
『幼稚園唱歌』 一覧表 [凡例] 

 

 

・一覧表は、お茶の水女子大学所蔵『幼稚園唱歌』を底本とする。 

・表は、左から順に「通番号」「丁数」「標目・注記」「曲題」「詞章」「作者・出典」とした。 

・『幼稚園唱歌』に記載の曲順に連続番号を付した。その曲が、「一段」「二段」等、複数で

構成されているものも、一曲とみなした。ただし、重複のある「遊魚」は、初めに記載

されたものを数え（18a とした）、後に記載されたもの（18ｂとした）は、連続番号に加

えなかった。 

・「丁数」の表記は、底本には見られなかったが、丁数は内題が書かれた頁を１とし、表・

裏の別を記した。表は「オ」、裏は「ウ」と表記した。 

・唱歌の曲題の上や左右、上欄外に「開誘歌」「親子歌」など分類を表すもの、「不」「不用」

等、後から加えられたと思われる書き入れがあるが、これらは「標目・注記」とし、同

一欄内に記した。 

・詞章において、他の保育唱歌墨譜、先行研究等とは異なる部分、補足し得る部分もある

が、底本に従い、それらは反映しなかった。 

・詞章の翻刻は以下の方針に従った。 

１．漢字の字体は、概ね常用の漢字に改めた。字が PC 上で表せない場合は■で示し、そ

の後に[ ]内に片仮名で表記した。 

２．変体仮名は、すべて通常の平仮名に改めた。 

３．仮名遣いの表記は底本に従い、「ゑ」「ゐ」の表記も、そのようにした。なお、助詞

の「なむ」、助動詞の「む」「らむ」などの「む」は、底本が「ん」を基本とし、まれ

に「む」と表記しているが、底本の表記に従った。 

４．反復記号は、「ゝ」、濁点の場合「ゞ」とした。 

５．清濁は、底本に従った。 

６．朱筆、墨筆は、色の表記で区別し、朱筆は「あ」、墨筆は「あ」のようにした。 

７．判別できない文字は□で示した。 

８．文字の上に加えられた抹消付がある場合は、当該文字に取り消し線をひいた（例：あ

）。更に、朱筆・墨筆による書き入れがある場合には、当該文字の右上に[ ]で示した。 

９．文字の上に、更に別字を重ね書きした箇所においては、下の文字が判別できる場合

にはその文字を示し、当該の文字に下線を付した（例：あ）。さらに、重ね書きされた

修正文字を当該文字の右上に[ ]で示した。本行の文字に朱で濁点を加えたり、削除し

た場合もこれに準じた。 

１０．唱歌の曲題の上や下、更に下欄外に「○」や「、」の印が付されていることがある

１ 記した。 

が、意義が必ずしも明らかではないので、翻刻には反映しなかった。 

１．詞章は、上下 2 段書きとなっているが、上下の間は空白を設けて表



１２．付箋は（付箋 ）と示した。 

１３．上記の方針の範囲にない場合は、該当する欄内に、※とし、説明を加えた。 

「作者・出典」は、底本に記載された情報についてのみ、記した。歌詞の出典は「 」 

 

・

で括った。 

 

 

 



[例] 

 

 

曲題 

詞章 

標目・注記 
 

 

 

 

 

 

作者・出典



『幼稚園唱歌』 一覧表 

 

 

通番号 丁数 曲題 標目・注記 詞章 作者・出典 

1 １オ 六の球 

 

開誘歌 むつのたま いともてつくり 

そのいろは をなじかすほど 

ありとこそしれ 

豊田芙雄詠 

2 1 オ 赤色 開誘歌 のぼるひに かたどるいろの 

あかきをぞ[ぞ] たまのあそびの 

はじめとはする 

豊田芙雄詠 

3 １ウ 黄色 開誘歌 やまぶきの はなのいろなる 

そのたまは あかきにつけ[げ]る 

きいろなりけり 

豊田芙雄詠 

4 １ウ 

 

