に
進人
︑ぷ ん し ん 司 鐸 参 ︑ 撚 舞 ︑ 識 津 ︑ 擁 舞 ︑ 司 鐸 鐸 ︑ 識 溌 ︑ 謡
みちやら元いとうさいりやらかいだ︐ じゃ全のぽみちやらかまあんば〃αＧいし朱凸己さ定

御帳墓の東西雨階より︑埴上に昇り︑御帳を塞ぐ︒負︑蔑歳と解呼することに定めらる・

ふＬ者ち厚ら妙つめいえう

か〃たんかいせつぼぎ・一

要なるものシみにても︑簡単なる解読を施さむ
戸式﹃フ

つざふく
つし少
詑老丘て
座に復す︒◎注意附式中の説明を要するものに就き︑
主

麺に奉琴繊衆を嚇し︑韮輝︒韮に舞忘鈍癖廃を
大鵡盛儀管見
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五
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いまりかんよ必うページ

し悪くんし

つぎ〃急うたいしくわうたいしひし︐がわうしんわンひないしんわうわう

世．きちやうこ

舎一一︑

一ニョノ

つぎたいゅいしかうと・うこ記亀診ら言つぎたい虹いし

の時の如し︒次に諸員拝潅︒
燕に癖樺祇騨笹擁す︒雌の職︑耐蕊溌を議す︒韮に

と差香とつぎしよゐんはいれい

次に御榊薬︑次に天皇皇后入御︑供奉︑出御

つぎみかぐらつぎてんわうく雪マフ函画ぎぶぐ戒レ署ざょ

王︑王妃︑女王拝職︒

わうわうひぢよわうにいいい

次に皇太子︑皇太子妃圃親王︑親王妃・内親王︑

つぎ応うたいしく雪たいしひしんわうしんわうひないＬたわう

天皇御奔濃︵御鈴︑内掌典奉仕︾︑次に皇后御秤職︑

てんわう﹃﹂はいれいぎよれいないじやらてんほうしつぎくわ急﹂うさはいれい

次に天皇︑内陣の御座に著御︑侍従剣璽を案上
ほうあんつ一ざ息皇﹂うないぢんぎよざ弟くぎょつぎ
に奉安す︒次に皇后︑内陣の御座に著御︑次に

つぎてんわう窟ｆぢんぎよざ棄くぎよＵ協会っけんじあん翼童

妃︑女王迩大令瀧便次官供奉すｂ

ひぢよわうたゅれいしじくわんぐ承

次に皇后出御︑式部次官︑皇后宮大夫前行し︑
ぢよ像ふんおんあ・鯵﹂こうく率うたいしひしんわうひないしんわうわう
女官御後に候し︑皇太子妃︑親王妃︑内親王︑王

つ坪﹈︲くや三﹄うしゆつぎよしき系じくわんくわらごうぐうたいふぜんかう

騰使長官供奉す．

れいしちゃそわんぐぷ

次に天皇出御︒式部長官︑宮内大臣前行し︑侍
碓一やつけんじ・ほうじじや三患うじじやっじじ妙つぷくわんちゃうじじゆっ然
従剣璽を奉じ︑侍従長︑侍従︑侍従武官長︑侍従武
息んおんあとこう尽習たいししんわうわうないだいじん・浜壱・︑
官︑御後に候し︑皇太子︑親王︑王︑内大臣︑大

コさてんわう？愚つきよし香悪童うぐ李再似︑ないだいじんぜんかうじ

詞を奏す︒

幣物を供す︒此の間︑神楽歌を奏すｂ次に掌典長帆
とそう

へい砧う雷菖こかんかぐらうた竜うつぎしやってんちゃ二のｂ

かうとうくわんぜんだうしよゐんさんしんぼんゐつ

桂︑長袴とす︶次に大濃使高等官︑著床︒次に大濃使

ープ一ら

との瞬舞なりしも︑今は時間の除裕もなく︑頁
﹄土９ジ

の除地もなきことシなりしを憾みとす︒諸君子

高等官前導︑諸員参進︑本位に就く︒
つぎみとぴらひらごかんかぐら老うつぎしん恋ん
次に御扉を開く︒此の間︑祁薬を奏す︒次に紳撰

・向島︲毎つきつこ

の諒察を乞ふ︒

二割位曜後一日賢所御祁
楽の後
くわらをつ

誹齢癖鍵一畦︑露脆に緋祁築の鰐を権はせらる蕊
をくゐれいを

は即位の職を詑はらせられしことを皇租に告げきせ
みたま提き
られ︑御霊を慰めたまふものとす︒
之くゐれいごに為けんじふみかぐちざ・
即位礎後一日賢所御祁楽の儀
たうじつなんじごでん掌プレぷくじこく寡ん承かうぐわんいうしやく
富日︑何時御殿を装飾す︒時刻︑文武高官︑有爵
しやいうぐうしや︷他喧ぴにふじんてうしふじ王ざんしふたがァふくさう
者優遇者︑並夫人︑朝集所に参集す︒但し服装︑
ザんしよ誉Ｄつぼうこ曇︲︑ざおな

賢所に 期 日 奉 告 の 儀 に 同 じ ︒
次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃内親王︑王︑
わうひぢエわうざやうでんざんにふ

王妃 ︑ 女 王 ︑ 宜 陽 殿 に 参 入 す ︒

つぎてんわう急葛︶う箸やうでんとぎょいかてんわうぎょ

次に天皇皇后．宜陽殿に渡御︵以下天皇に御

︑ヂトご一﹂うづおんしぞ為之﹂うぎよふ︑﹃︾てうづおんひ一雰討

率型んしよ巷じつぼうこぐぎおなもついま寿︼かうか童

服︑御手水︑御劣︑皇后に御服︑御琴水︑御檎扇
琶架全薯顧やＦ︽しよゐん︑︽くさう力ずく
を供し耐及供奉諸員︑服装を易ふるの儀あり︒総て

たぎぐぷゐんちゆ会くね凸ぞくぢ歩しふくさういつつぎ砲こ

貴所に期日奉告の儀に同じきを以て︑今其の項を褐
げず．但し供奉員中．皇族女子の服装ば︑五衣︑小

紳瞬を跡っ︒雌の蹴赦蕊溌を謡す︒韮に婚鋳愁呼

第五大嘗祭前並営日の御儀

二︶紳宮に奉幣並皇霞殿

紳殿に奉幣の儀

﹃一﹄

だい心子﹃さいたうじつじんぐう陣うへいざ

大宵祭常日祁宮に奉幣の儀

乏ぎりんぐうさいＬ当﹂采

﹃函一﹄

其の儀︑紳宮の祭式に依る︒

匿いじや罰哩いたうじつ吃や句小いでんし八でんぼうぅいざ

大宵祭常日皇嬢殿祁殿に奉幣の儀

を言宕くゐれいたうじつくぉられいでんぼうこぐＬ﹃でいやや

其の儀︑即位澱鴬日︑皇璽殿に奉告の式に準ず︒

さいたうじつげんしよおほみけ毒よちしん菩

三︶賢所大御畿供進の俵

だい哩曽

大嘗祭営日賢所大御俄供進の儀

たう低剖きうたんごてんさうし帯︑

富日早旦︑御殿を装飾す︒
啄．こｆ︲くわ凸祢︑うげいぶご﹄﹂んなんもんけい一︑︶つ．ぎたいれいし
時刻︑皇宮警部︑御殿の南門を警固す︒次に大鵜使

かうとうくわん一幕く．弟・﹃一たが・ず〜さうたい恥いふくしるしたい↓﹂うせいざうぜい

やふく＆わんけいしよゐん酢ふたおな１普永・茨としやらて人采がくＦふしよくゐんちゅうしや白﹂ん

高等官︑著床︒但し服装大祷服︵白下衣袴︶︑正装圃正

一鬼ら︐︺や星Ｌんじちやらレヂヮ︶﹂んとくたいがくくわんをたいくや心た人

服︑関係諸員亦同じ︽式都職掌典部薬部職員中︑掌典

んかぐらうだを︑﹃．立言・鳥

二Ｌ・

ご鬼．︒の；り︑と

長︑掌典次長︑掌典は束稚︑梁官其の他は衣冠軍︾
つぎおん昨示・いひらこ・かんか・ぐアワうたをう重詞一しん
次に御扉を開く︒此の間︑神楽歌を奏す︒次に祁
﹃千一んきちこ・恥

鱗を供す・此の間耐脚楽歌を奏す︒次に掌典長祇詞
ない１１や勺てんほうし
珪うゐぎおんずぎざ
を奏す︒次に御鈴の儀ゐり︽内掌典奉仕言

1

一大嘗祭前一日の講儀

其一大嘗祭前一日鎮魂の儀
乏ざくわらしつさいし恥いふし番ちゅうにひなめさいぜんじつも蒔電一人

其の俵︑皇室祭瀧令附式中︑新嘗祭前一日鎮魂の
しきごとたが渡いれいしかうとうくわんちゃ己やらをふくざう

すべさいでんてんていぎおな

式の如し．但し大鵡使高等官著床す︒其の服装は︑
総て蒲田鮎定の儀に同じ︒

其二紳宮皇露殿並官固幣職
に勅使溌遣の儀
を智こんぐうぜんむてんわうさんりょうならびにぜんていだいさんりぶ雪

じ叩か〃︑ちはうちやら弟一うち

其の儀︑祁宮︑祁武天皇山陵︑蚊坐剛帝四代山陵
ち﹄をしはつけんしきひゆんた︒︑ちは・句ちや言わんちよくしめい
に勅使護這の式に準ず︒但し地方長官に勅使を命ぜ
ぱあび
たい恥いしちやらふんさいもんならびにへいもつほう
られたる場合には︑大濃使長官︑祭丈並幣物を奉
一鍵し︑各地方蟻に送致す︒

二大嘗祭営日の御儀
其一富日大嘗祭前の諸儀
大瀧盛儀管見

七

大稽盛儀管見
つぎてんわうご渡いはいじじやっほうしとくたいつぎくや葛﹂うご

次に天皇御代拝︵侍従奉仕︑束帯︶悩次に皇后御
定いばいに一手あんほうし弓・苔蛇少籍辛酌菩必・もつぎ一しＪゐんにいれい

代拝︽女官奉仕︑五衣︑廠衣︑裳︶．次に諸員奔騰︒
とこか人かぐちうだそうつぎおの︐ｆ︑たいか

鑓に祁騨を擁す︒雌の跳祁蕊誰を燕す︒鑓に縦購

ゆ．巻でん芯よらせんぎ

〃を閉づ︒此の間神楽歌を奏す︒次に各退下︒

其二大嘗宮の儀
だいしゃっぐうぎわか

三八

つぎてんわうくわ箕﹂うとん︑ぐうちやくぎよじこく誓一亀うくいせい

次に天皇︑皇后︑頓宮に著御︒時刻秘儀使兵︑正

ご︺んぐまい通いれつ

つぎたいれいしかうとう今ふん﹄︲脂ん旗ん燈くりや今めんしんもんさいうかく

門外に整列す︒

次に大職使高等官二十人︑南北雨面紳門︵左右各三

にんとうざいりやらめんし人もんさいうかく一子缶いわいえきざんしんゑいもん

ぼんゐつたがふくさうぞくたいか華Ｕけ・芽えいおひかけへうばうけつ

人︾︑東西両面祁門︽左右各二人︶の外液に参進︑衛門

てきざゆちや︑苧員した埜鳥ほんぴお跨ぐも率旦堂蛮︾せきたいけん

の本位に就く︒但し服装・束幣︵冠︑巻撰︑綾︑標砲︵閥

順︑綴著︶︑箪下蕊︑竿腎．大口︑表袴︑石帯︾剣︑
ひらをふひらや淀ぐひやさし＋どこゆみあさぐつをみ
︽卒緒を附す︾︑牢胡練︵箭を挿む︾︑弓︑浅杏︑小忌

ざんしんゐぎぼんゐつたが︑γ︑さうをくたい謬り〃ん

次に大鰐使高等官︑左右各六人︑南面の祁門内恢

つぎたいれいしかうとうくわんさいうかく・にんなんめんしんもんないえ雪

︸易もくばひか砂のかつらつ

衣を加へ︑日蔭蔓を著く︒

．すきでんきよ塵募︺ん菅

大嘗宮の儀を分って二となす︒一は悠紀殿供撰の儀
やわつかごごじごろしんやいた
にして︑十一月十四日の午後六時頃より︑深夜に至る

に参進︑威儀の本位に就く︒但し服装東帯︑︽冠︑巻

あひ泥もつをのぎ善・忍

間を以て︑其儀を行はせらる︒一は主基殿供撰の儀に
どうじつしんや
にもごぜんじごろいた湯ひ超
して︑同日の深夜よ り︑十五日午前四時頃に至る間を

勇怠堂守ぞ言

訓叩鯵かつ空つ︑ぜん九つしみ︲こく淫うこうれつし崖︑

じちやらしやってん麺娯ぴしや三Ｌんぽひきこれほうしをくたいさいち？︑

次に悠紀主基雨殿の祁座を奉安鶏すべ掌典長︑掌典

つぎゆきすきり鴬でんしんざぼうあん︲弟・そんちや．し手そん

は緋抱︶

ひばう

もみ三つもく絃ひ注・

帯︾刺︽李緒を附す︶︑胡線︵箭を柿む︶︑弓︑淡奔︑

たいげんひら唾・一や派ぐひやさし弛さおみあさか︲つ

尋︾ヘハおひか４割．﹄はうけつ︸﹂寺﹄︽︶墓した駕一奉さ卒ちヤ．おほぐち

樫綾︑砲︵閥縦︶︑龍︑下襲︵織著︶︑大口聯表袴︑石
へいかおほ融一．

いづくやらをぜい言やっ
もつそのざ蕃犀
以て︑其儀を行はせらる︒何れも皇澗を諸饗せられ

小忌衣を加へ︑日蔭蔓を箸く︽前列者は黒砲︑後列者

汚い睡やつが︑﹄フ寺一

あはてん鰯んらぎぜいきやつ

併せて天測地祇をも講饗せられ︑陛下大親からも膨
弐たしんこぐな
おんざしを﹂
亦新穀を嘗めきせらるシの御儀式なり︒
大嘗宮の俵

たうじつきうたんだい⑫準らぐうさう︑黒会︑じこくぐわい色人ひら

常日早旦︑大嘗宮を装飾す︒時刻︑外門を開く︒

勅任官及四位以上の者に在りては黒砲耐奏任官及五

︐応うぐうけい系これけいごつぎ蕊んぷかうぐわんいうしやくしやいうぐう

皇宮警部之を警固す︒次に文武高官︑有爵者︑優遇
しやならびにふじんてうしふじよざんしふたがふくさう芝くゐ恥恥
者︑並夫人︑朝集所に参集す．但し服装︑即位鵬

位の者に在りては緋砲︑其の他の者に在りては︵標

ふくかつ一ざく雪たいしくぎたいしひしんわうしんわうひ

一塁とにんくわ久苓談ゐいじゃ全ものあ

ひばうをたものあ

かくでんしんざ

次に絹服並施服︵案上に載す︶を︑各殿の紳座に

つぎにぎたへならびにあちたへあんじやらの

痕うなみ言菖︑・階ひ瀞めかつらつがくくわんまたおな

ゐ陰ものあ

ごくばうそうにんく？雫争

へ︒﹃一

次長︑掌典及掌典補を率ゐ︑之を奉仕す︒束帯︵縫著︶

営日貴所大前の儀に同じ︒女子は陸袴を以て︑大鰐

絶︶小忌衣を加へ︑日蔭蔓を著く︒楽官亦同じ︒

たうじつげんしよおほまへぎおなぢよしけいこ功つたいれ衿

服に代ふ︒次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑
ないしんわうわうわうひぢぶわうＬ﹂んぐうさんちゃ笛

