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1はじめに
ドイツの日常生活史研究者の一人であるボルシャイト（Borsheid）は日常生活（everyday
li色）を，衣食：住のようにもっとも基本的で物質的な生活形態として毎日毎日反復され，

長期的に持続する習慣となった生活と定義する。彼によれば反復性と持続性という特徴
を持つ日常生活は，習慣化という生のあり方に依拠し，安定と平穏を維持させてくれる
生の場である。これは，人々が独立した生活単位として一定の枠組みにはまっていると
いうことではないが，新しい物事に接することによって引き起こされる衝撃とそれによ
る緊張および葛藤を解消させてくれる安定した生の場でもある1）。

ボルシャイトが言った日常生活とは，言い換えれば衣食住を中心にした日常的な生が
営まれる「チプ（召：イエ）」という空間から生じる文化的行為を示す。空間としての
家は，人々の日常的な行為が生じるところであるためだ。周知のとおり「チプ」という
ことばは，おおよそ二つの意味を持っている。まず寒さ・暑さ・雨風のごときを防ごう
と建てた物理的な構造物を示す時に，家ということばは使われる。他の意味で家は，人々

が作り上げるもっとも最小限の社会組織である家族が生活する空間だ。従って「チプ」
は家族を囲んでいる単純な物理的構造物であるのみならず，家族が属している文化の多
様な姿を反映する文化的空間である2）。すなわち「チプ」ということばには，家屋（housing）

という建築物とその構成員を示す世帯集団（household）という意味が同時に込められて
いる。人の行為は空間の中で行われ，空間は現実的な実体でありながら，想像の中に存
在するものであり，象徴的・隠喩的な概念として構成されたものである3）。つまり文化
的産物（cultural arti魚ct）と文化（culUlre）を一つの空間の中に置く場合，物理的でありな

がらも文化的な空間である家で行われる世帯集団の行為が持つ意味に対して，よりリア
ルに接近することが出来る。

このような意味で「チプ」という空間で行われる人々の行為は，広い意味において日
常的な生活が主軸となるが，別の側面においては世帯集団が中心となる各種の儀礼的行
為までを包括するものである。たとえ家という空間がそれより広い範囲である公的領域
とは区別される私的領域としてのみ規定されることがあろうと4），だからといって私的
領域で行われるあらゆる活動が単に非公式的な意味しか持たない訳ではない。歴史的段
階に沿って家という空間が各種の生産活動の単位として持っていた機能が公的領域に移
転されてきたということは事実であるが，それでも今日のような後期資本主義社会で家
という空間が単なる休息のための非儀礼的・非政治的な領域に過ぎないということには
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ならない。私的領域が公的領域の指向するところと相互に結び付いているという点を認
めるならば，家という空間で行われる行為は，日常的とか非儀礼的とかいうこととは関
係なく，一定に社会的で政治的な意味体系の中で作用する場合が多い。

一般的に家を中心に行われる物事に学問的に接近する学問分野は，家庭学ないし家政
学

〉と呼ばれてきた。しかし今日では家政学科ないし家政学部は大部分の大学で消えて

いき，その代わりに生活科学部という表現が多く使われる6）。だが，主として衣食住を
対象としている点においては，家政学部の当時と大きな変化がない。しかし生活科学が
目指そうとするところは実際のところ，家という空間で行われる物事よりも，公的領域
で吸収した衣食住部分に重点を置いてそれに技術的に接近しようという傾向が強い。こ
のような意味で，人々の日常生活が営まれる家という空間の中で行われる行為に対する
生活科学からの研究は，過去の家政学になかなか取って代われるものではない。

実のところ最近の韓国民俗学会で論議されている生活史ないし生活文化に対するアプ
ローチは，多分に日常生活に対する関心から台頭したものである。例えば，一定の時空
閲に置かれた人間の日常的な生を生活文化と規定し，韓国人がこの地で生きながら経験
する生活体験をどのように歴史的にカテゴライズして慣習的な態度に体系化したかを明
らかにすることが韓国民俗学の課題だと強調していたりする7）。このような面から，人
間の最小集団である世帯集団が生活を維持する家という空間と生活文化の研究は，民俗
学の研究においてももっとも基本となる分野だと言える。だが，本来より韓国の民俗学
で接近してきた衣食住中心の生活文化についての研究は，分野史の傾向を多分に持って
いる。例えば食生活史・服飾史・住生活史のような研究が，まるで民俗学の生活分野の
研究であるかのように錯覚される傾向がある。このような面で，韓国の民俗学における
生活文化についての理解は，未だに更なる概念的作業が要求されているのである。
かつて人類学者タイラーは彼の著作『人類学（Anthropology）』において，人間が道具

を使用するという側面において他の動物とは異なり，道具の使用は人間が自らを維持し
支える上で必要な生の技術（A畑ofLi㈲であるとした8）。また衣食住に関し人々が行う
物質の生産と消費に対する考えを生活技術と称する場合もある9）。すなわち生活技術と
は，人々が最小限生存のために身につけた戦略であり，これは家族という組織の中で学
習により伝承される傾向が強い。従って生活技術は，生活文化を生産し消費する上で必
要な知識の体系である。このような面で生活文化とは，家という空間で世帯集団が持っ
ている生活技術の総合を示すと定義できる。

だが生活文化にどのように接近するかという方法論的問題に手を付ければ，家政学や
生活科学を学習しない民俗学者は難関に陥る場合が多い。例えばこれは人類学者の作業
であるが，次の例はこのような問題点を如実に提示している。全京秀は「衣食住と道具」
（『韓国の郷村民俗誌（皿）一仁川広域市江華些細』）lo）という文章で，住居生活は住

居形態の外層しか扱わないとか道具的な側面だけに留意するというような姿勢では理解
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しえず，それを構成しその中に暮らしている人々の構成と思考を見せることによって，
外層によってのみ見せやすい技術（tec㎞ology）の側面がどのように全体の文化に統合的
に機能しているのかを論じた。すなわち家の形態を中心に，基本家族・拡大家族を分け，

彼らが空間の中でどのように生活を営んでいるのかを重点的に眺望した。しかし飲食分
野では，ただ主食・副食・特別料理・儀礼料理とともに，料理の保管法，釜，おかずの
主な調理法というような記述に留まっている。服飾分野では，更に理論的な見解を持ち
得ないまま，韓服の消費に焦点を当てて事例を羅列するだけだった。

理論先行で実践が先立たないこのような生活文化研究を改善できる一つの方法として，
筆者は日本の生活財生態学が韓国の学界に導入される必要があると見る。ただし生活財
という用語が韓国社会では馴染みのないものであるため，翻訳の問題が提起される。一
般的に使われる用語で生活環と似た意味を持つことばとして，生活用品というものがあ
る。すなわち，他の製品の生産ないしサービスを算出するために販売される商品を生産
財というのに対して，衣食住と関連する消費財商品を生活用品というのである。しかし，

家という空間に配置されるモノには，決して衣食住と関連する消費財商品のみが存在す

るというわけではない。各種の文章類と書籍儀礼に関連があるモノも存在するもので
ある。このような面において生活用晶ということばは，生活財に比べて，限定された意
味を持っている。よって家という空間に配置される全ての生活用品を生活財と理解する
過程が必要である。

2冷蔵庫の中の生活財を通じた生活文化研究11）
京畿道城南市上唐区野司洞のあるアパートに住むインフォーマント平民貞（仮名）は，

1953年に蔚山広域市で生まれ，高校までそこに住み，結婚後に城南市の旧市街地のアパ
ートに住んだのち，盆唐新都市が開発されるにつれ現在の28坪型アパートに引っ越した。

現在は，主婦業と兼ねて習字の指導を行っている。夫である金聾墨（仮名）は，1945年
に江原道嚢陽郡で生まれ，主に江陵市で成長し，現在は会社員である。彼ら夫婦の間に
は1980年生まれの娘が一人制り，現在大学生である。

この家の一ヶ月の平均収入は約360万ウォンであり，その中から月平均で210万ウォ
ン程度が支出に消え，食料消費に支出する月平均の金額は約60万ウォンである（訳注：

10ウォン＝約1円）。よって全体の支出に対する食糧消費費は，約29％である。このよ
うなエンゲル指数比率は，都市型中産層に属する。調査期間6日間の食料購入現況を表
で整理すれば表1のようになる。
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表で城南市盆唐門の金真攣一家における6日間の食料購入費の内訳
日

内訳（単位：ウォン）

1

副食（9．000），副食（8．360）

2

干しスケトウダラ（3．000），レタス（1，500），ダイコン（1．000），生ワカ
＝i3．00G），海藻の和え物（10．000），魚類（10．000），ナムル類（6．000）

3

パン（3．000）

4

外食（スンデクツ；12．000）

5

パン（3．700），生ノリ（5．000），アイスクリーム等の間食（9．000），生ワ
Jメ（1，000）

6

パン（4．000），タコ（13．000），牛肉（10．000），鮫子（10．000）

総計

計
17，360
34，500
3，000

12，000
18，700
37，000
122，560

表2城南市盆唐区の金真墨家の冷蔵庫に入っている飲食物の内訳

区分

冷凍室

飲食物の種類
トゥギャザー・アイスクリーム1箱，アイスクリーム・バー2個，コーヒー一粉約70g，冷麺

用の麺1袋（約500曾，調味前のノリ2袋クロマメ1袋（約500g），アズキ1袋㈱5009），
冷凍イカナゴ20匹（約1kg），削りイワシ約100g太めのイワシ300g処理済みのホッケ5

〜6匹干しスルメ約10杯，干しスケトウダラの千切約1∞gマメの葉序1㎏天麩羅用
トウガラシ約200＆カキ1袋（約2009）1カルグクス用の麺約500＆牛肉1斤，干したダ
イコンの葉約7∞gキムチ1kg
冷蔵室

キムチ類→カクテキ約300g，白菜キムチ約1kg
副食類→切干大根約300g，焼ノリ少々，焼きイワシ約200g，キキョウの根の唐
辛子粉あえ少々，ピクルス約1kg，山菜の漬物約1kg，キュウリの漬物約5GOg，ニ
ンニクの漬物約400g
野菜類→白菜約200g，モヤシ約3∞g，タマネギ少々，ダイコン1本，キャベツ
1／2玉

調味料類→ゴマ約200g，ゴマ油新品約1kg，ケチャップ約200g，マヨネーズ微
量，トウガラシ旧約200g，余った味噌，煮干等等300g，刻みニンニク約50g，トウ
ガラシ酢味噌約300g，プルコギのタレ約200g，糸トウガラシ少々

その他→フラッペ用ゼリー約200g，マツの実微量，薄皮つきの栗100＆タマゴ
8個，コーヒー豆300g，練乳約500g，牛乳約α61，ビール2瓶，マーガリン少々，

イチゴジャム100g，バター新品300g

大規模なアパート団地に住んでいるインフォーマン．トは，食詰を購入する形態が三種

類に分けられる。主にコメ・飲料・果物のように一度に買い溜めするものは，週末を利
用して近隣の大型百貨店の食品売り場で購入する。しかし平日に少量の食盛が．必要な時

には，アパートの商店街にあるスーパーマーケットで購入する。なお特別に調理する時
間がない場合には，アパートの商店街の惣菜売り場に行き，完全に調理された惣菜を購
入することもある。このようなことは，ふつう二週間に一度程度ある。大量に購入した

二二は，主に冷蔵庫に保管する。表2は，調査期間にインフォーマントの冷蔵庫に入っ
ていた食素を整理したものだ。
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今目の韓国では，家庭用冷蔵庫が普及するに従って，かつての伝統的な食材ないし半

加工飲食物の保管庫であった食器棚（糾蒸Dがその機能を失い，冷蔵庫がその役割を担
うようになっている。表2によっても分かるように，食材をすべて購入することに依存
しているこの家の場合，一週間に一度のペースで大型百貨店の食品売り場で必要な飲食
物を購i入し，大部分を冷蔵庫に保管している。特に冷蔵庫の冷凍室には，長期間の貯蔵
が可能な一斗を保管するのに対し，冷蔵室には主におかず類を保管する。冷蔵室の中身
は主としてキムチ類と副食類であるが，ゴマ・ゴマ油・ケチャップ・マヨネーズ・唐辛
子粉・プルコギのタレ・千切トウガラシなどとともに，常温でも十分に貯蔵が可能なも
のも冷蔵庫に入れて鮮度を保たねばならないものと信じられている。