青色 開誘歌 あふぎみる そのおほそらの 

いろとしも おなじきものは 

あをとこそしれ 

豊田芙雄詠 

5 １ウ 柑色 開誘歌 あかときと まじふるときは 

かばいろの そのうつくしき 

いろとなるなり 

豊田芙雄詠 

6 2 オ 

 

緑色 開誘歌 きとあをと ましへそむれば 

ときはなる まつのみどりの 

いろはいでにけり 

豊田芙雄詠 

7 2 オ 紫色 開誘歌 あかとあをと ましへそむれば 豊田芙雄詠 



 ゆかりなる そのむらさきの 

いろにいでにけり 

8 2 ウ 元色 開誘歌 さまさ[ざ]まの いろはあれども 

あかときと あをこそもとつ 

いろといふなれ 

豊田芙雄詠 

9 2 ウ 間色 開誘歌 かす[ず]かす[ず]に いろはおほけと 

ことことく そのもといろに 

よるとこそしれ 

豊田芙雄詠 

10 2 ウ 風車 遊嬉 かざくるま かせのまにまに 

めく[ぐ]るなり やますめくるも 

やますめくるも 

 

11 3 オ 冬燕居 四季 

四季 

冬歌 

いかばかり ゆきやあられの 

はげしきも よしやわれには 

したしかる とものまとゐの 

たのしさに こゝろたらはぬ 

ことしもぞなき 

 

12 3 オ 百鳥 四季 

四季 

春哥 

もゝとりの たちかへりきて 

もろともに おのがさまさま 

なきかはす こへ[ゑ]を[お]もしろし 

を[お]ほぞらの いろもうらゝに 

くもりなき ひかりあまねし 

なみかぜの をさまれるよの 

ひかりあまねし 

 



13 3 ウ 家鳩 遊嬉 

遊嬉 

 

いへばとの すのとひらきて 

はなちやる ゆくゑも[や]いづこ 

やまにのに しばふのはらに 

あそぶらん あそびてあらば 

かゑ[へ]らなん とくかへらなん 

かへらすば すのとゝぢてん 

すのとゝちてん 

 

14 4 オ 秋の日影 四季 

秋哥 

つゆしもに こすへ[ゑ]はいろに 

いでにけり ころものそでを 

ふくかぜも みにしむゝしの 

こへ[ゑ]すなり おと[ど]ろかれけり 

としつきは なかばをとくも 

すき[ぎ]のむらたち  

 

15 4 ウ 兎 遊嬉 

遊嬉 

 

遊嬉 

 

うさぎはも うらやすからず 

やすからず あなにをるまも 

をどりはしるも 

二段 

やようさぎ こゝろせよかし 

かりひとの ねらふもちかし 

いぬもまた いきまきたけし 

まへしりへ こゝろしてをれ 

こゝろしてをれ 

三段 

 



やようさぎ いまはやすきぞ 

あやふきを いまはのかれぬ 

うらやすく をと[ど]りはしれや 

こゝろたらひに 

16 5 オ 寒夜 四季 

冬哥 

しらゆきの やまものはらも 

うつ[づ]むとき むろのとゝぢて 

しづかにも さゆるよさむを 

われはふせがむ 

 

17 5 ウ 遊行 進行 ともと[ど]ちよ いざあそびてん 

てくるまも よそほひつべし 

また[だ]きより をちこちかけて 

もゝとりも こす[ず]へ[ゑ]になきぬ 

ほどちかき ともゐてゆかん 

ひまのこま かげをしまれぬ 

つばさなす そらとぶは[ば]かり 

いそぎてゆかん 

 

18a 6 オ 遊魚 遊嬉 

遊嬉 

みづにすむ うろくすまでも 

よのさぢ[ち]は ともにぞうくる 

みづのもに ひれふるさまも 

さまさ[ざ]まに うかぶもあれば 

ひそむあり のぼりくだりも 

おのがじし ゆたにありけり 

ゆたけかりけり 

 



19 6 オ 我行末 修身 

（付箋修身  

親子歌）

ちゝはゝの わがゆくすへ[ゑ]を 

あさよひに おもひはかると 

うれしくも さとしたまひぬ 

をさなかる われにはあれど 

いざゝらは[ば] まごゝろもちて 

ちゝのみの ちゝをゐやまひ 

はゝそばの はゝをかしこみ 

つかへまつらな？ 

 