内親王︑王︑王妃︑女王︑頓宮に参著す︒

、

声

V

きうしやうてんちゃ全ほうしつぎかくでん芭いくわとうれうてん

ほうしつぎおんてうづ巻よぅどう阜全つ箸おんひ雲逐言富

奉仕︶︒次に御手水を供す︽同上︾︒次に御桧扇を供す

なみ声易邑くはひかげの︲聾ならびにころばつ

忌衣を加へ︑日蔭蔓を箸く︒女子は五衣︑廓衣︑裳︑

み津汚もＰＩはひかけのか言つぢぶしい弓．ぎぬか月ぎぬも

部官︑女官︶服装を易ふ︵男子は束帯︵綴著︶︑帯剣小

ぷくわんぢよくわんふくさうかだんしをくたいざ笹尾くたいけん老

妃︑女王︐皇后宮大夫︑大穐使次官︑式部次官︑式

ひぢよわうくや三．﹂うぐうたいふたい恥いしじく和人しき宗じくわんし雪

此の間随供奉諸員︽皇太子妃︑親王妃︑内親王︑王

こかんずぶし泉ゐんくわらたいしひしんわうひないしんわうわう

どういやら

安く︒︵掌典長奉仕︾次に各殿に︑驚火の燈瞭を鮎ず

︵同上言

しやってんしやってんほひ才﹄これ厚うしこ１尋﹈ていれう

︵掌典︑掌典補を率ゐ︑之を奉仕す︾︒此の時庭瞭を
たた八弐つ↑しゆ・ず︑さう抄叩りさいえいおひかけたうくわぜ人欺の．一元もしる

孔のひ実しる恥のの姥彦︽しろ醜の和ぴいあひ感ぎぎあさぐつ

焼く︵火矩手︐服装︑冠︑細継綾︑桃花染布杉︑白

悠紀殿供散の儀

布軍︑白布誇凧白布幣︑葉騨巾︑卿稗言
︿一︶

だい聡らぐうぎお竜よ︾通んいぜんしよ

す︑︵掌典掌典補を率ゐ︑之を奉仕す︶︒次に本殿南庭

かくごと

此の如くにして大嘗宮の儀に於ける︑供灘以前の諸
ざ誤一ＬいごとしんかうＬかの今２泉・丑・一ん誓要愚
儀︑諜定の如くに進行せられ︑然る後供鱗の儀を行は
だいじゃ全さいぼん菅しきい
せられ︑大嘗祭の本儀式に入らせらる
山巷でん壱装告っせんざ
悠紀殿供鱗の縦
じこくてんわうくわいりふでんとぎよつぎをみのおんゆ吉よ↓室
時刻天皇︑廻立殿に渡御︒次に小忌御湯を供す

の帳殿に︑庭積の机代物を安く︵掌典︑掌典補を率ゐ︑

竜一﹄ヤジ

おんさいいおんした苑ねおん響尭おんし夷おん謁算穂蛮卦おん

おほ作．ちおん響きたいおんＬＦう︒奇上・っどうじやらつぎおんちやうづ

つぎほんでんなんてい

晶皇Ｌん画やらぽんでんざんしんのりとをう

いりふでんゆきでんいたくわいらう

ふたんしとうへすこもししん

御．式部長官︑宮内大臣前行し︵侍従左右各一人︑脂

蓄よしき永雪やっふんく竃い湾いじんぜんか．フじじゆらさいうかくにんし

下の御路に聴布韻を鋪ざ其の上に葉薦を鋪く︶に進

か菅よる

次に天皇︑本殿︵廻立殿より悠紀殿に至る廻廊

つぎてん・むつ藍んでんと

これ風︑うしつぎ

ちやらでんにはづみ？且しろもの敬う︐︺やつ一てんいやってんぼひき

しや塁Ｌんしやうてんほひぎこれほうし

面の神門外の帳舎に参進︑本位に就く．
鑓に瞭鉾に職津溌を鐸し︽鍛毎舞悔︾︑総溌を識廻

めんしんもんぐわいあくしやざんしんぼんゐつ

次︒に大祷使高等官前導︑朝集所に参集の諸貝︑南

つぎたいれいしかうとうぐ記ぜんだうてうしろじ﹄金さんしふしよゐんなん

小忌衣を加へ︑日蔭統並心葉を著く︶︒

︵侍従奉仕︶．次に御祭服︵御幡へ未成年なるときは︑之

之を奉仕す︾次に掌典長︑本殿に参進脱刷を奏す︒

じじゅらほうしａ刑︺おんさいふくおんさ．〜みせいれんこれ

を供せず︶︑御祷衣︑御下襲︑御細︑御箪︑御表袴耐御

浄弘ゥどういやらつぎおんしぞ曹苫どうじや今§

大口︑御石帯︑御機︶を供す︵同上︶次に御手水を
供す︵同上︾．次に御鋳を供す︽同上︾・

こかんぐぷしよゐんくおらたいししんわうわうくないだいじん

此の間︑供奉諸員︵皇太子︑親王︑王︑宮内大臣︑
じじい弓ちや︒たいれいし力やらくわんしきぷち牟令くわんじじやシしきぷくわんふくさう

くやったいししんわうわうこくむ

三九

得大臣枢密院議長︑内大臣︑大鰐便長官供奉す︒

かくだいじんずうみつゐんぎおや垂ないだいじんたいれいし幸亀鐸二あんぐぷ

侍従武官ｖ御後に候し︑皇太子︑親王︑王遥圃務

じじや令津くわん等一よどこう

かい豚うぢおんつなはじ哩瞥ちや皇じじ呼雪じじ妙らぷく鷺渇やら

燭を乗為︶・御前侍従︑剣璽を奉じ︑御後侍従︑御菅

とくとぎ鋲ぜんじいゆうけんじほうぎよどじじゆらおんくわん

侍従長︑大祷使長官︑式部長官︑侍従式部官︾服装

蓋を捧持し︑御綱を張る．侍従長︑侍従侍従武官長︑

か〃一えたいさい手琴ヤ︑たいけんを一昨﹃﹄一営くはひ跡坊かつら

を易ふ︵束帯︿綴藩︶︑帯剣︑小忌衣を加へ︑日蔭蔓を
つ

著く︾︒

つぎ烏之﹂うく誤りふでんとぎよつざぎエ今︑言苫によふん

次に皇后︑廻立殿に渡御︑次に御服を供す︵女官

大霞盛儀管見

大濃盛儀管見

四○

鋸に︑剛栂の春雄を毒す︒鋸に鯉紳雌蕊の雛輝維を

てんぽさいうか︲●︑瞳んしを︐︒︐と．︾や二﹂ん極ん箕面ゴー

次に本殿南庭の廻廊に︑祁撰を行立す︒其の磯諭掌

つぎ峰んでん恋んていくゎい吟うしんぜん蒐・学りつ毛・世・ど巽

階を昇り賢子に候す︒

かいのぽすのここう

時の如し︒次に皇太子︑親王︑王︑本殿に参進︑南

とき言とつぎくわうたいししんわうわうぼんでんざんしんなん

諸員奔潅︒次に皇后︑廻立殿に還御︒供奉︑進御の

しよゐんはいれいつぎ〃︑雪ごう〃︑侭りふでんくわんぎよぐぷしんぎよ

奏す︒
つぎく曾ごうごはい託いつぎ：雪たいしく質一たいしひしぬ

甲〆︸一﹃ゾ

︾雌の躍謹無鐸︑抵癖織峰の砥に癖し︑謎誰嘩︑毎
いうかくにんし亀くと燕んかいしたた
右各一人︑脂燭を乗り︑南階の下に立つ．
さん？︾ん職ん修あん帳弟らほうあんせいめん〃︑や乳らいたいかすのこ

つぎ区些や罰けんじぽうなん鱈かいの砿ゆわ詮ワんくやつない

次に侍従剥璽を奉じ︑南階を昇り︑外陣の幌内に

次に皇后︑御拝穐︑次に皇太子︑皇太子妃︑親
わうしんわうひないしんわうわうわうひぢぷわうはいれいつぎ一
王︑親王妃︑内親王︑王︑王妃︑女王︑拝鰐︒次に

参進︑創璽を案上に奉安し︐西面の幌外に退下︑賢子

鋸に恋錘︑螺隣の維酔に舞維︑伊錘鐘︑華無躍︑
たんかいのぱ苦のここう一一ときくわらたいししんわうわう

南階を昇り︑養子に候す§此の時皇太子︑親王︑王︑
こくむかくだいじんいかぐぷしよゐんぼんでん承んていを醜︲あくしや
圃務各大臣以下︑供奉諸員︑本殿南庭小忌の幌舎に

典補︑左右各一人︑脂燭を乗り︑掌典一人︑削木を
好うにんたしら
とどうに人えびのはたふ涯と
執る︒同一人︑海老鰭盟槽を執り︑同一人︑多志良

くわうたいしがしんわうひないしんわうわう

透ぢよわうたし恥いしじくや︽︑ぐ承つぎ↑入・爵︶う浄苫でん

に誤くわメゼよどこう

ごうぐうたいふぜんかうしきぷくわ八さいう力くにんしぞくと

つぎく習ごうぼんでんな〃．ごＬい一品翁マでんしんぎよしき妬じくわんくやシ

次に皇后詞本殿南庭の帳殿に進御︒式部次官︑皇

加を執る︒陪膳女官︵五衣︑唐衣や裳︑小忌衣を加へ︑

もやく︒︸やシ

后宮大夫前行し︵式部官︑左右各一人︑脂燭を乗る︶︒

日蔭緋︑蚊心葉を著く︶一人︑御刀子笛を執り︑後

碧床すじ

女官御後に候し︑皇太子妃︑親王妃︑一内親王︐王

収女官︵服装同上三人︑御巾子営を執る︒女官︵白色

ぐわいをみあ〃︑Ｌや一コやくしやら

しんわうひ永い？︶んわうわう小ざ浜わう之たぐぷしよゐんでん

ひかげのいを愛ちびに守る笈つ

にんおたうしの砿こと︒Ｌ・聖︾

どりによ＆わんふ．︑さうどうじやらに式おんたなこは︒﹄と湛晶ふん旗︒︑ししで

瞳く患ぎぎか︑細秒︲さぬく眺なゐつ睦辿排一琴あをテ叩つち鳶︑ひかげ国．﹄一ならびにこさぱ

はこと

けこもと

つ

いかみなおなにんかみのけこもとどうにんみ
を箸く︑以下皆同じ三人︑祁食薦を執り︑同一人︑御

ざ﹄凸ざちやくざよぢ正くわ八でん缶︑わ酢こうこＬ三豊．くづつたいしひ

ぱいぜん睡鋲兵尤いつつきぬか烏ぎぬももみ二昔くば

妃︑女王︑大祷使次官︑供奉す次に皇后︑帳殿

吊蓋衣︑廠衣︑紅切袴︑青摺裸︑日蔭緋蚊心葉

かと

の御座に著御︑女官殿外に候す︒此の時皇太子妃︑
親王妃︑内親王︑王妃︑女王︑其の他供奉諸員︑殿

食薦を執る．同一人御箸篤を執り︑同一人聴御枚手

つぎたいれいしかうと・フくわ人とくたいきい爵〃︑えい厭人・壁みご雪くは

腫んからもの狸言とどうにんおんくだものの善一

一レやつ

同一人︑御飯宮を執り︑同一人︑鮮物笛を執る．同

富を執る︒
どうにんおんいひ砥ことどうにん索まもの曾言山一どう

どうに人おん屋１乙普﹂とどう仁んおんひらでの

外小忌の嵯舎に著床す︒
ひ﹁けのかつ三つ泳ぐくわんひ二●﹂ぼんでんなん冠い漁んゐ

次に大潅使高等官︵束帯︵繊著︶︑帯釧溺小忌衣を加

へ︑日蔭蔓を著く︶︑薬官を奉ゐ︑本殿南庭の本位に

一人︑干物箆を執り聴同一人︑御菓子笛を執る︒掌

つつぎゆきちばうちやらあん・ず〜きう︾︐蔭飯けしかうとう参︑争盈ひと

てんにん弱ぱぴめし型﹃一けとどうにんめのしる弓似と

就く︒次に悠紀の地方長官︵服装ｖ大鵜使高等官に等

︑くわんひきたいれいしかうとう・応・食とうばう厘人ゐつ

典一人︑純汁漬を執り︑同一人︑海藻汁撞を執る︒

が

し︾︑薬官を率ゐ︑大瀧使高等官の東方の本位に就く．

しや虫﹂んぼ臆んこうさん︲ごどうにんおん酌つ．ものやつあしつ鼻・一

Ｅかんこと

すぎでんおぎし言山﹂姿一具ＬんおぶうこＬ●﹄
主基殿に於ける儀式は︑悠基殿に於けると働篭も災

すＣ

一東京砿還幸以前の諸儀

御儀

第六部位鰐及大嘗祭後の

故窪崎に簡略マ婚強ねて︑時世に胸︑リ︑事隙悲排へ胃心が︐今Ⅱの趨勢な
りｃ丈救の府に於て︑此の姉き鮎雁心走測あず︲御一般次や一度の大職
に︑兇童なして職儀を猟略にし︐物事牢簡略にするが︑能率水Ⅷ１いふ悲︲
此の如き重要の際に於て︑知らず識らず教へ込むぱ︑いか畔のものにら・
此夜陛下には勘一脈もせさせたまばざろべき︑一と走︐兇童に知らし駒
ぱ︑厚館文教の責任器か以て係ずろ巻よりも︑鼠面目なる児童は此一夜
准空しく過すこと恋Ⅲ寧ろ力なげにおもふこＬｉｌなるくしｃせめてば︑我
弘通含貝のみにても︑此一夜雅意義ある一侭として過ぎれむ坐︸とを切望

必らず不測足悲感ぜ︑︲︶むろことなるくしｃ何事によらず︑物醇剛路にＬ

十四日の深椛よりⅡ十五日の天明に亘らばられ︑いと誰重呼わ御儀式
悲行ば写ｂろ︲こＬＬなれば︑此梗に於ては︑塞園臣民も︒陛下の大御
心奄拝察し水乙りて︑純砿すること︲涛戒に於けるが如くあらむこＬＬル
望む︒文部省の米州唱砿には︑此の如き御儀式の夜雁米唱すべき撫秒︐
三日掘り上げて︑即位瀧常Ⅲに︑一束して米唱江Ｌむろば︑見童の心に

其の嫉悠紀殿供餓の式の如し

↓鐘ぎゆ宰考﹄でん割睡棋令拡んし鉾﹄智と

主基殿供撰の磯

すぎで〃ご一墓﹃・姓ん誓

ゆゑとう写でれい︑一しきさごときてい

おこ毎

掌典補二人︑空蓋を執り︑同二人︑御葵八足机を

なる所なし︒たぃ行はせらる塾の時間を異にするのみ︒

あし？基かつどうにんおんなばちひやつあし？え︐妙つ

どうしやつつぎＬん壮んかしばやたいかたぎ鷺分りう

し〃

どころ

界ぐ︒同二人︑御酒八足机を界ぎ︑同二人︑御粥八

故に登極令附式には︑左の如く規定せり︒

かつどうにんみぎやつめしつく一二かつどうにんおんかゆめ４−

足机を界ぎ︑同二人︑御直曾八足机を界ぐ
つぎ排﹃一Ｕぎとしぢてんほんでんなん〃いしたたげ咋

つぎてんぞう賑いぢん誓聯一ざ亀くぎぶ〃︑雪たいししんわうわう

次に創木を執れる掌典︑本殿南階の下に立ち︑警
か少とな皇と・きかぐちうだをう
畔を瀞ふ﹂此の時︒紳楽歌を奏すｔ
次に天皇︑内陣の御座に著御︑皇太子︑親王︑王︑
齢鯉鍾︽織純を解く︶︑挙蝉鋒︑娠峨の唯蹄に舞涯︑舞
齢す︐錘に餓至派を蝉す︽癖職舞齢舞伽︶︒
つぎしんせんごしん竜よらつざごぱいれいごこ・︑ぷんとうつき