これは，西欧の冷蔵庫が主として冷凍室に比重を置いて構成されている反面，韓国の
冷蔵庫が冷蔵室に比重を置いて構成されているところにも理由があるが，米飯を中心と
し多くの種類の副食で成り立った韓国食の構造が冷蔵室を絶対的な位置に置く理由とな
ったのである。特にこの家のように，夫婦が共稼ぎをし，子どもが一人である都市の夫
婦家族の場合，食材の購入と調理に多くの時間を費やさないため，更に冷蔵庫に多くの
鋼材が入ることとなる。

なおこの家では冷蔵庫の他にも食事がシンク台の食器棚やベランダにも置かれており，
その内容は次の表の通りだ。

ここで，金面墨家の冷蔵庫と家の中の各所にある飲食物の種類と内容を通じて，この
家の目常的な食事構造を予測することが出来る。主に韓国食を作る上で必ず必要となる

調味料（誓唱）類が冷蔵庫の冷蔵室に保管される。副食（魁紐室D類・汁物・鍋類が日
常の食事の種類となる可能性が多い。現地調査を通じて確認したところによれば，この
家の主食：は米飯である。

表3城南市盆唐区の金真攣家の食器棚等に入っている飲食物の内訳

区分

飲食物の種類

冷蔵庫横

調味済みのノリ新品1袋，米菓子約20個，緑茶ティーバッグ約20袋

ﾌ食：器棚

イチゴジャム新品800g，トウガラシ塩約1kg，コーヒー用粉末乳新品2袋（2kg），

ガスレン

W横の
H器棚

̲イズ約500g，砂糖約1．5kg，使いさしのコーヒー用粉末乳200g，胡椒少々，余
ﾁた味塩少々，ワイン約1kg，コニャック新品1瓶，使いさしのインスタント・コ
[ヒー約400㎏，小分けにしたインスタント・コーヒー，砂糖，コーヒー用粉末乳，

ﾄ（食器棚の下）約10kg
ガスレン

W下の

H器棚
ベランダ

水飴約1㎏，ゴマ油微量，コーン油500g，料理酒（ミリン）約4kg，コーン食用油

８00g，濃口醤油新品L8L使いさしの濃口醤油微量，薄口醤油1kg，食用油新
i2瓶（約1kg），だしの素約700g，インスタント・クリームスープ粉約300g，味
慢?R00g，脱脂粉乳約1㎏，玄米ヨモギ気短2kg
市販の醤油およびコチュジャン（トウガラシ味噌〉旧約2kg，リンゴ12個，メロン1

ﾊ，サツマイモ約1kg，挽きたてのトウガラシ粉約1kg
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特別なことがない限り，朝食と夕食の主食は米飯だ。主に食べる汁物は，大根の味噌

汁と牛肉のワカメスープとなる。副食としては，白菜キムチ・若大根キムチ
（善4早沼ヌ1）・生野菜（サンチュ・白菜・レタスなど）・切干大根・キキョウの根の

唐辛子粉あえのような野菜類と，ホッケ（沼q午）の焼きもの・干し太刀魚の煮魚・タ
ラの干物のコチュジャン煮・牛肉の醤油煮などだ。特に，この家の家長は江陵出身であ
るため，海藻のあえ物であるムカデノリ（ス1午韓国）・海苔のあえ物・ワカメのナムル
などがおかずとして好まれている。ふだん昼食は家で食べる者がおらず，休日の食卓に
はカタクチイワシの煮干の汁物にマンククス（魁号奈：温麺の一種）がよく上る。
だが伝統食が主に消費されていると言っても，この家の飲食消費の構造が典型的な韓
国食であると見ることは難しい。すなわちこの家の食材購入は，徹底的に商店街と百貨
店を通して行われる。盆磁区に隣接した牡丹市場のような在来市場で食材を購入するこ
とも出来るが，そうはしていない。なぜなら家で調理する食べ物はほとんどが簡単なも
のであり，長期間の保存が利く食べ物は主に食品会社で生産されたものを買って食べて
いるからである。韓国人の主なおかずであるキムチも，この家では購入して食べており，

料理の基本となる醤油や味噌やコチュジャンもすべて買ったものを使っている。このよ

うな理由から，長期貯蔵庫を貯蔵するべき専門空間である甕置き台（を昇qDないし甕
（を昇）がこの家には存在しない。一般的にアパート生活をする韓国の家庭でも，これ
らの貯蔵食品を保管するための甕が1〜2個あるという事実とは異なっている。なお最近
に開発されたキムチ冷蔵庫もこの家にはない。それほど長期貯蔵用の食べ物を自ら作ら
ないのである。

反面でケチャップ・マヨネーズ・バター・イチゴジャムなどのような西欧の調味料も，

冷蔵庫には必ず常備されている。韓国的な食事をしながらも，同時にこれらの材料が必
要なサンドイッチやチャーハンなども特別食としてそれほどまでに作られているのであ
る。コーヒーはこの家の飲み物としてもっとも愛飲されている飲み物だ。たとえ緑茶の
ティーバッグが準備されていようと，それは来客を接待するために使われる。主に飲み
物としてコーヒーを飲む主婦李民貞の好みによるインスタント・コーヒーと挽いたコー
ヒーの粉は，常備されている。

この家に見る特異な点は，調理器具と食具が暮らしの規模に比べて多種多様であるこ
とだ。これは今日に販売されている調理器具が韓国型アパートに適合するように構成さ
れているということではなく，西欧型の調理器具が主流を占めているためのことだ。例

えばフライパンが中型4個に小型2個と総計6個にもなる。だが主として使用するのは
中型の二つである。残りは主婦の購買欲求により求められた。電子レンジと食器洗い機
などの家電製品もまた，あまり使われることがない。ただアパート生活において必ず揃
えなければならないものと認識し，購買に走ったのである。だが食具である御飯茶碗と
スプーンおよび箸は，使用者別に自分のものがあり，これは所有権が明らかに現れてい
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る。なお床に座り食事をするための台盤（丑ス｝甘）がない。これは，この家が来客を出

迎えることが少ないということを示唆している。特に兄弟関係で長男ではないために大
規模の祭祀やパーティが家で行われないという点から，台盤の必要は特にない。

このように西欧型の空間と社会システムに置かれているこの家も，日常的な食事は典
型的な韓国食で維持されている。しかも外食の場合にも推尊鍋（司暑冒）やスンデ・ク
ク（金離号：豚の腸詰の汁物）のような韓国型に偏っている。この点は，この家の夫婦の

歳が50台と，保守的な性向を呈しているためだ。このような面で西欧式の外面的空間の
中で人々の生活は未だに韓国型を保っていることを確認することが出来る。ただ，パン
を好んで食べる点や，コーヒー・洋酒・ワインのような飲み物と酒類については西欧型
を辿っているという点は，今日の都市型韓国人の変化する飲食消費形態を物語る良い事
例となる。

3韓国での生活財調査の必要性
上述したように筆者は，冷蔵庫と周辺の飲食物を通じ，韓国の都市型アパートに居住
する50代夫婦の家族が持つ飲食消費の一つの断面を明らかにした。我われが今日議論し
ようとしている現代韓国社会における生活文化の研究に生活財生態学に基づいた生活財
調査がいかに効果的な方法となるかも，点検してみることができた。
韓国における生活文化についての従来の研究は，社会学的な計量研究に集中してきた。
特に長期的に政府統計庁で「人口住宅総合調査」， 「社会統計調査」， 「社会指標調査」

などの計量的な調査を行っているが，具体的に韓国人の生活文化がどのように構成され
るかという深層的なアプローチを行うことは出来ていない。以下で社会統計調査で主に
行う計量的な調査項目を見れば，この調査が政府の政策樹立のための目的を持っていた
ことが分かる。

一家族：老後準備方法，老父母の扶養に関する態度など
一所得・消費＝所得満足度，消費生活満足度，緊縮消費支出項目など
一教育：子女教育の目的，教育機会未充足理由など
一保健：健康管理方法，医療サービスについての満足度および不満理由など
一住居・交通：希望する住宅形態，通勤通学の所要時間など
一情報・通信：情報通信機器保有，パソコン使用能力，使用用途，使用時間など
一環境：農薬汚染に関する不満，環境汚染レベル評価など
一文化・余暇：新聞の講読頻度および関心分野，余暇活用方法，テレビ視聴時間など
一安全：犯罪被害に対する不安度，夜間歩行時の安全度など
一社会参与：主観的階級意識，社会問題に対する見解，社会的移動に対する理解など
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反面，韓国消費者保護院と連携したインターネット・サイト「ショッピングインフォ・

ネット」で分類している商品分類は，上のようなテーマ分類とは違っている。主に生活
用品を中心に最近多く販売されているものから順に分類を行っている12）。生活財調査の

分類でこの内容を使用するには無理があるが，これは今日の韓国社会の生活財がどのよ
うに構成されているかを調べるのにも役立つだろう。

一コンピュータ：デスクトップ，PC，ノートブックなど

一家電：洗濯機冷蔵庫，テレビなど

一通信・事務機器：電話機携帯電話，コピー機ファックスなど
一図書・レコード・映像物：本，DVD，ビデオなど
一チケット・商品券：チケット，商品券など
一化粧品：女性用，男性用，香水など
一レジャー・スポーツ用品：ゴルフ用品，自転車など
一自動車：各種車両，カーインテリアなど
一美容・健康回漕：医療補助器，指圧器，医薬品など

一事務用品・文具：コピー機筆記具など
一衣類・雑貨：衣類，鞄，靴，時計など
一出産・育児・児童：妊婦服，おむつ，乳母車など
一家具・生活用品：生活家具，台所用品，浴室用品など
一食品：菓子，農畜産物，加工食品など
一その他：花，ペット用品など

周知のとおり日本の生活財生態学調査は，商品やサービスについて使用者の立場から
研究・調査・テストすることにより，使用者の要求を生産者に伝達するという目的のも
と，食品科学研究所が中心となって行われてきた。これは，社会的なトレンドがどのよ
うな傾向を持って変化するかとい問題意識から出発したもので，商品の企画と生産の段
階から消費者の要求が反映されるようにするということに一役買った。同時に，生活文
化研究者には具体的な物的資料を提供した。これをもとに現代の日本人の生活文化を注
視する作業は，まるで現代版考古学のようなものとなっている。

しかし韓国では，国内の学者が主導するもとでこのような方法の生活財調査が施行さ
れたことはない。ただ，家庭で使われる電気製品を生産する企業で韓国型家電製品を生
産するためこれと類似した研究が行われたことはある。1990年代初に韓国型冷蔵庫や掃

除機などを開発したLG電子の場合，アパートの室内を社内に設置し，研究員たちが日
常的なアパート生活をしながら，自社の電子製品の実生活への適用過程を研究したこと
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がある。しかし，このようなケースは一時的なもので終わってしまった。特に彼（女）
らが意図したことは，外国で開発された生活用品を韓国人の生活方式に合わせて調整す
る作業であって，生活財のトレンドについての総合的な調査ではなかった。

更に生活文化と密接な関連を持つ衣食：住についての食品学・服飾学・建築学からの研
究は，主に伝統的な傾向性に対する研究と新しい開発のための研究に集中し，生活文化
の現象にはほとんどアプローチを図れていない。特に生活文化の中心軸を成す衣食住に
関連した学問が元来には家庭学部に含む形で開設されていたが，実際のところ，これら
は学際的に総合的な共同研究よりも独自的な研究に集中してきたということも，日本と
は背景が違っている。よって社会学では政府の政策樹立のためのマクロな計量研究を主
とし，食品学・服飾学・建築学からは，各自の違った学問的傾向性のために，これらを
統合する生活文化に関する学問的な調査研究が不可能であった。
2000年10．月に日本の国立民族学博物館が企画した尊卑生活文化交流展の準備のため，
韓国側における調査研究のパートナーとして組織された「チプ研究会（石望子到）」は，

従来なら個別的であった生活文化に対するアプローチを総体的に遂行するため，研究者
の構成を多彩にすることを目標に置いた。文化人類学を核心的な学問に設定し，各々が
飲食・服・建築・家族・信仰・儀礼などを研究する研究者で研究会を組織した。当初に
は日本の生活財生態学についての理解を基礎とし， 「生活文化研究会」ないし「生活財

研究会」のような名称で研究会を構成しようとしたが，各々の用語が持つ型にはまった
ニュアンスのために，これらは採択されなかった。結局韓国語の「チプ」が生活文化の
実践的な空間だというところに注目し，これを研究会の名称に決めた。上記でも明らか
としたように， 「チプ」は住居（housing）という建築物とその構成員を示す世帯集団
（household），そしてその中で人々が行う活動を包括的に扱うことが出来る日常的な用

