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土方久功日記 第 21 冊
1933 年 5 月 26 日〜 1934 年 11 月 20 日（昭和 8 年〜昭和 9 年）

解 説
この第 21 冊には，昭和 8 年（ 1933 ）5 月 26 日から翌昭和 9 年 11 月 20 日までの約 1 年
6 か月分が収められている。
この 21 冊で注目すべきは，久功が森で生活したことである。
昭和 8 年（1933）6 月 8 日，杉浦大工さんが椰子林の手入れの監督するために森の中に
建てた家に，イニポウピーとともに移り住んだ。大工さんがしばらく森に行かなくなった
ためである。その日の『日記』には，
森ハナカナカイイ。夜ハ満月ガ海カラ上リ，友達ハ白豚ノ仔ト一匹ノ犬ダ。
と書かれ，たいそう気にいったことがわかる。
森の生活については，
「森」と題された一文が「流木 2 」
（
『著作集』第 7 巻）に収めら
れているが，その中の 6 月 27 日から 30 日までの 4 日間が，一部加筆訂正され，
『文化の
果にて』
（ 1953 年，竜星閣刊，
『著作集』第 6 巻所収）の中に「森」と題され，収められ
ている。
6 月 27 日の『日記』によると，久功が森へ引込んだのは，永くやらなかった彫刻をや
るためだという。
森では，朝は明るくなりさえすれば起きてしまい，夜は暗くなりさえすれば寝てしま
う。村では朝暗いうちから鶏が盛に鳴くが，森では，ニッチョクという，島にいる唯一の
小鳥の囀りではじまる。その小鳥の声で起き，前の小さな浜に行って用を足す。それから
飼っている小犬と浜で遊び，戻ってくる。家ではすでにイニポウピーが起きて，機織りを
している。炉に火をおこし，朝食のため，前日のパンの実の鍋と蛸の鍋をのせておく。そ
の間，そばの茣蓙の上でガチンガチンと彫刻を始める。
ひと仕事終わる頃，2 つの鍋が温まって蛸のよい匂いが漂ってくる。そこで二人はそれ
ぞれの仕事をやめ，酒の空き箱の食卓につく。朝食は，蛸と，椰子の実の汁で煮たパンの
実と，熟して甘い生のパンの実と，とりたての椰子花汁だ。食後，手巻きの煙草を一本吸
うと，また仕事に戻り，昼食後，2 時か 3 時まで彫刻をする。仕事に疲れると海へ行って
水浴びをし，イニポウピーと一緒に蛸や雲丹をとった。夕食は，椰子の木陰に茣蓙を敷い
て，海の夕焼けを眺めながらであった。岡谷公二氏がいうように，この頃が，久功のサタ
ワル島滞在の最良の日々だった（
『南海漂泊』124 頁）
。
戦後の昭和 40 年（1965）
，65 歳のときに南洋の楽しい思い出を綴った長詩「あの頃は」
（
『著作集』第 6 巻所収）の中の一連に，
あの頃は楽しかりにき
パンの木の森に小屋建てて
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森の暮らしせりき
と書かれている。また，
「森」が，
『文化の果にて』の冒頭に置かれていることからも，
「森の生活」は，久功の人生の中でも，最も幸せな時の一つであったことがわかる。
ところで，久功はいつまで森の生活を続けたのだろうか。
「流木 2 」の 7 月 3 日に，
「今日は村の遊びがあるというので，久しぶりにメサールの人
里に行ってみた。
」とあるので，その日までは森にいたことがわかる。しかし，
『日記』に
は，その翌日，7 月 4 日から 12 日まで，日付と天気しか記されていない。1 週間程，
『日
記』に何も書かれていないのは理解しがたい。その間に，久功は再び村に帰ったと思われ
る。
結局，久功にとって理想的であった森の生活も，ひと月ほどしか続かなかったことにな
る。既に述べたように，森の中での生活が「森」と題する文になり，
『文化の果にて』に
収められ，多くの人々に読まれたので，久功がサタワル島に滞在していたとき，終始この
ような幸せな時を送っていたと考えた人々もいた。しかし，
「森の生活」は，久功の 7 年
余のサタワル島滞在中の僅か 1 か月程であったのである。
この年 8 月 15 日，久々で国光丸が来たが，その船で田山利三郎東北帝大講師と染木煦
が来島した。その両名は，その後も久功にとって重要な役割を果たすことになる。
岡谷公二氏は，久功のサタワル滞在の後半にさしかかる頃から，久功の日記の様子が著
しく変わってくる，と述べている。豊富な民族学的記述が少なくなり，天気だけ記した日
が何日も続くかと思うと，突然日本の優しい自然を詠んだ俳句や，パラオで作った詩や，
昔の思い出を語った文章が現れたりする（前掲書，124 頁）
。
これは，
『日記』の記述の文章量にもあらわれている。
『日記』の大学ノートは，いずれ
も 180 頁前後であるが，第 19 冊ではその 1 冊に約 8 か月分が収められている。第 20 冊で
は，1 冊に約 7 か月半分が収められている。ところが，この第 21 冊には，2 倍以上の 1 年
6 か月分が収められている。これは，1 日あたりの記述量が減り，日付と天気のみしか記
されていない日が増加していることを示している。
なお，この第 21 冊は，昭和 8 年（ 1933）7 月 31 日まで，久功によって加筆削除訂正の
上，
「流木 2 」に収められている。
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表紙

［ 21 千九百三十三年五月廿六日ヨリ 千九百三十四年十一月二十日迄
昭和八年

HISAKATSU・H.］

〔 5 月〕
二十六日（金） 晴，雲多ク日強カラズ。
久々デヨイ天気ガ来タノデ，大工道具ヲモチ出シテ，タンクノ蓋ヲ作リカヘテヤル。

二十七日（土） 雨風，朝止ミテ暫ク晴レシモ，再ビ漸次曇リテ，夕方ヨリ雨。
二十八日 日曜日 今日モ又朝一寸晴レタキリ，ダンダン曇ッテ，午後ノベッタラナ
雨。

二十九日（月） 晴，
久々デカラットシタ快イ晴。昨夜，Poūpï，Leimalikat。
昼前，一艘ノ舟，Pigölö ニ行ク。

三十日（火） 晴，
三十一日（水） 晴，
午後，Pigölö ヨリ一艘ノ舟帰ル。Wong7。

Lūkeřik，falepil。

六月
一日（木） 晴，曇，晴，曇，雨止ミ薄日，夕方ヨリ雨，

Lūkeřik，falepil。
二日（金） 小雨。

Poūpï，Leimalikat ヨリ出テクル。
今度来タ Wong ガ悪カッタノカドウカ，村中ノ者ガ腹ヲ痛メテ閉口シテ居ル。一種ノ
風邪ノ様デモアッテ，熱ヲトモナヒ体中ガダルイ。大工サンハ昨日ヒドイ目ニアッテ何
モ食ハズ，今日モ臥テ居ル。私モタイシタ事ハナイガ，体中ガダルクテ何ヲスル気モナ
イ。
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三日（土） 晴，
大工サン，森ニ行カズ，一日臥タリ起キタリシテ居ル。

四日 日曜日 夜明ト共ニ雨，後降止ミシモ曇晴，日暮レテ又雨。

Polowat ノ舟ガ一艘来ル。コレハ前ニ此ノ島ヲ立ッテ Polowat ニ帰ルト云ッタママ，
（

Namū ūk ニ行ッテ遊ンデ居タモノデ，次ノ者達デアル。
Liekoa b ♀

Igowerik ♂

Lailigito ♀

Oloma ♂

Laigepoa l ♀

Fangata ♂

Lailang ♀

Iboūr ♂

（

Olobūireng ♂

（子供一名）

五日（月） 晴，
朝，先日 Pigölö ニ行ッタ舟ガ帰ッテクル。Wong 八頭。
欄外 記

［ Kilifu ］

Wa seila ノ叫ビガ一時起ッテヤムト，今度ハ Kilif ヲ切レト云フ叫ビガ起ッタノデ，
突然皆ハアハテテ森ニ Kilifu ヲ切リニ行ク。然シ Saūfa ハ居ズ，Samol ノ一人モ，此
ノ Kilifū ノ事ニ就イテハ知ラナイノダ。其上今ハ til ガ前ノ月ニ上ッタバカリデ，Kilif
ノ時期デハアルガ，切ッテハナラナイノダ。誰ガ最初ニ叫ンダノカワカラナイ。ガ兎モ
角一年ニ一度ノ Kilif 切リダカラ，皆ハ我勝チニ□ト森ニ行ッテシマッタ。舟ハマダ入
ラナイノニ。
ソコデ大工サンガ行ッテ怒ッテ廻ッテ，一部ノ者ハ切ラセズニ帰シタガ，知ラナイモ
ノハシコタマ切ッテシマッタ。デ，夕方月ガ出テカラ皆ヲ集メテキイテミタガ，誰ガ云
ヒ出シタトモワカラナイ。シカタガナイノデヨク話ヲシテ，明日更メテ切ルコトニスル。

六日（火） 晴，
子供達ニ Kilifū ヲ切リニヤル。

Pigölö ヨリ帰リシモノノ Ätari。
七日（水） 晴，
明日カラ Aapiyang ガ二三ノ若イ者ヲ Po ニスルノデ，今日ハ村中ガソノ仕度ダ。男
達ハ皆 Peigi efang ニ amūř（薪）ヲ集メニ行ク。女達ハ田ニ Wot ヲ取リニ行ク。

八日（木） 晴，
欄外 記

［ Po ］
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此ノ Po ニ就イテハ前ニ書イタガ，細々シイ事ハ マダワカラナイ。同ジヨウナ事ダガ，
アラマシ書イテオク。新ラシク Po ニナルノハ，Ai telial ト Maugūř ト Tūgūpaie ノ三
人デアル。
朝，皆ハ meai ヲトリニ行ク。

řabūtū re fūri □□□ ūm（ Wot ）
mal re fūri ūm（ Meai ）
re bāi fūngall.
rea yaūta Sapï temak（Sapï □□□ ūū long ― pale akkaū ital）ngalla lo □□ ūt.
řakka re maremar ūpūt.
alongēr re po re □□□ bū magiri wol lo ūt.re kabūng.
re farak fital nge re sabū tolong le im.nge faūibong.
ïr elū řai re wol řak lo ūt e bongï
Ut ノ近クデ akke bas スルコトガ出来ナイノデ，踊ハ休ミニナッテシマフ。
処デ大工サンガモウ暫ク森ニ行カナイト云フノデ，私達ガ森デ暮スコトニシ，朝，子
供達ニ若干ノ荷物ヲ運バセテ森ニ来ル。
森ハナカナカイイ。夜ハ満月ガ海カラ上リ，友達ハ白豚ノ仔ト一匹ノ犬ダ。

九日（金） 雨，昼前ニ止ミシモ其儘曇。
（

朝ッパラカラ Ibūmāi，Igitor ガ来ル。ツヅイテ Sawek，Tewesiliang，Ukatengar ガ
来ル。mea i ヲトラセル。昼過ギ皆ガ帰ッテカラ，海ニ水ヲ浴ビニ行キナガラ，Poūpï ト
二人デ蛸ヲトリニ行ク。Poūpï ガ二ツトル。
夜，月ヨシ。但し霞ンデ居ル。

十日（土） 晴，日暮レテ小雨ニナル。
〔欄外に記す〕

］
［ Alli li yaliū （ mär ）
（

今日ハ Alli li yaliū ト云フ事ガアッタ由。コレハ□□□ mär ヲ作ル前ニ行フ儀式 52 ）
デ，mea i ノ多イ年，コレカラ mär ヲ作ルコトガ出来ルト云フ前ニナサレルノデ，女達
ガ皆デ alēr mali effang トシテ asūk ヲ□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ peigi effang ノ t el ノ木ノ枝□ニカケテ置クノデアル。
欄外 記

（

［ mär ヲ捧ゲルニハ非ズ，asūk ヲ捧ゲルナリ 〔24，37〕ヲ見ヨ］
夕方，男達（子供モ）ハ Ut ノ前デ mea i ヲ食ス。
此ノ儀式ガ済ンデカラハ，イツ mär ヲ作ッテモカマハナイノデアル。
若シ是レヲシナイト，lai liyar（竜巻キ神）ガ来テ此ノ島ヲ荒□ラスト云ハレル。
欄外 記

［ 37 頁ニ］
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又，Ati basū（男神）
，Litartar（女神）
，Pūkilli toil（？神）ガ来テ嶌ヲ荒ラスト云ハ
レル。コノ神々ハ北方ノ Rigimasū □□ řyoi（ Dittillap 参照）ノ島ニ□居ルト云ハレ
。Pūkilli toil ト云
ル。lai liyar ハ竜巻キ其物ノコトデアル（但シ神ト考ヘラレテ居ル）
フノハ，丁度竜巻ト仝ジヨウナモノデ，海ヲ渡ッテ来ルガ，雲ノヨウデ，非常ニ恐ロシ
イ神デアルト云フ。
今日ハ夜，pūkill ヲ焼イテハナラナイ。夜 pūkll ヲ焼クト，此ノ□□□□ Pūkilli toil
ガ来ル。
一艘ノ舟，Pigölö ニ行ク。

十一日 日曜日 晴
十二日（月） 夜明前雨，晴，

Polowat ノ舟，帰ル。
十三日（火） 晴，
大工サン，朝遊ビニ来ル。

十四日（水） 晴，夜小雨ニナル。
十五日（木） 曇，午後一時間程雨ノ後晴レル。
朝一寸ストアマデ出テ来ル。

十六日（金） 明方迄降ッタ雨ガ止ンデ，漸次晴レル。
十七日（土） 晴，
十八日 日曜日 晴，
十九日（月） 明方前雨ガ降ッテ居タガ，晴レル。
廿日（火） 晴，午後四時頃，パラパラ雨。曇，
廿一日（水） 晴，雲多シ。
廿二日（木） 晴，夜ニ入ッテ小雨，

Pegi yör ノ Sawï デ沢山ノ者ガ来ル。
夕方，大工サン，遊ビニ来ル。

廿三日（金） 明方迄降ッタリ止ンダリシテ居タラシイ小雨ガ，朝一時降リ直シテ止
ミ，後晴，
大工サン，シコタマ下絵ヲ画イテモッテ来ル。

二十四日（土） 終日雨降ッタリ止ンダリ，
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二十五日 日曜日 曇後晴，
二十六日（月） 晴，
欄外 記

［ナムチック 氏族］
□□□□□ Namū ok ノ女ガ遊ビニ来タノデ，Namū ok ノ氏族ニ就イテ少シバカリ
聞イテミル。
〇 Letchip 地名

＝
〇 Wallisāl
＝
〇 Sobaik
＝
〇 Řūlikilifū
＝
〇 Sebaik
＝
〇 Lewo
＝
〇 Loūrūtiū
＝
〇 Lekawoū
＝
〇 Peiliwer

（ Faili mai 氏名）
小

（ mangaūlifař ）
（ Saūsat ）Saūmel
（ Safala řik ）
●

大

（ mangaūlifař ）

追記

［鉛筆書きあり］

（ Sār ）
（ Rāk ）
（ Nïtoeli ）Polowat（ Polowat ）
（ Saūwel ）
（ Katamang ）

此ノウチ第一番ノ氏族ハ大 mangaūlifař デ，是レノ氏□長ガ嶌ノ第一 Tamol（Samol ）
ニナル。現在ノ Tamol ハ Angareliyop ト云フ名。第二氏ガ Safala řik デ，此ノ氏長ガ
●

嶌ノ第二 Tamol。現在ノハ Farakaūř ト云フ名。第三氏ガ小 Mangaūlifař ラシク，是レ
ノ氏長 Řamol ガ小 Tamol ニナッテ居ルガ，今一人是レト仝格ノ小 Tamol ニ Fūrakaūshi
者脱

ト云フガア□リ，□是レハ Katamang ノ人間デアル。
然ルニ Namū ok ニ於テハ大小ノ Mangaūlifař ハ別氏トハ認メラレテ居ナイノデアッ
テ，婚姻関係モ禁忌ニナッテ居ルノデアル。デアルカラ，或ハ Katamang ヲ第三氏ト認
ムベキデ，小□□□□□□ Mangaūlifař ハ，大 Mangaūlifař ノ分氏ト見ルベキデアルカ
モシレナイ。所ガ今一度然ルニデアル。即チ是等ノ氏族ト当 Satowal ノ氏族トノ関係ヲ
タダス□ニ，
×大 Mangaūlifař ― Lēař

Safalařik ― □□□□□□□□ Ealatiu
小 Mangaūlifař ― Losomar

Katamang ― Katamang
（ʻHatamang ）

Saūwel ― Saūwel
Saūsat ― Saūsat
Failimai ― Pïk
Sār ― 無シ
Rāk ― 無シ
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ト云フ具合デ，此ノ島ニ入ル時ニハ，大小ノ Mangaūlifař ガ明カニ別氏ニ入ルノデア
ル。
欄外 記