20 6 ウ 花橘 四季 

夏歌 

さつきたつ けはひもしるく 

わがやどの はなたちは[ば]なは 

ほころひ[び]にけり にはもかをりて 

 

21 7 オ 河水 譬喩  

勧学 

（付箋勧学） 

かはみづの よどみしもせで 

おとたへず ながるゝがごと 

としつきは すきゆ[ゆ]くものか 

わらはべの たのしきけふは 

きのふにて おきながゆめと 

ときのまに うつりかはりて 

たまくしげ ふたゝびとだに 

かへりこぬ ものにしあれば 

いでやなれ まなびのみちに 

をこたらず ゆめおこたらず 

きもむかふ こゝろのこまに 

むちうちて たづなゆるへず 

 



すゝみいらなむ 

※1. 欄外に鉛筆による書き入れ「歌」有。 

22 7 ウ チチコソ 修身 

（付箋修身  

親子歌）

 

ちゝこそは かへりましたれ 

いとなみの いとまなきみも 

あさなげに われをめでます 

かしこくも うつくしみます 

そのあさなげに 

 

23 8 オ ハハソバ 修身 

（付箋修身  

親子歌）

はゝそばの はゝのみことよ 

われはしも むれゐたのしむ 

みそのより かへりきたれり 

いまこそは みてにまかれそ[め] 

たらちねの みてにまかれむ  

そのおほみてに 

 

24 8 オ 菊の■[かざし] 

 

※2. 鉛筆による

書き入れ「カザシ」

有。 

四季 

秋歌 

きみがよの ながつきにさく 

きくのはな かみのみまへに 

かざしつるかも かもかみあそび 

して 

 

25 8 ウ 白カネ 修身 

（付箋親子歌）

しろかねも こがねもたまも 

なにせんに まされるたから 

こにしかめやも やもうつくしき子に 

こに 

 

26 8 ウ ヤスキタメシ 勧学 たまちはふ かみよのことは  



うらやすし ならひてあれな 

やすきためしに すえのよまでも 

27 9 オ 世々の親 修身 

（付箋修身） 

 

よゝのを[お]やの みかげわするな  

よゝのおやは おのがうちがみ  

おのがいへのかみ いつきまつりて 

 

18ｂ 9 オ 遊魚 （付箋重複） みづにすむ うろくすまでも 

よのさぢは ともにそうくる 

みづのもに ひれふるさまも 

さまざまに うかぶもあれば 

ひそむあり のぼりくだりも 

おのがじし ゆたにありけり 

ゆたけかりけり 

※3. 18a と重複しているため、削除の指示有。

 

28 9 ウ 学道 勧学 

勧学 

 

みがゝずば たまもかゞみも 

なにかせん まなびのみちも 

かくこそありけれ 

 

29 9 ウ 墨縄 修身 

（付箋修身） 

 

ひとすぢに ひとをもみをも 

おもふかな うつすみなはの 

なほかれとのみ あかきこゝろに 

 

30 10 オ 民草 遊嬉 

遊嬉 

たみくさの さかゆるときと 

なはしろに みづせきいれて 

みしめなは ゆたにひきはへ 

やつかほの たりほのいねの 

豊田芙雄作 



としあらん こゝろたのみを 

いまおろすなり 

同二段 

さとのこか[が] ものすそぬらし 

たまなへを うゑわたすみゆ 

きみがためとや くにのためとや 

同三段 

さとこ[ご]とに たりほのいねを 

かりつみて としあるあきは 

ゆたけかりけり のどけかりけり 

同四段 

   [小車] 