語だ。このような面で，文化の行為者の立場から駆使される日常的な用語を学術的な用
語に格上げする意味でも，「チプ研究会」の名称は効果的でありうると判断した。従っ
て「チプ研究会」は，韓国を中心にして「人＋空間＋モノ」が持つ相互関係を文化的に
研究する集まりである。

三枝佐枝子は『生活財生態学皿』の序文で「どのくらいのものが家庭にあり，それが
果たして有用に使用されているかどうか。そこに隠れている人間とものとの関係がどの
ようなものか。ものが置かれている家庭景観はどのようなものかを綿密に調査研究して
きた」ことが日本の生活財生態学の調査研究目標だとしている。このような意味で，「チ

プ研究会」の研究はチプという空間に置かれたものを調査し，それが使用者との間に持
つ辛化的意味を明らかにするところにあるため，韓国版の生活財生態学を研究する集ま
りだと言っても過言ではない。

しかし「チプ研究会」は，去る一年余りの間，このような重要性を各々が違った学問
的志向性の中で合致させるのに多くの時間を費やしてきた。初期には日本の生活財生態
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学についての理解のために会を進め，その後には各自の専攻から見る生活財生態学の可
能性について討議を行った。これをもとに部分的に生活財調査を行ったこともある。

これが基礎となり，2001年5月に韓国文化人類学会の全国大会では「チプと文化」と
いう文化を別途に組織し，パネル発表をして韓国の文化人類学者たちに多くの関心と支
持を受けた。この日に発表された論文は次の通りである。 「文化としての住居研究の考
察」 （李煕奉）， 「チプと飲食行為の相関性に関する研究」 （周永河）， 「住居空間に

よる衣生活の様相一韓屋とアパートでの室内着類の着用様式の変化を中心に」 （池倫
映）， 「アパートに具現される宗教性」 （呉文仙）。

しかし，全面的な生活財調査を通じた研究が施行されなかったために，幾つかの現象
について文化的な解釈をしょうという傾向が発表論文全体で目についた。なおアパート
という同一の形態の住居空間を発表者たちが選定したように見えるが，実際には各自が
違った内容のアパート世帯集団を選択したという面も問題となった。従って特定の都市
の選定と一定の経済水準，類似した世帯集団の構成などのような基準が必要となる。そ
して類似した類型と相違する類型を比較する作業も要求される。

今日の韓国社会は，近代を超え，西欧型の生活文化が支配的である。特に2000年に入
り，韓国人の住宅全体の中でアパートが占める割合は47．7％に及ぶ。更にアパートをは
じめとして集合住宅と多世帯住宅のような西洋型の密閉された住居空間が全体の59．2％
に上がっている13）。伝統的に韓国の住宅は開放型となっている。部屋（魁）は密閉型で
あるが，板の間（ロ｝早）・庭（叫号）・甕置き台（を昇司）などは開放型だった。開放

型が密閉型に変わるとともに伝統的な空間認識が変わっていき，カメ・洗面台・竈など
というものは，消え去り，あるいは残存物の形に変形していった。モノと空間の変化は，
人々の生活様式と認識を変える可能性が高い。

従って古いモノが新しい空間でどのように変異し適応するかという問題は，現代韓国
人の生活文化を理解する上で必ずや要求される作業だ。民俗学は，近代的学問であるが，

前近代について主に関心を向けてきた。前近代の理解に基づき，前近代から近代への変
異過程において古い慣習がどのように変異してきたかを明らかにする作業は，民俗学と
いう学問が今日に遂行しなければならない重要な研究項目である。このような面から生
活財生態学の方法を受容するなら，韓国人の生活文化が前近代的な様式から近代的な様
式へと変異する時に現れる具体的な過程を眺望でき，これを通じて韓国人が持つ文化的
なコードをはっきりとさせることが出来る。

4韓国版生活財保有調査票の方向について
韓国での本格的な生活財生態学研究にあたっては，先に韓国版の生活財保有調査票を
作成する必要がある。既に今回の展示のため佐藤浩司先生が李源台邸のモノを精密に調
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劃しているが，この調査結果は韓国版の調査票を作成する上での基本資料となりうる。
なお日本では（株）CDIによって生活財保有調査票が作成されている。だが佐藤浩司先生
の作業とCDIの調査票は，若干で異なった分類システムを見せている。 CDiの調査票は，

玄関用品を除けばすべての分類項目が家具・冷暖房機具」台所用家具などのように用途
別になっている。これに比べ佐藤浩司先生の作業では，家族構成員の個々人による分類
とともに，玄関・トイレ・居室などのように空間が基準となった分類が成されている。

調査者の立場では，用途を基準にして調査票を作成する場合，生活文化を分析する上
で有用な情報をストレートに得ることが出来て良い。しかし被調査者の立場では，自分
の家にあるものをどれほど記憶しているかがポイントとなることがある。このような面
で，空間別に調査をする方法は被調査者の立場から言って遥かに便利なものである。日
本の生活財保有調査票が用途別に作成されたところには文化的側面が反映されているの
ではないかという点が関心を呼ぶ。もちろんモノが商品である場合でも，家庭内で配置
される時には使用者の立場で最も優先即するのは，その用途であるはずだ。しかし韓国
の場合には，モノ自身の細かい用途よりも使用者の空間利用とモノの配置が，より意味
を持つ可能性が高い。

前述した金真墨氏の事例で見たように，韓国の都市型アパートで冷蔵庫は実際の飲食
物の冷凍と冷蔵という用途を越えて，飲食物の保管空間として理解されることもある。
特に冷蔵と冷凍の選択は，多分に使用者の選択によっていることも多い。一般的に冷蔵
庫に置かれたものは，必ず冷蔵しなければならない冷蔵食品はもちろんのこと，トウガ
ラシ粉・煮干し・乾燥ワカメのような常温で保管してもよいものが入ったりもする。特
に日本の生活財保有調査票で分類が自家製保存食品・自家製冷凍食品・缶詰食品・瓶詰
食品・インスタント食品・冷凍食品・加工食品・調理食品・穀類・魚介食品・油脂と調
味料・菓子類・薬用健康自然食品などの区分が，韓国人の使用者にどのくらい厳格に区
分されうるかも疑問だ。

別の例としてまた，韓国のアパートの浴室を挙げることが出来る。一般的にトイレと
浴室は同じ空間に配置される。この場合には使用者の立場により，同じ空間が浴室とか
トイレとか各々呼ばれる。日本の生活財保有調査票では，トイレ用品・浴室用品・歯磨
き粉とシャンプー類・洗面用品・タオルなどが区分されているが，韓国人の場合このよ
うな区分が生活文化を理解する上でどれほどの助けになりうるのか分からない。李源台
邸のトイレにあるモノの目録を見ても，このような漁を容易に理解できる。便器を中心
にトイレ用品があるが，便器の貯水タンクの上にはシャンプー・歯ブラシなどがあり，
ひいては洗濯用品と掃除用品もトイレの中に置かれている。言わば韓国のアパートのト
イレは，便所・洗面・沐浴・洗濯用品の保管（李平台邸の場合には洗濯機が台所にある），

掃除用品の保管などのように多用途に使われもしている。

従って韓国版の生活財保有調査票の作成には，まず空間を上位に置いて，用途を下位
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に置く文化的分類が必要である。特に1970年代から建築された韓国の都市型アパートは，
時代的流行と要求に従ってその形態を変えるため，空間の変化が比較的多いものである。

例えば，〈部屋3＋台所1＋浴室2＋玄関〉という構造においても，多用途室の有無・ベ
ランダの広さ・浴室の構成などが，時代別・施工業者別に少しずつ違っている。これが
日本のように一定の枠組みとなった共同住宅と違っている点である。このような意味か
らも，人を中心に置いた空間を上位に置く分類法が韓国では有用でありうるわけである。

だが，空間中心の生活財保有調査票だけでは，各々の生活財が持つ用途を明らかにす
る上で，問題が生じざるをえない。日本の生活財保有調査票の場合，各々の生活財に購
入意欲，すなわち新しいモノを買う意志を明らかとする指標と使用頻度を表で表示する
ようになっているが，ここに用途も表示するようにするという方式を採択すれば，この
問題を解決できるだろう。よって韓国版の生活財保有調査票の大分類は空間，中分類は
用途別，そして数量は小分類という方法を採択すればよいと思われる。例えばテーブル・
クロスの留守には， 「KI1404」となるが，「KI」は食堂， 「14」は食卓用品， 「01」は

食堂にある生活財の数量という目録となる。具体的な例は次のようになる。

例）項目分類
KI：空間，14：用途別，01：生活財目録

KI1401テーブル・クロス ある（）

ない（），買い換え計画（○，△，×）

），使用者（

用途（
生活財の経緯購i入，時期（

），贈物，時期（

）
）

韓国版の生活財保有調査票の大分類である空間の区分は，次のように文字で表記する
方法が有用だ。・これは空間の識別にも役立ち，アパートではない単独住宅（一戸建て住

宅）の場合に空間が追加されても混乱が生じないだろう。アパートの場合には次のよう
に分類できる。

例）大分類
MM：空間

LO廊下：アパートの廊下にも甕や自転車などが置かれている場合がある。
EN玄関：門から居室ないし厨房までの空間。

Wベランダ1：居室と繋がっているベランダ。
VSベランダ2：部屋と繋がっているベランダ。ただしない場合もある。
ST倉庫：ベランダの付属空間として設置されている場合もある。

剛多用途室1：主に洗濯室として使用される。
MS多用途室2：洗濯室以外に室内に倉庫が位置することもある。ない場合もある。
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BA浴室（トイレ）：主に使用する浴室でトイレと兼用。

TOトイレ（浴室）：主寝室に付属したトイレでシャワーだけ出来る構成。
KI厨房：シンク・調理台・ガスレンジで構成された空間。

班食堂：洋式テーブルの空間。ただし食事以外の空間として使われる場合もある。
RE冷蔵庫：一般の冷蔵庫にキムチ冷蔵庫を含む。
LI居室：ソファーとテレビが置かれた空間。

R1部屋1：主寝室に該当し可能な限り使用者の名前を部屋の名称にする必要がある。
R2部屋2：子ども部屋に使われる空間であるが使用者の名前が必要。
R3部屋3：子ども部屋に使われる空間であるが使用者の名前が必要。

分類の最後で一工夫を要する項目は，中分類に該当する用途別区分である。 （株）CDI

が作った日本の生活財保有調査票を参考に，筆者が韓国版の用途別中分類を作成してみ
た。始めに付いた番号は，中分類の基準となる。また右には日本の生活財保有調査票と
の比較を試みた。

01家具
02装飾用品
03照明・防犯・防災用品

04冷暖房機具
05台所用家具（冷蔵庫を含む）

06ガスレンジ・調理台・ガスレンジの小道具

07釜・フライパン・ヤカン→フライパンを追加
08電気・ガス器具

09モノを入れる器
10調理用小道具
11コーヒー・茶器
12食卓用品

13包丁類
14子ども用の食器
15韓国式の食器
16西洋式の食器
17その他の食器→韓国式でも西洋式でもないもの
18箸・匙・スプーン・フォーク・ナイフ→箸と匙を追加

19コップ類
20レジャー用の食器
21自家製貯蔵食晶（副食）→日本の場合，自家製保存食品が冷凍食品に分類
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22購入した貯蔵食品（副食）→塩辛類などが含まれる
23缶詰・瓶詰食品
24インスタント食：品

25冷凍食品
26加工食品
27調理食：品

28穀類
29肉類→日本の場合ない
30魚類（乾物を含む）

31スパイス類→日本の場合ない
32油脂・調味料
33飲料・酒類→日本の場合には飲料に含まれる

34菓子類
35薬用健康食：品

36学校関係衣類
37男性用衣類（洋服）

38男性用衣類（韓服） →日本の場合ない
39男性用靴・帽子・衣類雑貨
40男性用外出用品（身分証などを含む）
41女性用衣類（洋服）
42女早用衣類（韓服）

43女性用靴・帽子・衣類雑貨
44女性用外出用品（身分証などを含む）

45旅行用品
46男子用衣類
47冊子用衣類
48乳幼児用品
49その他の靴・傘類→日本の場合には玄関用品とされる

50寝具
51洗濯用品
52裁縫用品
53掃除用品
54トイレ用品
55浴室用品
56石鹸・シャンプー
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57洗面用品