〔22，30〕参照，95 頁参照］
［
情

此ノ間ニハ，何等カノ事状ガアルモノデアロウガ，ワカラナイ。□此ノ Mangaūlifař
ト云フ氏族ハ，近隣諸嶌中ノ Samol 氏族デアルカラ，機会ヲミテ他ノ諸嶌ノ氏族関係ヲ
タダシテミヨウ。
二十七日 53）
（火） 晴，午後三時頃驟雨アリ。
夕方，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

Roū pai ガアッタ由，夕方 ilasū。
欄外 記

［森ノ暮シ］
森ニ引込ンデカラ一向，日記ラシイ日記ヲツケナカッタ。ガ，ナルホド Mesār ニ居テ
モダガ，此処ニ引込ムト毎日ガ只只仝ジ毎日デ，書ク事モナイ次第ダ。此ノ生活ハ一□
言デ云ヘバ誠ニ野蛮デ，ト云フヨリ自然ダト云ッタ方ガ本当ダロウ。人里ハナレタ処ニ
土人ノ妻ト二人ノ生活 ― ナンテ云ッタラ真赤ナ嘘デ，モウ ポツポツ村ニ煙草ガ少クナ
ッテ来タノデ，田圃ノ Sawï ノ日ヤ，パンノ実取リノ Sawï ノ日ニハ，二十人モノ人間
ガ煙草ヲ貰ヒニ来テ，ウルサイヨウダ。ダガマアコレハ大概朝ノウチダケノ事デ，悪イ
事ノ唯一ナモノデ，其ノ他ニ於テハ，ナカナカイイ生活ダ。
先ヅ，ココニ引込ンダノハ，永クヤラナカッタ彫刻ヲヤル為ダ。朝ハ明クナリサヘス
レバ起キテシマウ。夜ガマタ，暗クナリサヘスレバ寝テシマウノダカラ，朝ハ待チドウ
シイ位ナノダ。Mesār ニ居ルト，暗イウチカラ鶏ガ盛ニ鳴イテクレルノデ，早クカラ見
当ガツクガ ― 時計ト云フモノトハ全ク縁ガ切レテシマッタノダ。パラオニ居ル間中モ
ッテ居タノガ，此ノ島ニ来ルトイキナリ……子供ガイタヅラシタニチガヒナイ……コワ
レテシマッタノデ，此ノ前ノ前ノ船デ内地ノ甥ニヤッテシマッタノダ ― 此処ハタッタ
一羽カ二羽ノ Lit ok ガ鳴クダケダカラ，ドウモ不便ニ出来テ居ル。ケレドモコレデモ実
ニヨク出来テ居ルノデ，立派ナ役ヲスル。私ハ毎朝，ウスグライウチニナク Lit ok ノサ
サヤカナ早□鳴ノ一声ヲキキモラシタ事ガナク，二声目三声目デ必ズ起キル事ニナッテ
居ルノデアル。起キテカラ後ハ Lit ok ガ盛ニチョクチョク鳴イテ，朝ノ空気ヲ爽ヤカニ
シテクレル。Lit ok ト云フ小□鳥ハ鶯ノヨウナ色合デ，幾分ホッソリシタ平凡ナ鳥ダガ，
此ノ島ニ居ル唯一ツノ小鳥ダ。
扨テ，起キルト直グニ，前ノ小サナ砂浜ニ便ヲタシニ行ク。浪打チギワノ適宜ナ岩ノ
上ニ無心ニ蹲ッテ，朝ノ海ト朝ノ雲トヲ見ルノハ決シテ悪クナイ。広々トシタ空気ヲ腹
ノ中迄吸ヒコンデ，サテ，ポカントスル。暫シポカントスル。
朝ノ日ハ少シ北ニマハラナイト見エナイノデアルガ，アマリギラギラシナイ朝照ノ空
ト雲トヲ見テ居ル方ガイイ。此ノ節ハ，尤モ季節ノ加減カ，夕焼ノヨウナ，タダレタヨ
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ウナ真赤ナ朝ハ少シモナイ。大概雲ガ多ク。ウッス□ラト桃色カ□蒲色ニボケテ来テ，
暫クノウチニ黄色ク ― アマリキラキラト金色ニデハナク ― 明ケテ行キ，何カ遠イ遠
イ向フニ霞カモヤデモカカッタヨウナ朝デアル。小犬ノヂミノ奴ガキットツイテ来テ，
私ガ暫シポカントスル間，浜ヲカケヅリマハッタリ，砂ヲ掘ッタリシテ遊ンデ居ル。時
ニハ，イヤニシンミョウニシテ待ッテ居ル時モアル。併シ私ガ立上ルト必ズ駈ケ廻リ，
後ニナリ先キニナリ，足下ニスリ寄ッテ□フザケテ貰ハウトスル。暫クポカントシタ後，
私ハ明ルイ空ッポノ様ナ気持ニナッテ，家ニ引返シテ□□来ル。↙

二十八日（水） 晴，
↘引返シテ来ルト，女ハオサダマリノ tör ダ。此ノ島デハ，ホンノ朝ノ一時ダケシカ tör
ガ出来ナイノデ，女ハ田圃ニ行ク時ノ外ハ，セイ出シテ tör ヲヤル。私ハ家ノ一隅ニ切
ッテアル爐ニ火ヲオコス。此ノ火ハ蚊イブシデ， ― 森ハ朝ノ一時ト夕方ノ一時，盛ニ
蚊ガ出ル。昼中ト夜トハ稀ニシカ蚊ガ出ナイ ― モクモクト家中煙ルヨウニ焚クノデア
ル。シカシ結局ハ惜シイヨウニ火ガ燃エルノデ，前日ノ パンノ実ノ鍋ヲ上ニツルシテオ
ク。ソシテ別ノ蛸ノ鍋ヲソノ傍ニノセテオク。ソシテ私ハ其ノソバノ kilï ノ上ニ構ヘコ
ンデ，ガチンガチント彫刻ヲハジメルノダ。ガチンガチント云フ彫刻ハメヅラシイカモ
知レナイガ，私ノ彫刻ハソウ云フ彫刻ナノデ ― 殊ニ私ハ パラオ以来□慣レテ居ル手斧
（パラオ He bakkl サトワヌ Sile ）デ ハツルノデ，私ノ彫刻ハ誠ニ ガチンガチンナノ
デアル。
扨テ一時 ガチン ガチン ヤッテ居ルト，二ツノ鍋ガヂリヂリト暖マッテ来ル。Kūis
ノ匂ガプーントシテ□来ルト，ソロソロ女ハ tör ヲ止メル時ダ。ソコデ二人ハ酒ノ空箱
（

（

ノ食卓ニツク。ソレ迄ニ女ノ兄ガビール罎ニ一本ノ新ラシイ朝ノ椰子花汁ヲモッテ来ル。
ソコデ，先ノ arūng デ焚イタ mea i ト煮込ミノ kūis ト，ソレカラ香高イ甘イ meai mmař
トデ食事ガハジマル。食後ノ一パイノ新ラシイ椰子花汁ト手マキノ煙草トガ，新ラシイ
（

元気ヲツケテクレル。私ハ休ム事ナク，私ノ ガチン ガチン ニトリカカル。
（

今ハ mea i ノ時期ナノデ，食ベキレナイ程ノ ― イヤ，程デハナイ，実際トリキレナ
（

（

イ mea i ガ毎日実ルノデ，田カラ芋ヲトルヨウナ事ハナイ。何処ノ家デモ食ベキレナイ
（

（

mea i ヲ，mär ニシテ土ニイケテ居ルノデアル。尤モ此ノ mea i ノ豊作ハ一年オキデアル
ガ。兎モ角，此ノ mea i ノ豊作ノ時ハ実ニ豊穣ナモノデ，焼イテ食ベ，煮テ食ベ，mea i
（

（

mmař ニシテ生デ食ベ，pūgill ヲ又焼イテ食ベ，煮テ食ベ，mär ト共ニ地ニイケテ保存
スルノデアル。先日ノ mea i ノ Sawï ノ時ナドハ，□南ノ者達ハトッタ mea i ヲ，女モ男
（

モ小供迄総出デヤッテモ運ビキレナイデ，Sigafia カラ□ワザワザ舟ヲマハシテ来テ積ン
デ行ッタ。mea i ヲトッタモノハ，ソンナ風ダカラ，五ツナリ十ナリ，私ノ処ニ置イテ
行ク。ソレガソノ，煙草ガ一プク吸ヒ度イノデハアルケレドモ。
兎モ角，私ノ処ダッテタッタ二人デ，ソシテ小□犬ノヂミト小豚ノアンナデハ，トテ
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モ食ベラレルモノデハナイ。女ガ mär ヲ作ルノヲ面倒ガリ乍ラ，……ソレデモ土人達ニ
ハ食糧ガ豊富ナ時ニハ，決シテ不平ガナイノデアル。
カクテ女ハ tör ガスムト，早速又一日ノ食糧ヲ作リニカカリ，私ハ ガチンガチン ヲ
気持ヨクツヅケル ― 。
朝早ク，先日 Pūgölö ニ行ッタ舟ガ，六頭ノ Wong ヲ積ンデ帰ッテクル。私ノ処ニモ
四ツ五ツノ tiūgu tiūgű ガ方々カラトドケラレル。肉ヤラ，脂ヤラ，卵ヤラ，腹子ヤラ。
肉ハ脂ト menakilï トデ煮ルト，イツマデモ悪クナラナイ。腹子ハ tiūgū tiūgū ニシテ

ūm ニスルガイイ。tal ノ新シイノハ棒ニサシテアブッテ食フノガ一番ダシ，卵ハナカナ
カ悪クナラナイカラ，最後ニ煮テ食フノガ例デアル。

二十九日（木） 晴，
昼モ亦 ― イヤ年ガラ年中，食物ニハ殆ド変リガナイ。aři ガナクナレバ liū ヲ飲ミ，

peliūl ヲ食ベルダケデアル。暫ラク休ンデハ又彫物ニカカル。労レレバイツデモ止メル
ガ，大概ハ二時カ三時迄モヤル。モウイヤニナルト止メル。ソレカラ海ニ水ヲ浴ビニ行
クノダガ，海ノヨイ時ハ ― ト云ッテ，此頃ハ海ハイツモヨイノダガ ― 毎日女ト二人
デ蛸ヲ探ス。此ノ島ノ蛸ハ実ニ又沢山ナモノデ，イクラ取ッテモヘラナイ。環□礁内ノ

le lölö ヲ膝位ノ所ヲ，否足首ヨリ少シ深イ位ノ所ヲ，プラプラ 小唄ヲ歌ヒナガラ見テ
歩クノデ，至ッテ容易デアル。女ハ一□尺位ノ木ノ枝ヲ一本モッテ行クダケデ，蛸ガ居
ルト ― 見エテ居ル時モアリ，見エテ居ナイ時モアルガ，一方ノ手ニ棒キレヲモッテ，
穴ノ中ノ蛸ヲ軽クツツキナガラ，一方ノ手ヲ軽ク穴ノ中ニ入レテ居ルト，蛸ハ手ニ巻キ
ツキ乍ラ，穴カラ出テ来ルノデアル。ソレヲ待チカマヘテ一□握リニシテトルノデ，三十
分カ□ソコラデ，女ハ大概五ツ六ツトル。私モ時々一ツ二ツトル。月ガアル時ニハ汐ガ
大キイカラ，le lölö ハ殆ド水ガナクナッテシマフ。スルト私達ハ波打チ迄行ッテウニヲ
トル。ウニハ其□場デミジャイテ綺麗ニ洗ッテトッテクルガ，其儘椰子ノ堅殻ニ入レテ
焚クトナカナカウマイ。
此ノ島ニモ月ニハ一々ノ名ガアリ，種々ノ禁忌 epil ガ月ニ支配サレテ居ルノデアルガ，
□□一年ヲ半期ニ分ケテ，le Rak ト le efang ト□ナシ，le Rak ノ最後ノ月ト，le efang
ノ最初ノ月トノ二ヶ月ヲ中間期ト考ヘラレテ居ル。efang ハ太陽ガ□南ニ廻ッタ時デ，le

Rak ハ□北ニ傾イタ時デアル。大体ニ於テ efang ノ時ハ，此ノ島ハ食物ガ少ク，海ガ荒
レルノデ魚モ少ク，土人達ハ何トナク暗イ心ヲ感ズルトマデ行カナクトモ，何トナク黙
ッテ仕事ニイソシム様ニ見エルガ，le Rak ニハ今ノヨウニ，パンノ実ハ食ベキレヌ位ア
リ，海ハ毎日穏カデ，女子供デモ蛸ヤウニヲ楽々トトル事ガ出来ルノデアル。是レガ三
月末カラデ，五月六月七月頃ハ一番ヨイ時デアル。此ノ期ニ土人達ハ代ル代ル，一艘二
艘ノ舟デ，Pigölö ヤ Pïk ノ無人嶌ニ渡ッテハ Wong ヲトッテ帰ッテクルノデ，Wong ハ
此ノ島何ヨリノ馳走ニナッテ居ル。

208

土方久功日記Ⅳ

第21冊

夕方迄ノ時ヲ，デッサン□ヲトッタリ，軽イ本ヲ読ンダリ ― ソレヨリモ豚ノ仔ニ餌
ヲヤッタリ，犬ト遊ンダリ，椰子ノ落葉ヲ木ノ根ニツ□ンデハ燃シタリ，雨デモ来ソウ
ナ時ニハ少シバカリ薪ヲ集メタリ，ソシテ夕方ノ食事ハ外デ，椰子ノ蔭ニ kilï ヲ出シテ
タベル。食ベ終ヘテ暗クナル迄ノ間，少シノ間ヲ大概砂浜ニ出テ，雑誌ノ一クサリ位ヲ
ヨム。東南ノ夕焼ハ西ノヨウ□ニパット一時デナク，柔カク，イツマデモ柔カク薄アカ
ク，オットリトシテ居ル。浜ニハタッタ一匹ノ kūling ガ，何ヲ食ベルノカ，□□独リデ
イソガシク駈ケテ歩ク。kūling ハシギノ様ナ鳥デ，飛ンデ居ル時ヨリモ歩イテ居ルノガ
普通デ，歩イテ居ルヨリモ駈ケテバカリ居ル。タマタマ止ッテ居ル時ハ，何カ物足リナ
ゲニ，カンショウ病ノヨウニ必ズ片足ヲピクピク忙ガシク動カシテ居ル。此ノ鳥ハ kūling
ト鳴ク。
仔豚ノ奴モ一緒ニナッテ砂浜ニツイテクル。浅イ海ニ入ッテシャガンダリ，砂ヲ鼻デ
ホジッタリ，犬ニ追ハレ追ハレフザケタリ ― 此ノ豚ト犬ハ浜ガ一番好キダ。ソノクセ
人ガ出ナイ時ハ，チットモ出テ行カナイ。豚ハ犬ニ追ハレテ労レテシマフト，浅イ水タ
マリニ入ッテシャガンデシマフ。スルト犬ハ水ガ嫌ヒダカラ，□近クノ石ノ上ニ困ッタ
顔シテ首ヲカシゲテ，コレモネソ□ベッテ豚ノ動クノヲ待ッテ居ル。↙

三十日（金） 晴，
↘ソウシテ夜ニナルノダ。実ニ何事モナイ。何事モナイ安穏ナ一日ガ暮レテ夜ニナルノ
ダ。宵ノ口，ホンノ暫クノ間，灯ヲ ― □□□ tta ノ殻ニ椰子油ヲ入レ，心ヲ造ッテト
モス ― ヲツケルケレドモ。コウシテ夜ガ来レバ，直グニ寝テシマフノダ。夜中ニ二度
モ目ガ覚メル。ソシテ Lit ok ノ鳴クノガ待チド□ホシイノダ。
夜ノ夢ハトンデモナイノガ多イ。子供ノ様ナ□□夢。十年モ或ハモット前ノ人達ト，
現在乃至パラオ時代ノ人達トガ一所ニ登場シタリ，東京ト鎌倉トパラオトサトワヌトガ
一所デアッタリスル。タワイノナイ夢ノヨウナ夢バカリ見ルノハ何ウシタアンバイカ。
ソノ夢モ決シテ，覚メテ迄覚エテ居ルコトガナイ。又昨日アタリカラ新ラシイ月ガフク
ランデ来タ。mesār デハ毎日毎夜踴デ夢中ノ由デアルガ，ココ森デハ，坊様ノオ勤メノ
ヨウニ，朝早カラ ガチン ガチン デアル。
今日ハ又，Taūre ガ Rakiř ノ木ノ立派ナヤツヲ切ッテ来テクレタカラ，明日ハ早々ト
又新ラシイモノニトリカカロウ。
女ガ Leimalikat ニ行ッテ居ル間，此処ニ寝ルノハ私一人デアル。土人達ハ，日本人
ハ yaliū ガ恐クナイノダロウカト驚キ乍ラ，腹ノ中デハ皆ガ皆 ― タントソンナコトヲ
シテ居ナサイ，今ニ yaliū ガ来テ ngöliūūm ヲ取ッテ□行ッテシマッテモ，私達ノ知ッ
タコトデハアリマセンヨ，トワラッテ居ル。yaliū ト云ヘバ，先日，夕方外ヘデテ食事
ヲシテ居タラ，女ガ妙ナ表情ヲシテ，オオ匂ヒガスル，エ，オ前ワカラナイ，匂ヒガス
ルヂャナイカト，ダシヌケニ私ニ云フ。私ニハ別段ノ匂モナイカラ，何ニモ匂フ□モノ