をくるまに つみたるいねは 

たまちはふ かみのたまへる 

やつかほのいね あからをのいね 

同五段 

てもすまに たりほのいねを 

こきとりて にぎはふみれは 

たのもしのよや おもしろのよや 

同六段 

いなほうつ さをのひゝきの 

たしたしに たちさかゆへ[べ]き 

くにのみたから みよのみたから 



同七段 

おほくらに わせもおくても 

つみゝてゝ やすきこのみは 

うまいをやせん やすいをやせん 

同八段 

とよとしの みとしにあひて 

やつかたる にひすのすゝを 

たきこらす かまと[ど]のけふり  

をちこちに にきはひみちて  

みたみらが さともとゝろに  

うたひつゝ ゑらくをみれば  

やすらけき みよのめく[ぐ]みは  

めでたきろかも 

※4. 四段の「をくるま」の右に朱で「小車」と

の書き入れ有。 

31 12 オ 天鶴群 修身 

（付箋親子歌）

たひゝとの やと[ど]りせんのに 

しもふらは わがこはくゝめ 

あまのたつむら 

 

32 12 オ ヨロツノコト 勧学 

（付箋不用） 

 

 

ふみよめば やまともろこし 

むかしいま よろつのことを 

しるそ[ぞ]うれしき 

※5. 欄外に鉛筆による書き入れ「唱歌」有。 

 

33 12 ウ ソムカヌミチ 譬喩 みなひとの いのるこゝろも  



（付箋不用） 

 

 

ことわりに そむかぬみちを 

かみやうくらむ 

※6. 欄外に鉛筆による書き入れ「□」有。 

34 12 ウ 濱の真砂 頌 

修身 

（付箋臣歌） 

わたつみの はまのまさこを 

かそ[ぞ]へつゝ きみがちとせの 

ありかす[ず]にせん 

 

35 12 ウ 春日山 頌 

（付箋臣歌） 

 

かすがやま ときはのまつの 

かけ[げ]にゐて なをすそらきの 

ちとせいのらむ 

※7. 欄外に鉛筆による書き入れ「□□の時」有。

 

36 13 オ おもふとち 修身 

（付箋朋友歌）

よのなかに うれしきものは 

おもふと[ど]ち はなみてくらす 

こゝろなりけり 

 

37 13 オ 園の遊 進行 

遊行 

（付箋朋友歌）

おもふと[ど]ち けふはまなひの 

いとまあれば てまりもはこも 

おのもおのも つきてをあそへ[べ] 

うちむれて かしこのそのに 

いさ[ざ]あそひ[び]てな 

 

38 13 ウ 神恵 頌 

（付箋神祇歌）

あめつちの かみのめくみし 

なかりせば ひとひゝとよも 

ありゑ[え]てましや 

 

39 

 

13 ウ 鹿島神 頌 

（付箋臣） 

あられふる かしまのかみを 

いのりつゝ すめらみくさに 

 



われはきにしを 

40 14 オ 元は早苗 譬喩 

 

なにことも やしなひてみよ 

あきのたの いなは[ば]もゝとは 

うゑしさなへを 

 

41 14 オ 苗代水 頌 

（付箋道歌） 

いのりつゝ かみのめくみに 

まかせたる なはしろみつ[づ]は 

すへ[ゑ]もゆたけし 

 

42 14 オ 梓弓 詠物 とるまゝに たけきこゝろも 

おのつから ふりおこさるゝ 

あつさゆみかな 

 

43 14 ウ 子日遊 四季 

（付箋不用） 

 

はつはるの ねのひのゝべに 

みなひとの いさとしいへば 

もろともに われもゆきまの 

こまつはら ふたはにちよを 

ひきそへて まとゐをしつゝ 

二段 

さかつ[づ]きに くむやかすみの 

そなたなる をかへのうめも 

あたらしき としのさかへ[え]を 

みせかほに はなのひもとき 

おちかたの ひとむらたけに 

三段 

うくひすも もゝよろこひを 

「琴後集」 村田春海 

 

 

 

 

同 

 

 

 

 

 

同 

 



けふよりと こへ[ゑ]たてそめつ 

のどかなる みよの春とて 

おいぬるも わかきもともに 

かくしつゝ こゝろゆくのを 

とうかうれしさ 

 

 

44 15 ウ 兄弟の友愛 修身 

（付箋修  

兄弟歌）

 