おんなほ鳥ひ

次に祁霞聯御親供︒次に御拝鵜︑御告文を奏す︒次
に御滴禽︒

つ．ざしん妙︶んてつかぱいぜんによあ人腺うＬつきおんてうづきよら

次に祁織撤下︵陪膳女官︑奉紙︶︑次に御手水を供
宮こ冬﹄ごもと

す︽同上︶︒次に祁餓︑膳舎に退下︒其の縦︑行立の
つぎ・ふい〃・半でんく車んざよぐまＬんざよときごと一藍銅一

時の如し．

しゆ︵笹よ

次に廻立殿に還御︒供奉︑進御の時の如し︒次に
謬叱ういてん・ぞ﹄ノきよう一・かあ

かくたいか

各退 下

︵注意︶天皇︑溌総に在ると言は︒出御なし．神

ルー︐︽しや星Ｌん圭やらこれ著富しんぐぷし誤ゐん歪二二

撰は︑掌典長之を供進し︑供奉すべき諸員は︑直

なみのあくしやお●ぞレヤっ．

に小忌幡舎に著床す亥︒

︵三主基殿供畿の儀
大穂盛儀管見

四

F 一 一 ー − 一 一 ﾏ ー

大鐙盛儀管見

其一大饗及夜宴の儀

い略〃たまものまたおな

四二

師睡瀞鐸離︑舞罪撞咋の齢に感じ︒捺恥に恋て︑窪

鱗を賜ふべき者︑亦同じ︒

ま建議紳琴を識畔す鑓に輝職侭詫崇謹諺諒嘩︑識

次に儀鴬︑逢春︑承秋︑嘉薬︑高陽の各門を開く︒

二︶大饗第一日の俵︒琶蓄昌絢厚⁝︾きし︐卿らくかぅ︽ぅ；金ひら
詮くあれい斡奉ぴだ罰呼子つきいご定い誇善やつだいじつざ

即位潅及大嘗祭後大饗第一日の懐

たうじつきうたん⑳．④④童う︑泉くを誉ぼんでんぼくさうゐんでん轡や二ひさしまたけんヤブしよら尾や一〃らやとくめいぎかくだうか言一

程しきせじやつち・界ｙ参るさんすゐづまうとうまくぐう

ぞ象かくだうざんしんもの︐︑︲苧くつＬ吾のぞこ躯さだ

営日早旦︑豊薬殿を装飾す︒其の儀︑本殿の北廟員殿上の廟︑叉は頴陽．承歎︑観徳︑明義の各堂︵願

に︑錦軟障︵千年松︑山水の岡︶を設け︑東北隅に︑及各堂に参進する者の臓別ば︑時に臨み之を定む︶に
さんしんでんじやつきんしんしわ︑源うしゅんもんいとうかいのぽけん
嫁紳地誌鵬僻雛の確脚︑疎糠牒に︑考装地誌鵬僻雑の参進︵殿上参進者は︑逢春門より入り︑東階を昇る︒頴
野︸一つ家たもやめんか侭︿しろつくこ狐か画
毎︑うだうし歩室くわんだう一こんしんしやか７つくもんいこわんとくだう

つ

解風を立つ︒母屋の四面に︑壁代を作り︑之を塞げ︒陽堂︑承欺堂︑参進者は︑嘉楽門より入り︑観徳堂︑
をちゆらあうてんわうぎょざひらし牙﹄ぎよざとうばう鬼急﹂う為やつぎ写フさんしんしやかうやうもんいおのノーＩとぼんゐ
其の中央に︑天皇の御座︵李舗御座︶東方に皇后︑明義堂参進者は︑高陽門より入る︾︑各其の本位に
ぎぷざひらしぎぎ誤ざ敬うかくおんいすむ卜・ぱにご這いばんた
の御座︵李補御座︶を設け︑各御椅子︑並御蕊盤を立就く︒
野沌みひ〃し淫しさうしうゐあを士が錘かこ恥か動
つ菅しき率皇駕けいひつとなつぎてんわうや﹂幸一いさプレ当
っ・南︑東︑西︑三脈の周園に︑青簾を懸け︑之を筆次に式部官︑警躍を瀞ふ︒次に天皇︵御正装︶出
たうちし工ゐんぱいえん汚いざ詮う？︶や﹃一すならびに言ょしき媒ちや今あんくをいだいじんぜんかうじじ蝉うけんじほう
げ．其の内に︑諸員陪宴の第一座を設け︑床子城御︒式部長官︑宮内大臣前行し︑侍従︑創璽を奉じ︑

けんやうしようふ．︽．﹃や？﹄く一堂ふざかくだうこうめんさいり等っセじゃう

一たいばんた

〆じじやつ一コやつじじゆ句一じじ睡らぷく妃んちや︒じじやつぷくわん等﹄よど↓﹂う

皇盤を立つ．侍従長︑侍従︑侍従武官ぐ長
︑侍従武官︑御後に候し︑
やったいししんわうわう定いだいじんたいれいしちゃぞわんぐ志季

頴陽︑承欺︑概徳︑明義各堂の後面に︑総綾軟障を皇太子︑親王︑王珊内大臣︑大祷使長官︑供奉す︒

なん一Ｌい一愚令あ︑辱︲．ぷだ︲いかまをとうなんかミフ芯くくわん

ひないしんわうわうひに浜わうたい犯いしじくわんぐ涼

詮うぜんめん勤辛子だ恥かこれか塾そうもしよ
つ管く雪ごうさたいれいふくし質きぶしき尿じふんくわ急﹂うぐうたい
設け︑前面に青簾を懸け︑之を塞げ︑其の内に︑諸次に皇后︵御大濃服︶出御式部次官︑皇后宮大
ゐんぱいえんだいざぶんせつ◆晶・室すあ吟ぴにだいばんた
ふぜんかうによくわんおんあとこう戸右うたいしひしんわう
員陪宴の第二座を分設し︑床子蚊嘉盤を立つ︒夫︑前行し︑女官︑御後に候し︑皇太子妃︑親王

南庭の中央に︑舞蕊を椿へ︑其の東南隅に︑築官妃︑内親王︑王妃︑女王大瀧使次官膨供奉す催︒

あくまう

つぎてんわうざょざ車くぎ韮じ協うけんじあん弟全詠うあん
の帳
を設く．次に天皇御座に著御︑侍
従剣璽を案上に奉安す．
Ｃこぐまくん涼かうぐ児いうしや︑しやいうが︐うしやたら薮にふじん苓議つぎく雪ごうぎよざ一卓くぎよつぎぐぷゐんお？１１ぼんゐつ

時刻︑文武高官︑有爵者︑優遇者︑蚊夫人︑及次に皇后御座に箸御．次に供奉員︑各本位に就
ぞわいこぐかうさいくわんならびにふじん一Ｌうしふじ謀さんしふたま字ず︲きう
外圃交際官辱並夫人︑朝集所に参集す︒但し服装︑く︒

つぎ喜青志﹄つぎないかくこうりだいじん睦うたいつぎ

舟秋非鋤謡鋤勤︒款詐内閣認理大源袖う奉鍋葱︒次罪
二．一Ｆ︑ろを章よ

︒じじ極・っならびににエイふんぼうしつぎ︶しよゐんしる

外圃交際官首席︐奉濁す︒次に天皇皇后に聯白
︑くる︑やたまつぎしき系おや童くわん沙零﹄す善一ｎやらちはう

酒黒酒を供す︵侍従蚊女官︒奉仕︾噌次に諸員に︑白

酒︑黒酒を賜ふ・次に式部長官︑悠紀︑主基雨地方
一●一︑おぎいのし零﹄もく二一うこ︑こきりやらもはう芝晶・雫ものなんえい

織物の色目を奏す︒此の時︑雨地方の獣物を慰南柴
ぱいれつうもとね．ｐほうし

せつせい菅よざぜんめんさんしんとうはうじりつちぶく﹃﹂

でんせん

ぅ擬政御座の前面に参進し︑東方に侍立し︑勅語を

樽宣す！｜とす︒．

大饗第二日の儀

をくゐれい毒生ぴだいし雪さいごだ墜一やつだいじつざ

即位濫及大嘗祭後大饗第二日の儀

たうじっなんじぷんぷかうぐわんいう︲扇くしやいうぐうしやならびにふじんおよび

営日何時︑文武高官︑有簡者︑優遇者蚊夫人︑及

つぎてんわう毒﹄せいさう〃ら・つごうごたいれいふくし鴎ぎょし昔端

使高等官前導︑諸員正痕に参進︑本位に就く︒

しかうとうくわんぜんだ．フしよゐんぜいしんざんしんぼんゐつ

次に天皇皇后︑二篠離宮に行幸啓︒次に大鰐

つぎ一﹂ん噂フ︐お毒﹂うでうりぎう塚やうかうけいつぎたいれい

王︑玉妃︑女王・二擬離宮に雲著す︒

わう︐わうひによわうでうりきうきんちゃく

次に皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑

つぎく雪たいしく署たいしひしんわうしんわうひないしんわう

たがふくさうたい三尾ら酒いじつぎぉな

︵あいこぐかうさいくわんならびに声一じんでうｂきう砿いてうしふじ眼さん︲︶・手

外圃交際官︑並夫人︑二燦離宮内の朝集所に参集す

つぎてんやソくわらマフぎよぜん派か比ぴにみう唱毒﹄苫じじ妙︒

に排列す︵内舎人奉仕︶．

次に天皇皇后に︑御膳城御酒を供す︵侍従

但し服装︑大饗第一日の儀に同じ︒

な匂ぴにによくわんほうしつぎ・しよゐんぜん意らぴｒさけたまつぎ

並女官︑奉仕︶︒次に︑諸員に膳並酒を賜ふ︒次

くめの黙ひとう

つぎてんわうく賀亨ンおん？フもつえき登富じじい銅っならびにに﹄小

に久米舞を奏す︒

次に天皇皇后に蔚御穀物を益供す︵侍従蚊女

つぎてん打うと謁急﹂うかざし喧菖じじ呼っならびににぶくわん

く兇ほうしつぎしぷゐんかうもつ鼻穿﹂しつぎゆきす
官奉仕︶︒次に諸員に︑瀞物を猛賜す︒次に悠紀︑主
奉確か誌の畔僻錦を謡す・鑓に雄漉鐸五翫縦ど燕す︒

もの一

のぞこれさだ

つぎてん・わうくやつどうじ応↓ぎよ卜︐示し買一ぎよときごＬ﹂

供奉員︑本位に就く︒次に賜宴︒此の間︑奏楽︒

くやったい

次に天皇皇后︑御座に著御︒次に陪宴すべき
ぐぷゐんぼんゐつつぎしえんこかんそう江く

つぎてんわうとわ毎﹄うぎよざちぞぎよつぎぱいえん

王︑大鵬便長官︑供奉す︒

わうたいれいしちゃ言わんぐぷ

子皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑王妃︑女

しくわうたいしひしんわうしんわうひないしんわうわうわうひによ

じじいっぷくわんくや葛﹂うぐうたいふによくわん普よどこう

次に天皇︵御正装︾︑皇后︵御大濃服︶出御︒式部
ちやつくわんくぽい声いじんぜんかうじじやらちや︒じじやつぷくわ〆ちや︒じじやシ
長官噌宮内大臣前行し耐侍従長剛侍従武官長︑侍従
たいか・

次に天皇皇后に︑挿華を供す︵侍従蚊女官︑
ほうしつぎしよゐんかざした敦つぎてんぞうくゎ三﹂う
奉仕︶︒次に諸員に︑捕華を賜ふ・次に天皇皇后

侍従武官︑皇后隻宮大夫︑女官︑御後に候し︑皇太

たうじつぷんぷくや八いう細皐くしやいうぐうしや．ならびにふじん

じゆざょが．ぷけいひつし男ざよと苔苧仁つぎおのｊく

入御．供奉融警鯉︑出御の時の如し︒次に各退下︒
め

営日︑文武官︑有爵者︑優遇者︑並夫人にして︑
召されざる者には︑鍔垂︿の脆篠心に郷て︑鍵鱗を職
たざ声やっぜんたまものはんゐ錨ぶぴ毛ぱしよとき
ふ︒但し饗餓を賜ふべき者の範圃︑及其の場所は︑時
に臨み之を定む︒

次に天皇皇后入御︒供奉︑出御の時の如し︒

三

もうい〒一んやフみせい池んちぶくさかう
︵注意︶天皇︑未成年なるどきは︑勅語の項を︑
大濃盛儀管見

四

急︶脚宮に親謁の儀

大篭盛儀管見四四
つぎおの．γＩ︑たいか

次に各退下︒

たうじつ派・包じとんぐうしゆつぎ采つぎ

一﹂んわう豹たが誉討雷一もんぞ捗妙

重︶大饗夜宴の俵︾蓮く：ぃ誇歳だ
⁝潅⁝
⁝
え
即位
及大
嘗ぅ
祭後尚
祁宮
に〃
親謁蓄
の儀

繕いごげじぶ・幸し牙﹄坪もやら一くわんＩ爺いだいじんぜん力うざょぜん

ゐ娘いや象だいい砦一さいごたい霊やジやえんぎ
即之く位
職及大賞祭後大饗樋宴の儀富Ⅱ何時︑頓宮出御・次に天皇︑板垣御門外に
藤︑−︐︲︲ぷん爪かうぐ卵人ヤブしゃくしやいうぐうしやな︑ｂぴ連︑●手じんお髪Ｊ

ちやらじ準やうぷくわ人ゴーよどごう

くゃつたいししんわうわうない

時刻︑文武高官︑有欝着︑優遇者︑蚊夫人︑及於て︑御下乗．式部長官︑宮内大隠︑前行し︑御前
じ嘩嘩っけんじぼうざぶごじ隠苔お〃ぞわんがいぼうぢお〃ん
叩わいこぐか弓きい〃︑や企穴らぴに・手じ・少少でうりきう方いてうし・殺し鋲ざん︲︾・ふ
外国交際官︑並夫人︑二催離宮内報集所に参集す︑侍従︑創璽を奉じ︑御後侍従︑御菅蓋を奉持し︑御
つなばおんしやくぱ函︶﹄｜トう〆し巴紳・︾ちゃ・っじじからじ隙冨ぷく獅人
たざふくさう非﹄︐八をご一一﹂うけんぎおな一﹃省たいれいしかう
但し服装︑践肺後︑朝見の磯に同じ．次に大磯使高綱を張り︑御鋳篭を泰ず︒侍従長︑侍礎．侍従武官

つぎてんわう﹃﹄ぜいこう②あうごうごちゆ・一奴いふく︐しゆ︵・ざ﹄１︾がこぷだいじんたい肥いしちゃ？わん戸．ずいγあんたんた︾Ｅ心駒うぷ〃︑や人

とうくわんぜんだうし波ゐん弦いＩんざんしんぼんあつ
等
官前導︑諸員正潅に参進︑本位に就く﹄長︑︲侍従武官︑御後に候し︑皇太子︑親王︑王︑内

ちゃ．じじ卸っぷ４わん非侭可きう辛︼い︑・ず︒︲いかてんわうぐぷあん・ず︑

次に天皇︵御正装︾皇后︵御中職服︶出御︒式部大臣︑大澱使長官︑供奉すｃ︵衣冠軍︑但し侍従武官

少和子そわんくない声いじんぜふかう乙那一訳嵩圭晶ら〆し吟平らじ蝋ぢぷくわん

﹄﹄狼わうたいれいし一弟・ラ．今ふん入︑ぷ

・もオ雲

鋸に舞症瞳撚歴藤蹄堆に癖て︑御舜乗︒桑歴嘩

農官︑宮内大臣︑前行し︑侍従長︑侍従︑侍従武官長︑侍従武官は︑正装正服︑以下天皇供奉員の服
みなぼんぎおな
きうつゃくつぶんもう穏星一
手皐亭︒じげ・可若ぷく 丞一 ・迦函さうぐ・﹃たいふにＪくわんざぶご要・フ
催︑侍従武官︑巣后宮大夫︑女官︑御後に候し︑皇装に付き︑別に分注を施さやるものば︑皆本儀に同
たいし︐ふうたいしひしんわうしんわうひないしん呼可．ゆうわうご
太子皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑王妃︑じ︶
女王︑大潅使長官︑供奉す⑳

腫酔ずあんおん即い︸算弐にこ丘︑筈卓︲寺﹃・一こう・らうたいし︑一一

韮に鉾蕊︽蔀溌鍛︑燕燕蕊二厩︶を謡すｑ韮に賜懇︒芯尭．献搾し︑錐諏謹︑縦鐸謡を癖捧し︑概継を
二．かんそうがく︵．．ざ一﹂んわう◆心異一う肥心ご上ぐぷし賀ざよ

しん・やうひ一いいしん・わうマフ季によやうたいれいしＤ・あんぐ〆か

此の間奏楽︒次に天皇皇后︑入御︒供奉︑出御︐９︑女官︑御槍扇営を奉じ罵御後に候す︒皇太子妃︑

︵男子は衣冠軍︑女子は織袴︑以下皇后供奉員の服装

と匙ごＬ︐︑つぎ右・ ７Ｊ１１たいか
り時
の如し︒次に各退下親王妃︑内親王︑王だ妃
︑女王︑大潅使次官︑供奉す．
んしい〃あんた︐八一句よしけいこいか〃心罵﹂うぐ狐・︾ゐ・鐸・ず︑さう