209

ナドナイヂャナイカト答ヘタガ，女ハソワソワト食事ヲ終ヘテ，早ク家ニ入ロウト云フ。
私ガ例ニヨ□ッテ浜ニ出タラ，女モシブシブツイテ来タガ，ドウダ，コノ匂ヒ，マダワ
カラナイノ，ト云フ。ソレハ汐ノ香デアッタ。私ハ前カラカイデ居タノダガ，只汐ノ香
ガ高イナト思ッテ居タノダッタ。処ガ女ノ云ッタ匂ヒトハ，正シクコレデアッタノダ。
女ハ此ノ匂ヒ，yaliū ガソコラニ来テ居ルノダ，ト云フノデアル。私ハ思ハズ笑ッタガ，
女ハ恐ル恐ル，ソンナ大キナ声ヲ出スノデハナイト，私ヲタシナメルノダッタ。私ハ，
是レハ汐ノ香デ，全ク只ノ汐ノ香デ，私達日本人ハ昔昔カラコノ香リヲヨイ香リダト思
ッテ居リ，日本人ハ皆，コノ香リガ大好キナノダト説明シ，ドウダ，ヨイ匂ヒデハナイ
カ，是レガ yaliū ナラ，ソレハキット善良ナ yaliū ニチガヒナイト思フガ，ト云ッタノ
デ，女ハ急ニ幾分安心シタヨウデアッタガ，決シテ全ク安心シタノデナイ事ハ，顔色デ
ヨクワカッタ。此ノ汐ノ香ハ，言ハバ yaliū leset ノ匂ヒデアルト信ゼラレテ居ルノデア
ル。ダカラ，カクモ海ノ yaliū，森ノ yaliū ガ，イツドコニ出ルカワカラナイカラ，ソレ
ダカラ女ハ日暮レサヘスレバ，外ニ出タガラズ，早ク寝ヨウ，早ク寝ヨウトスルノデア
ル。
私モ暗イ abūrobūl ノ下デ，イツマデ起キテ居タッテ，何ヲスルデモナイカラ，ソコ
デ夜ニナリサヘスレバ寝テシマフ。
先ヅザットコンナモノガ，此ノ頃ノ日日ノ少シゾンザイナ日記デアル。

七月
一日（土） 晴，午後一時頃驟雨，後曇，
二日 日曜日 晴，
朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ出テクル。

三日（月） 晴，
欄外 記

［ Fūřai lap ］
今日ハ村ノ遊ビガアルト云フノデ ― ヅット前カラ踊ヲヤッテ居タ事ハ書イタガ，近
頃ニナッテ南ノ者達ガ Fūřailap ノ bāi ヲ ― Siūmak ト云フ Fūlailap 人ガ居ルノデ ―
習ッテ居タ。ソレガ大□分ウマク出来ルヨウニナッタノデ，二三度 Lūkeřik ノ Ut ニモ
チ出シタ。処ガ北ノ者達モ負ケテナルカトバカリ，Polowat ノ踊ヲ習ヒ出シタガ，一向
評判ガヨクナイノデ，□ Namūrūk ト Sōk ノ bāi ヲ稽古シダシタ。而シテ，ドウニカ揃
ッタノデ，今日南北ニ別レテ一日踊ルコトニナッタノデアル。
此ノ為ニモウ十日モ前カラ誰一人海ニ出ルモノモナク，昼□間モ夜モ踊バカリ踊ッテ
居タノダ。ソシテ今日ハ例ニヨッテ，朝ッパラカラ各人踊ノイデタチヲ作ル為ニ夢中ニ
ナッテ居ル。
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四日（火） 晴，
五日（水） 晴，夜明前小雨，
六日（木） 晴，宵ヨリ小雨，
七日（金） 晴，曇，
欄外 記

［ Fi řo ］

八日（土） 朝晴，午後雨，東風稍烈シク時々来リ，雨ヲ伴フ。
九日 日曜日 晴，日暮レテ雨，
十日（月） 晴，午後雨，東風稍烈シク時々雨ヒドシ，
十一日（火） 晴，昼前一寸雨アリ，
十二日（水） 晴，夜小雨降ッタリ止ンダリ。
十三日（木） 晴，夜中小雨降ッタリ止ンダリ。
方

夕方，舟ガ一艘帰ッテクル。以前ニ Polowat ヲ出タママ行衛シレズニナッタ ― ソシ
テ，オレアイニ行ッテ居タ ― ソシテ Samol 達ガ迎ヘニ行ッタ，Igelis，Marowa ノ一
行デアル。↙

十四日（金） 晴，夜小雨，
十五日（土） 晴，夜小雨，
欄外 記

［ yatari ］

十六日 日曜日 晴，
↘此ノ舟デ来タ人間，

Saūfa，Pesiyö，Lipoel，Yarūrūk，Sepall.
（ポノワット人）Ořalïk，Sigar，Liaisar（♀）
（ナムチック人）Tarūwelipik

十七日（月） 晴，午前中雲多シ。
又，先日ト仝ジ踴アリ。見ニ行カ□ズ。Saūfa ガ帰ッタカラ見セルトナリ。

十八日（火） 晴，
十九日（水） 晴，
廿日（木） 晴，
此ノ頃大工サン，二日目，三日目ニ作リカケタ彫刻ヲモッテハ見セニ来ル。
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廿一日（金） 晴，
大工サン朝カラ来，Liyalikeř モ来テ，夕方迄遊ンデ行ク。

廿二日（土） 晴，昼前一寸雨，午後四時頃ヨリ雨，夜小雨，
欄外 記

［ Po ］
今日ハ Saūfa ガ若イ者達ヲ Po ニスルノデ，昨日皆ハ薪ヲ集メ，女達ハ食料ヲアツメ
タ。

Po ニナルモノ，Saipas, Igolūi, Yabūk，Reppang, Tafao ノ五名。
廿三日 日曜日 曇，午後ニナッテ薄日，
欄外 記

［ Fi řo ］

Fi řo。
二三日前，北ノ Yaliū，Falilal ニ男ト女ノ göliūl ヲ見シガ，誰トモワカラズ，Fi řo
ヲナシテ占フナリト。但シ一昨日 Yaliū 来リ。女ハ，Lemareik ナル由，判リシナリ。Fi

řo ノ結果ハヤハリ，Lemareik ト Ikomūř ナリシ由。
廿四日（月） 晴，午後三時頃ヨリ雨ニナル，
（

廿五日（火） 曇，

此ノ頃蠅ガ多クテ ― mea i ガ沢山アル時ハ，イツモ斯クノ如クダソウダガ ― 家ノ中
ト云ハズ，外ト云ハズ，丁度パラオノ高瀬時期ノ様ニ実ニオビタダシイ蠅デ，ウルサイ
ノヲ通リ越シテ気持ガ悪クナル。昨日今日ハ昼間モ蚊帳ヲツリパナシニシテ，間サヘア
レバモグリコンデ居ル。但シパラオノ様ナ大キナ銀蠅ハ一ツモ居ナイダケ少シイイ。
蚊帳ノ中ニ臥転ガッテ古雑誌ヲパラパラ見テ居タラ，新年気分ト云フノガアッテ，色々
ノ人ガ新年ノ感想ヲ書イテ居ルノガアッタ。処ガ驚イタ事ニ ― 驚イタ事デハアマリヒ
ドイカモ知レナイガ，コウダ。私ハ三十五ニナッタ。私ハ四十ニナッタ……ソシテ感激
ト云フモノガナクナッタ……年ノセイ……ソシテハ最後ニ，併シ年ヲトッタトハ思ハナ
イ……老ケタトハ思ハナイト，カスカニ リキンデ居ルノダ。私ニモソンナ気分ヲ ― 併
シモットモット若イ時分ダッタカラ，寧ロ年トル事ニト云フヨリ，大人ビタ気分ヲ ―
ソレヨリモ小子ッポサカラヌケタゾト云フ気分ヲ，内心誇ッタト云ッタ方ガ□イイカモ
知レナイ。ガ，トニカクソンナ気分ヲ感ジタリ，或ハワザワザカキツケタリシタ事ガ□
アッタ。確ニ自分ノ齢ト寿命（漠然タルモノデハアルガ）ヲ知ルモノ□ニハ，常ニ斯ウ
イフ感ジガアルノダロウ。
ダガ私□ハ又別ナモノヲ知ッテ居ルノデ，一寸オカシカッタノデアル。即チ，正月ガ
来タカラ「イヤオウ」ナシニ一ツ年ヲトッタナンナ云フ感ジハ，齢ト寿命ヲ知ルノモノ
ミノ感ジタリ，喜ンダリ，悲シンダリスル所デ，此ノサトワル島ノ土人達ナドニナルト，
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ソンナ事ヲ爪ノアカ程モ感ジタリ，話シタリスルモノハナイノデアル。私モ日記ヲツケ
テ居ルバカリニ月日ノタツノヲ知ッテハ居ルガ，大工サント来タラ，今日ガ何月ノ何日
ダカモ知リハシナイ。気ニモカケナイ。私モ知ッテハ居ルガ，少シモ気ニナラナイ。
〇
此ノ島ニ来テカラ二度正月ヲ迎ヘタ。私達ハ何ト云フ事ハナイ。以前カラノ習慣ニヨ
ッテオ正月ト思ヒ，一寸オ正月ノ様ナ気モシ，オ正月ダト云ッテ一寸バカリ馳走ヲシタ
リシタガ，土人達 ― 土人達ニモ，今日ハオ正月ダカラト云ッテキカセテ馳走作リヲ□
サセルト喜ンデスルガ，ソレハ，オ正月デナクテモ，何トカ云ッテ馳走作リヲサセレバ，
イツダッテ何ンナ理由ダッテ，御馳走ガスキダカラ文句ヲ云フ所デハナイノデ，ソレダ
カラトテ自分ノ年ノ事ヲ考ヘルモノハ一人ダッテナシ，今年コソ ― ナンテ思フ奴モ，
一人ダッテアリハシナイノダ。光陰矢ノ如シ，ナンテ歎ズル奴ハ決シテナイ。時ヲ□欲
シイナンテ思フ者ニ至ッテハ全然ナイ。今日出来ナケレバ明日ガアリ，明後日ガアルデ
ハナイカ。
〇
測

一体時ヲ惜シムナンテ事ハ，寿命ヲ予則スルカラナノデ，而シテ仕事ヲ ― 一生ノ ―
予望スルカラナノデ，土人達ノ様ニ生キルタメニ仕事ヲシテ居ル人間ハ，生キルニ差支
ヘナイダケ働ケバ立派ナモノデアリ，少シ怠ケ過ギタ時ニハ隣人ガ居ルカラ，タノメバ
ヨイデハナイカ。タノム代リニハ，何時カ□□□□又タノマレレバヨイデハナイカ。物
ガナイ時ハ，貰ヘバヨイデハナイカ。沢山アル時ハ，ヤレバヨイデハナイカ。
〇
脱

パラオデモ年齢ハ知ナイ。ケレドモ Rūbakū 制度ガ厳然トシテ居リ，Heldūbehel 制
モアリ，互ノ間ニハ Udūlei □□□ Ohollei ノ差ガアリ，人々ノ間ニハ□門地ニヨル
［ meteet hebuul ］高下ト，此ノ年齢ニヨル高下ガアッテ，極メテ不平等デアルガ，此ノ
島ニナルト門地ノ高下ハ名バカリデアリ，年齢ノ高下ハ自然的ナモノデアル外，何モノ
デモナイノデ，極メテ平等デアル。勿論シバシバ書ク様ニ，極端ナ男□尊女卑デアリ，
氏族制ニヨル高下ハ年齢ヲ趙越シテハッキリシテ居ルガ，礼儀的ナ差ハ兄妹姉弟間ニ僅
カニ見ラレルダケデ，寧ロ結果ニ於テハ パラオ アタリノ反対ニマデナッテ居ルノデア
ル。
〇
馳走別ケノ例ハ，最モ適切デアロウ。パラオデハ，例ヘバ Rūbakū ガ二人ナリ三人ナ
リノ，云ハバ子分ヲツレテ居ルト，馳走ハ馬鹿ゲタ立派ナモノガ，併シ其ノ Rūbakū ニ
ダケシカ出サレナイ。Rūbakū ハ好キナダケ食ッテ，アトヲ供ノ者ニ与ヘルノダ。云ハ
バ Rūbakū ニ出サレタノハ三人前ナノデアルガ，形式ハ一人ニダケ出サレタコトニナッ
テ居ルノダ。大キナ魚ナドノトレタ時ナドデモ，第一ノ Rūbakū ハ，頭ノドノ部ヲドレ
ダケ，第二ノ Rūbakū ハ，次ヲドレダケトキマッテ居テ，下々ノ者ニハ及バナイ。而テ
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Rūbakū ガ自分ノ取分ノウチカラ，勝手ニ下々ノモノニ与ヘルト云フ形デアル。処ガ此
ノ島トナルト，酋長 Samol ト云ヘドモ若イ者，女，子供ト平等ニ分ケルノデ何等変ル所
ガナイ。例ヘバ，Samol ト若イ者ト女ト子供ガ居ル所ニ，一握リノ煙草ヲヤルト，ソレ
ハ全ク等分ニ四ツニ分ケラレ，誰ニ多イ少イモナイノダ。大人□子供マヂッテ働イタ場
合ニモ，収入物ハ全ク仕事ノ量ニ関係ナク平等ニ分ケラレル。ソレ所カ，例ヘバ魚ガ沢
山トレル。スルト先ヅ女ニワケラレルノデアル。モット沢山トレルト，女ト子供ニ別ケ
ラレルノデアル。ソシテ充分沢山トレタ時，ハジメテ老若男女ヲトハズ，一様ニ同ジヅ
ツ別ケラレルノデアル。
〇
デアルカラ，此ノ島ノ者ハ亭主デアロウガ，親爺デアロウガ，オ袋デアロウガ，立ッ
テルモノハ親デモ使ヘ式デ，誰カレノ容□赦ナク，近イ者□ニ頼ムコトハ平気ノ平座デ
アル。此ノ点，小サナ子供ナドガ，一寸火ヲトッテクレノ，物ヲヤルト云フニ，持ッテ
来テクレノナドトヌカスト，癪ニ障ルコトガ多イ。パラオアタリデハ，子供ガ Rūbakū
ニ火ヲトッテヨコセナドトハ云ヘルモノデナシ，又 Rūbakū ニ頼マレテ遠クカラ投ゲテ
ヤルナド云フ事ハ，到底許サレルコトデナイ。ガ，此島デハ礼儀ノ レ ノ字モナイ。又
誰デモ平気デ物ヲタノムノニ，抛テオクレトヤルノダ。実ニダラシガナイ光景ダガ，先
ニモ云フ様ニ，自然的ナ高下ダケハアルノデ，ヤハリ パラオ人ト仝ジク madakt, mesak,
オソレ，ダケハ多分ニモッテ居ルノデアル。
〇
処デ，年齢ノナイト云フコトト，頭ノ単純ト云フコトトハ，二ツニシテ一ツデアルト，
ツクヅク思フノデアル。兎モ角，上記ノヨウニ，平等デ通ッテ居ルノデアルガ，外面的
ノミナラズ，実ニ十歳程ニモナレバ立派ナ大人ノ仲間ニ入レルノデ ― ト云フヨリ青年
モ老人モ，ソレヨリハタイシテ進マナイノデアッテ，実ニ外面的ナ刺□戟ニノミ生キテ
居ルノデアル。夫婦間ニシロ，男女□間ニシロ，又知友間ニシロ，男ト云ハズ，女ト云
ハズ，実ニ其ノ話ノ内容タルヤ，粗雑ナ外面事ノミデアッテ，少シデモ「心ノ中」ニ□
フレタ様ナコトハ話シ合フコト ― 否，恐ラクハ感ズルコトモナイラシイ。デアルカラ，
十歳ノ子供ト六十ノ人間，三十ノ女トデモ常ニ話ガ合フノデアル。私達ト来タラ，子供
ヲ相手ニ一日モ話ヲシタラ，実ニクタビレテシマフノデアルガ， ― 例ヘバ□女ガ

Leimalikat ニ行ッテ私ガ独リニナルト，女ノ弟（十歳程）ガ来テ，大イニ相手ニナッテ
クレルノデアル。向フデハ大イニ相手ニナッテクレル心算デアルガ，コチラハ実ニヤリ
キレナイ。独リデ本デモ読ムカ絵デモ画イテ居ル方ガ，ドレ程イイカ知レナイノニ。尤
モ今モ云フ如ク，土人ハ子供ニカギラズ大人ダッテ仝ジ程度ナノダカラ，誰ニシタッテ，
私ガ淋シイダロウナドト云ッテ一日遊ビニ来ラレテハ□閉口ナノダガ。
ト仝時ニ彼等ニシタラ， ― 殊ニ私ノ様ニ森ノ中ニタッタ一人居ルモノガ，朝カラ晩
迄タッタ独リデ居テ，ドウシテ退屈モセズ，寂シクモナイノダロウト感ズルノハ当然ダ
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ロウ。少クトモ□其ノ独リノ私ニ，シカモ何一ツ外的ナ対象ガナイノダカラ，彼等ニシ
タラ只ニ只ニ退屈スル ― 寂シク思フト考ヘルノハ当然デアロウ。
兎モ角，斯クノ如ク年齢ニヨル差ガ殆□ドナイ所カラ ― 知識的ニモ興味的ニモ ―
コソ，前記ノ様ナ平等モ平気デ肯ハレルノカモシレナイ。
〇
欄外 記