はらからは むつまし[じ]みせよ 

うきことも うれしきふしも 

なかゝきの へた[だ]てなきこそ 

よはたのしけれ 

豊田芙雄譯 

45 15 ウ 隅田川 景色 

（付箋徒歌） 

みをのぼる すみたがはらの 

かはふねも ゆくかたとほき 

かみつせの つゝみをみれば 

しらゆきに なを[ほ]うつもれて 

したくさの みとりもわかす 

たちならふ[ぶ] きゝのこす[ず]へ[ゑ]は 

はるのひを はやくまちゑ[え]て 

うらうらと けふりそめたり 

しもつせを かへりみすれは[ば] 

こほりゐし あしへ[べ]のすと[ど]り 

なみのうへに ともよびかはし 

をちこちの かすみのまより 

[虹] 

ゆうぐれの にしかとは[ば]かり 

 



かゝるたかはし 

※8. 「にし」の右に「虹」との書き入れ有。 

46 16 ウ 野山の遊 進行 

遊行 

いさ[ざ]ことも はやうちいて[で]ん 

はき[ぎ]か[が]はな ころもにすりて 

ますらをの こたかゝりする 

このころに たゝ[ゞ]にあらめや 

こまなへて いさ[ざ]うちいてん 

のちにやまち[ぢ]に 

豊田芙雄譯 

47 16 ウ 盲想 遊嬉 

遊戯 

うたまひに たちつどひたる 

たはふれの めしひのきみよ 

ともとちの うたふまにまに 

そがなかの ひとりかこへ[え]を 

みゝとくも それときゝしり 

[名] 

こゝろあての そのなたかえす 

さゝは[ば]さゝなん 

※9. 「そのな」の右に「名」との書き入れ有。

同人譯 

48 17 オ 窮鼠 遊嬉 

遊嬉 

まどのうへに さわぎもあへす 

こねずみの ひそめるみれは 

からねこは のきにねらへり 

やよねずみ とくこゝろして 

いたしきの したなるつちの 

あなしあらは いゆきかくれて 

同人譯 



みをのがれなん 

49 17 ウ 人の道 修身 

（付箋修身） 

 

ひとみなは ひとのまことを 

つくしつゝ かみにつかふる 

みちまなひ[び]てな 

二段 

いそしくも わがまごゝろに 

ひとみなを いつくしむこそ 

ひとのみちなれ 

同人譯 

 

 

同人 

50 18 オ 学校往来 勧学 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付箋修身  

勧学歌）

 

△ 

あづさゆみ はるさりくれば 

あまつひの かけ[げ]もうらゝに 

うちかすみ みちのゆくても 

おのづから とほしともなし 

いさ[ざ]ことも まなひのみちを 

な おこたりそね 

 

初句        
[童男女] 

ものまなぶ うなゐはなりか 

[学校] 

ゆきかよふ ふみのみたちの 

そのみちは ふゆのひかけの 

いとゝしく みじかきときの 

かせましり ゆきふるときは 

同人 



ゆきかねて はるけくおもほゆ 

△へ行 

 

※10. この詞章では、「ものまなぶ」に始まり、

その後、△「あづさゆみ～」へと続くことが指

示されている。「うなゐ」の右に「童男女」、「ふ

みのみたちの」の右に「學校」との書き入れ有。

51 18 ウ 王昭君 （付箋不用） 

 

ゆきまじり あられみだれて 

よもすがら きたふくかぜの 

あらましき よどこのうへに 

つくづくと まくらそばだて 

こしかたを おもひいづれば 

ひとのよは ゆめなりけりな 

しづたまき いやしきわれも 

みやひめと かづまへられて 

をすのうちに いつかれしよは 

あやにしき そでにかさねて 

しらたまを かづらにしつゝ 

同二段 

ますかゝみ みるおもかげの 

かぐはしき はなのゑまひを 

われながら われとたのみて 

おほきみの めぐみのつゆに 

村田春海詠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 

 

 

 

 



あまねくは もれじとこそは 

おもひつゝ ありけるものら [を] 