其二脚宮紳武天皇山陵並︒二
つぶ⁝這這⁝人ぎぉ電
に付き︑別に分注を施さやるものば︑皆本儀に同じ︶

前一帝四代の山陵に親つぎ電と⁝
；垣
領御舞
て於
ゐて噂
言后穂
さ︑
次雪
にご
外玉
門い
外に
︑ら
天二
皇皇
に腫
聯診
大麻

路や〃た﹂ほたて哉・つ︾しんぐう虹ざ唯つし﹃ざう・︾いた宝が芯奇﹂もんない

謁の俵御醗を奉る蒜宮禰宜︑奉仕︶．次に内玉垣御門内に

おいてんわうくや暑﹂うおんてうづ差泉腰︒じいりっならびにに平ふん

於て︑天皇皇后に御手水を供す︵侍従蚊女官︑
ほうしことき這いしゆ汚いせうぐうじせいでふおん﹄悪免一びら

おん丘メか︑喜挿ぶらしんへいもつでん燕いあんじ牟量粍うあん

奉仕︶︒此の時︑祭主︑大小宮司︑正殿の御扉を開き︑
おんかけはしＵ丈こう

御幌を塞げ︑御供進の幣物を︑殿内の案上に奉安し︑
つぎてんわうみづがざどもんないしんぎよ︲墓．こ﹂〃溜型やつい・︑やへたん

御階の下に候す︒

ひにげれうぱいれい

︵裂菩一﹂んわう︐ふ二・一・フとんか︲うくわんぎよぐぷ手妬つぎよとき

妃︑女王職拝濃︒

次に天皇皇后︑頓宮に還御︒供奉出御の時の

へ一Ｌ﹂司鉦等Ｌ忠ゐんはいれい勺ざ診一や︐Ｉ§たいか

もういてんわうきよう臆あぶ﹄いでん狗んかけにし

如︐Ｉ次に諸員拝潅︑次に各退下︒

と浜あんぽうはうおば池かぎよざ亀くぎ鋲とき

︵注意︶天皇︑識縦に在るときは︑正殿御階の
した

下まで︑女官奉抱し︑大床の御座に著御の時は︑

ず︑さう浄や空と君やらかうゴーおけんＬよ幸︑一・ずじやつ

じじＰつけんじぼうじじゆ令室や︒じじゆっじじやっ系くわ条皐一つ

次に天皇︑頓宮出御︒式部長官︑宮内大臣前行

つぎ一﹂んわうとんぐうし当ざｒ一じぎ系為・署麗くたいだいじんぜんかう

に掌典長︑祝詞を奏す︒

しやら一てんちゃ︒の一りとそう

の時の如し︒次に祁鱗幣物を供す︒此の間︑奏楽︒次

１茅﹄雪と︐つぎしんせんへいもつ南よ﹄︒こかん詮うぃくつざ

床︒但し服装︑京都に行幸の磯に於ける︑賢所著床

し賀一た評

代山陵に親謁の儀
たうじつきうたんウよ今っし好さう︲娘くじこくたいれいしかうとうぐわ生息？︑
営日早旦︑陵所を装飾す．時刻︑大職使高等官著

だいさんリボラしんえつ誓

即位澱及大嘗祭後紳武天皇山陵並前帝四

乏くゐれい苓諌だいいやっさいごじんむてんわうさんリギっならびにぜんてい

三︶肺武天皇山陵並前一帝四
代の山陵に親謁の儀

下の二儀︑之に倣ふ︐

かぎこれたら

皇太后︵皇太后なきときは︑内親王︑叉は親王妃︶奉

︐ふ電つたいこう︐心・毎︾たいこうないしんわうまたしんマフひほう

次に天皇︑瑞垣御門内に進御︒掌典長︵衣冠軍︶

睡︑捧読職︑舞赫屍の繊鵬は︑謹屋に砿じ・沙

ぜんかうごぜんじしいづけんじほうざよどじじゆっおんくわんがい

前行し︑御前侍従︑剣璽を奉じ︑御後侍従︑御菅蓋
ほうぢおんつなばおんしぞぱこぼうじ騰曇塁や．ぎよ
を捧持し︑御綱を張り︑御坊笛を泰ず・侍従長︑御

さこうぐぶゐんちゅうく雪一たいししんわうわうみづがをご

もんいわいこうそたしよゐんう・ちた匙がきどもんびわいこう

後に候す︒供奉員中︑皇太子︑親王︑王は︑瑞垣御
門外に候し︑其の他の諸員は︑内玉垣御門外に候す︒
つぎくや三●﹂うみづがきどもんないしんざ謀しやってんふくさうしやってん
次に皇后︑瑞垣御門内に進御．掌典︵服装雨掌典
斗垂やつおなぜんかうしき系くわんおんくわんがい厩うぢおんつな

長に同じ︶前行し︑式部官︑御菅蓋を捧持し︑御綱を

疏きどもんぐわいこ一フをたしよゐんうちた孝が苫どもんびわいこう

はによあんおんひ季曾ばこほう笹柔さこうぐぷゐん
張り︑女官︑御櫓扇営を奉じ︑御後に候す︒供奉員
ちゆ今・心・つたいしひしんわうひ欺いしんわうわうひに紅わうみ弓
中皇太子妃︑親王妃︑内親王︑王妃︑女王は︑瑞
垣御門外に候し︑其の他の諸員は内玉垣御門外に候

す．
つぎてんわうせいでんおんかけはしし殆きぎよおほ山かぎよざやγ︑

ごうせいでんおんかけばししよらぎよおほゆかぎよざ角や﹄ぎぶ

次に天皇・正殿の御階を昇御︑大床の御座に著
誓よじ患一つけんじぼうおんかけ低ししたこうつぎくわっ
御︑侍従︑剣璽を奉じ︑御階の下に候す︒次に農

・つぎてんわうごはいれいつぎく雪ごうごはいれいつぎ

后︑正殿の御階を昇御︑大床の御座に著御．

四五

・・必・つたいししんわうわうたいだい

し︑侍従創璽を奉じ︑侍従長︑侍従︑侍従武官長︑

じ魚苫ぷくわんざよどこう

次に天皇︑御拝濃︑次に皇后︑御拝漉︒次に

時従武官︑御後に候し︑皇太子︑親王︑王︑内大

︒︑やったいしｆ応らたいしひしんわうしんわうひないしんわうわうわう

皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑王

犬謄盛儀管見

Ⅱ

大薩盛儀管見
こんたいれいしちゃつくわんぐぷ

臣︑大濃使長官︑供奉す︒
かぎく鞠ごうおんいつう茸ぬおん一一亀きお・だ労誌し輿ぎぶ・走言・馴一う

ひないしんわうわうひたいれいしちやらくわんぐ孫

次に皇后︵御五衣︑御小径︑御袴︶出御︒皇后
ぐうたいふぜんかうにＪくわ久苦よどこうくゎうたいしひしんわう
宮大夫前行し︑女官御後に候し︑皇太子妃︑親王
つぎてんわうごはいれいつぎ鳥らごうごはいれいつ一ざ

妃︑内親王︑王妃︑大瀧使長官供奉す︒

次に天皇︑御奔瀞︒次に皇后︑御拝職︒次に
少らうたいしくやったいしひしんわうしんわうひないしんわうわうわう

ひに張わうはいれい

皇太子︑皇太子妃︑親王︑親王妃︑内親王︑王︑王

つぎてんわうく雪さうとんぐうと男苦よや応し曙ざよとき

妃．女王︑秤濃︒

ごとつぎしよゐんはいれいつぎへいもつしんせんてつこ

次に天皇皇后︑頓宮に還御︒供奉︑出御の時
かんそうがくつぎおの︐１１たいか

の如し︒次に諸員︑拝濃・次に幣物︑紳餓を撤す︒此

の間奏楽︑次に各退下︒

東京に還幸の儀
尭諏に権華の錘に職ず．

こう浄やらくわんかうぎ

二︶東京に還幸の俵

其一還幸富時の御儀

の諸儀

二東京に還幸瞳這幸以後

姥あ鰐

三言賢所蝋明殿に還御の俵

げんしよう〃︽めいでんくわんぎよざ

賢所淵明殿に還御の儀

く︑んかうごくわられいでんしんでんしんえつざ

還幸後皇霊殿肺殿に親謁の俵

たうじつきうたんすてんさうしょくじこくたいれいしかう︲とう

ず︑く隼人けいしよゐんしき黙

鎚︑癖擁を鐸すｂ姥の職︑祁蕊識を華す︒韮に轄舞

韮に砿歴を識く︒雌の職い識蕊溌を華す．韮に減

︵楽部職員は︑布衣軍︾

浄く系レギ︑ゐ人ぽいたん

職掌典部職員を除く︶中︑男子亦同じ・女子は通常服

．基くしや星﹂んネレよくゐんの↑ぞ一品一コだんしまた蕊なぢよしつうじぞ一暴く

床︒但し服装︑大鰐服︑正装︑正服︑関係諸員︵式部

︐晃らたず︑ふくさうたい恥い︑ふく計．一いさう吋一い︑

営日早旦︑御殿を装飾す︒時刻︑大澱使高等官著

あん凸やく

三︶皇露榊殿に親謁の儀

所御榊薬の式に依る．

しよおかぐ︑ｂしきＪ

其の俵︑皇室祭肥令附式中︑賢所御柳薬の式の如
たが？ら・つたいし〃らＰつたいしひくやん哲治．うのぞ
し︺但し皇太子︑皇太子妃に閲する儀注を除き︑
し雪ざ永争しょく︐島．鼻﹂ん系がくぷし群ぞゐん︑す︑さうたぃ肌恥い１﹄かうとう・あ．︽
式部職︑掌典部︑薬部職員の服装︑大職使高等官の
李皐くしやっお躯が乏人わう〃おうご・ソぐ涼ゐん芝くゐれいごじつけん
著床︑及天皇皇后の供奉員は︑即位澱後一日︑賢

乏ぎくやつし勺きいしれいふしきちゅうけんＬよおかゃ︑︲ゾしきご︲織一

東京還幸後賢所御紳薬の儀

とう吾やら父わんかうごけんしよ芥かぐちざ

孟︶賢所御脚築の儀

其二還幸以後の御儀

其の儀珍賢所春興殿に渡御の式の如し．

乏ぎけんしよしゆんこうでんとぎよしき一．﹂と

四
六

ちやつの胴ソＬ﹂や〆きう

つぎてんわうしゆつぎよしキ﹂票室やらあん．．く
くなな踊い だ い 〃 ん ぜ ん か う じ

長︑祇詞を奏す︒

次に天皇出御︒式部長官︑宮呂
内内大臣︑前行し︑侍

年漂うぎよけんほう画じい署や．じ心．？壷Ｕりじいら悪くわんちゃ会じじやっ

らうたいししんわ
﹀︑
ん﹁わ う わ う な い だ い じ ん た い

徒︑御剣を奉じ．侍従長︑侍従︑
・侍
侍従武官長︑侍従
ぷ・あんぎよどこう

れいしちやらくわんずぶ

武官圃御後に候し耐皇太子︑親税
干王︑王︑内大臣︑大
つぎ辻学毘﹂うぎよ漠ず︑職んしよきじ
きつ
じ蒔
つほうこくぎおな

鵬使 長 官 ︑ 供 奉 す ︒

たいしひしんわうひないしん叩う．わ・●う
に旗
ｒわ う ・ た い れ い し じ く 韮 人
うひ
ひと

く才も

次に皇后︵御服︑晋一所にに
期期
日日
幸奉告の儀に同じ︶
し ゆ つ ぎ よ 〃 ら 皇 ﹂ う ぐ う た い ︑ ふ ぜ ん か う に よに
鱈ふ
一ぎよさこう
よん
鱈ざ
ふしん
出御 ︒ 皇 后 宮 大 夫 ︑ 前 行 し ︑ 女
御御後に候し︒巣
女官
官︑︑
ぐぷ

じぃ巌らぎよげんほう

太子妃︑親王妃︑内親王︑王エ
妃蝿︑
︑女
女王︑大磯使次官︑
つき一″﹄んわうないぢんざよざ↑扇・覚ざよ

供奉す︒

てんわうごぱいれいつき◆︑やこ．﹂う．ごごはいれいつぎ︺〃︑やつ

次に天皇︑内陣の御座に著御︑ 侍従︑御剣を奉
︑
・ずのここうつぎ◆ら・皇﹂うたいぢん
ぎよきちやくざ︶よつぎ
じ︑ 賛 子 に 候 す 亥 ︒ 次 に 皇 后 蔀 内 陣 の
の御座に著御．次
庭い
いし
心心
うた
庭
し〃〃
うい
たいしひしんわうしんわうひない

に天皇︑御拝澱︒次に皇后︑御
御拝澱︒次に皇
によわうは
ぱいれい

たいれいせいきくわん巷はふくわんせんせつめい

大濃の盛儀に閲して︑極めて不完全なる説明

大鰐盛儀管見

次§

ないしんわうわうわうひ
太子
子皇
皇太
太子妃︑親王︑親王妃︑内
内親王︑王︑王妃︑

こかんかぐちう芦をう

女
女王
王︑
︑奔
奔職
職．
つ
ぎてて
ん
つぎ
んわ
う．︑わ三﹂う．じゆぎよぐげ
しし
ゆゆ
つき
ぐ小ふ
つよ
ぎよとき画と
皇 后 入 御 ︒ 供奉出御の時の如し︒
しよゐんはい

次に天

⑨

つ ぎ へ い もも
つつしんせんてつ

に諸 員 ︑ 秤

職iﾐ皇

次に幣物
物︑祁霞を撤す︒ 此の間︑祁楽歌を奏す︒
︐答一おんとびら と こ か ん
次に 御 扉 を
を閉づ︒此の間︑ 跡蕊溌を奏す︒韮に雷懇
以い下か次§
上誉
、

ほざこ

一︲一エ一つ

かくしゆえフこいもくわた

たいれいきりつ為．らやせまきた

たせうかいせつ

じむおのづげ老ばうたうしエ

を試みたり．各主要なる細目に亙りて許ん毒少麺解読を
みていじつえ
施さんとの藻定を賃にし得ざりしは︑噺塊の至なり・

いた

大瀧の期日︑漸く迫勤氷うて︑事務自から劇忙．常初
ふくあん永倉上
うち
の腹案を完うするの運なきに至りしを減む．

四七

三口

１．﹃ｌｉＩＩｉＩｌｌ︲１１︽雪翫職

四八

しきん考宗せつぴまたこれえうしきん妾一なみんぱふよ

る資産及設備叉は之に要する資金を術へ︑民法に擦り

にももん不しやら︲︑わばんけういくてうさくわいけつぎさらだい津く一こつげふすべがく

口新大畢令案ざぃ臆絢ばふじん・
︐
財捌っ
法人
をっ
設立﹂したる謡は︑雌て舞顎ど識韮するこ

ろうちぶ

芦丞

どうくわいけつぎひつせん苦

なし
せかり
るに跨践するを得ざるくし︒これ同曾決潅の必然の錦
これせつりつくわんりつこうりつ淳暴しりつにんようすつ︲しかこれじつしいたす︑琴

年の高等女畢校を卒業したる者叉は文部大臣に於て之士を解読となさんとせり︒
どうとうい哩却らがくりよくいうしていいじゃ吟．しんだいがくれい葱ん球いえうす．できくもあんかけつ
と同等以上の畢力を有するものと指定したるもの﹄は＠以上は新大畢令案の概要なるが︑既に菊池案を可決
これ瞳Ｐ卒がくことえだいがくしうげふいんげんか弧んいじゃ三けういくてうさく韻どのたうぜんけつくわぼんあんかけつ
之に入単する事を得︑大挙の修業年限を四箇年以上としたる教育調査曾は爾其営然の結果たる本案を可決す

・平んかうとうぢ工がくかう歩うげふもの宝だもん態だいじんおいこ︑恥せしょうがう

きり〃︑一﹂一一︒﹄

き須要の人材を養成し及挙術の認奥を攻究するを以て雷の審査を経て博士 燕雑溌鍛く緊密得妥畢輪生功識
しか多一のにふがくしかく廼疾ぴしうげ︑与抵んげん
目的とすること﹄と．而して其入畢資格及修業年限は︑ゐる者に封しては︑大畢教授金画の決議を護て博士の穂
けういくてうさ︒︑わいけつぎ．﹀張ちゅうがくかうもしじうげふいんげんか卸うさづう農会らい鋲くゐばか
教育調査曾の決議に従ひ︑﹃中畢佼若くは修業年限五箇髄を授くるを得﹂となせり︒かくて従来畢位たりし博