58タオル類
59理髪・頭髪用化粧品類

60化粧品類（化粧紙を含む）→化粧紙を追加
61美容・運動用器具（自転車などを含む）→日本の場合には自転車は移動用
62医療用品（薬を含む）

63新聞・雑誌・書籍
64文具・事務用品・学用品

65玩具
66娯楽器具
67テレビ・ビデオ用品→別途項目に分類
68オーディオ用品

69カメラ用品
70コンピュータ用品→別途項目に分類
71通信用品→別途項目に分類日本の場合には玄関用品である
72楽器用品
73修繕用品→日本の場合には日曜大工用品に分類される

74趣味用品
75園芸・ペット用品
76自動車用品（オートバイなどを含む）

77親戚関連用品（族譜・文書・手紙などを含む）→日本の場合ない
78宗教・儀礼用品

79蒐集物
80その他

5おわりに
筆者は上述したように韓国版の生活財保有調査票の大分類と中分頚の例を提示した。
だがこれは，アパートという共同住宅の家を対照にした調査票に過ぎない。なお，実際
には小分類の細部生活財目録が抜けているため，完成されたものとは言えない。おそら
く実際の調査にあたっては更に多くの細部分類が必要となるだろう。特に佐藤浩司先生
の李一台邸での作業で作られたモノの目録を基調とすれば，ひとまず初歩的に完成され
た韓国版生活財保有調査票を作成できるだろう。

実のところ分類というものは，一定の価値観が介入するものである。特に国別に生活
財保有調査票を作成するならば，それ自体が文化の比較研究において良い資料となる。
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上記の用途別分類によっても分かるように，日本の生活財分類と韓国のものとでは一定
の差異が見られる。例えば日本の場合には「自家製保存食品」と「冷凍食品」に区分で
きるものが，韓国の場合では「自家製貯蔵食品」と「市販の貯蔵食品」が主流となる。
これは韓国人が貯蔵食品を重要視するという点を反映している。また「親戚関連用品」
は，家柄によって差が見られるが，一般的に族譜・文書・手紙などを保管している場合
が多い。これは韓国人の家庭生活において親戚関係が持つ重要性を示している。特に親
戚関連文書には，祭祀日程・誕生日などのような記念日を記した文書も含まれる。この
ような意味で調査票の作成は，文化の表現だということが出来る。

ところが他の意味においては，日本の生活財保有調査票と韓国版は相当に類似しても
いる。現代の都市における生活がグローバル・ヴィレッジ化する傾向が，ここには反映
されているのである。このような意味でも，中国の都市居住者の家までをも含んだ東ア
ジアの現代生活についての生活財生態学の調査は，東アジア文化圏の相違と相似を確認
できる意味深い民族学的で比較民俗学的な作業だと考えられる。

同時に，日本で提起された生活財生態学が現在的意味を持って生活に使われるモノの
種類と意味を探求することに集中している一方で，韓国の場合にはこれを通じて旧来の
習慣がどのように変異しているのかにより重点が置かれる可能性が高い。すなわち，生
活財調査を通した生活文化の研究は，通時的な側面において伝統の変異過程を研究する
ことと，共時的な側面において現代韓国人の生活文化を理解することに，重要な方法論
的提案となりうるものである。
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石磐01忍釘叫．01電到心悸囚各階暑到望な想豊。1噌♀国取壱o七号イ｝用司囚
明朝し：トセ司斜。刊111妊想讐コ｝叫6刊入191望子セブ1磐91フ困尋含司刈苛71セ（『碧叫．

入店調暑重｝三唱資す焼酎刈告釧羽ゼ憩暑入ト薯妄想対句糾6刊τ肢｝召…薯
叫藪田望懇層暑湿1司を蔓忍州刈司早判型。】叫．フド判司閣尋入1画商（時空間）司
厨望剋社到望杢｝野望査｝含想実動｝糾ヨ｝エテ碧苛ユ，覧｝口入階。1・1唾矧世唱ス1

苓ヒ摺碧剰園暑・平訓〜事ト司立証握手司一入図普告副司当直淵個1糾入1鶏…7眠
気司セ裸。1重｝号三舎司・釧コ旗標ユを王苛71二重｝u｝7）．。語い掴1石舷｝到剰野
司射芸7ト干盛｝・1・漫｝｛｝♀ス1さ｝ゼ唱。1畳号社コ｝碧暑｛｝糾釧望子セ剋舎軒
q子司囚三7楼｝71薯。｝羽モ∋七｝○ト鷹司・裁叫．ユ司叫号潮回号唱舎叫撫牛碧モ洲春

潮剤手編召潮想副司糾野司翻望子モ…年三朴（分野史）釧ぞ磐含可甚司ス1kl叫．

7ド碧司厨音入L昇剤朴，手横列岡三召書望子母斑痢望薄司一91想到｝呈叫望干q
環皇呈計z伺÷∋ぞ♀呈判司．。1遇電州刈重ド号毒言叫司囚到 潮回｛闘将酬1三選
Ol明科。調歩7螺子q 4『昌。i且子宅u｝．

望訓71剥身叫スト碍望疎…ユ判司オη漉脚・z・9ソ司囚望社・i三〒号入ト離｝叫ゼ
寄有司囚叫喜暑暑叫叫号司，三〒汐入ト書浮動イ｝。1ムム呈暑♀ス1司一エス園苛藁葺
里豊一重｝ 含｝91 フ1告 （Arts of Lifも） 01已｝エ §艮1斗 8＞．評判｝ 到ム1『三〇11 毛｝野州01 入｝・罵｝暑01

劃苛三軒召包茎妊斗杢司司1剛を想耐暑想豊フ1金（生活技術）01叫エス困苛有

司♀三毛叫9）．否嘆｝7陰。軽骨社。1フ圏剰個月回・碧善含釧司叫至幸・回
国辟。回。1誤書フ｝尋01畳王剤司司囚叫台網到胡石園引三石磐01を断熱．叫叫刈
槽豊フト含有船端糾暑・碧妊糾エ杢日1苛三日1裂豆堪ス圏到瑚圃・1叫．。棚卸囚
憩暑呈料畳召。1む暑社司筒井子唱量司刮目エ郎無想暑フ1金釧害恥骨フ㌃司え1叫エ

碧釧暑司翌好銀叫。
き図魁 想宅｝粛粛暑 （『哩測 召モ｝墾 唄qフト苛ゼ 噛唱薯司 呈刈州 唱司暑堪

フ困尋。1耳碧遅筆す陪司令掛ス1留｛さ応対｝スド三壮￥妹婿ス1蛭石♀一7ト書味司暑
望昇司ス回4唱。】ス1吐叫音斜・川ゼ。圖重｝呈刈唱暑・ヰ笹司旦・索｝叫．そ1碧午ゼ
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雫 題司

（『韓国潮郷村民俗誌（m）

轡暑〔川人1到想脅暑糾盟干皇卜理蓄矧想EH軒

仁川四域市江華郡篇』）10）丁子暑司引手円想塁｝書

手円憩闘到虐呈誓月｝含叫早セ三子司望斉週肚暑淵甘胡刈セ例月瑚エ，ユ環暑
子相司一エユ舎（羽刈磐エ銀セ町君暑潮子碧叫朴エ暑見明町立旦列召呈誓立呈判
司・レ1潮｛｝フ1含（tec㎞・1・gy）釧今週。1・帽翔週刈｛｝糾（引薯屠剤判明
フ1皆糾÷…7ト暑量男叫．香唱91噌剛一号唱皇量71甚升等，§｝昭7ト尋｛｝耳予エユ暑01

号社 舎叫刈 司望刈 需暑 閣♀1糾芒7㌃暑 誉を引立呈 呈屠銀叫．ユ司耳 告司

甚叶州刈セIa湘手払・早剤・望剤・9個1音剤：叫響町告訴91旦恐唱斗井門門6刊
畳暑司ヲ1斗せ01手呈二丈三州瑚重｝刈含州ロ1呈叫．昇司甚叶6咽ゼ司辛01書司
君ス1暑フ図ス1昊冠刈謡昇円月日1州室相州引廻・判廿日暑耳四七÷…司ユ滋τ｝．
。1喜・1望刈エ・甚墨。1舜。レ図昊邊・19｝社書細雪｛｝叫q子暑7η・ヨ重｝一丁ゼ

を唐国立呈望スト旨望一罪想暑ス判司司一。1妊号軒刃回田野牛週豆州銀U｝エ喜叫．
u｝肚想豊刈（生活財）己｝芒書（月7｝尋号入山司レ『手飼杢を環。1叫眺刷呈刈7レ

刈フ1黒叫．（謹魁司立呈埜。1セ暑司呈想笹ス料日1会を潮川暑ス1kユ里呈セ
想暑暑苦01畳漠01郎叫．弄1斗喜な署潮碧妊王ゼ刈司ム暑祉｛｝苛フ1♀1苛α1

魁・四身甘苦畠・聾Uス料エ糾ゼ月1壁苛司斗司手斜普嗣引ゼ杢日1刈杢｝苦含
層笹書苦（生活用品）01叫エ冠u｝．ユ司浮石01畳号社州 叩ヌ国庫暑君｛≧召呈
句勢手斗尋弓掴ゼ杢日囲を聖｝・1｛套刈苛セ葵皇・糊叫．4暑呈・列昇斗刈司，
司厨1斗豊屯宅暑君三尋ス個一7｝叫遇。1τ｝．・閲・週6個想響喜苦。｝畳畳薯・選暑ス胴1

司動労邊慰宅到ロ1巨川王冠叫．三戸刈召ol魚鋤そ｝州日

ス国争旦回想碧弓筈暑

角貝｝ス胆・同司セ：叫碧・1望豆き圏一．

2咽をエ舎釧碧暑刈暑暑妊想豊呈糾望子11）
石71三層甘入1甚喝辛刈半平判明○ドヰ旦司1＞『国司・ゼ碧互刈号スト01山里（7閲）｛｝

1953遇僧正｝醤9入1州刈 剛司L｝エ号叫刀刃｝刃 ユ昊酬囚 琶戴エ，石喜早！ぱ甘入1

子入1フ図910ドヰ旦州刈琶1斗7㌃甚喝忍呈入レ｝フ三豊到唱石竜ス肩明28遡碧可叫旦呈

・1門門襯叫．むス調セ手早右量型フ1ス1三暑一味甘凹石剤唱（フ関）薯
1945 恩想立田 な組三 誓誓モ司囚 司（→叶を引入1利潤 手呈 想智蝕立望 週刈門

司四望01じしo1暑早早朴01州セ1980胡馬91旧き叫井銀セ剛結ス耳州叫想01｛斗．

01召到写生量午沼｛≧叫360魁望月呈ユ吾州刈墨堤丑210吐組園王井
囚奢引回フ三吟遡丑｛州杢日1。刊ス1書野牛晋酬薯叫60豊組。1味叫斗補組刈
ス1逢・ 二日｝ 名「司孟二日1日1潮

日1音｛｝ く牛 29％01τネ． 01己i重｝ （碧裡ス1牛

司音金

王入1憩

｛鍵｛解禁｝司一．引入千71イ｝6望暑？｝潮｛酒r■（召翌嚢門戸呈碧司言閲｛斗｛糾イ｝τL

切紐羽。回一旦ヨ房州口入ト呈螺…中中守門ス臣含剤ス舜黒具子唱糾芒噌日レレ矧
丹ズ1呈し｝午明萢叫．羊旦畳・告豆李・叫望斗壱ol重｝z『咽司1書01子剛胡酵苛セ環舎

10豆

手豊暑。1暑尋司望暑明閣囲糾瑚潮剤苦叩を酬レ『子沼尋τ十，ユ司昌手号州杢馨釧
含司刈豆升望豆碧明ゼ。ド叫三杢｝7回1銀セ弁司叫型司囚辛蟻｝叫．・｝苦司告剤書

号里司益司碧入1イ｝。1叡セ碧♀列ゼ6回芭杢｝フ國魁室レ囲圃7｝刈豊冠至司望
月逐｝暑子曽掛フ1三を叫．01首望喜旦暑2手望明1を遇碧三銀叫．司書皇旦子ロ

を

告司刈豆ゼ手呈碧をユ州旦邊翻τ｝．豆2セ王入レ1社州碧旦刈号ス回碧をエ司暑明
銀セ剤署刈豆暑恕司を裸01叫．

皇昔せを号明囚7P目喜咽をエフト旦週重国唱刈71讐釧音剤刈且薯薯耳｝7ト8
音剤91ユ控｝ユ鬼望茎｝そ｝。1ユ71こま書甘を司ユ碧をエ升ユ璽｝暑司ユ銀uL＜豆

2＞司囚三望午銀昊・1告司川豆暑呈早子鵯州斜善苛セ。1召潮眉♀望手望・川
重｝剋州囲憩咽糾剰司苦可を61囚遭皇重｝｛｝剤暑暑子唱苛哨州早甚｛｝咽をユ州
旦豊司ユ銀じ｝．耳司選看エ到層暑・響・刈セをフ1社刈そ｝墾告剤刈豆｛垂含豆普尋剛