［ Fi řo ］
昨日，南ニテモ Fiřo アリ。

Sawek, Lingāk ― semāi li Fali lal
Igořū，Rūmāi ― semai li sat.
今日，ilasū。

二十六日（水） 曇，午後晴，夕方再ビ薄曇。
二十七日（木） 快晴，
二十八日（金） 曇，南東風稍烈シ。
二十九日（土） 雨，終日南東風ニテ止マズ降ル。
三十日 日曜日 朝，暫ク雨，終日曇
午後，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

三十一日（月） 曇，夕方晴，夜半ヒドイ雨。

八月
一日（火） 朝小雨，曇晴，

Peigi yör ノ Sawï デ沢山ノ女ヤ男ガガヤガヤ来タウチニ，Ibūmai ガ大工サンノ使デ，
豚ヲ殺スカラ来ナサイト云ッテ来ルノデ，昼少シ前出カケテ行ク。三時頃ニナッテ大工
サント一緒ニ食ベ，生肉ヲモッテ帰ル。土人達ハマルデオ祭リサワギダ，別分ハ勝手ニ
サセテオイタラ，全部ノ家ニ残リナク少シヅツワケテ居タ。

二日（水） 晴，朝細雨，午後三時頃驟雨。
三日（木） 曇晴，午後三時頃，驟雨，
四日（金） 晴，午後，驟雨，

Poūpï，Leimalikat ヨリ出テ来ル。
五日（土） 雨降ッタリ止ンダリ。
朝ッパラカラ眼鏡ヲコワシテシマッテ閉口スル。早速，Mesār ニ行ッテ大工サンノ眼
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鏡ノ縁ヲ貰ッテクル。ドウモ内地ニデモ居ルト，タマニハ眼鏡ガウルサイト思フ時モア
ルガ，サシテ苦ニナラナイガ，コンナ処ニ居ルト，勿論ソレモアルガ，ソレヨリモコン
ナ自然生活ヲシテ居ルモノニハ，絶対ニ眼鏡ナンテカケテ居ルヨウデハ仕様ガナイ。実
ニ□不具者ノ如キ不便ヲ感ズルノダ。一寸海ニ行ッテモ，私ハハジメカラ海ヲ見テ，今
日ハ ttab ナラ ttab トキメテ，眼鏡ヲカケタママ行ク。ソンナ時ニ魚ナド見ツケテモ，潜
ルワケニモ行カズ，ミスミス入ッタ穴迄見テ居テモ，ドウスルコトモ出来ナイ。反対ニ
今日ハ魚ノ方ガヨサソウダト思ッテ，水眼鏡ダケモッテ出ルト，浅過ギタリシテ銛ガキ
カナイノニ，目ガ見エナイカラ立ッテ歩イテモ仕方ガナイト云フ□風デ，全ク不具者ノ
趾

ヨウナモノダ。ソウデナクテサヘ，私等文明人ハ不具者ノヨウナモノデ，跡ノ弱イコト
ト云ッタラ話ニナラナイ。パラオデハ海ニ行クノニ必ズ軽イヅックノ靴ヲハイテ居タガ，
ココデハ砂地デナイカラ，ヅックノ靴ナド三四回アバレマハルト，スグニヤブケテシマ
フ。ソレデモ靴ガナ□クテハ一歩モ歩ケナイノデ，靴ヲハイテ居タガ ― パラオニ居ル
時カラ此ノ不自由サヲ苦ニシテ，何度カ素足ノケイコヲシタノダガ，ドウシテモイタク
テイケナカッタノダ ― 此ノ森ニ来テカラ，一切履物ヲ□廃シタノデ，初メハ一歩一歩
気ヲツケテ歩カナケレバナラナカッタガ，ホンノ此ノ節ニナッテ，カナリ楽ニ歩ケルヨ
ウニナッタ。海ニモドウヤラ履物ナシデ出ラレル。ソレデモ一ツ不具ガヘッタ程ニ思ヘ
ル位デ，土人達ノ健全ナノ□ニハ実ニ羨マシクナル。
趾

跡ニ rūūp ガ出来テ跛ヲヒイテ居ル様ナ子供デモ，魚ヲ見タラグングン走ルノダ。ア
ノ夢中サモ事実以上ノ健全サデナクテナンダロウ。マダ マダ マダ 不具ヲ感ズルコトハ
沢山アルガ，木登リモ其ノ一ツダ。椰子ノ木ハ手頃ダカラ高イノデナケレバ登レルガ，
二抱ヘモアル様ナパンノ木ニスルスルト登レナクテハ一人前デハナイ。海デモ lūgūl wōř
ニ出テ五尋ヤ六尋ハ潜レナクテハ，一人前デハナイ。兎モ角，眼鏡ガナクテハ駄目ナヨ
資

ウデハ，自然生活ニ及第スル次格ガナイダロウ。

六日 日曜日 快晴，
欄外 記

［ ūkkoř 是レハ誤，23，121 ヲ見ヨ］
四日前カラ皆ハ ūkkoř デ一生懸命ダ。ūkkoř トハ，椰子縄ヲナフ椰子実外皮ノ繊維ヲ
トルノデアルガ，コレガ別記ノ様ニ一年ノウチ la ト kūū ノ二月シカ出来ナイノデ，他
ノ月ニハ epil ナノデアル。処ガ kilifū ノ場合ト仝ジク，最初ニ儀式的ナモノガアルノデ，
一人ノ rong ヲ知ッテ居ルモノガ，rong ヲナシテ ūkkoř スル迄ハ，月ガ来タカラトテ勝
手ニスルコトハ出来ナイノデ，四日前ニハジメテ Saūfa ガソレヲシタノデアル。今ハ

kūū モ半バ近ク，la ハ既ニ過ギタノデアルガ，Saūfa ガ，オレアイニ行ッテ居テ留守ダ
ッタノデ ― ソシテ kilifū デ失敗シテ居ルノデ，皆ハ Saūfa ノ帰ルノヲ待ッテ居タノデ
アル。ūkkoř ガハジマルト，四晩ノ間ハ ūkkoř ヲナシテ後，海ニ行ク時ハ epil デアル。
明日カラ ūkkoř ヲシテモ海ニ行カレルノデアル。
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七日（月） 晴，午後三時頃ヨリ曇，
欄外 記

（

（

［罰 aři ］

朝，Samol ガ皆ヲ集メテ p oe p oe アリシ由。
先日ウチヨリ私カニ aři máll ヲ造ッテ飲ムモノアリシ為ニシテ，aři máll ヲ造リシモ
ノハ，一人 alaal 百尋ノ罰ニシ，aři emam ニテモ二晩三晩置キテ酢ヲシテ飲ミタルモノ
ハ，alaal 五十尋ヅツノ罰ニセラル。
欄外 記

（

（

［ Sawï 止］

夕方再ビ p oe poe ，ūkkoř ノ日数モ少ナク，Sawï ノ時期トテ Liū ヲトル事モナラズス
ルノデ，明日ヨリ当分 Sawï ヲ廃スルコトトナレル由。明日皆ハ十個ノ Liű ヲ Samol ニ
納メルコト，例ノ如シ。

八日（火） 朝一寸晴，曇小雨二三回
朝ヨク晴レテ居タガ，南西ニ真黒ナ雲ガアッタ。Fitialimai ガ朝ノ Köř ニ来テ家ノ外
デ何カシキリト ムニャムニャ 云ッテ居タガ，私ヲ呼ブノデ出テミタラ，左ノ手ヲフリ
フリ独リデ rong ヲヤッテ居ルノダ。沖ヲミルト，三ツノ小サナ竜巻ガ島ニ向ッテ来ル
ノダッタ。一ツハ大分近クマデ来タガ消エ，他ノ二ツモ此ノ島ヲハヅレテ過ギタ。
欄外 記

［ yaliū Lailiyar 6 頁＝］
是レガ前ニモ書イタ lailiyar 神デ，嶌ニ上ロウモノナラ，家デモ椰子，パン等ノ木デ
モ皆倒シテシマフ恐ロシイ神デアル。

Lailiyar ♂ハ，Litartar ♂，Atibasū ♂ト共ニ，Ligimasūřōi ♀ ― Dittillap 参照 ―
ノ島，Mesang ニ居ルノデアル。

九日（水） 雨，午後止ミシモ曇。

Pel, Lang 海。
十日（木） 晴，

Ramareū Larūp,（yaff rakūm）Daikūsan, along emam nge ai la kkab,（kūis me
alemang me liföiroř。
十一日（金） 晴，朝雨，夕方雨，
□□ lea lo was nge ngang řak nge i la le set 4 limel nge rūoū limatat. Daikūsan

ea □□ ïto, Pelipi ea būki to □□□ rūoū kiakï.
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十二日（土） 昨夜カラ［雷ハゲシカラズ］風雨，朝ヒドイ雨，午後カラ日ガ出タガ雲
多シ。

（

十三日 日曜日
［ Katō mea i

rong li Matchū lap

〔47 頁〕
］

四五日前カラ女ガシキリト tör バカリヤルノデキイテミタラ，近イウチニ Yaboïk カ
（

（

誰カガ二ツノ rong ヲスルノデ，ソウスルト二ヶ月カ三月 epil engang ニナルノダソウ
デ，一ツハ Katō mea i ト云フノデ，mea i ガ豊カデアル為ノ rong デ，一ツハ Matchū

lap ト云フ家ノ屋根ヲ食フ蟲ガナクナル様ニト云フ rong デ，之レヲスルト，yāsū モ epil
ニナルノダソウデアル。

十四日（月） 晴，昼頃ヒドイ驟雨，風，
十五日（火） 晴，

ea ito Daikūsan, ai a la ttap.
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十六日（水） 快晴，
十七日（木） 晴，夜ニ入リテ暫ク雨。
大工サンノ所カラ使ガ来テ，Namū uk ニ舟ガ出ルノデ行ッテクルカラトノ事デ，早々
子供達ヲ呼ンデ道具類ヲ運バセテ，森ヲ引上ゲテ来ル。此ノ□ Namū ūk 行キノ舟ハ恒
例ニヨッテ，Namū ūk ニ Mär ヲモッテ行クノデアル。
欄外 記

［迷］
所ガ汐ガ満□チテ舟ヲ出ソウトスルト，舟ガキーキート鳴イタノデ，今日ノ出航ハ見
合ハセニナッテシマッタ。舟ヲ舟庫カラ出ス時ニギーギート軋ルト，航海ニ故障ガアル
カ，死人ガ出ルカト云ッテ舟出ヲシナイノデアル。
欄外 記

［ Oisoū 一家 恋 喧嘩］
舟ガ出ルトカ出ナイトカ云ッテ居ル時ニ，二人ノ女ノ fiyoū（喧嘩）ガアッテ賑ハッ
タ。Maikkit ノ女［ Oisoū ノ一家］ハ一ヶ月半程前ニ Polowat ノ男ト結婚シタ。処ガ何
カ原因ガアッタモノカ，男ハ女ヲ捨テテ，Asūgūlap ノ女ト二三日前結婚シテシマッタ。
所デ Maikkit ノ女ハ怒ッテ Asūgūlap ノ女ノ寝道具ヲモッテ逃ゲタノデ，Asūgūlap ノ
女ガ追ッテ来テ，Lūkeřik ノ Ut デ取リ合ヒヲ演ジタノデアル。
是レヲ Oisoū ノ女達ガ助ケタノデ，今度ハ Asūgūlap ノ女達ガ Maikkit ノ Kallero
（鍋）ダノ皿ダノヲモチ出シタト云フサワギナノデアル。
是ノ女ノ恋喧嘩ハ此ノ様ニ，寝道具若シクハ食器類ヲ持ッテ行クトカ，傷ツケ損ズル
ト云フノガ普通ノ様デアル。因ニ Oisoū（ Maikkit ）ノ男 Ořalip ハ Asūgūlap ニ婿ニ行
ッテ居ルノニ，女房ガ一緒ニナッテ Maikkit ノ道具類ヲトッテ行ッタト云フノデ，今日
ハ Asūgūlap ニ帰ラズ，Oisoū ニ帰ッテ来テガンバッテ居ル。

十八日（金） 晴，午後三時頃カラ風雨，
朝，カレコレ十時頃，三艘ノ舟，Namū ūk ニ出カケル。大工サン，Liyalikeř 便乗シ
テ行ク。

［ angūr

（

十九日（土） 雨止ミシモ終日曇，無風。

ate li boa r ］

此ノ二三日，日暮レニ子供達ガ集ッテハ angūr ヲシテ歩イテ居ル。ズット前ニ此ノ事
ハ書イタヨウナ気ガスルガ，今一応書イテ置コウ。
此ノ angūr ト云フノハ，十人位ノ者（多クハ子供デアルガ，大人モ大概三四人入ッテ
居ル）ガ集ッテ，例ヘバ豊富ソウナ家ノ□前ニ座リコンデ，bāi ヲウタウノデアル。ス
ルト家ノ主人ハ少シノ煙草ナリ，食物ナリヲ与ヘナケレバナラナイノデアル。
此ノ Angūr ニハ bāi ヲ歌フ前ニ皆デ歌フ様ニノベル口上ガアルガ，次ノ如クデ□云ハ
バ主人ノ御機嫌ヲトッテ，一本ノ煙草ヲ恵ンデ貰ハウト云フ訳デアル。
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i lollo lifal（ lo Ut ）,
i rongorong pūngūpūngū fal piřel olla Biaböř boe ï mal i mmōl m ―
sia soū lisewa m ―
efař pagūll（ pai lï ）m ―
｟我 Ut ニ在リテ
足音ノ如ク□ニ我レハ聞キヌ 彼ノ Biaböř（人名 ― 任意）ハ物オシミセヌ人ナリト
乞願ハクバ？
一本ノ煙草ヲ巻ケ｠
一体此ノ angūr ト云フ言葉ハ東ノ方□□□□ Polowat カラ Namūřūk［ Namoluik ］
（

ノ方ノ言葉ナノデ，上記ノ口上モ Namūřūk ノモノデ，lifal ハ Ut ノコト。sia soū lisewa
（

（

ト云フノハ，何ノコトヤラワカラナイ。此ノ島デハ此ノ angūr ヲ ate li boa r ト云フノ
デアルガ，b oa r トハ何ノ意味ヤラワカラナイ□上，此ノ ate li boa r ノ口上ヲ知ッテ居
ルモノガ見アタラナイカラ，又イツカ心ガケテ置クコトニシヨウ。
一昨日 Adirong デ豚ヲ殺シタノデ，子供達ガ豚ノ一切レヲアテヤッタワケデアルガ，
昨日モ二三軒歩イテ居タシ，今日ハ又 Lēal デ豚ヲ殺シタノデ，Lēal ヲフリダシニシテ
二三軒歌ヒマハッテ居タ。煙草モヒドクキレテ居ルノデ，一本ノ煙草ニモアリツコウト
云フノデアル。

二十日 日曜日 晴，

Pelipi，Ibūmāi ヲツレテ，Wellimang ニ行ク。
二十一日（月） 晴，夜雨，
二十二日（火） 曇，時々薄日，夜中雨。
午過ギ Apeipei ガ来テ，一艘ノ舟ガ魚ヲトリニ行ッタガ，イクラモトレナイ。
欄外 記

［交易補］

1 Kil（ Aūrūpig 製九条）
＝ 10rang，2Poř
＝ 10rang，2maremar（ amōř ）
＝ 4rang，6amōř

sāk □□□□□□□□□□
（三条）
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＝ 2Poř

2rang

＝ 2Poř

1 rang
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2rang

＝ 4rang （5rang ）
□□□□□□□□
1 Kil（ Ngeliū 製七条）
＝ 15rang

lö i Řūk ＝ Kiekï（大）

⎛⎝

Poř ハ Soūk，Polowat ノ特産
aror amōř ハ Řūk
rang モ亦 Řūk

1 Po ＝ Säl 25ngāf
＝ kellero 1

二十三日（水） 朝雨，止ミシモ曇，夕方マタ一寸雨，
□午過ギ，大分豚ノ仔ガ大キクナッタノデ，一頭ツカマヘサセテ，鼻ニカンヲサセタ
ラ，晩ニナッテ便所ノ軒下ニ死ンデシマッテ居ルノヲ見ツケ，仕方ガナイノデ朝ニナッ
テ Ořarebūr ヤ子供達ニ海岸デ料ラセル。

二十四日（木） 晴，午後三時頃ヨリ驟雨，
二三日前カラ大キナ apeipei ガ来テ居テ，昨日一昨日，二三ノ舟ガ魚ヲトリニ行ッタ
ガ，イクラモトレナイ。今日大分近クナッタノデ，Ořarebūr ニ子供達ヲツレテ舟デ引カ
セテ来タガ，モウ少シト云フ所デヒドイ雨風ガ来タノデ，捨テテ来テシマフ。