すうえうじんざいやうせい魂よびがくじゆつおんおうこうきうくわい・しんさへはかせし﹄︷参がう一二づ

◎華月二汁﹄い畑極い泣部潜軸︑過般の教育調査曾の決議とを得となせり︒更に大事を卒業せるものには 凡て畢
に韮き︑新大畢令案を編成して︑之を教育調査曾員に士の蒋読を授け︑叉大事には研究科を置くべく︑該科
はんぷがいあんおいだいがくもくてきぎていい嘘かれんいしゃらざいがくけん暫うせいせ矛﹄℃いし顕つせいきう
頒布したり︒該案に於て︑大事の目的を規定して日く︑に﹃二一箇年以上在単し︑研究の成績を提出して請求を
定いがくかうとうがくし言．詔ぷぴびんかく乏なしやくわいしだうしやなものまたろん黍んていいゆつせいきうなものたいけうじゆ
﹃大畢は高等の事識及品格を傭へ吐命画の指導者たるべ潟す者叉は論文を提出して請求を潟す篭誹翻馳浄書識鍛

警よげつ

時

⑥而して融之を設立するに官立︑公立並に私立を認容結なればなり︒然れども之が責施に至りては︑紗から
いやしく毛のがくかうみぢたしうにふしやらこんなん宝たきいちいくわんしｂつだいがくこのしんがくれい
し︑荷も﹃其畢校を維持するに足るべき牧入を生ずざる困難あるべく・又在来の官私立大望を︑此新皐令

I

時

ｈｒとこわく

い︐︑たなんくわん

．ざら

またげんざいてい・﹂くだいがく空壷よびかうと︑ラがくかついかちゅうがく

の下に劉一ならしむるにも幾多の難開あるべし︒更に

しや？匂い渡いなんだい

︑少

叉︑現在の帝幽大畢及高等畢校を如何にするか︑中畢
じゃつらい哉込さ︑Ｌつか︿
は従来の侭にて↑差支なきか︒畦そ懸等の餓睡は︑ ほ
悠来の大難題たらずんばあらず︒
しか
おょこｂとかいかくだんかういくたこんなん
③然れども凡そ事の改革を働行すぁには︑幾多の困難
たうぜんこと
守りげんざいが〃〜せい
を件ふべきは欝然の事なり︑若し現在の畢制にして︑

けってんおほしんかいかくえういづひこ如

かいかく満一・んかうなりおくだぷん→単・つじだいおい

峡鮎多く︑真に改革を要すとせぱ︑何れの日にか之が

けういくてうさくわいかいせつ

ぎぷんレやつへつひたかだぷん

改革を断行せざるべからざる也︒奥田文相時代に於て
しやらいた

しんだいがくれいあんへんせいいたまです．︑ラいんあひ超

教育調査倉は開設せらい︑一．木文相を経︑遂に高田文

身︺がくせい

もんだいご・とこぐ爪んけうくややしん方﹄苫うへし〃鍔杢

相に至りて︑新大畢令案の編成に至る迄︑数年の間︑
がくせいもんだいいくたろんざ勺．ひやしわ︑〆あいひひやらへ
翠制問題は︑幾多の諭砿を澱し︑耐愈の批評を経たり．

為・隼走

糎ちはや

に．もり

夫肌畢制問題は＄事一画の文激に開す︒槙重の上に槙
ちぶらしんざうへしんぎかさろん逃
重に︑審瀧の上に審議を重いべきや論を侯たず．織り
いくど・いたざらろんざつひやじんぜんくわらじついく
と雛も︑徒に論議を費すのみにして︑荏蒋職日︑幾
たいんしよ︵
もつの︑フＤ
げん
多の年所を経るのみを以て能事とすへきにあらず．現
ざいがく卯︶い為らたで菅う迎謹寸詮やか幸捲
在の畢制にして改むくくんぱ︑出来得る限り連に改
なりしか今︷たしんだいがく恥いしん〃︑や〃ぜんゐ計︾たうたつ

めざるべからず︒改むること一冊早ければ一日の利あ
もげんざいすうほすシ

いば他．而して叉︑新大畢令が︑真に完全の域に到達

だいがく地いあんげんざいがくせいひすうぼ

すンえ

あらひら
〃略︑ひら
がんぜん歩長
きに非ず︒開くべき道は開かざるべからず・眼前に横
︶やらがい涯人こ・
これ極いぢよ
えうしん
はる障害は︑働乎として之を排除すべきなり︒要は新

大畢令案が︑現在の畢制に比して数歩にても進め得た
もの
いなもんだい●

る者なりや否やの問題な︐り︒
可﹂じんだいたいおいしんだいがく恥いあんざんいへうぼつ

ども江

しや︑ど

が．初たげ鱈いがくけういくう

しょうざとぎ

ナく移

その

しよ今

しや亀ど

⑨吾人は大磯に於て︑新大畢令案に賛意を表せんと欲
じだいたいせい
甑たじせいしんうん
するものなり︒これ時代の大勢にして︑叉時勢の進運
いましよ会づがうもつがくしきじんかく
に伴へるものなればなり︒今や購読を以て単識人格の
じだいさ
尺度とすぺき時代は去らんとすて少くともか勢る尺度
しやらへいがいぢよきよ
じだいい
才趣は〆しつりよく
より生ずる弊害を除去すべき時代に入れり︒即ち責力
じんかくもつへうじゅん
じ汚いきた
と人格とを以て標準とすべき時代は来れりかくて解

このだんおいしんだいがくれいあんじだいたいせい商やくかう．

雛は︑只大蕊の教育を受けたりとの護左に止まり︑其
がくし考じんかくＵむつおいしようめい
じだいきた
準識人絡は事責に於て談明せらるべき時代は来れり︒

さらまたいやＰ︐っいがくせいぜいくわつねんげんながすじつ

此鮎に於て新大畢令案は︑時代の大勢に逆行せざるも
﹄・でフため

がくもんしうとく

〃いやどのたうしつ

のなり︒更に叉︑従来畢生生活の年限長きに過ぎ︑責

しょうがう寺お金どうしゆぎれんげ為たんしゆくしゆきて入み

等﹄

︑︽・胴ソ

用の鴬になす皐間を修得するに於て︑其常を失したみ
こと
︲と
じじ
じつ
こ
じ
つこ︑調いれんげんたんしゆくめんめも
ててき
んく
もく
き
事は事賞
賞な
なり
り是に於てか年限短縮を一一
面面の
の目
目的
的と
とせ
せる
しんだいがくれいあん
じせいしんうんと包江
新 大 挙 令 案 は ︑時勢の進運に伴へるも の と い ふ べ き 也 ︒

燕織の卒等莱義︑年限の短縮主義︑この二鮎より見て
しんだいがくいいざんい︵うなり
吾人は︑新大畢令に賛意を表せんとするもの也︒これ

四九

かうとうけういくふきふおいたしかごくりみん難くぞうしん

せるものならずとするも︑若し現在に数歩を進めたる

高等教育の普及に於て︑確に圃利民禰を増進するもの

これじつしｃやらたせうこんなんち一うち朕

一﹄二外

含今羽

F
I

ものなりとせば︑之が賞施上︑多少の困難に騰踏すべ
時

ら恥いがく品ぜい可う

ぃに知︽おいがく出んけんゐ芝ん・舌ら

峰寧に砿涯稗を鐸きて︑二韓嚇鋸の礎︑鱗やの潅癖迄

雌雷五○
今亀．︑ず

ょ
もま弘︒
今︐︲ｉｌ
︐・声﹂銀・﹀ん店臆かざんいへうがたじ

どじ人あまでばか必．一がくゐもつ叫呼︑もん

圃撫れども吾人の俄に賛意を表し難きは︑従来畢位た請求すとせぱ︑事責に於て︑畢問の権威を損ずるの嫌
はカサ一しょうがうぽいがくけん二割●一うくわかねんざいがくけん

きうせいせ哲ていしいつこれせい軒．ううたでうけんもとげんゐ急す︐ｆ︑ばつヤ﹃

．せつぱ・うや

︐りし博士を蒋競として︑大畢研究科に三箇年在単し稲研ひあり︒吾人は飽く迄博土ど畢位として︑以て挙問の

がくもんためがくもん

いへと

しかがくもんけんゐ．てんおいごじんしんだいがくれいあんじんだいぎもんいう︑︑

か悪ら

究の成績を提出して之を請求し得︵他の二牒件は素よ権威を益々護揚せしめんことを切望して止まざるもの
こ．と﹃﹂じんすでろんお﹃﹂０仁なり￥くせい心せいかんがじぅんとも港
り可し︶となせる事ばり︒吾人の既に論じ置きたる如也︒挙制は時勢に鑑み︑時運に伴はざるべからずと錐
そのｂうへい一葉ま・だんしきしやと吉憲この
がくもんひとじつようためがくもん
く︑単間ば燭︐り賞用の烏の事間むみにあらず．必ずやも︑其流弊に誤らる動は蔵じて識者の取らざる所︑此

しん湾いがくれいあんふだい好くか沌島けんきうくわおえう

卜か

畢問の篤の単問なかるくからず︒而して畢間の権威は一軸諏於江噛︑語私糊状畢冷案に謹訟物錘澗溌輯す嘩隠
跡くもんためが〃︑もんひ．とぶつほぢ
畢問の篤の畢問をなす人に依て保持せられざるべから⑨︶其他︑女子の大畢激育に就て︑叉大事修業年限を漠
ついまたもん系だいじんかんと．︑てい
しかばかぜこのがくもんた妙がくもんひとじゆ工ぜん︑ふいじやら
ず︒而して﹃博士﹄は此畢問の為の畢問をなす人に授興然四ヶ年以上となせるに就て︑叉文部大臣の儲督の程
い甑⁝↓ばら︐︑じぶじゃ全いけん
じ印っぜんとほがくあどとうついぎもんた再
これし朱令がう
せらムベく︑之を稗読とせずして︑従前の通り畢位とす度等に就て疑問多々あれども．今は暫時如上の意見を
かいもんとぎよた〆しつ牙﹄しやらろんほつ
るを可とすべし端艇に浮雌の詐竪を蹴鵬せしめば︑開陳するに止め︑憐は他日を期して詳論せんと欲す︒

これにふがくゆろひたすらがくもんうんあ︑﹄ノきば

ないねんたんかいりやらくわんく人れいおよびりやらし生年らじ〃あんしじ

新大皐令案に依る大隼に必ざしも研究科を置くの要な
口青年闇改良に開する訓令
ごんにちかう︒とうがくかうだ駒がくへんかいげ．んざいていこぐだいがく
し．今日の高等畢校を大単に蕊改し︑現在の帝圃大畢
こんくわいないむもん詣卒覗皐らだいじんめいぎもつちばうちやぞわん区つ
を芯瞬瞬として︑蓋跡輝肇華舞鑑に鍛撫諭職を徳ひて︑今同内務文部雨大臣の名義を以て︑地方長官に溌し

望う

麺︑男らいれんげん

いへど−︐く芯匙たたい失う

之に入畢を許し︑只管畢問の溌奥を究むるものたらしたる青年閲改良に閥する訓令︑及雨省次官の指示せる
だいがくゐんねんいじやらきい輝くけん考﹂うのちをのせいせ善一せいれんだんせつ・も一へうじ昨んついノろんをつらんおいあ一一・もりつゑん
め︑大畢院に三ヶ年以上在畢研究したる後︑其成績を青年湖設置の標準に就ては︑論説欄に於て︑足立栗園
がかん﹃くどうかいりやうぐんれいこうだうくわいし
ざし︑瓦籍らろ人
なりいかん
ていし つがくゐせいきう
提出し一ｔ畢位を請求せしむべき也︒如何となれば︑吾氏の詳論せらる塾あり︑就中同改良訓令と弘道倉の使
でう巴つど●ごＬ人いえごじん
じんいは命．るだいがｔゐんがくもんたがくもんものためめいせつろん
人の所謂大畢院は︑皐問の篇めの挙問をなす者の鴬に命を切論せられたる篠︑最も吾人の意を得たり︒吾人

設けらるべく︑元来年限あるべからずと錐も︑少くも叉他に言ふを要せじ︲︑鐘いいんだんゐん奮いかう糎ん細い意い

︑４ノリ老てい敦う
三ケ雫
と規定を設けんとするものなれば鋤．繕るを摩③畔琴に二一秘したきは︑青年劉員の最高年齢を二十歳

こと走のもくてきしうやうめんへん

さいかうれんれい

→︶んしんば︽一たつうへ

やんたいせいくわつじゆ知ひしゆがんゆゑひたす︑ｂしうやう

寺わんらい

としたる事と︐其目的が修養の一面に偏したることンて最高年齢とすべしといふもの︑一は心身護達の上よ
さいかうれんれい旨いことぎむけうい ︑
たけつこんじ斗﹄うへこれもつＬたう．ゆゑな︒ｐ
なり．最高年齢を二十歳としたる事は︑義務激育と︑ｊ︑他は結婚時期の上より之を以て至営とするが故也
竜きれい寸蛭畦ぐんたいせいくわつれんらくと
これもとう・しか妾﹄のだいしうわ．．うめんへん
適齢即ち軍隊生活との連絡を取り︑こ画に是等の統一⑨而して其第二の修養の一面に偏せりといふは︑元来
て誉をし砦きと
︷たに壱もけういくをＬはうせいれんだんもくてぎ営忌■しゆしうヤブ
的組織を企園したるものなるべし︒即ち義務教育を了地方青年圏の目的とする所は︑主として修養にあるは
せい胆んだんいてきれいいたぐんたいいぐんたいもちろん
さらせき摩よくてきめんもＩてぎ
へで︑青年槻に入り︑適齢に至りて軍隊に入り︑軍隊勿論なれども処更に積極的一面の目的なかるくからず︒
いざいぞうぐんじんだんいこ画︒りつじよれんさ
ふ↑ノぞくしふｒ鋤翁年かいせん善乃ぱうさんげふしんこうさらちや皇﹂んじち
を出でシ在郷軍人圏に入れば︑是に秩序ある連鎖によがの風俗習慣の改善︑地方産業の振興︑更に町村自治
とうて昔乏しきけいせい・う
こんとくしんごとちはうせい没んだんだいもくてきこと
りて︑統一的組織を形成し得べければなり︒かくて今の促進の如きこれ地方青年圏の一大目的とすべき事た
くわいかいＤや全ぐんたいせいくわつむゆ幻猷しゆがんもくて苫
しかたう窟よくさいかうれんれいさい
同の改良が︑軍隊生活の準備を主眼目的としたるやらずんばあらず︒然るに営局は︑最高年齢を二十歳と

おのづかめい雌くいこ詔はいかしかいへど

ぐんたいい

いかんだんたいい

た

しう・や．酌ノこ人矛︶せ肴睡ぶくて垂．﹄じげふこん芝言︿斗一づ

自ら明白と謂ふくし嬢是れ大に可なり・然りと錐も︑し︑軍隊生活の準備を主眼とするが故に︑只管修養の
せいれんが荘らぐんたいい
ヵぎ式たちはう非・﹄い趣ん源んめん︿んただいもく一Ｌをいつ
ごと
青年は必ずゞ軍隊に入るものとも限らず︒叉地方青年剛一面に偏し︑他の一大目的を逸せしめんとするが如き
もくてきためんもくてう
花のはたこれか
の目的は︑他に一面の目的なくんぱゐるべからず．其ゞは果して之を可なりとすべきや︒

ぎもん厭うちゃくと善﹄こん︑わいかいぜんいまもつしたうじげふほうきまたおはい十繋栽

軍隊に入らざるものは︑如何の閲階に入るべき︒他の⑨修養は根礎なり・積極的事業は︑この根礎の上に築か
め人もく一Ｌきなんぴとよこれすゐかう
これら
一面の目的は何人に依って之を遂行せらるべき︒此等るべきもの魅・抵礎を躍るシは錘れり・癖奴ども溝嬢継

じん
の疑問に逢着する時は︑今回の改善は未だ以て至常な事業を放棄する亦大に過れりといふくし．さいば吾ご人
なり

うやうもつせいれんたんだいもくてき
りと
ぃふべからざる也︲︲は︑修養を以て青年し圏
第一目的とすべしといふに郷て︑
ごりんもつみせいれんだんゐんさいかうれん雌い辛く怒
いる人いうなりざいをうれんれいさいじ

五一

■、

﹄え

⑨吾人を以て見れば︑青年閣員の最高年齢は︑少くも異論を有せざる也︑されど最高年齢を二十歳とし︑事
さいおほさいもつげんど
じつしやらひたすらぐんたい妙．｜いくわつじゐ釦ぴしただいもく一﹂昔はう言
二十五歳︑多くは三十歳を以て限度とすべし︒二十五賞上只管軍隊生活の準備に資し︑他の一大目的を放棄
さいに入げんしんしんはつたつだいきよくてん
か︒︐こんにも．
いただいざもんいう
厳は︑人間心身護達の第一極鮎なればなり︒且つ今川せしめんとするに至りては一大疑問を有せざるを得ざ
寺シは・フじつさいい
さいいじゃ会もつけつこんじき・なりたうぞぞＬやこのかんもんだいいかかいけつ
地方の賞際より言ふも︑二十五歳以上を以て結婚時期る也・嘗局者は︑此間の問題を如何に解決せんとする
したうごと才電に﹃﹂じんさい︲もつめいかくかいたふ︒つけた窪は
とするを至富とするが如し．即ち吾人の二十五歳を以や︒明確なる解答を承りたきものなり︒︵以上斐川︶