さがなきや ふでにまかする 

同三段 

うつしえの あらぬすさみの 

いつはりを たゞしもあへぬ 

うきふしは せんすべをなみ 

いひしらぬ くにのさかひに 

はるばると いでたつみちに 

おきそはる たもとのつゆの 

きえかへり ひきとゝめたる 

こまのうえに しばしかきなす 

よつのをの たえぬうらみを 

はるけなん よこそしられね 

をしからぬ いのちとおもへど 

ちりのみの ちりもうせなで 

同四段 

はるたてど はなもにほはず 

あきゝても もみぢもみえぬ 

あらやまの いはがきこもる 

ふせいほに われにもあらで 

いたづらに としはかさねつ 

おもひきや こともかよはぬ 

 

 

 

同人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 

 

 

 

 

 

 



くにひとを つまとむつびて 

たをやめの まとひもなれぬ 

かはごろも そでさしかへて 

もろねせんとは 

同五段 反シ哥 

はるのひの ひかりもうとき 

ふるづかに ふで[くさ]のみどりや 

いかにのこせる 

※11. 曲題の上に鉛筆による書き入れ「幼児□

はず」有。 

 

 

 

 

同人 

52 21 オ 筍 譬喩 

修身 

（付箋譬歌） 

おひそめて おやにそむかぬ 

たけのこは おのづからにや 

ちよもたるらん 

同人 

53 21 オ 盲想遊 遊嬉 

遊嬉 

うちつれて いまやまなひの 

いとまとて そのにおりたち 

さまさまに うたひはやすぞ 

おもしろき そのおもしろき 

ことのはに たれなるかもや 

さとりえて いさとくとらへ 

とくとらへよな 

豊田芙雄譯 

54 21 ウ 造化の妙 頌 あめにます たへなるかみの 

めでたさは いふよしもなし 

もえいづる 草ものとかに 

近藤濱詠 



花とりの いろねゆかしき 

はるくれて たちはなかをる 

のきの月 いりはてもせぬ 

やまのはの まつまのもみぢ 

そめはえて おちはもみえず 

ふりつもる ゆきおもけなる 

なよたけに すゝめもむれて 

あそふなり かゝるめくみの 

つきせぬも 我よのともの 

さぢにぞありける 

※12. 曲題の左下に鉛筆による書き入れ「大人

用」有。 

55 22 オ うなひのみちび

き 

修身 

（付箋修身） 

わらはべの さとりやすかる 

よきみちを いさ[ざ]をしへてん 

そのみちは ひとをめづるに 

しくものぞなし[き] 

※13. 曲題の下に鉛筆による書き入れ「幼児

用」有。 

豊田芙雄譯 

56 22 ウ 神の道 頌 をさまれる みよにそいとゝ 

しられける たゝしきかみの 

みちのひかりは 

※14. 曲題の左下に鉛筆による書き入れ「幼児

使ハズ」有。 

「明倫集」 為盛朝臣 



57 22 ウ 露の光 譬喩 

（付箋修 勧学）

かりそめの くさばにやとる 

つゆだにも たまなすものを 

いでやこら まなびのみちも 

こゝろして みかゞはなどか 

ひかりなからむ 

※15. 曲題の下に鉛筆による書き入れ「□」有。

 

58 23 オ をしえの道 修身 

 

ひとすちに ちゝとはゝとを 

たふとみて つかへまつるぞ 

あめつちの すぐなるみちの 

をしへなりける 

豊田芙雄譯 

59 23 オ かひ有千代 頌 

（付箋臣歌） 

 

伊勢のうみ きよきなぎさに 

ひろふてふ かひあるちよは 

きみぞかぞへん 

「明倫集」 橘枝直 

60 23 ウ みちのく山 頌 

（付箋不用） 

 

すめらぎの みよさかえんと 

あづまなる みちのくやまに 

こがねはなさく 

「万葉集」 大侓[伴]家持

61 23 ウ ふじの山 詠物 あめつちの わかれしときゆ 

かみさびて たかくたふとき 

するがなる ふじのたかねを 

あまのはら[ラ] ふりさけみれば 

わたるひの かけ[げ]もかくろひ 

てるつきの ひかりもみえす 

しらくもの いゆきはゞかり 

「万葉集」 山辺赤人 

 