日團，碧を盈州セ手呈魁証昇暑旦豊重｝1斗．碧を三州セ召肉昇叫壁討昇升手昇暑
・1早神せ室｝覗室｝フ1書，男困，・ト豆日1ろ，コ羨7㌃早，暑エ71（開，唱ユ羊号斗社・1
暑甚司杢｝｛｝司囚刈そ｝017ドま妊誤射噌そ｝・謹州響司剋組三暑弁刃司。㌃司一差∋誤立呈
懇…叫．

01畷｛｝刈子斜 摺智エ7㍗手甲噌暑碧 ♀1手呈子噌引。『 銀ゼ月｝遇司1重｝号釧

咽をエ升碧看唱羽手呈子想司司書セ司1ノ『王・1♀暑奨暑牛銀ス1魁，唐暑
秀・野立呈を喜喜賠妊フト引首呈01早司三重｝号音剤到子呈升碧看・毬暑碧州司q
潮ス1611寺017｝1重｝1斗．野司01召叫社01早早フト望暑司一ユ。ト01升重｝噌望三入1朔

朴セ早早7ト否91眉♀各剤朗豆潮子沼斗王司611書薯入1設暑早（月司一ス1鴇71朔｛｝司1

雪盲碧をエ司毘書告司国労7ト暑01升郎叫．
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手零言｝

電｝号Oll刈到想暮！ト呈堂ト禦〒L≦斗想暮抹1想EH脅

丑1 さ1冒人口量g早召裂倒召9169書△1早留ピILH禦
刈

望ヌ｝ 引〜辱（モ｝羽：亀）
1

早ム1 （9，000） ， 早！司 （8，360）

17，360

2

τ習1珊亙 （3，000） ， （蓼杢｝柔 （1，500） ，早 （1，000） ， 号ロ1⊆耳 （3，000） ，

34，500

司1至当碧 （10，000） ，想・世 （10，000） ， し桂…・昇 （6，000）

3

頂思」 （3，000）

4

潮剤（念随一；12，000）

12，000

魁（3，700）沼・園（5，000），。回ムヨ馬丁そ州（9，000），

18，700

5

3，000

暑ロ1（月（1，000）

6

哩｝（4，000），L十ス1（13，000），司工L71（10，000），1吾早（10，000）

37，000

尋刈

122，560

丑2 僧冒ト人1畠9早2」召想召91塞召エ〔月1暑α戴｛三｛葺ム1暑しH禦

子甚
碧暑・響

≦≧，入1日目

ロrOT1一

早ヌ11［10｝一〇1ご隼ヨ碧 1 暑， o｝・01ムヨ」召冒ト 2 7刊， 組早ラ『立17｝早

9干 70g， 噌望書 週

1暑ズ1（q手500g），至1］1司・ス1鴇・会・碧；召 2暑ズ1，二召・皇辛｝舛500g（重｝一一ス1），ぎ1薯

辛｝舛500g（重｝暑スD，（蓼ロ｝司 20ロト司 （昌望 参！q手lkg，7｝モ三望ヌ1舛100g，舌｛｝
望ヌ1 300g ，釜∋怨重｝ 入肩ス1 5−6 ロ｝・司，ロ｝・忌 ≦≧碧（｝i ＜ヰ 10 ロトモ月，昇（＞iヌ頂 9牛 100g，書1翌

雪（§唱 参1〜≧干1kg，エ争］司二召薯トエ雫 叶200g，舌 1暑ス19手200g，巷号今｛｝1甚 叫
500g，翁エ71 1モ｝，入1囲71 【≧墨罵ユろミ 9牛 700g，そ土棚 （≧⊇剋 梁 1kg

碧を穀

● 〉召ス1昇→二二71 ∈牛300g，日甜二二召ズ1．∈雫 1kg
● 1丑茎｝昇→早碧『oト凋 Ω半 300g，石暑｛｝ ∈牛イ｝，望二え1暑含 ⊆牛 200g，三モ斗ス1 こ丑デ7ト早
早碧

∈牛イ｝， ≦≧01立1晋

⊆牛 lkg， 杢｝室 を。｝ろ初 9雫 1kg， 皇01そ｝o｝・列 9雫 5009， ロト昔

蒸｝o｝・ろ刈 舛 400g

● ヌ二二弄・→

季 Q雫200g，室｝し千暑 9雫300g，．立｝ ヨ三君，早 17

，（〜｝日調客≒ 草｝薯

● （皆層昇→智ろ禍 くヰ 200g， 室｝フ1｛…・ 入唱 参ミ 叫 1kg， ラ弔看 9牛 200g， ロ｝一茎L蝿ろ o｝手

呈舌，エ灸7｝早 9雫 200g，二二｝ 二君一望（＞1寺｛≧一ろミ， 望ス17｝一高 9雫 300g，ロト昔 τ｝ネ1
ろミ 舛50g，室こヨL季・看 Ω羊 300g，暑」1フ】 （君㍉ヨ杢と 9干200g，・毬こ丑手 釜君
● フ1石十一→遇牛｛｝一 ス11司

Q半 2009， 凌 o｝・午 王骨， 早｝ 1009， 量を 8 7刊， 鬼早ラ『潮 く≧干

300g， 曽千ト 叫 500g，♀昇 く牛 0．6L，叫「卜 早 ㌃暮， P｝・7ト屯 蚤君， 豊フ1ろ習 100g，日iE1
八判 3ミ 9手 300g
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・｝音司。1劉訓声摺をユ到・刈三告・司ス胆7｝忍訓読直証を喫司雄叫司1三
羽子司一ゼ司ユ司甚旧穀山王斗社叫．

ユ週則召週・習召9碧をエ斗乱淫4昊相銀セ謡扇暑潮香昇直増薯選一司。｝
唱潮望杢｝司望一入ト〒・呈暑剣斉哲・午郎τ：｝．雫呈選テ｛｝剤忌日｝三モ∋剛魁三入1

望皇尋 磐兀頭7｝噌をユ91碧云為6刊 富山宅｛斗．ユ三号 里魁回忌，号，刈711升

望甘剤入國手昇暑。階7ト謎回｛事｝．遇ス怪入匿暑胡叫望尋目｝州釧計凪。1
唱到手司｛≧磐曽01じ｝．号望尋望01叡智季｝o困斗刈目到手剤｛｝讐盾｛｝膚セτ斗．
月旦喋三号薯早思看琴斗到エ71ロ図号。】τ㍗．月｝室｝立旦七日二丁招ヌ1，尋冴早石ヌ1，

碧。ト刈（杢｝半，日降，誓・甘季号），早畳碧。L王叫ス1エ美フ｝早早苓三社喜刈杢昇叫

望望・午辛01，里毛蚕ヌ1呈出，・号司ユ手を呈弔，そ｝盗碧号01叫． 耳司01召到
フ楼｝01な号苦忍0171剛呈一司1胡主観毛剋7q午叫司，沼早弔，ロ1斜し干暑暑暑・剋1姓暑・
看私用モ…耳．遡杢唱唱薯石司1一越モ∋山並｝01叡立明，弄望月1モ三旦暑望ヌ1テ琶一州壁
号牛升ス｝手剤副司皇喜u｝．

丑3 僧ヒ1人1呈9早引型督召91＆召暑011暑Oi銀と昌心宿LH禦
子甚

≦≧λ1孟…三

碧そ｝エ望室｝を

至】ロ17干 望

升ム二二望

望71ろ習 入n 参1 800g，妥杢君 叶 ！kg，亜i召 入刊 参i 2 暑ズ1 （2kg） ，遇 署一くヰ

冬｝智

5009，・丁丁

P］コ。｝rT
イ］ 入｝1ろミ 1暑フ／， 弁フ1一 舛 20フ肩， ≒ヌ｝・司旦耳 ⊆ヰ 207刊

Ω｝ 1．5kg，周望 互三唱 9牛 200g，幸手 る音， 喫一杢晋 望（＞i善・｛｝ ろミ

ヨ三言， ≦斗く〜ユ 舛 ！kg， エユ」干 入羽 ろ量≦≧豆． 1 噛， 明望 剋ム遇旦 ラ『立1 〜穿 400g，

呈君州 望明嵩｛≧剋ムq互引司，墾咤｝，里沼，室｝蒸｝o固明1畳01q｝10kg

升ム剋ス1。圏糾

暑唄舛

を

4kg，暑剤暑舎舛800g，至弔そ｝そ｝石茸1．8L，円望正順そ｝を。降至君，
号祉を

1k＆ 室｝7】暑・oを子」釜晋，・≦｝ぐ」奈 剤暑昇 500g，豆司≒≧ （ロ園） 舛

1kg， ・≦1・｛｝弁 入凋 唄

早 電 舛 lkg， そ｝ヌ1ロ1 9羊 7009， 勉ムq三

ヨ．唱と亜7｝一早 舛 300g，庚孟こ召」舛 300g，毫とス1暑舟 ∈牛 lkg，碧1］｝鉾埜｝ く牛

2kg
剛量叫

子（召重｝ 週を，」ユ季そ｝z｝z｝ くヰ 2kg，入｝一工牛 12 7刊，τ月1忌 1 フη，こ丑干ロ｝・く牛 1kg，

司モ司1

磐｛｝コ．長7｝早舛lkg

掛ス1魁自註｛｝司。1手旦杢日1宅叫エ司国。1唱潮音剤杢日1子王山冠舅司雨
量号剤olモ斗エ亘フ1泊明唱｛斗．寄01型潮曇司刈豆干鵯書士刈司一刈甘フト斗明言相暑

暑司・補・ト早明剤珠心唐rL・羽q嶺｝旦畳看応召｛さ刈朝入P翻1刈告剤刈豆暑子沼気
・午三法皇耳ユ幽囚昊司一叫，朝耳司応唱州刈る司司一セ告剤薯州早甚イ｝吐司朔，

をフ1社旦三碧告剤金手呈剤二目母列ン『想祉尋唄畠λ囚唄フ1剛暑01叫．云為q潮

手宅1丑討望沼ヌ1王。1召剛刈三子曽司肩用立円含司至司潮フ1薯。1到セ証を，
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旱 曽耐

言｝≡｝〔月因釧想響呈糾魍子叫想蓄刈想EH軒

宅を，エ手を三呈早牛囚円エ銀燭。博。1舎呈剋司をフ圖を告剤暑刈を壷午
銀ゼ哩三潮回イ｝剋を昇州菩薯を昇・1・1招州ゼ善刈苛ス1鴇セ叫．望魁瑚立呈
。ト立ト旦想暑｛｝司一セ尋号917ト碧叫三〇1下刈を｛｝剤｛｝旦普苛71羽をそ｝昇011−2フ刊

銀叫セ入レ包斗管τ樟u｝．・陪司剰暑7牌｝宅招ヌ1碧をユ三・1唱6刊ゼ叡τ｝．ユ魁吾
を7囚智薯含量暑ス帰ス｝尋司一囚蕗セ叫．
咤｝屯州同門，叫下司ろ，川並，壁71♪習号斗沓≧・補干潮（誉望三把｝ユ6刊ゼ魁三入1

叫週判明根嚢．ユ只｝吾司：苛司剋・単匿日量λ1三暑入回1・匿刈豆井望毒針
租三♀図，暑量感号三等望同気呈軋む呂｛斗．ラ『潮モ01唱釧｛｝豆呈7P≦｝立モ｝明1
三ゼ蚕01τ｝．日1昇著ヌ国叫01ぞ日国司 銀ズ1只｝，01凌｛さ讃唱｛｝習1羽苛71羽胡