緋言

h

、
上

修養の初歩

修養の一初歩
△不思議なる現象︑

Ｐｔわ系つ

あひこと

△修養の必要
ひとレニミ系つ

ち一・之参いい・フ

三輪田高等女皐校長三輪田置佐子

︑二も毎

をマフ

ったならば︑我等は海を見ることは出来ず︑池を見銅︒

︒わ奴らうみ︾ができいけみ

ひもちきういんりよく

ひつ琶全らみ罰

尤も水は誉夜の慨別なく動いて居るけれども︑まき
み罰ちてんむか一貧誉
か水が地より天叱向や諏振泌詮とはありません︒これ
は必寛するに︑我が地球に引力なるものがあって︑水
ぞ引きつけるからであります若し地球に引力がなか

もつどみ参つ︒・つうやく・へつうごゐ

△中心鮎を求めよ

も水に波のあるが如く︑心にも波
おここむお恰い
しうヤブえうそ

尋かみづなみごと早毛煮み

じ竺こ︑︑．Ｊ１︑ｑを一管︑昂ありき論うごや

めりますから︑時々刻々其の心の有様は動いて止まぬ

人は植物など動相異嘩りて︑智情意を有するもので

人は概ね︑目に見ゆるものには注意することが深い
かうなんき
めみ
けれども︑目に見えぬものには︑一向何とも気のつか

ものであります

ばなへいれんわる

か逆

かつきち柔らにんげんできどんめくりやらひつ

申さねばなりません︒

食を

其の理由を研究する人の少いのは︑︑不思議なる現象と

そりいうけんきうひと十く零ふしぎげんレやら

高尚なる︑且貴重なる人間○出来の善悪良否に就いて︑

かうしやら

のであります︒責に此等の花物を作るには︑一方なら
くふうえう
ぬ工夫を要するのであるに拘はらず︑花物よりも一層

じつこれら．︒ｉわ氷つつくひ０とかた

うか︑或は水の這り方が過ぎたであらうかと心配する

あゐひみづやかたすし人ぱい

忽ち其の理由を考へ︑或は肥料が足らなかったであら

たち匙をりいうかんが一毎ゐむひれうた

軒了〜

おほたとにはさみ

ぬことが多いやうであります．例へば︑庭に咲いて居

が起るものであり二今す﹄舷に於て︑修養を要し︑其の
漁みおさころゑんまんばつたつと
波を抑へ︑心の側浦なる護達を遂げねばなりません︒

ｆくうい

五

るダリヤとか菊とかの花が︑平年よ︲りも悪いときは︑

ひと誇患めみ

<
霊
ぞ
二
塾

符の如く︑近きものであります毛

でき十濫睦いん刀﹄卒くち寺﹄うおさいハふんらいルーいけんぽんじんあい言︾とぼたけ
ことも出来ますまい︒即ち引力は地球に於ける一︲切の元来聖賢と凡人は相去ることの遠きものでなく︑竹と
たけのこごとちか・

ものちゆらしんてん

物の中心鮎であります︒

ま
うしひとぜんみづひく言とい
孟子が人の善につくは︑水の低きにつくが如しと言

づ
く
はれたがみ
︑水
はひ
いつ
でも低きにつきます︒号れは弛耀△肇生修養上の注一意

つ↓かぎときあくつこ
ゐ

号ろうちちゆ合しんてんもとひつえう

せい﹄一げうしげんきな犀かたむき．おも

ｆ・〃

さようよ
しかひといつぜんまたしうやうじやらたいせつせいと．つれげうしくんかい
の作用に由るのでありませう︒併し人は何時でも善に叉修養上大切なることは︑生徒が常に教師の訓戒に
ぜ人おも言産しんはぴかんげん
附くに限りません︑時としては悪にも附きます︒是れして︑善と忠ひ︑真と信じ︑鵜た美と蚊じたる言は︑
ひと泡いもとぜんじゃだういやすかたむきもだもちざつきちやらしるこれ恋つと勢弥きんゴこんいじゃ全
人の性は固善なるも︑邪道にも入り易き傾向を有って直に雑記帳に記し︑之を貴ぶこと︑恰も金銀以上にせ
こもつしうやうわすにちじやらふだんみづかじんかく幸更ひまく
居るからでせう︒是れを以て修養を忘れず︑日常不断ぱ︑自ら人格の償が増して来るものでゐります︒然る

つれいうとくこんに．ら一急じんしんえうどうゐ︒おも

は虹ませんｃ是れ修養の故が見えぬ所以でありませう︒

託
淀
芙折
美托
そ粥・

に︑心の中の中心鮎を求むる必要があります毛に生従は教師の言を聞き流しにする傾向がないとは忠
こしうやうかうみやゑん
Ｉ△修養の方法
しうやうみ・あくつ

修養の道は別にむつかしくはありません︑常に有徳今側は未だ人心が揺動して居るやうに思はれます︑
しやしたしぜんいうえらとうあ；Ｉ︑ごほざかかんえう勉︽︽ザ争いねんさしうこ歌よむり
者に親み︑
善友を選ぶ等︐悪に遠ることが肝要であ．故に青年の韓掘佑顧 て︑迷ふの秘︑無理心溺りませ
これどうじ・てうせきせいけん．しよて
ります︒之と同時に︑朝夕聖賢の書を手にすることが︑ん︒されば唯人格の高きものが︑真の貴き所以なるを
注たひつえう・たとろんご︽●﹂ＤとしよふところふかしんＬうししう﹄︲う曹是
叉必要でゐります︒例へぱ︑論語の如き書を懐にし深く信じて︑終始修養を怠らぬやうにせねばなりませ

はなひとか趣らよしよあや式も
て放たざる人は︑必ずや世に虚して過はあるまひとん﹄
おもとくせいじん義兵おほえうげんはんく

恩ひます︒特に聖人の教は多きぞ要せず︑一言半句も︑

Ｅつかうた
一念嘘誉雇じこ恥
賞行せば足るのでゐり裳す︒即ち誠の一宇で蝋．︑之をＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩｉ
わみにくまだほねわ乎写かこ余こど

じんかくうへおい§詮をしぷんはず一

我が身の肉となし︑叉骨となし︑我自ら是れ誠でゐっ

五

たならば︑人格の上に於て︑申分はない筈であります︒

修養の初歩

両

東京高等女挙校長柵

五四

こ血ばんぴれ銅

F

りうかう

い

い隼︶もはん

にほん●まゐ

ゐしんぜんまで

いとどうじやら孝昏︸

しよつもうへんｊＩ１くわ？１１ゐ

かんが

こんていない

なるほ湾でん

せいしんしうやうおい

宮とゐじん鯨つこんにも

鰹ん

垣ん泡ん

じつげ畠てんほしごとおほねん

や・こじんしよもつひおおじかた

さほどえき・

△男女七歳異席の解鐸

おも

物は讃んでも︑左程の盆はあるまいと思ひます︒

もつよ

ることは出来ますまい・三年五年にして腰るやうな書

光明を輝かしっシある古人の書物と︑日を同うして語

でき垣ん泡んすたしよ

くや鼻やら趣

も績くものは︑賃に暁天の星の如く︑多くは二三年ぎ
し彼ひ
いくれんのち式でを
お仕舞でありませうＣさいば︑幾千年の後迄も︑其の

つげ

千年と績くでありませうか︑百年ど些一ろか︑五年十年

ねんつ雪︑

うでゐりますが︑其の世人に購讃せらるぅことが︑百年

券・一せじんこうどく

こうししやがキリスト

信機︑蒸汽︑飛行機は出来ましたが︑精紳の修養に於

い癌し

古へｊＩｉと云って︑古へを模範としたのでありますが︑

今日は︑之に反して︑何でも古へを排斥して︑陳腐ょ

こんにもこればんなんいにしはいせぎ角んぷ
しんきよう﹂

ｂここんひひが︺い

ぱばりをし︑新規を喜ぶことにな遮りました．でありま
みちとうざい

ひあつみづで︑

すが︑道に東西なく︑理に古今なく︑日は東より出で︑
つ今ざに！い

ぞう八一一少︑録︒上︶

月は西に入る︑火は熱く︑水は冷かに︑人は同情を喜
じこく
び︑惨酷を厭ひます︒耐赴世の癖は︑一時一刻として︑
御わいけい唯いじゃくゆ．湯

外形の静寂を許さず︑二六時中︑鍵々化々して居るの
であります︒

じといけいくわしたがしえふ

△古へと今日の一得一失
こんにちいにしひかく

今日を古へに比較するに︑時世の経過に従って枝葉
あだかふへつせかい
漣んもいちごるすむを
の繁茂は︑著しく進んで居ることは︑宛も別世界の

極ん

御承知の通り︑支那では︑古来︑古へを貴ぶと云ふ

しんきじよら昔ひかうきでき

幹の充賞は︑薄弱になったかに考へられます︒成程電

かんじゃっじつばくしやく

やうになって居︐りますが︑之に反比例して︑根抵︑内

を

子

古書の讃み方に就て

古書の讃み方に就

△古へぞ尚ぶと新を喜ぶと

絢

ｰ

＃
斥
1
1
両
】

ことが流行して︑それがⅡ本に参り︑つひ維新前迄は飼

こ同︑︾い喉︶たつと鞭

て

て︑孔子稗迦︑基督ソクラテスの如き偉人物が︑今日の
よあ
．狗乏こ恥らＣんぷつつほどひと
世に有りませうか恐らく此等の人物に次ぐ程の人も︑
かたかげみ
でき
おも§し淫がしよもっ
片影を見ることが出来まいと思ひます︒従って書物と
ざつしい
か雑誌とか云ふものも︑酢に錠十錘百と準瞬さる刀や

ごし￥つちとほしな

、、

わたくしど．Ｄじゃけうし柔もつ翰豆一この主

しかしんりふたよ

我〆訴Ｕ

私共は儒散の書物を最も好んで謹みますが︑文字
とほよ
こんに もじせいてき
通りに讃むと︑今日の時勢に適し戦いものもめるやう

たと

だんぢよさい

せきおな

であります︒併し真理に二つはめ６ませんから︑能く
芝しゃくよがんみいかいしゃ尾
岨噸し能く含味し︑活きた解騨をして行きたいもので

セフが．︲か一睡恥もじ好ほみ

あります︒例へぱ︑男女七歳にして︑席を同じうせず
でき

と︑﹃小畢﹄に書いてありますが︑之を文字通りに見る
こんにち

がくか︒﹃●・

たうじしな

迂毛刃

と︑今日では︑そんぱことは出来ばい畢綾でも︑小
が
くかう輔曹おたゐい
むだいし

畢綾は席を同じうして居るでは鞭いかと云はる愛が︑

それは︑時代を知らないからであり妻す．常時は支那

ばん乱うこんふうさいすけつこん

い

さいい噂やらさい

こも卜宮弥

うんぬんさい︑うんぬん記捲

︑けつこんねんれい

逼八くらゐ

ば一般に早婚の風があって︑十歳を過ぎると恥結婚す
せきおな
ると云ふことでゐりましだから︑抵戯位には︑席を同
じうせぬことが大切でありませう．鰐るに昨概の舗確
●さい

では︑十七八歳以上二十歳からが︑結婚年齢でありま
じじつこんに．ちせうがくかう

すから︑七歳にして云々を︑十二三歳にして云々と改
戒んぢよほ学ん狗な

と．りあつか

ちゅうとうけういくい噂やら

めたいのでゐ︑ります．事賞︑今日では︑小畢校では︑
ぢよがくかうちいら泳ぐかう贈言

せきこと

ゐ

男女殆ど同じゃうに取扱ひますが︑中等激育以上では
↓﹂

こしよかいしやくゆ

おも

女畢校中畢校と瀞して︐席を異にして居るではありま
せんか︒此のやぅにして古書を解稗して行きたいと思

活用は︑時し︲一場合とに依って鍵へたｒものでゐります︒

じつみち．れう・り力はこ恥かいしやく
ひます︒賞に道の料理は獲らぬものですが︑之が解樺
くわつようときばあひ族か

苗字杉

古書の讃み方に就て

△晶眉の引き倒は駄目

ち亭か寺−んらい乱す︐くｌぢよけんくわくちやら

どりぷく

り／﹄壬二つ

因に近来益々女権を膿張することに努力すると瀞し
やたぃ︐ひふじんひい署ひとだんしふ
て︑矢鱈に︑婦人を最貝する人がゐります︒男子の不
はふずこ
すぐしんせう法うだいふでろう︐疑り
法が少しでもあると︐直に針小棒大の筆を弄して︑頻
だんしこうザ奇ふじんどうじやらひとしか
に男子を攻繋心︑婦人に同情する人があります︒併し
わたくしもつこれみか刀ぱあひか厩らだん
私を以て之を観れば︑斯る場合にも︑必ずしも︑男
しわる
ふじんいますこいしつⅨしう
子の悪いのではない︑婦人にて今少し意志が狸く︑修
やう
おもぱあひふじ人けつ
養がめったらばと思はるシ場合があります︒婦人の峡
てん冷まし
いたづらだんしせかへつ
黙を誠めないで︑徒に男子を責めやうとすると︑却
だがひけいかい

ひいきひだふあぶはもと
をは
おも
て最員の引き倒し︑虻峰取らずに絡らうと思ひます︒

お互に警戒したいものであります︒

←！︲ＩＩＩｉ

五五

⑧曾員論壇︑はがき便募集

左の規定に依り募集す

一︑御大潅に開するもの

一︑行数は李時に同じ

一︑締切十月二十Ｈ

、

一

こんくりやつしいう

じつし︑うや・フか︒うじ隼らぱいしん

いづ

寸

宇ふ

じ湧謀つりＪ︑６毒の詮みきん年．ブ

まを

おこ毎

︐端命ついし

東京家政女畢校長
心たくⅡどらけいえい

i
n
j

、一言、

ブ
く

かせいがくかう老はじ

村

てぜ敦かん

もの族さんだほ

ロ﹄

︾汐

が広

か然鯵こん二一やく雪息いけうぐん

い

なにぶんもしきと候

ぢうきよひらや

ふぞ傷︑てすうかねえう

たせう・よぴひつえ︑フ

ぶぜいにやく堂亮

い妙

基礎土皇にして︑一部でも脆弱の所があったら︑如何

を鼻﹂どだい

にもならうと思ひます↓．殊に物事は基礎が第一である︑

にして麓末でめったなら︑必ず困却に焔ると云ふ敦訓
おも二入一ものごとを亀汚い

七まつ

参りませぬ聴多一少は鎌備が必要である︑券し垂︿の藻舞
敷ゐ

れは私共の一工事でゐります埼嘩物は諜算通︐りには

・わた︐︑Ｌど︲肺こうじ

ふ具合でｖ容易に工事も捗取らぬやうであトリますた二

ぐ・か︑学Ｊういこうじばめど

１１の障害が起って︑不測の手数と金とを要すると云

？皐今がいおこ

ばじよ厨沙−よさふもうい肱か
ますが︐初めは俳稗識算を注意して計︐りましたが︑さ
いぴわいぢばん言嘩し
力︑み︑
ゐ掛って見卑︽すと︑意外に地盤が柔かシっだ︐ａ︑いろ

Ｆふめ︑

の校舎がとても手狭を職じますので︑住居の李躍を
わやう逆つち．うたていの
けうしつ
和洋折衷の建物として︑教室などを殖きうとして居り

かうしや

りの校舎建築をしたのでゐりましたが︑何分知識は乏
し奪ん
ひ噂やらくしん
しく資本はなし︑非常に苦心しました︒けれども此の
芋んもいい改
編ひだい
で営一けうぐんえ
間に︑言ふことの出来ぬ教訓を得ました．近来は︑今