 

 

 

 

 



ときしくそ ゆきはふりける 

かたりつぎ いひつぎゆかん 

ふじの高ねは 

同二段 反哥 

たこのう[う]らゆ うちいでゝみれは 

ましろにぞ ふじのたかねに 

ゆきはふりける 

 

 

 

同人 

 

 

 

62 24 ウ 春の山辺 四季 

 

おもふとち はるのやまべに 

うちむれて そこともいはぬ 

たびねしてしか 

「古今集」 素性法師 

63 24 ウ さゝれいし 頌徳 

（付箋臣歌） 

 

君がよは ちよにやちよに 

さゝれいしの いはほとなりて 

こけのむすまで 

「古今集」 

64 25 オ 桜をよめる 詠物 

（付箋不用） 

 

あらたまの としのひとゝせ 

もゝちゞの はなはさけども 

はなくはし さくらのはなは 

あづさゆみ はるのひかりの 

うらやすの おほみくにゝし 

かみよゝり ねざしそめてぞ 

おのづから わが国ぶりの 

ゆほひかに のとけきさまを 

こだちにも 花のいろにも 

同二段 

橘千蔭詠 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 



あらはして きさらぎやよひ 

うらゝなる ときをまちえて 

あまぐもの あはだつことく 

しらゆきの つもれるごとく 

くにもせに をゝりにをゝり 

しろたえに さきみちにける 

しかれこそ とほきみよみよ 

わきがみの むろやまざくら 

おほみきに うかべりしより 

同三段 

みやのなに さくらをおほせ 

みやひめを さくらのめでと 

たゝへつゝ うたひたまへれ 

おしなへて おほみくぬちに 

あれいづる たかきいやしき 

このはなを めでさらめやも 

あはれこのはな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 

65 26 オ 夏山 四季 やまかけや いはもるしみづ 

おとさえて なつのほかなる 

ひく[ぐ]らしのこへ[ゑ] 

「金葉集」 慈円詠 

66 26 ウ 山時鳥 詠物 たちはなを うたふはらはの 

こえ[ゑ]のあやに やまほとゝきす 

なきあはせつゝ 

近藤濱詠 



67 26 ウ 養蚕 頌 としもよし こかに[ひ]もえたり 

おほくにの さとたのもしき[く] 

おもほゆるかな 

「拾遺集」 兼成詠 

68 27 オ 瀧の糸 詠物 いはまより おちくるたきの 

しらいとは むすはでみるも 

すゝしかりけり 

「千載集」 盛方詠 

69 27 オ 明石の浦 景色 

不 

ほのほのと あかしの浦の 

あさきりに しまかくれゆく 

ふねをしそおもふ 

柿本人丸[麿]詠 

70 27 オ 梢の藤 詠物 

不 

ことはなの はるをすごして 

あらそはぬ こす[ず]へのふじの 

こゝろたかさよ 

橘千蔭詠 

71 27 ウ 木毎の花 景色 

不 

ゆきふれば きことにはなそ[ぞ] 

さきにける いづれをうめと 

わきてをらまし 

「古今集」 紀友則詠 

72 27 ウ 堤の雲 景色 

不 

さきづゝく つゝみのくもの 

はてもなし よしのばかりや 

さくらなるべき 

春野詠 

73 28 オ 二見の浦 景色 

不 

ゆふつくよ おほつかなきを 

たまくしげ ふたみのうらは 

あけてこそみめ 

藤原兼輔詠 

74 28 オ 唐琴の浦 景色 

不 

みやこまで ひゝきかよへる 

からことは なみのをすげて 

「古今集」 素性法師 



かぜそひきける 

75 28 オ 春 遊嬉 

遊嬉 

いさゝらは つゝかもあらぬ 

うつしみを かたみにほきて 

う[ウ]らうらと かすみたなひく 

このゝへに わかなやつまん 

うめやたつねん 

近藤濱詠 

76 28 ウ 夏 遊嬉 

 