二十五日（金） 晴，
二十六日（土） 晴，
二十七日 日曜日 晴，
夜，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

二十八日（月） 晴，夜雨ニナル。
二十九日（火） 晴，
欄外 記

（

（

［罰］

朝，Sawï，poe p oe .
又々 aři mall ヲ造リシモノ若干アリ。百尋ノ alaal ヲ納メシメラレ，村中 Kōř 終止ト
ナル。
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三十日（水） 晴，午後三時頃ヨリ雨，夕方止ム
（20，1）
朝，Lūkeřik ノ Ut ノ柱カヘ。

煙草ガ村ニスッカラカンニナッタノデ，毎日ウルサイヨウニ人ガ来ル。at aū at aū デ
私一人ニ蛸ガ六ツモ七ツモ来ル。魚ガ二十モ来ル。Kallero ガ来ル，Kalōř ガ来ル，Sapï
ガ来ル。食ベキレナクテモ持ッテ来ル。毎度乍ラ，コイツニハウンザリスルガ，致シ様
ガナイ。

三十一日（木） 晴，
朝，Namū ūk ヨリ一艘ノ舟帰リ来ル。一艘ハ共ニ出デシモ，風雨ニ会ヒ引カヘシシ
由，一昨日舟出セシト。

Saūbūla
Pūgasū
Lingāk
Igesiūk
Saūmūir
Eūiyang

九月
一日（金） 晴，
朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ出テ来ル。
掘

村デハ村ノ大洗身池ヲ堀リカヘシテ手入シタ。

二日（土） 曇，二三度小雨。
三日 日曜日 雨，
四日（月） 晴，
五日（火） 夜明前ヨリ雨，午後晴レル
欄外 記

（

六日（水） 夜中ヨリ雨，朝止ミ漸次晴，

rongoli Ma ūlap
（

［ Katō mea i

〔39 頁〕
］

先日書イタ（39 頁）Katō mea i，rong li Ma ūlap ノ Safei ガ今朝アル筈デ，昨日ハ
女達ハ皆デ朝カラ晩迄 Wiř ヲスイテ居タガ，而テ当ノ Aboïk ハ昨夜カラ Ut ニ寝テ居タ
ガ，今朝ニナッテ老人達ト僅カナ人間ガ集ッタダケデ，少シモ人ガ来ナイノデ，Safei ハ
中止ニナッテシマッタ。
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（

毎晩々々 ate li boa r ノ大流行デ，一組二組キットヤッテ居ル。

七日（木） 晴，夜ニ入ッテ雨アリ。
八日（金） 晴，三回程，小驟雨。
欄外 記

［姦通］
夕方，未ダ明ルイウチニ，Leimalikat ノ南デ Eūiyang ノ女房 Liyār ト Lingāk トガ姦
ヲ通ジタ 54）処ヲ，当ノ Eūiyang ガ少シ離レタ道ヲ歩イテ目ゲキシタノダト云フ。ガ何
事モ起ラナイノデアル。デ此ノ事ニツイテ少々キイテミタ処ヲ，次ニシルシテミヨウ。
先ヅ Eūiyang ハ何故 Lingak 及ビ女房ノ Liyār ニ対シテ怒ラ□□ナイノデアルカ？
之ニ対スル答ハ bollo eigili kūkkūlei pūi pūi（故，甚，堪能，兄弟 ― 兄弟関係ニ
堪能ナル故 ― 云ハバ兄弟仲ガヨイカラ ― ）ト云フノデアル。
云ヒオクレタガ，Eūiyang ト Lingāk トハ父ヲ異ニスルガ，同ジ母カラ生レタ真ノ兄
弟デアル。Eūiyang ノ方ガ兄デアルガ，□□両夫婦ノ関係ハ次ノ如クデアル。
⎧⎜⎨⎜⎩

♀ Liyār（ Katamang 氏）

配偶×

♂ Eűiyang（ Lēar̋ 氏）

⎧⎜⎨⎜⎩

（20，123 参照）♀→

子

♂ Lingāk（ Lēar̋ 氏）

配偶

♀ Laitilipï（ Saūsat 別氏 2）
20，
（126 参照）
欄外 記

［ 19，115 20，146 参照］
以前ニ Eūiyang ガ Sawek ノ□女房 Leppalengař ト姦ヲ通ジタ 55 ）時ニモ何事モナク
スンダガ，是レモ Eūiyang ト Sawek トハ□女系ノ従兄弟デ（即チ両人ノ母達ガ□□姉
，此ノ島ニ於テハ仝ジク pūi pūi デアルカラデア
妹□□□□関係，20，123 ― 124 参照）
ル。
処ガ此ノ□（兄弟関係ニ堪能）ト云フ事ハ兄弟仲ガヨイノデ，不貞ノ兄弟ニ対シテモ
寛大デ許シテヤルト云フ如キ意味デハナクテ，次ノ如キ兄弟結婚ノ遺風ニヨルモノナノ
デアル。
即チ現在尚西方□□□□□□オネアイ，東方ポノワット方面ニ時ニ行ハレテ居ル一妻
二夫婚デ，此ノ関係ハ常ニ次ノ如キ形ノモノデアル。
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⎧⎜⎜⎜⎨⎜⎜⎜⎩

pūi pūi

♂A
× pūppūiliū
♀C
× pūppūiliū
♂B

先ヅ♂ A ガ♀ C ト結婚スル。□而テ□仲ノヨイ pūi pūi デアル処ノ♂ B ニ，上記ノ
如キ兄弟婚ヲ□ススメルノデアル。是レハ例ヘバ自分ガ航海等ニ出ル時ニ，女房ガ全ク
別ナ男ト姦シタリスルト気持ガ悪イカラ？ ト云フノデアル。此ノ辺ノ航海ト云フノハ，
半年ニワタル様ナ事ハ□普通ノ事デアルカラ，或ハコレガ或ル程度迄本当ノ要□求デア
ルカモ知レナイ。兎モ角，♂ A，♂ B ハ平素目茶苦茶ニ交互ニ♀ C ト関係スルノデハ
ナクテ，♂ A ノ不在ノ間，♂ B ハ♀ C ト夫婦関係ヲ結ブノデアッテ，♂ A ガ帰ッテク
レバ，自分ハ退イテ Ut デ寝起キスルノデアル。ケレドモ三人ハ仲ノヨイモノデ，♂ A
ハ♀ C ニ食ヲ造ラセテ，♂ B ヲモ食事ニハ必ズ呼ンデ共ニ食ストカ，Ut ニ運バセルト
カスルト同時ニ，♂ B ハ森ノ仕事等ニハ常ニ♂ A ヲ助ケテ共ニ働クノデアル。
此ノ形ハ是レニ限ラレルノデ，他ノ形ハ成リ立タナイ〔20，145 参照〕
。
デ上記ノ□兄弟間ノ寛大モ此ノ様ナ観念ニ元ヅクモノト思ハレル。ト仝時ニ Eūiyang
ガ Laitilipï ヲ誘フナラバ ― Laitilipï ガ少シ気丈ナ女ナラバ，今日ニモ靡ク筈デハナイ
カト□モ云フノデアル。前記 Eūiyang ガ pūil ナル Sawek ノ女房 Leppalengař ヲ□犯
シタノモ，Eūiyang ニ云ハセルト，其ノ二三日前ニ Sawek ガ Eūiyang ノ女房 Lingār
ヲ誘ッタノデアッタ。Liyār ハ是レニ応ジナイバカリカ，ソノ事ヲ Eūiyang ニ告ゲタノ
デアル。然ラバコソ Eūiyang ハ Leppalengař ヲ誘ッタノダ。

Pūi pūi ノ観念ト個人的ナ嫉□妬乃至復讐ノ情トハ，コノ様ナ形デカラミ合フノデア
ル。規定ノ，否何等ノ制裁形式ノナイ処デハ，同ジコトヲ仕返ヘスト云フ事ガ一番自然
ナ復讐デアルノダロウ。

九日（土） 晴，
十日 日曜日 晴，昼前ヨリ雨，降止。
朝，Namū ok ヨリ先日ノ舟帰ル。大工サンモ帰ッテ来ル。

Modāng
Lūssūl
Ukwatengar
Ratik
Mairo
Tewesiliang（ Töwösiliyang ）
Makūll
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Kēř
Igewï
Eamal
Namū ok ニ止マリシ者，
Igaisoū 及ビ妻
Lūkūū
十一日（月） 晴，
朝，北ノ yaliū，Failel ノ女ノ病気ノ為ニ Fïřo。夕方，ilasū。

Namū ok ヨリ帰リシ者ノ□□□□□ yatarï。

（

十二日（火） 晴，漸次雲多ク，二三度小雨。
朝，firigo řařa，Ořarebūr ガ r oa ng ノ□前ヲ通リシ為。
南ノ yaliū，朝 tariyak。臨席ノ者ハ□□□□□□四晩ノ間 epil engang.
欄外 記

［ tiūl 悪神追ヒ］
昨晩日ガ暮レテ暗クナッテカラ，南ノ村デ法螺貝ヲブーブー吹キ罐ヲ叩キ，奇声ヲ発
シテ多勢ノ者ガ騒イデ居ルノデ，キイテミタラ，イツゾヤモヤッタ tiūl ― tiūl ニ□火
ヲツケテ男達ガ悪神ヲ追ヒハラフ ― デ，近頃，昔ノ Lemayal ノ地（ Aboū ノ隣）ニ
脱

yaliū saūsaū ― saūsaū ハ呪ヒ，Lemayal □ニ居タ人間達ハ死ニ尽シテ絶エシマッタ
― ガ居ルト云フノデ，現ニ例ノ Leama ガ見タノダト云フ。

Leama ニ Lingāk ヤ Eūiyang ノ死ンダ兄弟 maliyaf ノ神ガノリウツッテ，Leama ガ
男達ヲ案内シテ，カクモ悪神祓ヒガ行ハレタワケデアル。

一艘ノ舟 Polowat ニ行ク。
（

Tūgūpaie，
Igisoe ,

Lammāi，

Igewï
Ikerūkiang

♀ Ilefïma

Sepall
Yāpïang

♀ Liailiūk

Iboūr
Saipas
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十三日（水） 晴，夜雨暫ク。
昨日出タ舟，今朝帰ッテクル。荷ガ重スギテ水ガ入□ルノデ，弁当ナド捨テテ帰ッテ
来タノデアル。
繕

Malūm ガ悪クナッタノデ修善サセル。
十四日（木） 曇，午後雨，
欄外 記

［ ari li kera?］
又，二艘ノ舟 Polowat ニ行ク。

Tūgūpaie，
Igewï

Igisoe
Ikerūkiang
♀ Ilefïma

Yāpïang

♀ Liailiūk

Iboūr

Oloma

Saipas

Sepall

Sigar

♀ Liaisar

十五日（金） 雨□止ミシモ曇，
朝，昨日ノ舟一艘帰ッテクル。

Sigar

♀ Liaisar

Saipas

Iboūr

Sepall
apeipei ガ来テ皆舟ヲ出シテ，筌ヲ持ッテ魚ヲ取リニ行ッタガ，三時頃ニナッテ三百
程モトッテ踊ッテ帰ッテ来ル。

十六日（土） 晴，
ポツポツ 手紙書キ。
荒居徳亮ヨリ，前便ニ□曰ク，
「今年ハ三才ニナッテ，小サナ靴ヲハイテ，チョロ チョコ歩ク事デス。親バカチャン
リント云フノガ現在ノ僕デス。目ニ見エルヨウデショウ」トアリ，ヨッテ聊カ親馬鹿ノ
□□賦ヲナシテ呈上ス。

暮ノ銀座ハ 賑ヤカコヤカ
クリスマス・イブ ノ オ飾リニ
ネオンサインノ 華ヤカニ
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幸福ヲ追フ 人ノ海
モダンガール ハ ヒヤカシ上手
モダンボーイノ 眼ノ動キ
エロ エロ エロト 忙ガシイ
中ニ コレヤコノ オシドリノ
徳亮，喜代子ノ 二人ヅレ
イヤ三人連レ
中ニハサンダ華織チャン
ラクダノ襟巻 赤イ靴
オ手々ヲツナイデ

一二三

サテパパチャンリン ママチャンリン
オット自動車ガ来ルヨ
サア電車ガ 動キマスヨ
アラ危イ，イヤナ書生サン達
オヤオ靴ガ ヌゲソウヂャナイカ
マアマア，襟巻ガズッテシマッテ
オ風邪ヲヒクト大変ヨ
華織チャン 何カ食ベマショウネ
シュークリーム ガイイワネ
駄目ヨ アイスクリーム ハ
又ポンポンガ痛□クナリマスヨ
オヤオヤ ソロソロ オネムヂャナイノ
親馬鹿チャンリン，ソバヤノフーリン
名物ハ チクリン，ビールハ キリン
上向キャ テンリン，下向キャ チリン
コウスリャ コウリン，ドウスリャ ドウリン

十七日 日曜日 晴，日暮レテ一時雨。風夜ニナッテ強シ，
十八日（月） 晴，雲多シ。
十九日（火） 晴，雲多シ。

Apeipei 来ル。□魚ハ少シデ，女ト子供ダケニ一尾ヅツクバラレル。
明日 Lūgeřik ノ Ut ニ舟ガ出来上ッタ祝（ afaifai li wa ）ガアルノデ，女達ハ皆
田圃ニ出カケタ。Um ハ明日スルノデアル。
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廿日（水） 曇，時々小雨。
欄外 記

［ Afaifai li wa ］

Lūkeřik ノ Ut デ一艘ノ舟ガ完全ニ出来上ッタノデ，女達ハ Um ヲ作リ，男達ハ魚取
リヲシテ，夕方 Afaifai li wa ガ行ハレル。
欄外 記

［ 19，37］
今日ノハ舟ヲ浜ニ出シテ ― 頭トモニ Upūt ガ一ツマイテアルダケ ― Ut デ例ノ如ク
会食デアル。ガ，コレハ前ニ書イタ 19，37 頁ノモノトハ大変ニ趣ガチガッテ居ル。前
記ノモノハ寧ロ，20，101 頁ニ書イタ Poū far ノ形式ニ似テ居ルガ，其ノスグ五日後ニ
（19，40 頁）□鰹トリニ行ッテ居ルカラ，確ニ Afaifai li wa デナケレバナラナイ。兎モ
（

（

角，今日ノハ Ägilipoe ガ一ツノ Wot ノ Sapï ト一匹ノ魚トヲモッテ舟ノ上ニノリ，蹲
ッテ rong ヲトナヘ，例ノ如ク，ea lamï mongo ie ― ea lamï ïk ie ト トナヘテ少シヅ
ツノ Wot ト ïk トヲナゲテ降リ，Sapï ヲモッテ帰ッテ来ル。ソレカラ皆ガ会食シタノデ
欄外 記

アル。
［女達ハ少シハナレタ所 ― Um ノ所ニ皆集ッテ□会食シタガ，前ニモ書イタ通
リ，女ハ afaifai li wa ニハ加ハル事ガ出来ズ，afaifai li wa ニ出サレタ馳走ハ，家ニ於
テモ一切食スルコトガ出来ナイノデアル。
］

廿一日（木） ドンヨリ曇。時々小雨。
又々 peigï yör ニ apeipei ガ来タガ，少シシカ魚ガトレナイ。

廿二日（金） 晴，
二十三日（土） 晴，夕方パラパラ雨，
二十四日 日曜日 晴，
欄外 記

］
［階級 〔81〕
前ニ書イタ通リ，氏族ハ Samol ヲ出シ得ル氏族ト，出シ得ナイ氏族トアルガ，而シテ

Yailangi li Samol ト Yailangi li aramasū ト云フ様ナ呼称ヲ時ニ聞ク事ガアルガ，茲デ
ハ，カリニ是レヲ階級ト見ナシテ置カウト思フ。即チ，極メテ些細ナ事デ，日常ニハ其
ノ差別ガ別ニ認メラレナイガ，特殊ナ時ニ幾ラカノ差ガアルカラ。
死人ノアッタ場合〔18，155〕
〔19，134〕
，出産ノ場合（前ニ書イタト思フガ，一寸見
アタラナイ。Samol 氏族ノ女ハ出産後，十五晩 Leimalikat デ過シ，五晩ヲ walippï デ
過シテ後，村ニ出テ来ルノデアルガ，Aramasū 氏族ノモノハ二十晩 Leimalikat デ過シ，
一晩 wolippï デ過シテカラデナイト出テ来ラレナイ）
等デアルガ，平生デモ例ヘバ Samol 氏族ノ赤子ガ口ニシタモノハ，Aramasū 氏族ノ
者ノ epil トナルノデ，例ヘバ赤子ガ水ナリ椰子水ナリヲ口ツケニ飲ンダ器ハ，永久ニ

aramasū 氏族ノ食物ヲ入レル事ガ出来ナクナル。其ノ器ニ盛ラレタ□食物ハ，aramasū
氏族ノ人間ハ食スル事ガ出来ナクナルノデアル。
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（