埜勉叫．手呈名一国エ引評点手量叫入1ゼ手早01指引到フ1堂呈望胡望ム唱三ラ『司叫
斜早ラ『訓セ奄粛呈牡州叫如月σ1拒止週01叫．

ユ遇司 ○｝珠洲刈 豊岡司一セ号。悸｝唱書呈司フ1子斗剤朴71子7ト磐弔盤0191

汗旦朔月胡ユ善昇升叫誓苛エフ｝ろ1今三器吟七唄01叫．01誤三皇軽量三豊糾セ
唱酬フ1子等翻晋憩叫三三憩暑611司曾二野〒・対塁唄01叫L1叫，組子閤副司フ1子7｝
「三遣外 ol早71 剣｛1…・01しキ．フ｝一閣 並己｝01翅01 新製 4 7刊，輩こ閣 2 7肩呈 尋 6 7肩し十 宅1＝㍗．

ユ対し｝手呈朴暑司・セ誤｛≧吾碧2フ刊01叫．耳司ス1モ手早91子ロ月球干呈望六号歯切

唄。1叫．旭ス個1剋ス1斗剤フ圃司フ1号到石ス圃苦斜入1ス｝手短。レ『蕗セ珠唱ス1

。阿世想出d囚魁三入1凌苧・酬叶司一セ型皇芸才4司胡子司暑蝕司一．ユ司耳
剤朴フ1干近国ユ昊叫遠軽叫，感電叶薯日航叫u｝潮刈唄01銀立明，01誤｛≧杢♀週01

甚思司一洲し｝碍せ啄6陪二重王立呈潮入授爵ゼ皿スト甘・1望三吉叡叫．。1葵9・1

召01舎唱暑喫。1苛戯言♀7㌃司叫ゼ唱暑入1入種｝味副司憩刈吾刈朔ノ『を甘01

。国フ1叫嗣1朗子呈到刈朴直をヌ1升虐修補・1早・判ス1ス1繋セ叫セ相夏陰
皿ス｝甘到望皇想。1号里司陰陰．

01馨711λ粁名号君斗入団入1ム望州寺司銀ゼ。1碧三望甘神〜1剤入ト旨社碧司剋
尋号日共呈♀刃翌u｝．・習ス回到剤釧ぞ♀叫呈司暑喝01叫金剛罪跡蒼。1重｝テ碧州

71寒明銀耳．01瑚｛≧01唱早早釧舜017ト50朔1量豆午司勉謹撰暑瑚ユ銀フ1
瑚｛｝。1叫．01弔週州刈ス印干剤斜到舅貝覆社キ叫潮入ト耐暑到含｝｛≧明そ1司重｝号噌暑

♀点画ユ銀経音軒剋重｝牛銀u｝．u枳｝魁三陸淵明円u｝水吐，引輯，磐手，王語手叫

召｛｝｛｝呈斗含薯且早刈干碧｛｝癸エ銀セ召｛｝皇昔仁義入1重｝テ望到週再三引
落斗副司事書暑乳牛銀セ奪薯入｝司1フレ宅叫．

3聾号列刈潮想暑刈至入｝野望豆碧
望対セ望司囚咽をエ舛手工斜脚剤暑書暑司刈妊テ釧三入國。レ：叫旦司円手古｝

セ 50閉 早早升否01ズ1紐告剤 杢日191魁量唱｛｝祉羽旦鍛叫．♀司7ト皇昔
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回雪司・司取計朔魁号入羅列入割金暑暑糾望〒・司嘆｝ス腿司司・州モ円重｝・選暑ス

呈朴フ｝望下司禁野ト司q唐唱01到美…フト三相弔胡暑牛銀銀叫．

暑劃重｝号叫測朔層層甚呈糾州州重｝望子七入圃叫司刈馨q子州唱秀羽司｛｝叫．
昇司恕7囚皇国碧早釧暑口内・咽

養子r判尋蚤入｝

，

入團暑司呈入｝

，

入同ス匿至入P

号胡 測馨司望呈潮菊胡苛エ銀ズ1只｝，葦刈司立呈を号望91憩豊暑糾7｝σ1望刃1

子摺9芒フ回団団刈・額｝神島召モ｝暑苛ス1昊重｝珠7擢朴司暑測呈朴朔囚手呈
遡司一ゼ潮回終！『ユ蚤：朴91養｝昇含旦週01蚤朴フ｝閣早91瑚司・午唱暑♀1醒王舜剛
昇司01銀｛｝｛｝望牛銀1斗．

一7ト否：盲射そ日1月嬉，ユニ早旦早年61川重｝朝王号
一項薯，曇日1：杢号堅｝尋王，杢日1碧響マ｝尋王，認寄杢日華釜秀号号

一箇暑：暑呈司懐石｝香王，z相・嶺引月琴，α1忌引唱剣宅｝邊闘三号

一エ号：ス圏丑船止昇司，丑号7国ロ1乳香。1昇号
一旦君：週な豊司雪唱，釧豆刈日1と明1t肢｝マ｝香三喫暑魁01一痔号
一「〜ン『，」！暑：望司・モ…手引碧日1，筈モ｝・暑尋杢皇入レζ｝暑

一碧旦，暑くユ：碧旦口書フ171旦弁，PC艮町音司，朴暑暑呈，朴暑刃社号

一清石：告叫皇唱州司を暑？｝，対対背切碧三碧丹暑
一封糾，αレ㌃：型｛｝子昇剋三喫モ兇甚○ト，α17㌃望一小考唱，TV入1碧入レζ｝号

一躍1：唱司恥個い羽を早司音一碧三，。㌃イ｝三十入1勉組骨継
一入圃室町1日豊瑚日華融剤，入費モー着到q1重｝塔司，入国司。陪（羽t肢｝01司号

司週 妊テ杢司スト旦立野1叫 望召望 剋日直 朴01三 査碧剋王．喫61刈 薯昇司・コ，

甘苦甚昇ゼ♀1斗壱薯手刈甚昇細評叫旦τ斗．手勢憩暑｛｝野州断金立呈詞モ回1踏01
稟｝・胴ゼ唄暑蛙。三明刈1♀1甚昇暑さ｝エ銀τ｝

2）．日1尋想葦刈呈入國甚昇呈・1

司筈｛｝入陪司一7回ゼ早天嶺町湘・丑，。催・同勢刈皇昔せ載号入団到嘆｝川升・判唱

子相含苛エ郎モス1暑望叫ヌ圃セ日1三苦01週叫．

一∋召弁当 ： 日1ムヨ后，PC，上二三男一号
＿7㌃石 ： 刈1腎フ1， 碧をこ迂，TV 号

一暑くシ入ト甲一71フ1：冠糾71，昇司琶昇入レ1，叫ム号
一封三ス斗／｛｝雲上／（碧・ぽ｛…一：司，DVD，日1じ1皇 号

一日塑ノな晋週：周喫，杢｝苦週号

一糾そ｝署：α掴甚，甘図薯，書千号

訓神と垂茎暑署：暑：塁，スレ御酢
一府号卦：Z｝香卦馨，升剋司司司号
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祭 零δ1

各暑（珊刈到碧望呈重卜臼〒1斗想響川琶EH響

一P1−8一／遭そ陪苦：潮豆旦呈71，皇｝申1，潮甘苦号

一入ト山斗筈／商客：昇母礼週フ祠号
一潮昇／年時：潮昇，升思，〒・早，入1刈号
一｛｝冠／♀oレ。㍗暑：望杢｝昇，7囚r『，♀里ヌ干号

一7ト子／想暑甚暑：碧暑フト干，手骨書苦，曾比書写号

一夢野：斗スL同調杢｝，7ト周全苦号
一71王斗：妥，o｝1そ1｛｝亭号

望暑釧想暑刈想囲軒抄入レトな苦斗叫望子杢暑否・醤立樽入陪ス回唱智・川刈
甘筈。1耳・補司ム司1司を（割子，王入L闘ム三暑暑司ス1入ト§ス國昇子暑摺杢｝ス同封

三尉苛71♀1葦刈。1早・丼淵銀叫セ入レ謹｛≧手ス1可罰叫斗壱叫．。履薯入潮司

三剋三7｝司咀ぞ磐暑ス1月エ思聾司一ゼ7同重罪呈刈到信州刈湖周引明杢｝苦潮
フ1司下書杢｝：叫石州刈杢司スト潮昇辛暑魁曽苛三前壁三セ剛望碧尋フ1司暑・襯叫．

号入回1・想暑暑糾・週子ス回糊ゼ子刈司剋野司スド藍暑帝号洲手薄叫．。屠叫喝皇呈
観司望喜望釧想暑｛｝一骨呼樋ゼ望｛｝Pトヌ1転読釧ユエ司一斗召u｝．

ユ司耳を号・¶刈セ号牽引スレト季暑糾（舜。｝工賃唱皇呈・選著刈王入レト入1明暢

司薯。貫首叫．叫唱7豆州ス1埜。1セ石ス調音暑憩財団モフ1（召州刃翻言動
覇府四苦暑層杢｝司一フ1♀1司01舛♀入曽｝q〒・升憩華言瑚01銀叫，1ggo雇瑚室魁
載号舅嗜そ｝エ．，碧杢7】四座7心土電｝LG型ス國眉♀， oト立L巨91組下野司朴司6刊

翌ヌ1掛司望子組暑。1望甘木剋。國一三想桑川苛再再ス｝亙冠ス圖筈潮・包層暑

善男叫恕暑q子を司01銀叫．ユ司1斗01司を碧羅名望入1司q朝州司暑エ里鉄琴．
国司ユ暑01潮三這｝唄薯潮号司1刈7耳世宅層暑暑苦含糾テ周到消暑骨剤司L里王手
日動司書4唱。1銀ス1，・圏割ス掴三剋三司1司選苦曽司望王朴セ。糊銀u｝．

q辛・1・理野畑糾叫望唱導普週暑ス11d釧剤三朔剛融剤苦科，図題叫，
君奇司一司囚91望子モ…・手呈冠暑司剋石重困011朗重｝望『■斗入n呈｛｝7刊首骨一羽司1

望子州唱号司明想奎｝呈糾到琶ぽ・¶明野唱モ｝暑葦囲司ス1昊苛エ銀叫．耳司
想望・暑一司一釧号・名斉｛｝○】早モ…91司手斗宅｝遇宅尋｛｝oレ否冠6】1モ…ヲ困司司一用（¶重｝刎

週刈按司銀銀立耳，・謹刈呈軒刈司皇呈尋脅神著晋暑望子且叫ゼ昇ス困望望早州
剰号司薯唄野望善・斗セ叫喜剛碧ob斗．01司叫旦L1入国司・6刊刈セ・碧早潮 碧司
牛窓暑擁す｝71入同母刃1馨望幸町手量野営エ，剤筈司一，昇剤司・，遭斉司つ1因モ…Z｝71
｛斗喜司一｛｝司碧書磁立呈？1洲01暑暑脅司一モ…想暑呈糾司1囎電｝司

｛｝瑚王入トq〒豊

胡重｝午響町u｝．

2000望10｛量望薯号弔剋否司幽叫暑稟｝o刊ス『7園重｝重｝望想暑呈糾旦昇通歪日1暑羽重｝

呈入｝望子91妊尋斉立匹t→呈呈剤宅

石望〒・司

モ…暑司7腿司剋嘆｝｛｝糾司1司妊

嗣モ｝暑善刈司皇呈牛胡碑フ1斜胡唄望子ス國子・ぱ暑u偲糾司セ司昇豆暑早銀叫．
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時言一一昇司一着司唱聖1司一呈2一呈・調司一エ，二44｛｝司，昊，巷弄，7ド警，剋窪｝，到司

号書望子苛セ望子ス障q子司暑呈司蝕叫．唐室望喜釧想毬ス腿均斉・刈司量
・1司暑71室呈苛・月

・髄｝｛｝糾q子：司

菩｛≧群口｝刈望子司

9｝そ｝｛｝噌町立呈

望子：司町勢闇野司邪神せ，44釧網・刃丹神d鋤骨層朔｛｝・引町明到ス1書判叫．
幸町を号司厨

碧

01憩塁｝暑糾釧・毬温剤望暑イ｝01ヨ｝ゼ日1『三昇司一（月01暑q辛司釧

噌碧立万一準準．野司1刈田暫ゑ昊01

召

雄琴沼唱（housing）01明君斉暑斗ユ

子碧望薄7｝・司ヲn三フ｝・」八二召モ｝（household），ユ司ユユ舎011入1入｝一準｝暑01 司1司一モラ一号｛｝

王普選奈銀所望醤司q暑・恥1τ｝．・i遇望・川刈呈糾禧潮ス回（召を明1刈子入国セ
望杢｝揖剋書三審司・含司剋厚塗呈杢｝舎入1ヲ1割方三陸望子司潮噌碧舎互コ干司望千
帥斗モ壬ギ｝豊含銀咳．叫モ斗刈