いさゝらば つゝかもあらぬ 

うつしみを かたみにほき[ぎ]て 

かのかたの ゆふかせかよふ 

かはつらに ほたるやからん 

みつやむすはん 

近藤濱詠 

77 29 オ 秋 遊嬉 いさゝらは つゝがもあらぬ 

うつしみを かたみにほきて 

いつしかと こすへ[ゑ]いろつく 

かのをかに たけかりやせん 

もみぢをやみん 

 

78 29 オ 冬 遊嬉 いさゝらば つゝかもあらぬ 

うつしみを かたみにほきて 

よのなかの ちりをへたつる 

やまさとに ともをやとはん 

ふるゆきやみん 

 

79 29 ウ 去冬の雪 詠物 はるなれと なほかせさゆる 

やまかげに こほりてのこる 

前関白左大臣 



こそのしらゆき 

80 29 ウ 水底の月 詠物 

不 

ふたつなき ものとおもひし 

みなそこに やまのはならて 

いつるつきかげ 

紀貫之詠 

81 30 オ こほろき 四季 

不 

にはくさに むらさめふりて 

こほろきの なくこへ[ゑ]きけは 

あきつきにけり 

「万葉集」  読人知らす

82 30 オ 山下水 景色 

不 

ひとしれず こゆとおもひし 

あしひきの やましたみつに  

かけはみへつゝ 

紀貫之 

83 30 オ 山家 景色 ひくうすの おとさへさゆる 

たかきやまのいほ こはゆきとふり 

はなとちりつゝ 

近藤濱詠 

84 31 オ 竹の根 勧学 

（付箋修 勧学）

 

たけのねの したはひわたる 

ふしのまも けふのひかけを 

あたにくらすな 

橘千蔭詠 

85 31 オ 白雲 景色 

不 

こゝろあてに みしゝらくもは 

ふもとにて おもはぬそらに 

はるゝふしのね 

村田春海詠 

86 31 オ ゆきめくり 惜別 

不 

ゆきめくり あひみまほしき 

わかれには いのちもともに 

をしまるゝかな 

「続古今集」 

小野宮右大臣 

87 31 ウ ゆきふりて 松カ ゆきふりて としのくれぬる 「古今集」 



不 ときにこそ つひにもみちぬ 

まつもみゑ[え]けれ 

88 31 ウ 花みのこま 遊嬉 かすみたち やなぎけふりて 

ひは[ば]りなき すゝなはなさく 

このときは たゝにすく[ぐ]さし[じ] 

かひおける かひのくろこま 

ひきいてゝ いそきくらおけ 

あさつゆを ひつめにわけて 

ゆく[く]かたの つゝくこす[ず]へ[ゑ]に 

かをこめて あはたつくもは 

さくらは[ば]な さきものこらす 

同二段 

ち[チ]りもまた はし[じ]めぬほとの 

みさかりの めて[で]たきときを 

いかなれは[ば] そらとふ[ぶ]かりは 

かへりみる こゝろもなくて 

うちつれて かへりゆくらむ 

わがとちは このはなのかを 

そでにとめ たもとにしめて 

このしたに いさ[ざ]をりたちて  

もろともに こゝろゆくまて  

あそひくらさん 

同三段 

近藤濱詠 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同人 



[夕陽】 

ゆうはへ[え]の はなにわかるゝ 

いへつ[づ]とは かたみにつめる 

すみれさはらひ 

※16. 欄外に鉛筆による書き入れ「大人用」有。

「ゆうはへ[え]」の右に「夕陽」との書き入れ有。

89 33 オ 宇治川 遊嬉 ものゝふの やそうちかはの 

あじろきに いざよふなみの 

ゆくへしらす[ず]も 

「万葉集」  柿本人麿 

90 33 オ いろは 譬喩 

 

いろはにほへと ちり 

ぬるをわかよたれそつね 

ならむうゐのおくやま  

けふこえてあさきゆ 

めみしゑひもせす 

 

91 33 ウ 君かめくみ 頌徳 ありがたき けふのめくみは 

としたけて のちも忘れじ 

けふの恵は 君がめくみは 
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