又［ Samol 家ノ］家ノ裏手（ le r oa ng ）ニ出来タモノ，例ヘバ カボチャ（ kalamasa ）
等ハ aramasū 氏族ノ者ハ食スル事ガ出来ナイ 等ノ差ガアルノデアル。

夜，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

二十五日（月） 晴，夕方パラパラ雨。
欄外 記

［ farik ］
〔 20，78 〕四千個ノ wot ガ Lūkeřik ノ Ut ニ集メラ
今日又 Řapirakeř ノ farik アリ。
レ，老若男女一人五個宛，他ニ Polowat 人，Soūk 人等ニ若干。

二十六日（火） 晴，夕方一寸雨，夜中雨。
二十七日（水） 曇，南風ノベッタラニ吹キ，時々風強クナッテハ雨トモナフ。夜，シ
トシト雨ニナル。
夕方，Sigafila ノ Ut デ Saūbūla ノ舟出来，Afaifai li Wa。

二十八日（木） 晴，

Peigiyör ニ Apeipei ガ来テ，皆 maroūwel ニ行ク。三百バカリモトレ，皆踊ッテ帰ッ
テ来ル。老若男女スベテニ一尾ヅツクバラレル。
欄外 記

［ ïk apeipei epil ］

ïk apeipei ガ Leimalikat ニ epil デアルコトハ前ニ書イタガ，昨日 Pelipï ニ Liū ヲト
ラセテ Leimalikat ニヤッタ処，Pelipï ハソレダケデ ïk apeipei ヲ食ベルコトガ出来ナク
ナッタ。但シコレハ触レテモ焼イテモヨイノデ，而モ明日カラハ食ベテモヨイノデアル。
欄外 記

［ ïk Leimalikat ］
序ニ Leimalikat ニモッテ行カレル魚ハ海ノ中デ分ケテ，海カラ Leimalikat ニ運バレ
ネバナラナイコトハ前ニ書イタト思フガ，Leimalikat カラ今日出テ来タ女ノ魚ハ，海岸
デ分ケラレナケレバナラナイノデ，村マデ来テカラ分ケラレテハナラナイノデアル。

二十九日（金） 晴，
今日，apeipei ガ来テ，四百バカリ
モ魚ガトレ，村中ニクバラレル。

朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル。

三十日（土） 晴，夜驟雨，
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十月
一日 日曜日 晴，□日暮パラパラ雨，

Apeipei ガ三ツモ来テ，村中ノ者ガ魚取リニ行ク。四百程モトレ，村中ニ分ケラレル。
紙ッキレノ一片ニコンナコトガ書イテアッタ。イツ書イタモノヤラ，何処デ考ヘテ居
タコトヤラワカラナイガ，中ニ書イテアルコトハ，Narhelong デ出逢ッタ嵐ノ思出ダ。
思出ダカラ次ニ書イテ置クコトニスル。

◌

今夜ハショボショボト 56）
止ミソウモナイ雨ダノニ
何故カ 私ハ サッキカラ
アノ アルコロンデ見タ月ヲ思ッテ
思ヒ出シテ 思ヒ出シテ
悲シイヨ 忘レラレナイヨ

親ガナイカラ
家ガナイカラ
此ノ不幸ノ重荷ヲ
何処ニ捨テヨウト
遠イ南洋ノパラウノ島ノ
此処ハアルコロンノハナ迄モ歩イテ来テ……

三尺モアルタマナノ大木ガ倒レタ
レモンノ木モ根コソギ飛ンダ
バナナトパパイヤノ木ガ見事ニ折レタ
アミーヤカノ実ガ，アリットモノ実ガ
ミカン ガ マンゴーガ，葉ッパガ，枝ガ
落チル程落チタ
椰子ノ葉ガ，檳唡樹ノ葉ガ
酷タラシク 裂ケテサガッタ……

土人ノ家ニ寝テ
黒焦ゲノ魚ヲ有リガタク頂イタ
二日二夜ノ嵐ガ過ギテ
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荒廃ノ庭ニ
乱レタ椰子ノ葉ノ影ニ
静カニ昇ッタ十六宵ノ月ヨ
□黄色イ黄色イ十六宵ノ月ノ出ヨ

隠レ泣ク涙ノヨウニ
名残ノ風ニ
ショウコトモナク散ル露ノ玉ヨ
蒼白イ空ニ
月ヨ 月ヨ 月ヨ 月ヨ
生キ残ッタ蟲ノ声ニ
銀鳩ノ悲シイ声ニ
アラハナ乳房ヲ垂レタ腰簔ノ女ニ……

アア ショボショボト降ル雨ニ
何故カ私ハ
悲シイ月ノ出ヲ思フ
乱レテ覆ッテ 散ッテ飛ンデ
荒レルダケ荒レタ 荒アトノ
今ハ荒レタママニ 静マリカヘッタ
青イ青イ
ヒシヒシト 青イ 寂シイ
サビレタ月ノ出ヲ

月ノ出ヲ 月ノ出ヲ
黒焦ゲノ魚ノ味ヲ
魚ヲクレタ土人ノ娘ヲ
ミニクイ娘ヲ カナシイ自分ヲ……
思イ出スヨ，忘レラレナイヨ

二日（月） 晴，
今日モ apeipei ガ来テ，五六百モ魚ガトレル。

三日（火） 晴，
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四日（水） 晴，
欄外 記

［ pusal ïk

apeipei ］

apeipei ノ魚ガ Leimaligat カラ出テ来タモノニ，epil デアルコトハ前ニ記シタガ，丁
度 Poūpï ガ今ソレニアルノデ書イテ置ク。
（ apeipei ノフレタ器ニモフレナイ。骨ナド
出テ来テカラ全ク pees ヲ守ッテ居タガ，
ナゲタ処ニモ行カナイ） 昨夕カラ煙草ダケ私達ト一緒ニ吸フ様ニナッタ。今日カラ，若
シ apeipei ノ魚ヲ私達ガ食ベナケレバ一緒ニ食ベテモヨイノデアルガ，未ダ apeipei ノ
魚ガアリ，私達ガ食ベタノデ一緒ニ食ベナイ。即チ，apeipei ノ魚ガ既ニナイナラバ pees
ヲスルコトハナイノデアルガ，未ダ apeipei ノ魚ソノモノハ epil ナノデ，触レテモ食シ
テモナラナイノデアル。
欄外 記

［ bongi li epil ］
此ノ勘定ハ変則デ，前ニ言葉デ書イテ置イタモノハ，我々ニハ兎角ワカリニクイガ，
□次ノ様ニナルノデアル。
例ヘバ今度ノ Poūpï ノ場合，□即チ 29 日朝，Leimalikat カラ出タトスルト，
29 日……（ ellai li ūkūta ）
30 日…… eū bong
1 日…… rūa bong
2 日…… elū bong ＝ pū böl eūa
3 日…… pū böl rūoū a
4 日…… 〃 elūū a
5 日…… 〃 faū a
6 日…… 〃 limoū a

ツマリ elūūbong 三晩ノ後田圃ニ行キ，其ノ日ヲ pū böl □□□ eū a ト一晩ニ勘定ス
ルノデ，ツマリ晩ヲ算ヘルト，□三晩デ田圃ニ行キ，而モ其日ヲ一晩ト算ヘル訳デ，一
寸二度算ヘタ様ニナルノデアル。兎モ角，斯ウイフ勘定デアルカラ，例ヘバ Leimalikat
カラ出タモノハ，li bong（五晩）ノ epil ト云ヘバ，limoūa ト算ヘラレル日カラ epil ガ
ナクナルノデ，limoūa ノ翌日カラデハナイノデアル。

北 yaliū，昨夕，pūili moar 四晩ノ ilasű。今日，浜ヲ通ッテ見タラ，Failel ノ Ut ノ
傍ニ imal yaliū ガ出来テ，傍ノ t el ノ木ノ枝ニ沢山ノ魚ガ……供物ガ吊サレテ居タ。
南 yaliū，昨日ノ Fiřo，今夕 ilasū。

五日（木） 晴，午後雨，夕方止ム。
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六日（金） 晴，

apeipei 来リシモ，魚少ク村ニハクバラレズ。
七日（土） 朝雨，直キ晴レシモ再ビ曇。夕方又雨，
八日 日曜日 晴，夜雨ニナル。

apeipei 来リ，魚ガ沢山トレ，村中ニクバラレル。
九日（月） 曇，午後雨ニナリ止マズ
又々 apeipei 来リ，魚沢山トレル。

十日（火） 晴，

fūr yaliū，firigo řa řa アリ。
十一日（水） 曇，花時ノヨウナ風ガ吹キツヅケル。
朝，腹痛ミ服薬，腹癒エシモ，頭痛ミ毛布一枚カブッテ寝テ居ル。
夜，Asūgūlap ノ子供死シ，皆ノ泣ク声キコユ。

十二日（木） 雨，午後晴，
朝，Asūgūlap ノ子供ノ葬儀ヲスマサレタガ，□包ム前ニ rong ガ行ハレタノデ（ rong

li apeipei，Řibilö ニヨッテ，rong li meai，Aboūïk ニヨッテ）次ノ epil ガ行ハレル。
epil engang faū bong，tör，olāk，engang …… faū bong.
mang，pokūū …… rūa bong esepil toeta wei lang.
死ンダ子ハ Asūgūlap デ，Ailangi li Aramasū デアルカラ，rong ガナサレナケ
レバ epil engang ニハナラナイノデアル。
欄外 記

［ 18，155］
因ニ前ニ書イタ様ニ，此ノ rong ハ死ンダ当人ガ或ル rong ニ精通シタモノデアル場合
ハ必ズ行ハレルノデアルガ，ソウデナイ場合ニモ行ハレ得ルノデアル。

十三日（金） 晴，午前驟雨二回，
欄外 記

［ meřang ］

Meřang，
男一人，十個ノ椰子ヲ Ut ニモチヨリ Saūfa ニ納メル。
今日ヨリ又，Sawï デアル。
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十四日（土） 明方前カラ雨，暫ラクシテ止ミ，漸次晴ル。
午後，apeipei 来リシモ魚少シ。

十五日 日曜日 晴，

apeipei 来リ，五百余モ魚ガトレル。
十六日（月）
カロリン丸ノ予定日デアルガ，来ナイ。

十六日（月） 晴，
ドコデドウ間違ッタノカ，二日ダケ日記ノ方ガ多過ギルノデ ― ト云フノガ一昨日カ
ロリン丸ガ来テ，ソレガ十四日ダッタノデアル。
十四日ニ十六日ト思ヒ込ンデ，朝カロリン丸ガ来ナイト書イテ，ソレカラ apeipei ガ
来タト云フノデ，一度行ッテミテヤロウト舟ニ乗ッテ出カケタガ，apeipei ハ遠ク，ヤ
ット一ツ二ツノ apeipei ノ小サイノデ魚ヲトリニカカッタラ，遠クニカロリン丸ガ見エ
タノデ，外ノ舟ニ合図シテ流木ヲホッタラカシテ，急イデ帰ッタノデアッタガ，カロリ
ン丸ハ何ト云ッテモ速イ。皆デ盛ニ漕イデ帰ッテ水ヲアビテ□着物ヲ着カヘルト，モウ
カロリン丸ハ入ッテボートガオリテヤッテ来ルト云フ始末ダッタ。
□住吉巡査来，二泊。
朝九時，カロリン丸出テ行ク。
大工サン Ayūrūpai，Ořalip，Igolūū ヲツレ，カロリン丸デ Namū ok ニ行ク。

十七日（火） 晴，午後雨，雷，夜降ッタリ止ンダリ，
朝，皆ヲ Ut ニ集メテ□□□□ Sūtoa ノコト，Atik řo ノコト，其他話ヲスル。

Pesigö，Saūbūla ヲツレテ椰子林ヲ見ニ行ク。
十八日（水） 雨降ッタリ止ンダリ，午後薄日，日暮ヨリ又雨。
欄外 記

［ Safei mesalūbik ］
一昨日，船ガ出ルト直グニ，男達 Ut ニ集ッテ居タモノダケデ，Mesalūbik ノ Safei
（ rong ヲナシ，皆ニテ akkebasū ）ヲシタガ，急ニ例ニヨッテ風邪ヒキガアッチニモコ
ッチニモヒドイノデ，今朝 Lūkeřik ノ Ut デ Mesalūbik ノ Safei ガアル。夕方 ilasū。

epil engang。
十九日（木） 雨降ッタリ止ンダリ，午後止ミ薄日，
廿日（金） 曇，細雨アリ，

234

土方久功日記Ⅳ

第21冊

廿一日（土） 曇，微雨アリ，午後ヨリ次第ニ薄日サス。
廿二日 日曜日 晴，
夕方，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。
月出ル。Mal デアル。モウ前ノ月カラ全クパンノ実ガナクナッタ。前ノ月ノ半頃カラ
海ノ波ガ高クナリ，昼ノ引□汐ハ少サクナッタ。
欄外 記

［此ノ頃，又蚊多シ］

廿三日（月） 晴，日暮ヨリ雨，
廿四日（火） 晴，夕方ヨリ曇ル，
廿五日（水） 曇小雨，午後晴，

apeipei ガ来テ，少シ魚ガトレル。
廿六日（木） 晴，夜小雨ニナル。

apeipei ガ来テ，少シ魚ガトレル。
廿七日（金） 晴，午後三時頃ヨリ驟雨，夜ニ入リ再ビ驟雨。
朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ□出テ来ル。

apeipei 来テ，少シ魚ガトレル。女供ニ一□尾ヅツ。
廿八日（土） 晴，午後雨二回，夜ニ入リテ本降リ。
今日モ apeipei ガ来タガ，今日ハ大分沢山トレタラシイ。

廿九日 日曜日 朝迄降ッテ居タ雨ガ□止ンデ，十時頃ニハ日ガ出タガ，午後再ビ曇
リ，小雨。東風ヲトモナイ，夕方ヨリハシケ模様デ，風雨ハゲシクナル。

apeipei ガ来テ舟ガ出タガ，風ガ出ダシタノデ，小サイ舟ハ引上ゲテ来テシマッタ。大
キイ舟三艘モ午後二時頃ニハ皆帰リ仕度シテ居タノダガ，風ガ逆ナノデ帰レズ。一番近
クニ居タ北ノ舟ダケガ一艘ダケ，夜ノ八時カ九時頃ニナッテヤット帰ッテ来タ。Ut デハ
夜中火ヲタイテ居タガ，他ノ二艘ハ帰ラナイ。

三十日（月） 雨，風，
昨夜ハ人々ガ Ut ニ集ッテ女達ガ代ル代ル火ヲ焚キ通シ，男達モ縄ナドナッテ起キテ
待ッタガ，舟ハ遂ニ帰ラズ，今朝見ルト二艘トモ遥カ遠クノ□方ニ相変ラズ帆ヲ上ゲテ
居ルガ，一向近ヨッテハ来ナイ。舟ノ者達ハ apeipei ニ行ッタノデ，食物ハ勿論，煙草
モナシ，着ルモノモ掛ケルモノモナイノデ，昨日ノ朝カラ全ク食ハズ飲マズ寝ズ，雨ニ
風ニ震ヘテ居ルノダカラ，一艘ノ舟ガ食物ヲモッテ出カケタ。二艘ノウチ一艘ハ，又見

235

エナクナッタガ，出タ舟ハ順風ニノッテ，見ル間ニ一艘ノ舟ノ所ニ行ッタ。今朝ノ十時
前ダロウガ，マダ雲ハ切レソウニ明ルクナッタト思フト，又暗クナル。イツ帰ッテクル
（

ヤラ，夕方迄ニ帰□レルトヨイガ。
欄外 記

［ yoa ］
舟ノ迎ヘニ出ル前ニ，Ut デハ風ノ止ム rong ガナサレ，夜明□前ニ女達ハ集ッテ□□
□□□□ tirigo řa řa ヲヤッテ居タ。アッチノ Ut デモ，コッチノ Ut デモ，yá（ rong li

yang ）ヲヤッテ居タ。
夕方，ダンダン雨モ止ミ風モ凪イデ来タ。而シテ舟モ皆夕方ニナッテ帰ッテ来タ。ガ，
昨日夜中ニ Ukeřik ノ舟ハ引クリ返ッタノダソウデ，迎ヒノ舟ガ行ッテカラ帆ヲ上ゲタ
様ナ次第ダッタ。帰ッテ来ルト子供達ダケ早速 ilasū ヲスル。
欄外 記

［ Safei al riū ］
而シテ明日ハ又 Safei ヲスルト云フノデ，何ノ Safei ダト聞イタラ，Safei al riū（驚
キノ Safei ）ダト云フ。

三十一日（火） 晴，夕刻ヨリ驟雨，夜ニ入ッテ月ヨシ，

十一月
一日（水） 夜明前ヨリ雨，八時頃止ンデ晴，午後雲多クナリ，四時頃驟雨，
二日（木） 晴，昼頃サット雨，
此頃盛ニ Sawï ガナルガ，方々デ Safei ヲスルモノガアリ，ilasū ガ沢山アルカラダ。
午後，apeipei ガ来テ，沢山魚ガトレル。