召望〒・司

セ重｝号｛｝吾王立呈さ圏

入㌃君＋号イ｝＋暑石

01ズ1唱杢｝亙豊翔暑｛｝糾苓立呈q〒・苛セ呈望01叫．

朴。1子朴朴01置（三枝佐枝子）セ 『生活財生態別皿』潮有司尾｝（彫『

酬と遠野言

明暑 （呈と） 017｝層611銀ユ，ユ型01：叫q♀暑司一刈舜暑・倒エ銀ゼ7｝（判週フト

囚フ1611告（場 銀子 望社斗暑君斗9｝普剛升 61屯 誤剋7L 暑石01判明 銀ゼ
7｝碧石壱（家庭景観）書 明哩 環剋井暑 叫号司 呈朴 q子司 ｛｝

ろlo1望暑釧

耐暑刈・碧司司一釜朴望子斜昇豆叫エ研剤uト銀叫．・1剃潮ロ1・斗補望q子司

潮

q子セ唱。1叫セ号君州寺望暑今明呈入｝針エ・1型・1入ト｛｝ス桝ス1望弓勢司到司暑
宮司セ司銀フ1叫軒割1糾号藪憩塁｝ス凋・碧囲司・含望子苛セ呈望。1叫胡三コ｝・笹。｝
○国τ手．

ユ己11斗

召望〒・司

セ囚壮1恩α1暑魁01司暑吾幻想｛｝冴フ1τ十喜二曹呈剤ズ1百司

舎司囚脅押入1ヲ1ゼ剛器喜入1社暑早・二胡毅じ｝．杢フ圃ゼ望喜到引回ス腿日向

弁

別量。同暑羽草岡（襟｝剋遡入同勢門司，ユ着到セ叫ス國石一月戸〆叫旦セ
憩豊ス戯男叫斜升皆碧司朗鴬豆到暑蝕叫．。1暑日ド計立明早甚舜皇男呼華｝ス隆朴餌
刺を叫銀τ｝．

01環01叫王ま01瑚σ｛2001唱5墨重｝号｛蚤寄網昇司司石テ瑚司司囚セ

碧：叫呈糾

叫モ三

甚：ヰ蓬里三量王瑚野司朝望唐豆暑司一（月赴琴釧呈糾q昇叫ス｝暑・朝1躍≧普琴平ス】ス屠

壁鍛珠。1せ畳王望剛毛陪跨下叫 「是叫呈刈q手71q干ヱを」 （・1判明），
「唱斗外心♀1釧杢屠紹司1浅田｝望子」（手鵯苛），「手刃苦え｝列年割潮墨書到舗

心確斗。國三州刈到明到昇尋魯周到遇糾暑奇習鯉」（ス1｛甥），「・隣劃1
子珊瑚セ奢五囎」 （皇｛｝旭）．

ユ司耳遭電思弁層豊国呈入｝暑暑御弾〒・導入國羽囚讐鉄フ1岡岬喫7トス画
翻な号フ図エ暑判司剋司司含苛司網石磐01唐豆芒郷戸刈州刈三警句叫，叫暑司
。回・聖｝ゼ号噛｝閤御言手円号社｛｝壁王ス匿。1旭碧を昊司一ス1吐盈調旦セ叫フ｝
叫忌司一劉・國一三7トr■蘇｝｛｝く姻蝕叫セー週三是刈7干早雪τ㍗．叫叫入1号閣尋

王入國・ヨ碧斗（裂嶺レ訓・争歪，昇入腫｝7停・替劉子相号斗そ｝｛≧71｛藷。1
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李 蓉δ｝

轡号01囚91想墓｝呈糾魍〒叫想蓄利哲E閥重｝

週刊司一u｝．叫苦司肝入腫｝弁碧斗杢｝。庵弁甲子日1丑苛ゼz園三皇叱声叫．

皇昔1まを号入｝司セモ瑚（mod㎝）暑瑚司唱山田〒・舅嘆｝｛｝糾7｝ス1日胴。1叫．
胃弱 2000 k皇611 二習oi暑（＞1 径｝号曾ユ91 遭う司 手引

号6刊・ス4 0｝二三÷∋ 47．7％ ◎刊 01喜u干．

司舟。1回想三暑周回苛α1三唱手叫叫τ梱回『判コ｝社喜引子碧里洲剃手号イ｝。1
冠刈到59．2％司1丹脅叫13）．週暑司立国を号91量唱唱薯7刊噛碧暑ス1月ユ内学叫．
日1昇尾｝（房）｛｝望琳薯。17噌｝，叫早斗P隠，を昇司暑薯7刊唐碧。1飯1斗．7肩月姻ol

望洲碧皇呈叫荊項賢聖暑刃勉暑四望剤。1叫胡エ郎皇司，暑プレ三女司。ト四号到
暑石喜入｝叫ス図耳門香暑到憩田圃璽1憩畠7レ『皇ユ銀u｝．暑君斗号イ｝到思糾納
入㌃看暑到想暑唐門斗望剤含叫旦刃1曾7手皆相01奮叫．

叫已周．皇司翌暑君01入刊旦｛｝暑イ｝司囚明望刻1遇01・司下男ゼ7回暑長内観1臼
田｝号剋到 想豊｛｝叫暑○同旅∋司1月｝三入1世子月ゼ4唱。1じ｝．剋舎勢舎モ｝噌瑚
す｝｛｝・レ㌍｝冠丑q1司1 q固i手刀豊碧｛｝7図鍛じ｝．組モ州州司司7・1置引叫を立呈

冠著司司囚 モ｝月刊9｝胆015判61刈 皇翔門戸告01（刃望刃1遇。国ゼ7陪ヨ肌理
4唱｛｝田舎叫01量宣｝呈01皇量せ牛竜野。㌃一号豆重｝q子重｝昇01叫．o団唱司刈
碧暑ス糊剛望潮噛一高・斜験｝高這重｝号剋91想塁｝三月三組モ州瑚望

君甘叫補

モ瑚司剋（ま懇立呈里。ド塁圃叫ε｝耳セ辛刈司剋コ困暑呈暗墾午叙皇司，o催
筈司刈量号望◎1ストd暑糾司呈三暑甚囎司三司望牛銀叫．

4選テ紐三豊消却♀呈朴丑91骨愈6刊瑚司一司
駕・刈刈釧罰則三哲・月下ス腿工学望子暑斜δ個斜陽避暑碧四川判例釜計理暑
4層δトと望。1組剃肩・恥博｝τ｝．・1ロ1。1堪肝入1暑♀圖入四目♀ス1組・碧・1・1組司列

樹潮岬君暑矧盟苛剛王入腫｝目を銀味。｝至入擢斗引当｝号平｝呈入匿暑尋層さ｝モ…日1
7｝喜ス㌃豆7ト望唄01u｝、 oト苦司望暑叫刈ゼ （株）CDI州潮胡刈想碧刈旦弁呈貸切丹

糾想到司郎1＝｝．ユ乏司舜圧呈♀ス1組想91尋問コ｝CDI g1呈亙豆州叫社1斗二男昇

入1ム望皇呈01早司ゑ叫．フ園CDI斜割増豆均等暑暑著｛｝刈到苛唱旦薯薯昇脅号01
フ｝子，摺せ唐フ1子，早頭割フト干号斗社。1暑三里呈。1岱明日銀珠。回1司口入｝空

呈♀ス1組想到糾（召・咽セ7｝香子門門釧7闇斗脅列翻垂糾を包升別号宮社。1
著社01フ｝釜。｝肩明甚昇暑掛銀叫．

呈朴ス回唱そ｝・川閉門四三暑71歪．立山司司転入匿暑基困曾石♀・糎｝暑聾暑

甚司苛ゼq1舟書を碧旦暑暑を望暑午銀71曜｝戸閉τLユ司耳門王寺ス國
沼そ｝（川下ゼ尋・剋到唱州銀セ暑迅｛｝望叫叫719伺一エ銀セ升叫辛｝君01望

午銀耳．

。1遇唱司囚晴陰里呈呈朴暑苛セ唐牒≧朔一三ス國（召を酬囚毬三型司苛叫．
ユ弔司望薯釧三塁｝刈且♀王入匿升暑三里呈4碧暑日1セ岳糾司斉遇。1魁噌宅
型喜。囲勾舌者司一1斗．暑喜暑君01叫ゼ裂01杢｝苦望剛L｝7ト碧舎朔日1ヌ閨明
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λ陪ス國唱智司囚園丁♀起入1到セ召舎暑三宅唄。1珠ユ司耳を尋到摺♀暑君
ス図回ス梱1醒書下周回セ入｝書ス國号君。1丹比町君潮字配升司辛皇1ロ1暑ス恒
7ドま梱01書τ斗。

望酬囚州暑暑銀唱石下唱引潮碧♀司囚互甲州01，重｝テ潮王入10ト叫互判例
碧ンまエ叫声刈三一剤91摺暑叫摺を01叫至聖三戸…目（＞1咽σ1名一層暑91二四暑社立呈

。1野司フ1王重｝叫号司摺暑斗碧弓手・租引出叫甚司馬ト§ス｝斜子例月望司銀暑
瑚三三じ｝．望壁司立呈噌を・包司寺司ス1セ型薯魁三入1摺を胡平田÷∋碧を剤筈薯
暑喜01ユ，ユ昊7浮，唱ヌ1，剖ロ｝鱒斗社01杢｝｛｝6個旦普胡呈瑚ゼ誤。｝暑01升フ1三

重｝等号司望薯釧・碧邊ス阻昇既判王司甲州下町スレ圃夢野剤苦，スレ干刈碧暑慣例，

暑町医司著，魍B｝剤苦，望ムを豆剤苦，碧暑剤苦，7ト訓苦，三等司苦，暑昇，

想湿剤苦，子羊斗至司豆，告豆，斗ス屏，⇔鴇君をス隠司苦号潮岬甚・1妊号網
入ト喜スト・糊1望叫L｝（召項司一囲1〒・声望牛銀暑ス1三蝶｝・1叫．

ヨ≡L叫喜列豆．一町号叫叫三91可憐暑暑午銀碍．望魁瑚皇呈司・看盈斗喜・包薯

社宮号ぴ川日胴望叫．。1ぞ♀入側ス回唱を司1叫叫社町暑君名昇・毬等9
糾を・暑・1叫エ4叫暑屯叫．望甚助嘆瑚旦弁王入匿叫と糾看・写糊苦，斗薯魯晋，
ヌ1勇魚平平昇，ス㌍旦甚苦，ユ司ユ日一書号01子即下（日銀囚魁，聾号剋到碧♀。1司を

子甚。1想暑呈料亭・團司至剛望・手耳三階・1暑門門暑ス1呈旦孤u｝，。隠1訓言

唱潮糾そ｝・野州銀セ叩石号吊魁旦四三〇1乏召書唱洲01三碧牛銀叫，思フ1四
号葱皇呈重｝を三郷暑・1三聖｝，遇フ1暑三門胴1セ・甘平，梨三号・1銀立明，・習ス回

刈弓暑苦境碧杢書晋呈糾を碧鯛1ス同町智鍛叫．・1喜叫選琴。回・豆釧糾看乾季
思杢，雪避昇昇，刈博書苦潮旦暑（・團剛列召切石♀刈凹・フ17ト早胃石戴uD，
碧杢暑苦潮明豊号斗壱01叫書三層埜01フ1王子叫．

叫判例書テ財団｝刈跡♀呈朴丑斜4慰司判子♀旭号社暑甘羽州早エ喜三暑
苛♀1司1干÷…暑糾司甚昇7手畔豆司一叫．耳司1970雇瑚早月君寄宅重｝号門司入1舅

。国一引回入粗骨♀超斗昇〒・・別叫叫ユ憩二瀬せ司きレ1叫駐。刊号イ回思尋7ト
日1三丑司

毘r｛≧「 週01亡干． 7｝・モ碧 く皇｝』3＋フ『！毬1＋早⊆昇 1＋身全里2＋鳶口宅｝〉 ≦≧1 ζ〒L王（捌1！λ→玉三 亡ト｛｝こ1≡L！醤配

置ス胴早，日腿叫到嘉。L書判潮〒・想号・い圖遵，入屠唱刈里呈噌姻工担叫．
◎1唄○｝周回刻碧望碧醒暑呈01早朔刷子号手罪刑叫喜召01叫．ol遇釧判司囚三
入隅暑号召毛母号社音甘♀1・刊早国払昇唱。1一斗司囚セ昇削回午銀耳．