かうしや偏人ちく

私共の綴管しました家政翠校は︑其の初めは︑川
ばこきたわづ
むかふるたて画のも︐︲︐ざいから
向ふの古建物の木材を︑辛うじて遮ぴ米り︑僅かばか

』

耳目に濁る〜もの即ち教訓︲ｌ

耳目に鯛ろ※１．の鄭ら教訓

︑

△事友物々が己が鋪

強かい・芦いが︐︑沙う

にん郷こ露知だ．﹂しまをせい︸Ｌつ
こうし
孔子は﹃三人行へば必ず師ゐり﹄と申され︑西哲は︑

み

﹃世界は大祭核なり︑困苦は良師友なり﹄一と申された
み

ワジ寺フい

かＩじけうぐんびＬＬ︑手ｐ

さうでありますが︑賞に修養向上の精祁にさへ富んで
ひと
居たならば︑見るもめ聞くもの︑噛る動もの︑一つと
して各自の敦訓とならぬものはありますまい・人の振
いぢつひとい
みわふ り な ぽ
見て我が振直せとも云ひ︑賞に人の言ふこと︑行ふこ
わがみけうぐ人
とは︑注意すると︑何奴も吾身の教訓となります．
記が淫やごかじけいざい〃ていゑいせいえうＬ
肴屋の一語に家事経潜と家庭衛生の要を知ることもあ
く︒﹃やざつき翁卜ん夢もんけうぐんはっけん；
りますし︑屑屋の雑談に未聞の教訓を褒見すること力
わたくしひとなにさともういしゃ﹄︐
でぎ
出来ませう︒ですから︑私は︑人は何事にも注意周
たう

おもそ

到にして︑事々物タ笹己が身の参考とし︑僻来に資し
だいと思って居ります．

△校舎建築の活教訓

二
『
＆

五

常

グ

、

めいじんしゆわん儒﹂二できいくくるを
おも

ザ命寸冬

一一一ＩＦ夕

一︸

いじ ゃ 全

縁や的

寺地君フ

ばんかたじゆくち

△樺太の樹木の活教訓

今シ了

うる

かんしよせいうをめん

心ゑんＬ

ぶんえいやううあやひ毛もしつわる
に十二分の誉養を受けないとか︑或は其の地質の悪
︲おいひと
もの即ち教訓

せいもあるのではめ︐りますまいかこ２に於て︑人
︑

１１︺

耳目に鱈ろ

︑やうきいんひんせんうつゐぷくつい

まん窪．やらぐうため章いう妄桑﹄

ぶわ

乱︾をしうや画フ

諺．やうぐうりふうかやフじ年会乃

せたいにんじや負寺﹄ぴｊ

こからふたじゆもく

詔ぽいわたくしどもえぎ

こ恥じんせいあ

五七

一︑原稿は字僻鮮明に記されたし

一︑締切十月二十Ⅱ

一︑詩歌俳句共一人一首に限愚

る訓具咳は採録せず

しん

左の規定に依り募集す︑仙奉脱の意を含裂き

感御大典奉祝詩︑歌︑俳句募集

ｌ︲Ｉ︲︐噸︲Ⅲ剛倉蟹凧Ⅲ→・北仙膨や●鳶剛銚︲柵側皐︒意＃ｆ凡︲Ｉ︲ｌ︲

すも︵玲椛唯布瀧記﹀

めて考へると︑世態人情の機微に噛れやうかと信じま

かんが・

ると云ふ程のこともありませんが︑之を人生に常ては

いほど

と云ふ知識を得る丈でありますと︑大に私共を益す

いもし者︷フ．．｜Ｉ／

忠ひます︒こんなことも︑単に﹃樺太の樹は蝿末也﹄

のやうに︑寒暑の境遇の鴬に︑品質の低下を来きうと
お
もた入からふとを之まつなり

かんし采壱やっぐうためひん１つていかきた

を辿るでゐ︐りませうが︑さうでないと︑此の樺太の樹木

こい毎

人であったらば耐どんな境遇でも利用して︑向上の一路

ひと

云ふことはしたくないと思ひ茨す︒若し夫れ修養ある

おも

富楽の潟に心湧け︑或は貧苫の潟に心がひがみ弱ると

ふら・〜ため一一九とろ﹄壷為かひ人くため．二入．

たいせつ

は富貴淫せず︑貧賎移らず︑威武屈せずと云ふことは︑

いけう︒︑ん

名人の手腕も施すことが出来淀涌胤幾ら苦しくも基

大切でありますが︑寓一境遇の潟に左右されて︑或は

じんせいばんご画と宝んきとこんてい火．とやく舎弟

しつ

は確つかりせねばならぬと云ふ教訓にならうと思ひ

斗争︽

︐こ﹃フ

つｌｃ

脚︒

せ芽﹄
ｑ鎧才Ⅱ︑

Ｉ室写

けん

して水火に耐ふべき箸でありますが︑事賞の之
ば牢反にん
ゐいかずそかんく
して居ることは︑如何でありませう＆其の塞苫の

すゐくわたはずじじつ．これ

んと︑私は︑其の果して如何なる所以かを知りま
ふつうい
かんぷうきち之だ坪一
ん︒普通より云へぱ︑寒風に曝されっシ育った柵は

わたくしそはたいか

けば縮まり︑螺ほへぱ膨れて︑寒暑晴雨に︑其の面
たうていりつば暇／ちくた
を異にし︑到底立派なる建築に耐へるものでありま
一﹂０歩﹄

すに︑新・領土樺太は森林に乏しくない︑其の材木が
だいぶａゐを
からふｉ﹄ざいもくちよ
京にも︑大分参って居りますが︑樺太の材木は︑一
〆あいく犀蕗ぢやら承
これ陰しらと
外獅は丈夫さうでゐっても︑之を柱にし戸にすると︑

︐︶んＤやうどかＢふ︐としん・りんとぽそざいも．〜

以上のことは︑一般の方の熟知せらゐ〃ことであり
わたくしだいくこうじけいけん
．Ｕのき
すが︑私は大工など工事の経験のゐる者よｉり聞き

←寺争

ことが出来まいと思ひます︒

で譜おも

す．人世百般の事︑寓一基礎根概にして薄弱な所が
いふきいかんたんゆう之せいこうき
ったならば︑如何なる才幹膿勇も︑其の成功を期す

礎之曜

今

ザ

の

①

ま

せ せ 7 乾 寸 東

竺ヱニ

陣

た
潟め （

父の喪に遇びて

父の喪に遭びて

△父の喪に遭ふ

わたくしさ︵わつかくにもとちぁもお

あ．と

しん顕いいた

もつ掌けいあいおんとくたか

けい

藤信

五八

せんねんわ汁くししん噂やつた敢豚しせん恋いたの竺君

ゐ

︒︑やん

女子高等師範畢校の前身たるお茶の水の畢校へ奉職し
て︑雌職鐘鑑と犀じく郎擬に詫蛎を恥って居皇毒した開

ぢぷしかうとうし臆んがくかうぜんしんちやみイ砿くかうほうこ芝

一篭私の家は以前は相常に暮して居たのですが︑
﹄・ほかかさんう愚ふぽとしおを動に昌
俄に家産を失ひ︑父母も年老ひて居りますし︑兄は子
どもたくさん
わたくし謹ん心いづ
供が潔山ゐりますので︑私は女ながら︑何れかして
ふぽ孝やつだいやす
ぞんざいはひは強い室
父母兄弟を安んじたいと存じました︒幸母は︑今の

たいわたぐしうちいぜん青吾うたうくらゐ

東京高等女畢校激師雷

私は去る九月二日閲元なる父の喪に遭ひまして︑
いぜんかま険炉とも
やらやさくじつ讐香や動
漸く一昨日錦京しましたばかり︑以前お暇を頂き︑共
かえうなあづが
づゆ会くわんりや壷しんかんぴやら
に重患なる雨親の看病もすれば︑一家の要務にも興り︑
ち笠な

たず内〜わたくしみ

父の亡くなった後のことも︑いる７くＩ心配致しました
こうだうしじやらの
かんが閃︾乃﹈
ので輔﹃弘道﹄紙上に載せるやうば考へを等って居りま

係より︑先年私の身上を棚橋先生に頼みました所︑
たなぱしせんせいふかどう〃弟らたいぐうわる
棚橋先生には︑深く同情せらいて︑待遇は悪いけれど

堀ん︒なにぶんふぜう

△濁身生活の源因

して︑常に威泣する所であります︒

つねかんきふ髪弓

したのは︑全く棚橋先生を始め諸先輩のお蔭と存じま

誌重↑たなぱしせんせい徳じしぷせんぽいかげぞん

して︑後には︑優に父母を養ふ資を得ることの出来ま

のち

浅ゑやくたしぽいしき一きふ
いうふぽやし煙しうでき

二元かめいぢ

も辛抱なさいと︑直に東京高等女畢校に勤務を命ぜら

しん横う毎期ちとう孝扇︾つかう入﹂うぢ罪が？︲かうぎんむめい

れたのは︑恰も明治四十四年でありました︒何分不肯
さどうじやら§だ

も︑ ︲ し わ か か は 西 ぢ ゆ ？ れ ん あ
なに
き父に死に別れ且つ母の重患に遭ひましたのが何より
ふま浜下ばか
かな
がくかうがた？ろよ
哀しいのに︑畢校方では心好く︑お閑を頂いた許りか︑

だ

△私と棚橋先生

ふであら
ぞん
出せず︑筆にも表はせないと存じます︒

なに
とくてあつたまものいだ．
まして︑特に手厚き賜は︐物さへ頂いたのは︑何よ り
うれぞん
をおんこ画ろざ承てうはふくち
嬉しく存じます．其の御志しは︑不調法鞭る口にも

た鞍ぱしせんぞいぽしはじどうかた

のこと故︑お役には立ちませんが︑次第に昇給なども

最も敬愛する恩徳高

子

棚橋先生母子を始め一同の方がいる７１〜御同情下さい

せん︒唯々私の身にとっては

夫

−

I

わたくしども

かじゃやら←ためふぽ琶や今だい鷲リ

で︑私共は耐一家の事情の篤に︑父母兄弟を顧みる
ためふ？ソふ唾んごとひとさい腰
い尤

ぺつ

わたくしりやうしんふぽ承やら

わたくＬち勢

沙蚕ワぶつくちく巴やらやフをたいざく老

しかにんげんげ．んさつう合にん

動物で︑苦楽の情を有して居る︑大儀である苦しいに

ｆ一が

匙を

ひとせわ

ぐげ

〆ししたり・

めいれ・フ

亜たち画つれこの

ひとざほどおもは

諸悌教﹂の四句の偶でありました︒叉父は常に好んで

し王ぶつけう

分りませんが︑﹃諸悪莫作︑衆善奉行︑自浄其意・是

わかしぷあくばく︑歴さし少ぜんぷぎやらじじやつどいぜ

父は筆紙を求めて︑字を認めました︒それは明瞭には

ちァひつしもと

叉父は愈々重患と云ふので︑床を移しましたときに︑

虫たち竃いよ︐１１汚言ゆ今くわんいとこうつ

ので︑死に臨んでも︑猫を忘れなかったでありませう︒

坦こわす

どうぷつひじやらあいご

は連ひない︒而も人間の言語は通じないけれども︑入
げんおもか逐全いしんでんしんうちかれつうたつ
間の思ふことは︑必ず以心博心の中に︑彼に通達する

ざ︒︐乙

穏に普通の婦人の如く︑人の妻母となることも致さず︑
しやらけういくご ととう
進んで一生を教育の事に投ずることとなりました︒別

と申しました︒このやうに動物を非常に愛護しました

れが

しの署

求めてするのではありませぬ︒私の良心が︑父母兄
汚にい
たいつくめい

しつもん

弟に封して稚さねばならぬやう︑命じたのでゐ︐ります．

△父より受けたる感化
なにち画かんくわう

だ

何か父より感化を受けたいらうとの質問であります
わたくしくち哉を
でき
ざつし
が︑それは私の口から申すことは出来ませぬ︑雑誌

とうさ人

い

⁝おつうま

わみぜんこんつため

も己つれまを

けつ

およ︲わたくしどくしんせいくわつこれおも

ぞん．

五九

と︑寓己むを得ぬことと存じます︒︵記者手記︾

Ｐえ

悲観潅ざるに及ばぬと︑私の濁身生活も︑之を思う

ひくわん

せぬ︑良心の命に従ひ︑天命に適ったならば︑決して

りや．しんめいした知てんめいかな

り︑凡夫には︑さう十二分の善事を行ふことは出来ま

ふは易く︑行ふは難い﹄﹃人間は綱ての方面に善いこと
で誉ようちあくあＪ︑うらぜん
ぼんぷぶんぜんじお己然でき

やすお匡芯かたにんげんすべばうめんよ

まをを

ひょ猫んおもおもく寵どこる

ｈ︐︑ひとせわ

人の世話をしましたけれども︑人は左程に思はず︑葉
が昔ぽんよこ
は︒こ刀ちよぉも
書一本寄越しませんので︑母は︑心地好く思ひません

と︑父は人の世話をすろは︑我が身の善根を積む潟で
いよ︑１１いき

などには︑お出しにならぬやう願ひますが︑私の父
かんがくしやまたぶつけうしんはうおよ
は漢隼者で叉悌激を信じた方でありました及ばずな
してい︐くんたう
とりた象を
がら︑子弟を薫陶したこともありますが︑取立て塾申

あるから︑人が恩を思ふと恩ふまいと何開する所では

ひと畦ゆん

じかんひとことしいちく

しひ我を

す〃程のこともありません．強て申しますれば愈々呼吸

ないと申して居りました．父は常に申しますには︑﹃言

ほど

をとらうとする二三時間に︑一言死ぬと云うて︑逐一
かぞくなかぞさいごかひ瓢こあんぴと
家族の名を数へ︑最後に飼猫の安否を問ひました︒こ

は出来ぬ︑善いことの裏には悪あり︑悪の裏には善あ

︵いをどやうぷつ宝

れは平素動物を待つこと︑人に準じたからであります︒

を奮然 一 で 診

わたくし按さ港
も︑︐にもつせおう匙むか
私の幼いときに︑父は荷物を脊負へる馬に向って︑
が私心さぞｆｒ１たいざ
まを
わたくし
必ず撫々大儀だらうと云ふことを申しますので︑私

は幼心にも︑お父様そんなことを仰しやっても︑馬に

わかいも︑うま︲またにんげんおな

は分︲りますまいと云へぱ︑父は︑馬も叉人間と同じく
父の喪帳遭ひて

い

史林

官職祭祁博略

平塚雌鳴拝記

祭紳︑草薙榊剣は︑三種祁賓中の御一柱に座して︑

濃雲剣を奉じて算に授け給ふ︑偉︑駿河剛に至り野火

日︑途に︑伊勢圃度曾郡五十鈴宮へ鎮座し奉る︑十
定いけいかうてんぞう ねんとういどむ︿ん一鳥・三こうどうて４龍︑﹃や︑票
二代景行天皇四十年︑東夷叛きて遥境騒動す︑天皇川
とだ抄のみ二雀ちよ４これせい
本武曾に勅して之を征せしめ給ふ︑十月尊都を護して
おんおばや註善弱み室王
いせしん＃フ唾心たて２つ
泉ち重が
道を杜りて︑伊勢祁宮を拝し奉りしに︑御峨倭姫命
ざ？言

おほみかみＬ人窒．声芝

一﹂さづたまＬ入はう

〃︑さなぎのみつわぎみくさのみたから角ふうおんひＤと唾菖まし毒

くさなぎのみつみざ

祭脚草薙榊剣祭日六月廿一Ⅱ
さい︐一︲

寺わらおほみかみみ︾夢かくやコセんひこほに

一示罵昔だいすじんてんわうみ矢

凧ん１人ゐ〃が

津︾星嬢の桑に輝き︑総謡にて懲り継ひしに︑山抑の毒

さんじんどく

酌ふみのくにいぷきやま＋のらぷるかみきみつる啓一と

い

なんあたまｊ﹄醤み︿為玩．池かたばらくさ六︑中学っ

むち・らのつゐ宮豚う﹄竺圭︺きざたま言吾ずる〃の鳥﹄いたのび

唖・やつ一宮二︾だき一ばつ

皇大御紳の御親ら皇孫彦火漠々杵算に授け給ひし紳資

向﹂０と〃きてうてんわう幸皇らでんどうしやら垂１︶どうて人キーノ

れんりんむてんわう雪げん

の如く︑歴朝の天皇と共殿同淋に座まし２が同天皇の
お芝たまくやらぢよとよずきいｐひめの雪言・しんたいや今こ

六年︵脚武天皇紀元五百六十九年︶神威を稜しまさな
のくにかさ・許︽．−むらせんぎよいつつ更まつた＆

ことを畏れ給ひ︑皇女豊鋤入蛎命をして︑紳鵠を大倭
剛擬縫邑に遷御砺き仕奉らしめ総へり︒

︑ねん七八つ

いたくやっちよ釜一室鈴の管﹄﹄とよすぎいｈｆ胸アダ三かさら

ども︐●．↑ざちｑＬ主こ︲︑心←鯵一九弐腰

に御鎮座の地を︑諸剛に求めしめ給ひ︑同年九月十七

たま

に座せり︑十代崇祁天皇の御代までは︑大御祁の赫勅

の難に逢ひ給ひし時︑御剣を抜きて傍の草を難ぎ擬
こ皿Ｔ字なん需蹴︒たこ︽のちむ︑Ｈｉも・旨・負↑糞舎．︐︑さなぎのみ︑
ひ︑之に因りて難を免れ給ふ︵後雌雲螺細を︑草薙螺
つぎ一かいと苫たてまついをれさがみ︑かづ古一︵
剣と改瀞し奉れりと云ふ︶夫より相摸︑上総を経て︑
｜曙虻にふり︑職詩を蕊毒し︑鐸りて跡餓の誌評陸を膝
．ひいきたはうむさしか・フづけ︐﹄なのめぐみの
イ恥斐に出で︑北の方武職︑上野︑信濃を廻りて美濃
をはりいたみやずひめめとひざ壱もたま
に出で︑尾張に至り︑宮賛媛婆りて久しく留り給ひし