三日（金） 明治節 晴，東風稍強ク吹キ続ケル。

Poūpï，今日カラ apeipei ノ魚ノ epil1 ガトレル。
四日（土） 晴，夜驟雨，東風強ク，体ダルシ，
欄外 記

［死 Yaliū ］
夜，灯ヲ消シテ未ダ寝ツカナイウチニ，ヘイ ヘイ ヘイ ヘイ □と云ふ声ガシタ。

yaliū ダト Poūpï ガ云フ。直グ裏ノ Ealatiū デ，Biaböř ノ先日生レタバカリノ子供ガ具
合ガ悪ク，夕方カラハ全ク乳ヲ飲マウトシセズ，口デ妙ナ息ヲシテ居ルノデ，Failel ノ

Yaliū ニ来テ貰ッテ居タノダ。近シイ者ハ，皆来テ居ル。ト暫ク置イテ Yaliū ガ喋リ出
シタ。非常ナ早口デ，ベラベラト続ケ様ニ喋ッテ居ル。□一寸間ヲ置クト，又喋リ出ス。
雨ガ降ッテ来タガ，相変ラズ喋ッテ居ル。Yaliū ガ喋ラナクナッテ一寝入リスルト，又
目ガ□サメタ。皆ガ泣キ出シタカラダ。子供ハ死ンダノダ。月ガ随分高ク上ッテ居タカ
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ラ，モウ真夜中ニ□近カッタノダロウ。此ノ島ノ泣キ歌ニ就イテハ，ズット以前ニ書イ
タ。烈シイ狂ホシイ叫ビノ波ダ。何度カウトウトトシテハ何度カ□オキタ。
欄外 記

［ gos ］
娠

子供ガ死ヌ ― ソレハ□主ニ母ガ何カ腹ニ面白クナイ□コトガアッテ，ソレハ妊身中
カラノ事デ，母トナルモノ，母トナッタモノハ，怒ルト云フ事ガ一番子供ノ為ニヨクナ
イト□サレテ居ルノデアル。之ノ不腹ノ因ヲ称シテ gos ト云ッテ居ル。Yaliű ニ来テ貰
ッタノモ，此ノ gos デアルカ何ウカヲ知リ度カッタカラダ。↙

五日 日曜日 晴，夜雨，
欄外 記

［ sawï 止］
↘朝カラ昼過ギ迄，人々ハ集ッテ泣イタガ，昼過ギテ包ンデシマッタノデ，人々ハ散
ッタ。Samol 氏族ノ者デアルガ，生レテ間モナク，マダ Liū モ水モ一切ノ食物ヲトラナ
イ子供ナノデ，epil engang epil toeta □□□□□ wei lang ニハナラナイ。
昨夜ノ yaliū ガ云ッタノハ，矢張 gos デアル。而シテソレハ出産前ノ事デ，既ニ腹ニ
アッタ時，悪クナッテ居タノダカラ致シ方ナイト云フノデアル。↙
今日ハ熱ガアッテ体ガ重イノデ，午後カラ床ニツキ，ソノママ寝テシマッタ。夜薬ヲ
飲ンデ汗□ヲトッタノデ，大変ヨクナッタ。

六日（月） 晴，

Kōř ヲスルモノガ多ク，aři mall ヲ作ッテ居ルノデ，昨夕 Saūfa ガ来テ訴ヘルノデ，
今朝 Makūll ト Agilipoe トヲ呼ンデ，漸ラク Sawï ヲ吹カセナイ事ニスル。

↘朝，埋葬サレタガ，其前ニ又 Aboū ïk ガ meai ノ□ rong ヲシタノデ，pokūū，māng，

fai fai liū，□□ aroma，等 epil トナル。engang tör ダケハ epil デナイ。
七日（火） 夜明前雨，晴，
八日（水） 夜明前雨，晴，午後曇，風烈シ，
欄外 記

［死］

Asūgūlap ニ死人アリ。faū bong ノ epil angang トナル。Ealatiū ノ子供ガ死ンダガ，
前記ノ如ク epil engang ニナラナカッタ。斯カル場合ニハ□言ハバ其レハ死ニ数ヘナイ
ノデ，此ノ asūgūlap ノ女ノ死ハ，ズット以前ニ書イタ様ニ，久々デノ死トサレタ訳デ
アル。

九日（木） 昼前少シ日出デシガ曇，夕方小雨，

Asūgūlap 死人埋葬。
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夕方，Ut lap ノ者達，alaal 1500 尋，Sar 1，Yā 2，Koe 若干，Kolōk 1，tör böř
1，Yaūsū sabūlas 1 ヲモッテ，豚ヲモッテ居ル者ニ交換ヲ交渉シテ歩イテ居タガ，誰
モ望マズ，遂ニ私達ノ所ニモッテクル。中豚二匹ヤル。

十日（金） 終日雨。
欄外 記

［離婚 姦通 実例］
過般，奇抜ナ離婚，結婚ガアッタ 57）カラ，其ノアラマシヲ書イテ置ク。
⎧⎜⎨⎜⎩

♀ Lesařemal（ Lesatogiū ）

♂ Ayūrūpai（ Ealatiū ）

⎧⎜⎨⎜⎩

♀ Lemareik（ Adirong ）

♂ Litūūng（ Lesatogiū ）

此ノ二組ノ夫婦に於テ，♀ Lesařemal ト♂ Litūūng トハ一家ノ者デ，兄妹関係ニア
「私ノ夫 Ayūrūpai ハオ前ノ女
ル。去ル十月十二日，Lesařemal ガ Litūūng ニ告ゲタ，

Lemareik ト姦通シタ」ト。ソコデ Litūūng ハ直チニ Ayūrūpai ニ云ッタ，「俺ノ女房ガ
姦通シタナンテ聞イタカラニハ，俺ハ家ニ帰ッテシマフ所ダガ，相手ガオ前 ― 妹ノ夫
ダト聞イテハ，ソウモナラナイ」ト。所ガ此ノ姦通事件ハ，事実無根デアッタノダ，
（只々
欄外 記

Lesařemal ガ何故ニ斯カルコトヲ Litūūng ニ告ゲタモノカハ全クワカラナイ）［是レガ
何ノカノヤカマシイ事ハナイ。只一夜ノ出来事デ，此ノ二日後ガカロリン丸ガ来，アユ
ルパイハレマレイキヲ連レテナムチックニ行ッテシマッタノデアル。逃ゲタノデハナイ，
アユルパイハ行クコトニナッテ居タノデ喜ンデレマレイキヲ連レテ行ッタ迄デアル。
］
ソシテ Ayūrūpai ガ怒ッテ，直チニ Lemareik ヲ連レテ行ッテ結婚シテシマッタノデ
アル。併シコレハ以前ニ姦通ノ所デ書イタヨウニ，最モ露骨ナ既婚者略奪ニアタル。其
ノ理由ガ何デアルニシロ。
賠

ソコデ Litūūng ハ Lesatogiū ニ帰ッタガ，此ノ贖償ハ次ノ如クデアッタ。
① Ayūrūpai ガ Lesařemal ニ残シタモノ。
（

10māk ＝ 500 銭
1 poa r（南京箱）
2 Taūlam（蚊帳）
1 Kolōk（置時計）
② Litūūng ガ Lemareik ヨリ持チ去リシモノ。
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1 Taūlam（蚊帳）
1 Yaūsū（毛布）
③ Losomal 氏族ヨリ Lesatogiū □氏族□□□□□ガ取リ行キシモノ。
2 Wa（舟）― 1 艘ハ Failel Yaitemāi ノモノ，1 艘ハ Adirong Ikomūř ノモノ。
（

Ya（釣糸）
Soa p（釣道具入刳箱）
④ Ealatiū 氏族ヨリ Lesatogiū 氏族ニ持チ行カレシモノ。
1 Wa（舟）― Leal Tafol ノモノ。
30 tör（腰巻）
以上ノ如クデアッテ，此ノ村トシテハ，目ボシイモノ殆ド全部ト云ッテモヨイ。尚，

Lūkeřik ニアル新ラシイ大舟□□ヲモ縛ッタノデアルガ，此ノ舟ニハ私ノ権利ガ少シア
ルノデ，私ニ遠慮シテモッテ行カナカッタノデアル。
―
今日モ亦，今度ハ Lūgeřik カラ豚ヲ呉レト云ッテ来タガ，モウウチノモ少ナイノデ断
ル。今ハ一番此ノ島ノ悪イ時デ，魚類ガ一向トレナイ処ヘ，先日中 apeipei ガ来テ魚ヲ
皆ガ沢山食ベ続ケテ居タセイデ，急ニ何モナクナッタノデ，皆ガウマイモノニ餓エテ居
ルノダ。

十一日（土） 晴，昼頃一寸雨，西風強シ，
久々デ二人子供ヲツレテ，アヂ釣リニ行ク。島ヲアラマシ一廻リシテ，ソレデモ六尾
釣ッテ，三時頃帰ッテクル。

十二日 日曜日 未明雨止ミ曇，午後又雨，
朝，Sawï ヲ鳴ラシテ皆ヲ Ut ニ集メ，Kōř ノ件ニ就キ，Samol 交代ヲ提議シテ皆ヲオ
ドカシタガ，皆小サクナッテ引込ミ，誰一人 Samol ニナルト云フモノモナイ。
今日カラ Sawï ヲ鳴ラシテモヨイト云ッタノダガ，森ノ řo ガ悪クナッタカラ，五六日

řo ヲトッテ，後再ビ Sawï ヲ鳴ラスコトニスル。
十三日（月） 晴，午後驟雨アリ，
朝，firigo řa řa。

十四日（火） 晴，夕方暫ク雨，
ジミ，仔供ヲ産ム，雄三匹，雌四匹。
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十五日（水） 晴，雲多シ，風ナク暑シ。
先日断ッタノニ，翌日ハモウ 1600 尋ノ alaal ヲモッテ来，其ノ翌日ハ大豚ヲツカマヘ
テ去勢シタノダッタ。ガ，マダ一向肥ラナイ所カ痩セタ程ダノニ，皆ハ待チキレナイデ，
モウ今朝殺シテシマフ。
コプラ乾燥小屋ノ屋根ガ悪クナッタノデ，例ノ如ク男達ニ椰子ノ葉ヲトラセ，女達ニ
編マセル。

十六日（木） 曇，
欄外 記

〔58〕 出産 階級］
［
58 頁補
前ニ書イタモノデハアルガ，今少シ細シク書イテ置ク。
◌

出産ノ為 Leimalikat ニ行キシ場合，Samol 氏族ノ女ハ，15 晩ヲ Leimalikat ニ過シ

テ後，Pallong（ Leimalikat カラ直チニ家ニハ帰ラナイノデ，砂浜ニ ― Leimalikat ノ
スグ前 ― 小サナ伏屋ヲ造ッテソコニ入ルノデアル。此ノ小屋ヲ imal Pallong ト云フ）
ニ出，Pallong ニ 5 晩ヲ過シテ後，村ニ出テ来ルノデアル。□此ノ 5 晩ノ終ル前ノ夕方，

poepoe ト云フ呪式ガ行ハレルガ，是レニ用フル帛ハ Sifilikūel ト云フ木□ノ枝デアル。
而テ翌朝再ビ poepoe ノ呪式ヲナシ，終ッテ村ニ出テ来ル。家ニ帰ルト，丁度普通ノ月
経ノ者ガ Leimalikat カラ出タ時ト仝ジク，其日ダケハ pees ヲ守リ，食物モ Malūm デ
ハ作ラズ，別ノ場所デスルガ，翌日カラハ何等日常ト変ルコトガナイ。
欄外 記

［ Samol 氏族ノ女ガ出産デ Leimalikat ニ居ル間ハ，Leimaligat ニ於テハ総ベテノ□□
□□ engang ガ epil トナル。Aramasū 氏族ノ女ノ場合ハ，faū bong ダケ epil engang
トナル。但シ Aramasū 氏族ノ女デモ，mal ūūp（初産）ノ場合ノミハ二十日間居ル間

epil engang デアル。］
Aramasū 氏族ノ女ハ，Leimalikat ニ 20 晩ヲ過シテ後，Pallong ニ出ルノデアルガ，
Pallong ニハ 1 晩ダケ居テ，翌日村ニ出テ来ル。デ Pallong ニ出タ其ノ夕方，poepoe ノ
呪式ガアルガ，□之レニ用ヰラレル帛ハ Faliyap 木，又ハ Pailigū ノ木ノ枝デアル。
翌日家ニ帰ルガ，□ 4 晩ノ間ハ Malūm デ作ラレタモノヲ食スルコトガ出来ズ，pees
ヲ守□ラナケレバナラナイ。デ，4 晩ノ後ハ助産ニ共ニ Leimalikat ニ入ッタモノトダケ
ハ食ヲ共ニスルコトガ出来ルガ，マダ一般ノ Malūm デ作ラレタ食物ハ食スルコトガ出
来ズ，一月（新ラシイ月ガ出テ）シテ初メテ pees ヲ終ルノデアル。
欄外 記

［初度月経］
次ニ初度月経ニテ Leimalikat ニ初メテ入ッタ女ニ就イテ。
此ノ初度月経デ Leimalikat ニ行クモノヲ，Soerang ト云フ。
此ノ Soerang ノ時ハ，当ノ女ハ Leimalikat ニ□□居ル間，編物織物等一切ノ engang
ガ出来ナイバカリデナク，自分ノ食物スラ作ッテハナラナイノデ，二三人ノ女ガツイテ
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行クノデアル。
一二ノ女ハ，彼女ノ水浴ビノ時ニ椰子ノ実ヲカイテツケテヤルノガ其ノ務メデ，他ノ
一二ノ女ハ yūlewal ト称シテ森ニ行キ řo ヲトッテ来タリ，食物ヲ作ッタリスルノガ其
ノ務メナノデアル。初メノ 3 晩ハ水ヲ浴ビテモ，apitï ― □椰子ノカイタノヲツケルコ
トガ出来ナイガ，3 晩ガ過ギルト apitï スル。又 3 晩ガ過ギルト始メテ水ヲ飲ムコトガ出
〔 18 ― 150 〕ニ細
来ルノデ，ソレ迄ハ liū（若椰子）シカ飲ンデハナラナイノデアル。
シ。
サテ，Samol 氏族ノ女ハ此ノ Leimalikat ニ居ル間中，頭ノ上ニ必ズ一枚ノ□□□

tör ― 腰巻布 ― ヲ乗セテ居ナケレバナラナイノデ，水ヲ浴ビル時ト雖モ是レヲトッテ
ハナラナイ。是レヲトレバ雨風ガ来ルダロウ。Aramasū 氏族ノ女ニハ此ノ禁ガナイ。
欄外 記

［ 階級］
其他 Samol 氏ノ子供ガ食シタ器ガ，Aramasū 氏ノ皆ニ epil ニナルコトハ書イタガ，
仝ジ理由デ，□□ Samol 氏ノ子供ニモノヲ咬ンデ与ヘタ女姉トカ母トカ叔母トカ ― ソ
ウ云フ女ハ leimalikat ニ行ッタ場合，全クノ pees ヲ守ルノデ，決シテ Aramasū 氏族ノ
モノハ，其ノ女ノ食物ニ触レテハナラナイノデアル。
□現在デハ此ノ食物ノ epil ガ幼児ニ限ラレテ居ルガ，昔ハ成人迄皆ソウデアッタノデ，
物

Samol 氏ト Aramasū 氏トノ□者ガ仝ジ者ヲ食ベ合フコトハ全然ナカッタト云フ。従ッ
欄外 記

テ Samol 氏ト Aramasū 氏トノ間ニハ，結婚モ成立シナカッタト云フ。［ □両氏ノ間ニ
ハ養子ノヤリ取リモ従ッテ無カッタ。
］恐ラク南洋一般ト仝ジク，一時急ニ人口ガ少ナク
ナッテ，ソウシタ結婚習慣ヲ守ルコトガ出来ナクナッタノデ，上記ノ epil ガヤブレタノ
デアロウ。

十七日（金） 朝雨後晴，午後一寸雨。
未明，二艘ノ舟 Pigölö ニ行ク。

十八日（土） 昨夜半雨，晴，昼頃パラパラ雨，
朝，北ノ者来テ，乾燥小屋ノ屋根ヲ片側ダケ葺キカヘル。

十九日 日曜日 終日雨，
此ノ雨ハ Langi langi li Li ing ダト云フ。Li ing ハ Leimalikat カラ出タバカリダノ
触

ニ Siūmak（ Siūmak ハ，カロリン丸ガ来タ時ニ Mäū 鼈甲ニ解レタノデ，アレカラヅッ
ト砂浜ノ家ニ一人起居シテ居ル）ノ家ニ行ッタカラダト云フ。

廿日（月） 晴，午後暫ク雨，夕方ヨリ又雨ニナル。
廿一日（火） 朝雨，漸次晴，月出ル。
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廿二日（水） 雨降ッタリ止ンダリ，鬱陶シイイヤナ日，

Poūpï，昼前 Leimalikat ニ行ク。
廿三日（木） 朝晴レシモ，昼前小雨アリ曇リ，夕方又雨アリ，夜半大雨，
廿四日（金） 曇，午後遂ニ又降ル，時々日照ル。
毎日，毎日，毎日，実ニ鬱陶シイイヤナ天気ダ。
朝カラ assaff シテ嶌ヲ一周リ廻ッタガ，一向ツレナイ。