糾㌍｝暑君号・習到・盛暑ス胆昇蚤入院筆工呈セ叫4到嘆｝ス肩升ス1望暑三戸

研司セ咽｛劃7ト銀暑碧朝叡叫．望薯中豊ス胆．弁呈入側到碧♀，4冴到
嘆｝ス洞1〒瑠到昇，誇刈旦暑荏｝杢｝斜舜暑射司七早峯｝コ｝入陪剋王暑豆呈
王入1苛刈羽01銀真日1，明71州暑三三王入野洲苛セ雪月暑ヌη引苛唱01｛｝刈羽
国労凶冷銀暑湊01叫．叫叫刈冠号暑声門刈旦再呈入匿到t肚さ工学暑イ｝，殺｝昇セ

暑三里，ユ司ユフ圏牛セ杢甚昇釧三唱｛｝ヌ牌芝杷豊唄立呈・ヰ4萢斗7圏
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重｝≡｝（耳因91想蕾是重1盟干≦斗想琶天1想El下

雫 啓言ト

剤瞬品別眉♀KI140101到項， KI身長望，14セ剤身暑筈，01ゼ剤唐司1銀副長著小才
フ｝狽午昇昇01宅耳．ユ子刈瑚剋州セ叫告叫を叫．

剣）餐｝昇甚昇
KI： 暑イ｝， 14：暑玉三毫｝， 01：ノ理碧ス刊 昇昇
KI1401 ・碧弓一里

止し十 （ ） 叡亡ト （ ） ，杢1こ子ロ

聖王（
碧著ス

；z11司

（○，△， 〉〈）

），入ト暮叫（

）

下司子鵯，入レ1（ ），・対者，入レ1（

）

を号魁憩千尋旦弁呈朴王到卜占昇尊号イ｝到子甚薯叫｛｝：歩掛・｝呈スト呈豆入1糾セ

暗唱01弁仁寿一1斗．01玉名暑書房里司1三三音。｝祠司，鋸引且フト叫望牡辱千引釧

碧・♀針音01半フ国明三畳畳01叡｛｝牛銀着，叫立卜旦封蝋♀1斗告湖中01甚題言今
回τ｝．

酬）叫団員
MM；苦そ｝

LO昇三：言立卜羽扇三州王そ｝暑，升組71号01醤司戴モ…碧♀升銀告

EN翼紐：呈6咽71を薯書手唐叫ス191号社
四望姓亡を1：71盈斗暑司一ゼ司畳叫
VS司1畳じ｝2：磐叫暑苛芒剛萱τ斗，マ｝叡書奈郎｛｝

ST茎｝エ：司硅｝叫91早舎号イ｝立呈翌ヌ国ゼ眉♀三銀告
剛亡ト喜三碧1：手呈矧身盈呈入｝暑望

MSI芸事三．唱2（叡含午銀音）：暮六翌叫望三．陰言期州智エフト♀1荊壷今銀名一

BA小磯（糾を盈）：手呈入陪苛ゼ副査。掴，糾を・毬叫石喜
TO糾そ｝・毬（工L刃コ己）：？｝瞭州園舎宅聾を碧随神♀枳｝暑譜・母野呈尋子碧

KI手世：碧ヨ．朗，る司則，井ムt肩呈子想宅暑社

DI剤唐：（翻司・階号社，豆・司入ト暑糾ゼ暑社立呈埜。関野ゼ碧♀三鉄含
RE碧そ｝ユ：望魁碧そ｝エ筆石ヌ1噛をユ暑亙脅
LIフ『を：杢立卜斗望司日1週01告剋暑祉

R1魁1：勉居61音量，7ト皆尋亙暑スト9101暑暑唐潮噌碧皇呈是望望且叫銀告
R2 唐2：0ト01釧 骨≦≧呈入㌃毛ト羽モ∋ 号え｝o｝ズ榎｝入干薯トス㌃91 01暑oi辛1皇

R3磐3：0ト01釧噛立呈入ト暮司セ暑社olズ1魁朴暑ス國01暑ol望皇

甚昇方今古園叫立呈ユ剋胡町苛セ秀昇寡男爵号州司夕月セ喜三望子甚01叫．
望糾ゼ（株）CDI朔刃 理｝暑望薯潮 碧豊ス胆弁呈スト豆暑尋呈言｝（月 を号普書三雪
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ぞ甚昇暑z困臥旦飲u｝．望司暑剋咽堂セ号甚昇釧71｛｝・1週叫．麟｝皇喜鋼1セ
望薯釧・癖簡明昇至入朝舛到日1：星暑入1三銀叫．

017｝子
02そ｝・割書苦

03蚤咽，噛唱，暗ス肩暑音
04 t忍k白雪71こ子
05 早r≧ヨ碧一 7トこ〒L （L盟そ｝こ［L 亙重｝）

067η南扇，呈司司，7｝ムq需杢三r■

07舎，亜叫01翅，糞石叫→並叫01遡柔7ト
08 苓71，フレムフ1こ子
09 ｛…・君 毫｝モ∋ ユ昊

10王司書杢三子
11ラ『司，計フ｝子

12司壁書苦

13看暑昇
14 ◎そ罵ユ01一§一 ム1フ1

15量…そ層フ1

16・補陣起71

17フ｝再話71→重｝琴層71三λ樽・司フ1呈。ドd環
18 萎！7｝・叫，含7㌃青，ム｛｝，王ヨ，し｝01毫→ 午ス1 季フ㌃

19嗣禁野
20司割書剤フ1
21スレ｝刈呈刈を司著（畳室D→望薯到層♀ストフ圃至旦剥苦：叫碧劉筈皇呈子甚
22子望重｝刈そ｝司苦（魁冬｝）．→嬰巷比論01エ屠

23刈る弔，電州暑剤署
24 （ミユム罵ユ三 剤晋

25噌号斗晋
267陪

斗晋

27野司・司苦

28暑昇
29身昇→望具潮碧♀旧名一
30 ノ理！越 （週（＞1暑 ヨ三草｝）

31誓層昇→望薯到眉♀叡｛｝
32 名トス1，呈1］1豆
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雫曽δト

邊…｝（月因gi想豊呈糾2ヨ干21想蓄天H哲剛司

33音豆，手昇→望薯潮碧♀含豆州王碧
34斗ス併
35市井君を司苦
36司一皿豊年潮昇
37 ヤ｝ノ冒≦≧1昇 （（≧｝昇）

38甘言釧昇（重｝昇）→望薯91眉♀叡｛｝
39甘相子早，皿スL型週看著・

40甘相到告甚晋（萢甚否号王室｝）
41 （月ノぎΩ1秀千（（君昇）

42 （月ノ冒≦身昇 （を昇）

43 α1層 子吊，1里スト，・翌思看筈

44祠闇弱｛｝喜暑・（剤甚奇号1星脅）

45明野書苦
46 甘ズト6｝一〇1≦≧1 ≦判昇

47 （月スト。㌃01到 釧昇

48弁。ト｛｝苦

49フ1叫忍畳，♀冠昇→望薯91碧♀竜豊菩音州銀舎

50国璽
51刈回書筈
52 日1一と盈｛｝署

53月増書例
54糾を・暑暑苦

55斗建暑苦
56 日1予， 杢｝平

57刈1唱書苦
58・明君尋
5g o1皇と， ロ1モ『重｝フ≦｝暑｛｝

60糾を苦昇（叫をス1王脅）→糾を囚皿哲
61ロ1一号，｛｝司書升子，71子（スト社囚号王哲）→望薯到碧♀ス困囲セ叫号暑
62 91豆書｛｝ （く牛 王重｝）

63杢1看｝，看ス1，入1司
64 ｛｝こ〒L，入｝早｛｝苦，軒｛｝苦

65智廿君
66百貫フ1子
67 望司1日1週，日1τ／一≦≧暑苦→ 蔦皇玉三 養｝昇≦≧．呈呈昇
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68四八皇羽州
69 ヲ｝司1モ斗一8一署

70石評日暑著一→ 里三重｝昇皇呈甚昇
71四三暑苦一→望三重｝昇皇呈甚昇，望暑91眉♀刷毛｝暑苦勉
72叫フ1弓筈

73李旭町苦→望喜到石♀望豆昇午書苦皇呈甚昇瑠
74引ロ1暑筈
75 組。引， ◎肩≦≧｝暑至｝門門

76 ス干暑ヌト喜暑・（≦≧豆t］｝01号王重｝）

77冠香凸凹書苦（否旦，暑刈，遍ス1号王草｝）→望喜91碧♀叡含
78 暑・三正， 91司1−8一署

79午唱重｝暑君

807同

5喫含里
翌ストビ望司口重｝号三嘆｝刈旦弁呈入｝王釧司甚昇，号甚昇到叫暑刈入｝妙斗

ユ司耳。1唄｛≧。隣旦冴セ号号手喫釧召暑司な立呈糾呈入匿州ス1し図讐三寸．
叫金司・醤刈呈杢呈昇釧刈早・碧をス頂昇書・1叫淵銀フ1剛暑6刊豊碧宅授｛≧叫月叫．

・｝叫三翌刈王朴州

召苛遇日岳書薯測早甚昇升週￡一碧授立呈φ刃萢U｝．耳司

入陛呈♀ス1杜四。1組日1列唱尋

召州刈耳薯暑君昇昇暑7怪呈を叫唱，望牡

室旦直立呈♀姻望選号暗・碧暑刈旦昇呈入ト丑暑4層碧牛銀暑裸立呈明靖刷叫．
入｝唱器叫セ唄｛｝皇姻量7國毛｝。17肥宅唄。1珠号司叫冴翌呈憩尋刈旦舟至入｝丑暑

4相子呼唱ユス圃升呈糾潮司エq子暑曽冷銀芒裂ス障7ト宅珠♀倒暑三里
甚昇司囚三望午銀昊。1望平日碧暑ス刊暑昇斗聾尋釧唄岬山閣量ヌ回暑亙望珠7摺

望暑同月♀ストフ圃互訓苦斗碧馴筈聾〒・甚董午郎ス1吐輯到石♀スレ圃王
刈を剤晋立ト『■唱を刈そ｝剤筈01鴨暑01｛｝味 01誤9輯剋01刈そ｝剤苦暑号豆入1

司剋じ装…翌含必嶺｝啄圧妊週襯｝覗謄召魍1叫叫ヌ回暑旦。1ス1魁（聖掴立呈

香旦，呈平平ス1号皇旦書苛エ銀セ層♀フ㌃暫蹄・圏薯を号勉到7困想鯛囚
剋襯｝刃17ド神d苦皇〜暮｛｝見司｛斜、与司週襯｝遍｛刊・羽セ・刈奨葱想魁せ号斗巷薯
71盛培司｛さ呈・補三王重｝宅司㍉・1遇釧ロ1・川入1至入匿釧4相｛≧｛壬糾釧：麟1。1司・墾・争
銀τ王

苛湘魁u｝尋到ロ16個望早釧碧暑ス刊旦♀呈朴王斗妊テ丹薯翌喝司♀入ト尋叫．翻引
三入回野田・盛｝。1勾辛善糾耳旨石書・1月｝

習宅授。1u｝．・1弔中1（咽三苦号到

王刈囚手叫唱刀図王脅を号・囚・肥到翻囲・碧豊・翔司を想碧ス腿瑚叫到呈朴セ
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邊号〔川人igl想費呈重卜2チ子皇ト想書刈想EH軒

暑叫入16R｝出端91杢｝01（相異）叫・｝｝入K相似）暑再出墾牛銀セ91u1銀将認否叫司
日1エ剋・舎尋瑚ろ｝唱01叫α調剤叫．

肩入四望薯・期刈刈7旧碧響ス腿訓叫。1観ス刊司釧ロ1暑刃月エ槽碧・刈埜。1ゼ

暑旭潮二二斗釧ロ屠奨ゼ司召号量叫唱，旧号潮層♀01環避暑胡刈皇謝翌三三01

明望剛 堪。国セブ回 司 苦相01早司召三献相01踏叫．山口豊刈呈朴暑暑を
層暑越前望子セ暑入血圧斉三州ン『冠暑到 遇。1叫層州 朔量q干斗暑入国勉
斉里酬囚翼才量｝苛q潮想暑｛｝糾暑01洲掛矧日1吾輩重｝鷲唱忌司刈皇｝01思誤01叫．
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