尾張剛愛知郡熱田町新宮坂鎮座

だいすゐに入てんやフねん
い
ごね人︿
以後八十七年を鯉て︑十一代︑垂仁天皇の二十五年

にも↓印可﹀いせのくにわたらひ一展りいずざのみやちんざたて今︽弼

墜峰

〃、

に︑近江剛膿吹山に荒振御ありと聞き︑剣を解きて

︵廿一同︶

C

に至り︑皇女倭姫命をして︑豊鋤入蛎命に替はり葡更

○舘榊津旺祁鐸一座：

一血や

』

ぐうしきあぷくじつほうくい１．．︑．要斥私

ことすゐも

一くぢ拳くし︲さんかう

Ｌ骨フて・りていごをんす・・ういかあ・勺一

︾〃

おんなつ力つちおなをんし﹄務

わたつみめら

海の底︑中︑上を其庭々を持分け丁掌り絵ふ紳に座

うみ芝こなかうへそのしよ？１１もちわつかさどたきかみ誹買︲

伊邪那岐大紳︑水底に鵬ぎ給ふ時に成坐せる脚にして︑

㈱ざなぎおほがみみたたこを︑たまとき鼓りまかみ

底荷男命息長帯叩命
きいりんうばつ︑をの一宮Ｚ荘かつ︑を？言●二毛こつ のをの．・香垂み挙菖かみ
嬢紳︑表筒男命︑中筒男命︑底筒男命︑三柱の脚は︑

祭紳塞猫謹蹄一誉討論し蕊諭祭Ⅱ六月三十Ⅱ

うばつ茜の壱のご運玩か一劫︑の冷晶みこと

︲搬津園東成郡住吉村鎮座

○舘砕嘩謡祁睡四座

渡らせらる夏事を推知するに足るｃ・

わた

雪二ぢやつくいちゆらたいふ

宮式を塞げ︑翌日奉幣式を行ひ特に勅使を参向せしめ︑

言ととれ燕やた換
菅ふ〒乃命ど急・
をばり？仁かへみやザひめいへいいせうっ

気に鯛奴︑心惑ひて解へるが如く︑夫より償み給ひて

儀杖兵一中隊を附せらる等︑朝廷の御尊娯如何に厚く

↑式李︾ｒｂ

尾張剛に還り樹篭媛の家に入らずして︑紙勢に移り︑
の．ぽのいたござ︺箸ｆ一います︐！︑．おもｒ卜＊﹄汀古

くさなぎのつる﹃一みやずひめもと

能褒野に逮りて御病勢毎々重Ｉｋ則ち倖にせる蝦夷等
しんぐうたて詮つ︵ふかつか
これてんわう乏う
を︑祁宮に獄り︑使を造はして之を︑天皇に奏し︑

つひの緩のほうたま
しふ︑

途に耐能褒野にて崩じ給ひぬ・富雄露剣は宮賛媛の許
おたてまつ
れいけんけんもＪ
しやでん
に置き奉りしに︑露聡顛著なりしに因りて︑吐殿を
．あったしんぐう一匙はこれこうせい哉庭今へつ
た◇いはたてまつ
建て動祷ひ奉りい︑熱田祁宮即ち是なり︑後世又別

ど幸包斗でんせいでんかが︺たまうこみつゐざあんち

に土用殿︵正殿の東に立つ︶を設けて此の御創を安置↓
たて室つすきのもの寺竺﹄細一い煎だひめの菅垂やま︑にだけの毒乏﹄﹂をばりたけいた
し奉る︒素霊鳴愈聴稲田姫命︑日本武煉︑尾張建稽
一志字グー 二を俺膨れんそみやずひめのあに・はいしすぎくわんやわんねんレやつ
祁命︵尾張連澗宮溌媛兄な り︶を配祁す︑貞観元年正
どうねんぐわつしやらゐさづ︑のち
ぐわつし少ゐきう
月従二位を授けられ︑同年二月正二位を授けらる︑後
しかねん弓いずで淀宇謬拘

しやら和う紅んぶわつに哨一たくせんぎ

をこつ

の錠のご王なかつ働率︺の壱一とうばつ︑の密ゆぎ﹄一・こみ蹟ごかみ

せ総へり︒

たま︑

と申し総ふ︑仲哀天皇春二月︑命︑立ちて皇后と潟ら

弐をたま心陶うあいてんわうはる狸わつラヱーた．︑亭弓﹂うな

の曾孫︑気長宿禰の王女に座し︑御母を︑葛城高頼媛

たうそんきかが才くれわうぢよ学募おんは１輿袋割あたかぬかひめ

おきな糎牟Ｐ謬吻のご垂わかやまと紅こひこふとひひの雪尋かいくわてん心う

せり︑御名の筒は都知と同じく尊蒋にして︑綿津見等
さかいろことみた戦．ちばたまかみまし
尭からや切
と力を識はせ坐して海路の事に御溌幸ひ絵ふ神に座ま

栗．たし年らゐじよ

又正一位に紋せらる︑正確六年六月十六日の託宣記に︑

す︑息長帯姫命は︑稚日本根子彦太日日鴬︵開化天皇︶

●垢全ゐあつただいらんぐうしよ

たま﹄︐三お

き一

正一位熱田大脚宮と害せり︑然れば四百年来既に大神

あったしんぐう１−人ぱうみつゐ竜一しづ

ぐうし﹄葛たて歌つ
宮
と稗し奉ること嘘けし濡吟銅世日本苫組︶

熱棚紳宮は︑祁賓御創の鐘まらせ総ふ所にして︑御
しんでんかいざうついいむＬんぐうおん上てものご姓い之んしゃく

紳殿改造に付ても︑伊勢神宮御建物の御制を参酌して︑

底筒男命︑中筒男命︑表筒男命︑此の三柱の脚は︑

︾︲紗？らい碧瞳あゑ︷こくことくかいざうひまんゑんししゆつ

従来の規模を改め︑圃庫より特に改造饗十寓圃を支出

息長幣蛎命︑新羅を征伐し鈴へりし時︑皇軍を導き給

にもりつもう魂・吟ぴごけいさい

ぐわつかｒ弟らとうさい習扉どう

かみ歌Ｌ

一︿・一

がいぜんおんときおほつぬなくらながさ

お苛な湊鷲ｋ晶誹ご王しらぎせいばつたまとき鳥うぐ人曇慧ぴたま

し︑明治二十五年一月より工事に着手し︑同月二十一

ひし刺に座まして︑凱旋の御時︑大津の梓中倉の長狭
とぎたま
柔をのちしや
もと
に溜まり給はむことを求めさせらる︑因りて其地に砥

めいぢ︑ねん狐もつこう５もやくしゆどうぐわつ

日立柱井に御形祭を︑三月二日上棟祭を行ひ︑同二十
ねん刺らついた・妬を﹄うよどうぐわつに贈ぜん
六年三月に至りて竣功せり︑依りて同四月二十六日遷

史林

L

・史林
てんざうえい・ちんさいたてまつ

けしきばあつなかうかいしやおほがみとくをんけいたて食つ．

殿を造管して鐘祭し奉いりとありて︑存恭一職の鐸

いま

はい

雫︿一一

こＵ寺でん危の︲少いうたいえうさご・とせつめ︑

すみのえのつおキ愚が霞・ぴめの

蓄とみぶ︷釧常えのおほｒか

るべしとて古事記博に其理由を大要左Ｑ如く説鍬せ

みよ

Ｌ

つい

し代表者を出席せしむること刀なれ﹄︒

いつ酌

道徳関鍔聯合大倉開催せらるシに付き本曾亦之に参加

今秋の御大職に際し一徳曾主催の下に京都に於て全圃

⑧道徳園鰐聯合大曾の開催

︲１１世小川２．−６ⅢＴ小川Ｖや○十ｎＷＴ１Ｗ９ｘ￥蝋側ⅢＴ凡

諏華味︶︲一

い堂ちうつこ︲とでん

り︑司墨江之津まつ︑息長帯比質命の御世に住吉大紳を
ま◇シ
鍵め癖らるシ恥は︑獅詮瞬蛎の蝉琵にして︑今いの
地に

ちやら

あら

敬極めて敦く筒ほ航海者は大肺を特に尊敬し奉り︑
はんこぐつ父︾ものかだ必へいはくたてまつせんばくつ︲が
藩圃に使する者は必ず︑幣吊を奉りて︑船舶の志な

は非ざるを︑今の地に移されし事の博なければ︑何の

しやｂうそんけい嫁溶猛あつもつＬ人とくいよ﹄くＩけんも・・す

ち

知すべ し ．
易のえのおほがみはじご過んざおほついなくちのながさ

﹄えいか

からむ事を斬り︑叉中古以来和歌の租祁として︑詠歌

こといの垂たちゆらこいらいわか宅じん

者流の尊敬も甚だ厚し︑以て祁徳の愈々顕著なるを拝

鋼世なりけむ知りがたきを︑舘蛎紳世︵釦仁︶雌津を毒
おもかのおほがみいまち
給ふとめるに就てつら︑Ｉ〜思へば︑彼大祁を今の地に
せんほうたま
このと毒﹄
遷奉賜へりしも此同時にぞゐりけむ銅軸哩濡や銅蟻峰齢

住吉大赫の初め御鍾座ありし︑大津停中倉之長峡は

いまかつ命はら︸・底りすみよしこりきでんおほついなくらの

ながざわみや今ぜうどうこくかつ命はらこ億口＋みのえのがうそこ

今の蒐原郡住吉なるべきか古事記博に﹁大津停中倉之

ちなりいまうみ翁︽むら

長峡は和名抄に︑同圃蒐原郡住吉郷しとめる其虚にて︑
いますみよしむらいほん背みよしＵんじゃすみよし
今も住吉村と云ふ︑本住吉とて赫壮もあるなり︑住吉
むらごめい
背〒とい
このちむこやま
村古名﹁ぬなくらの里﹂と云ひしとぞ︑此地は武庫山
わかれなんばうながひきのびをぎぎ葦ことなぷさい
の支別の南方へ長く引延たる尾崎にて︑誠に長峡と云

つべき地也︑今海逼へは村より七八町あり︑さて今の

すみ采しごほりすみよしのちうつご
きう人ぬん

住吉郡なる住吉は︑後に移されたるところにて︑此の
ぬなでらのな淫さちあらいまちしんこう
淳中倉之長峡とある地には非ず︑今の地にては︑祁功

記に云々︑直指二難波弐千レ時皇后之船︑廻二於海中↓以
うんぬん

不し能し進健更還三務古水門一而トレ之云々︑則平得し度し海

かなかつらは吟ごほりすみふしかなうんぬん
とめるに叶はず︑菟原郡の住吉にてよく叶へり﹂云々︑

かつ必ばらすみのえいまちうついづごだい

菟原の住吉より今の地に移されしは︑何れの御代なる
つ式ぴらｊ
お毛にんとくてんわうむだい
か詳かならざれども︑恐らくは︑仁徳天皇の御代な

1
L

』

日本印人博践
文荘石川兼六
家叔敬所先生︒豪刻除暇．箸日本印人博︒未及公諸世
而易豊︒今錘乙卯九脚．丁其七周忌辰︒女婿新家博士
印刷之．以薦其霊︒頒親故馬・願先生著書数種・此編最
所用力︒其起稿也．或劉苔碑．或徴故牒︒参互一訂正．

更幾菱葛︒猶恐有遺漏潟︒讃者︒因此以知印人之事蹟︒
慕其高風︒且補訂之︒則先生泉下之喜可知英﹄鳴呼︒

博士此翠可謂能継先生之志者也︒此綿之成兼六興其門
人諸子校字︒時方初秋︒楼臨小西湖︒菌痩花開︒香風

入座︒優然見其奏刀操筆之歌於凡案間︒追懐往事︒乃
書其後︒
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纂鋳

ｈＯ

梧蔭自畷

太宰府⑲桑原恭助

△人の口腹を養はＵとするや︑一年三百六十五日一日

三同の食事を峡かすこｊなし︒而も珍味佳肴はその最

も熱望して止設きる庭な︐り︒

△人の心霊を養はんとするや︑綾にして粗︑年中怠り

勝なり︒其の結果は苦慮となり︑煩悶となり︑疲値因

頓遂に赴曾の敗礎者となり了る︒真に濃間敷は食はん

が総めにのみ生くる人なり︒

△己・が言は己が耳を以て聞くべし︑己が畢動は己が目

を以て見るべし︒言︑動︑自ら顧みてやきしき乙とな

ければ安して可なり

△一翁日く可能容人者而後以可責人﹂と穿ら得て妙︒

大海は清濁併せ呑みて卒然たり︒盆池は一雨を容れず

︽︿一二

△人心は︑明鏡止水の如し︒たず之を糧ふ雲霧の色彩

逆境不遇は人生の常なり︑堂嵯峨野の昔のみならむや︒

△美花は人に手折られ易く︑甘果は鳥に啄まれ易し︒

して四波忽らにして壌る︒

限世界の一小事なり︒人は蕊く霊に生くくし︒天に生

し．世界に雄飛すと云び︑古今に生くと云人も之れ有

如し︒天一たび動揺せんか地は裂けて︑片溝と化すべ

間に浄動せる一鵠なり︒恰も兇農の暗夜に絞々たるが

△宇宙の宏大よりすれば地球は揮九黒子の如く雲霧の

蕊錐

によりて黒くもなり白くもなるなり︒虚心李薫は之れ

詩二篇

くくし︒鍵と天とそは悠久無限なればなり︒

△頭シ一下げ︑僻牙崖篤ふして人にこび︑世に信を得んｉと
ふゐ

する輩ゐり︒然れどもさる信は煙がもてはせきるべし︒

△古自縛車のメッキは数ヶ月ならずして本性を暴露す

左の漢詩二篇は下総の碩儒並木栗水先生の作なり．

る１のこり︒信感製ことなり︒誠賞なり︑至誠なり︒

至誠一貫は庭世の要訣乎︒而して汝の心の誠辱るや否

今秋は邦家④大典たる御大穫御暴行ゐらせらる動に

就き聯か威ずろ所ゐりて是を本誌に掲載し︑以て世
に紹介す︒

△貧富は浮世の呼吸なり︒富貴なりとて頼む可らず︒

何況姦爾彼握嬉︑我皇即如旦龍天︑天未墜地日長懸︑

︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
皇統連綿三千年︑日澗相受二百僻︑荘々馬域易幾姓︑

との分岐職

貧賎なりとて嘆くを要せず︑人間寓事塞翁が馬なり︒

皇統連綿歌是歳正月盟厳右愛慨然賦之

△人各々分ゐ︐︾足ると知るべし︒但し講畢は足らき
可らず︒求知的欲望は終生切望して止まざるくし︒

ると知る幸へし︒戚畳的欲望は身分に膳じて限定せざる

朝廷粛々列連造︑廟謹堂々紫忠賢︑誉猶二十有八宿︑
︑︑︑︑︑︑︑△︒︑︑︑︑︑︑︑
歴々吐光相焼擬︑錐乃天日如久臨照︑時有簿食堂其懲︑
︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑︑
富其晦冥陸沈際︑奨惑珪孝時在駕︑或彼百鬼夜行者︑

歎︒

勇気果織之れ修養道に於ける地獄と極楽

やは汝の夢によりて聡せよ︒
△克己の工夫は一呼吸の間にあり剃那の思慮︑剰那の

高井磯太郎

正鵠︑ 欲 求 邪 念 は 之 艇 暗 雲 重 堆 の 姿 ︒

六
四