廿五日（土） 雨，
前便，三沢夫婦ニ子供ガ出来タ由アリケレバ，

赤チャン生レテオ□□□□芽出タウ
眉毛パパチャン

口モトママチャン

一番イイノハ

パパチャンニ似ナイデ

マルマル コマル
オ笑ヒガ出来タラ

□エンコガ出来タラ

這ヒ這ヒ出来タラ

アンヨガ出来タラ

オ写真□トッテ

南洋ノ南洋ノ

黒ン坊ノ

オヂチャンニ

一枚二枚三枚

オクッテ頂戴

廿六日 日曜日 朝一寸雨アリ 晴，
朝，乾燥屋ノ屋根葺キ終ル。

廿七日（月） 朝小雨，□曇時々薄日，
今日カラ Kotöt řo。

Poūpï，Leimalikat ヨリ出テクル。
廿八日（火） 晴，午後曇，午後三時頃ヨリ小雨，

re kotot řo。
廿九日（水） 晴，昼頃パラパラ雨二三度，

re atikk řo。
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三十日（木） 晴，午後雲時々来シガ降ラズ，沖デハ降ッテ居タヨウダガ，

re atikk řo。

〔 12 月〕
一日（金） 快晴，
ドウヤラ天気モスッカリ直ッタラシイ，

re □□□□□ atikk řo。
朝早く一艘ノ舟ガ遠ク見エタガ，風ガ北東カラデ逆風ナノデ，遠ク南ヘ北□ヘ間切ッ
テバカリ居テ一向近ヅカナイ。皆ハアンナ筈ハナイカラ，キット此ノ島ノ舟デハナク，
他島ノ者ダロウト云ッテ居タガ，夕方ニナッテモ□来ナイノデ，Ut lap カラ一艘ノ小舟
デ向ヒニ出テ見タラ，ヤハリ先日 Pigölö ニ行ッタ中ノ一艘デ，五晩モ前ニ Pigölö ヲ出
ルト，直キニシケラレテ遠ク Namū ūk ニ流サレタガ，Lūgeřik ノ舟ハ Sawï ヲ吹イテ
他ノ一艘ノ□舟ニ合図シ，Namū ūk ニハ行カナイデ帰ルカラト伝ヘタガ，Ropatiū ノ
舟ハ其ノ儘 Namū ūk ニ行ッテシマッタラシイ。夕方ニハ逆風モナクナッテ凪イデシマ
ッタノデ漕ゲバヨイノダガ，皆ハ空腹ノ上ニ労レキッテ居ルノデトテモ漕ゲズ，帆ヲ上
ゲテ居タノデアッタ。迎ヘニ出タ舟ハ，夜七時カ八時頃漕イデ帰ッテ来テ，此ノ由ヲ伝
ヘタノデ，Lūgeřik カラ又折返シ舟ヲ出シ，水，食糧ヲモッテ行ッタ。夜中ニハツクダ
ロウ。Ut デハ火ヲ焚イテ待ッテ居ル。

二日（土） 晴，
夜中ニ，昨日見エタ舟 ― Pigölö カラ Lūgeřik ノ舟ガ帰ッテクル。ïkmař 一頭ノ Wong
ガアッタガ，是レモ mařmař デ，ウマイ処デハナイ。

三日 日曜日 晴，
朝，一艘ノ舟ガ見エタガ，夜ニ入ル迄ヤッテ来ナイ。

re atikk řo。
四日（月） 晴，昼一寸雨，夜ニ入ッテ雨アリ，
昨晩オソク舟来ル。Pigölö カラ Namū ūk ニ流サレタ舟ダ。

五日（火） 未明ヨリ雨，晴，午前中二三回雨，午後スッカリ晴，雲多シ，
欄外 記

［ Meřang ］
（遊ビ）
，明後日カ
今日昼，meřang ガ施サレル。明日一日，皆，森田ニ出テ整理シ，
ラ Sawï ニ従ハナケレバナラナイ。
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meřang ト云フノハ，ūpūt（椰子芽葉）ヲ村ノ数個所ニ Samol ガ結ンデ，epil ニ入ッ
タシルシトナス□ノデアル。

六日（水） 晴，午後雨，
此ノ月モ半以上過ギタガ，風向定マラズ，北及東ノ風多ク，雨ガ非常ニ多カッタ。海
ハ悪ク魚ガ少ナイ。蛸モ平素ノヨウニハトレナイ。否，私ノ口ニ入ッタノハ二三度ニ過
ギナイ。前ニ盛ニ apeipei ガ来テカラ，tcheb（平アジ）ダケハ小サイノガ沢山居ル。是
レハダンダン大キクナッテ，Lūgūl wōř ニ出ル迄ハ居ルトノコト。パンノ実ハモウ小サ
イノガ沢山ナッテ居ル。一二度 Meai yas ノ熟シタノモ食ベタ。

七日（木） 晴，午後雲多ク，四時頃ヨリ雨，
欄外 記

［ 兄弟喧嘩］
昼前頃ニ喧嘩ガアッタ。ソレモ兄弟喧嘩ダ。Ořarebūr ト Ořalimal トハ共ニ Losomar
ノ者デ真ノ兄弟デアルガ，而モ二人トモ Oisoū ニ婿ニナッテ居ルノデ，隣リ合ハセニ住
ンデ居ル。Ořalimal ハ海ガ好キデ上手デ，殊ニ一昨日妻ガ出産シタヨウナ次第デ，毎日
毎日海ニバカリ行ッテ居ル。Oisoū デハ強イ男ガ二人迄人夫ニ行ッテ居ルノデ，現在デ
ハ此ノ兄弟ガ殆ドナンデモシテ居ル。所ガ弟ノ Ořalimal ガ海ニバカリ行クノデ，岡ノ
事ハ何カラ何マデ Ořarebūr ガ一人デスルヨウナ事ニナッテ居ル。兄ノ Ořarebūr ハ面白
クナイ。デ昼前 Ořalimal ガ海カラ帰ッテ来タ所□ヲ，沢山人ノ居ル Ut デシカリツケタ。

Meřang ノ Oisoū ノ tūb モ皆 Ořarebūr ガモッテ来タノデアッタ。ダガ弟ノ Ořalimal ニ
スレバ，ナルホド毎日海ヘバカリ行ッテハ居ル。一ツニハ妻ノ出産ノ時ハ誰シモソウデ
アルシ，魚ガアレバ，ナニモ自分達ダケデ食ベテシマフ訳デハナシ，Oisoū ノ者，勿論
兄ノ Ořarebūr モ共ニ食ベテ居ルノダ。而モ海カラ魚ヲトッテ帰ッテ来タ所ヲイキナリ
怒ラレタノデ，ムットシテ口返答ヲシタ。言ヒ合ッテ居ルウウチニ，弟ノ方ガ遂ニ手ヲ
挙ゲテ兄ヲツイタ。ソレガ「ミケン」ダッタノデ，爪デデアロウカ，兄ノ「ミケン」ハ
切レテ血ガ垂レタ。兄ハ落チテ居タ棒キレヲトッテ□弟ニカカロウトシタガ，此ノ時人々
ガ兄ヲ押□ヘテ止メタノデ，喧嘩ハソレ以上発展シナカッタ。兄ハ直チニ大包丁ヲモッ
テ母妹ノモノト共ニアル弟ノ大箱ヲ傷ツケ，布類ヲ切リサイテ引返ヘシタガ，弟ハ誰カ
ガ森ニツレテ行ッテシマッタ。此ノ間，妹ガ場ニ居合ハセタガ，兄弟ガ喧嘩ニナルト共
ニ，大変ナ声デ泣キ出シタ。永イ間，喧嘩ガ終ッテシマッテモ泣キ叫ビ続ケタ。
サテ是レニ対スル人々ノ与論ハ簡単ダ。事□情ガ何ンナデアッタニシロ，□弟タルモ
ノガ兄ニ向ッテ先ニ手ヲダスナドトハ全ク許スベカラザルコトデアル。弟ガ悪イ！

Ořalimal ハ遠ク北ノ浜ノ chel ノ木ノ下ニ蹲マッテ，夕方迄泣イテ居タガ， ― 人々
ガ見ニ行ッタガ帰ロウトシナイ ― 夜ニ入ッテ，兄ノ寝テ居ル所ニ行ッテ詫ビタ。
兎モ角，此ノ島ニ於テハ，
「目上」ト云フコトハ絶対デアル。殊ニ氏族内ニ於ケル血統
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的「目上」ト云フコトハ，全ク絶対デアル。小サナ子供デモ，此ノ事ダケハヨクシッテ
居ル。例ヘバ物一ツセビラレテモ，
「目上」ノ者ニ対シテハ全然断ハルト云フコトハ出来
姉

ナイノデアル。□兄妹姉弟間ニ於テハ，兄弟ガ常ニ「目上」デアリ，氏族内ニ於テハ義
兄弟間ニ於テモ，此ノ順序ハクヅレナイ。養子間ニ於テモ亦。

八日（金） 晴，午後雲多ク，雨中雨
欄外 記

［ソウク島氏族 〔23，113〕参照］

Sokoti ト云フ Soūk 人ガ Lēal ニ婿ニナッテ居ルノデ，Soūk ノ yailang（氏族）ヲ尋
ネテミタガ，次ノ如クデアル。

Yai lang i li Samol
① Sabolipi …………
② Saūfang …………

（ Saūsat ）
無シ

Yai lang i li aramasū
Uma ………………（ Katamang ）
Böl ………………… 無シ
Mangaūlifař ………（ Losomar ）
Rongoū ……………（ Pïk ）
Wisūūsūū ………… 無
Sar（□□□□□□ saūpollap ）……（ Masalö?）
Saūpolowat ……… 無
点線ヲ以テ括弧ニ結ンダモノハ，当島ノ yailang トノ関係デアル。
内 sar ト saūpollap トハ仝族デアルガ，saūpollap ハ近年？ Pollap 島カラ入ッテ来タ
者。Saūpolowat ハ仝ジク Polowat カラ入ッタ氏族デ，仝氏族ガナイ為 Saūpolowat ト
云フ一氏族ヲナシテ居ルト云フ。デアルカラ Samol 氏族二氏，aramasū 氏族六氏デ八
氏族デアル。8 頁ノ Namū ūk ノ氏族ニシテモ，此ノ Soūk ノ氏族ニシテモ，或程度ニ
重ナリ合ッテ居リ，少シヅツ ヅッテモ居ルガ，Yai langi li Samol ガ別々デアル所ハ，
大イニ注意スベキ所ト思フ。猶各島ニ就イテ追ヒ追ヒシラベヨウ。

九日（土） 晴，雲多シ，
十日 日曜日 終日暗ク，雨降ッタリ止ンダリ，

rali böř

十一日（月） 晴，一二回パラパラ雨，

Taūre Fitilimāi ニ家ノ řo ヲ少シムカセル。
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十二日（火） 雨降ッタリ，日照ッタリ，
欄外 記

［ポノワット島 氏族］

Asūgūlap ニ婿ニナッテ居ル Aboïk ト云フ Polowat 人ニ就イテ，Polowat ノ Äilang
（氏族）ヲタヅネテミル。

Yailangi li Samol
（1）Saū Polowat ………（□□□□□□□）
（2）Saū fang

………（□□□□）

（

（3）Ilali □□□□………無シ

Ilali foi t
Yailang i li aramasū
Soar（ Sār ）………（ Pïk ）
Mangaūlifař …… （ Losomar ）
Wisūūsūū ………

無

Uma …………… （□□□□□□□□）
Fālimai …………… 無
Rongoū ………… （□□□）
Böl ………………

無

Katamang ……… （ Katamang ）
Saūyalei ………… （ Saūsat ）
欄外 記

〔24，1 頁ヲ見ルベシ〕
［

？］

点線ヲ以テ括弧内ニ結ビシハ，当サトワル島ノ Yai lang トノ関係ヲ示シタモノデア
（

リ。 印ヲ附シタルハ，現在人ハ絶エテナクナッテ居ルモノデアル。当島ノ Katamang
ニ属スルモノガ，Katamang ト Uma トニ分レテ居リ，Pïk ニ属スルモノガ S oa r ト

Rongoū トノ二ツニ分レテ居ル理由ト，其等ノ氏族トシテノ関係ハ詳デナイガ，兎モ角
現在ニ於テハ，十二氏ノウチ五氏族迄絶エテ居ルノデ，此ノ島ノ氏族ニ就イテモ老人
（ Igöliū ）ニタダシテミルト，現在ノ八氏族ノ外ニ更ニ四五氏アッタモノデ，老人ガ算ヘ
タノハ次ノ如キデアッタ。

Yailang i li Samol
（1）Lēař
（2）
（ Ealatiū ）Safalařik
（3）Losomar

Yai lang i li aramasū
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Katamang
Saūsat
Masaloe
Saūwel
Pïk
Mangaūlifař
Wisūūsūū
Sār
Fālimai
Maikkit
欄外 記

［
〔22，30〕参照， Mangaūlifař ハ Losomar デアルト云フガ，当島ニモ前ニハ Yailang

i li aramasū ニ Mangaūlifař アリ。Oleai ニ於ケル両 Mangaūlifař ノ如キモノ□ハアラ
ジカ。Lāfiřilö ♀ハ Polowat ノ mangaūlifař 氏ノナ□ノナ□レド，当島ニ於テハ Losomar
ニ属シ居ラザル例アリ。
（当島 Masaloe 氏族表参照）
（別系）
］
デ， 印ガ現在ナイモノデアル。是レニヨルト，現在 Oisoū（ Masaloe ）ニ附属シ
テ居ル只一軒ノ Maikkit ハ，モト単独ナ氏族デアッタラシイ。ト共ニ Masaloe トモ特
別ナ関係□ノ氏族デアッタトモ思ハレル。即チ当嶌以西ニ於テハ，一般ニ Samol 氏族ガ

Mangaūlifař ト総称サレテ居ル様ナ傾向ガアリ，Soūk 島ニ於ケル Sar ト Saūbollap，
Polowat 島ノ Uma □ト Katamang，Sār ト Fālimai ノ如キ別名ノモトニアッテ，同氏
トサレテ居ル如キガアリ………昔ハ氏族ノ数モモット多カッタコトト思ハレル。又□□
□□□□□□ Mangaūlifař ガ Losomar ニ関係ガ深ク，Lēař ハ Namū ūk ニ於テハ

Mangaūlifař ニ関係シ，Polowat ニ於テハ Saūfang ニ関係シテ居ル。或ハ Yai langi li
Samol ト云フノハ二氏ダケデアッタノデハアルマイカ。更ニ Pollap 及ビ Oleäi 方面ヲ
追ヒ追ヒシラベテミル必要ガアル。

Ropetiū ノ Ut デ，北ノ者達ガ踊ヲハジメタ。
十三日（水） 晴，
欄外 記

［ Yaliū pūng tiū

pūng tiū ハ「落チル」義， tiūl ］

午後四時頃カ，Oisoū ノ傍デ Yābūkū ト云五十位ノ男ガ椰子ノ木カラ落チタ 58）。
皆デスグニ担イデ行ッテ海ニシバラクヒヤシ，Ut ニ寝カセタガ，間モナク Failel ニ運
（safei ノ記ニ）
，
ンダ。Ägilipoe ガ Sefai ヲスルコトニナリ，身ヨリノ者ハ tör ヲ集メタ。
気絶モシナカッタヨウダガ，腹ガ大キクハッテ居タト云フ。人ガ木カラ落チルト，ソレ
ハ Yaliū pūng tiū ノ悪意ト考ヘラレ（当人ノアヤマチトハシナイ，爺サンカラ子供迄ガ
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毎日毎日登ルコトダカラ，□タマニハ落チル方ガ本当カモシレナイガ，彼等トシテハ一
生ノウチニ一度モオチナイモノノ方ガ多イノダロウカラ，落チルコトハ yaliū ノ悪意ト
デモ解スベキ非常事ナノダロウ）
。ソコデ南デハ，直チニ yaliū ヲ祓フ。akkebasū ガ行
（ズット前ニ書イタ悪神追ヒノ炬火）ガ行ハレ，Sawï ヲナ
ハレ，夜ニ入ッテハ「 tiūl 」
ラシテ多勢ノ者ガ歩イタガ，以前程大ゲサデハナク，アマリ叫ンダリ，ブリキ其他ヲタ
タイタリスルコトモナカッタ。↙

此ノ月ニ入ッテカラ，蚊ガ大変少ナクナッタ。天気ハ相変ラズ悪イガ。

十四日（木） 雨降ッタリ止ンダリ，一日，日照ラズ，
十五日（金） 小雨時々，夕方ニナッテ薄陽，
十六日（土） 何回トナク小雨来ル。薄陽，
十七日 日曜日 曇晴，小雨，夜風雨烈シ，
十八日（月） 曇晴，午後二時頃ヨリ晴，

re kotöt řo 600 余，
夜中，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

十九日（火） 曇晴，午後晴，シカシ雲多シ，
↘先日木カラ落チタ，□ Yābūkū ノ Safei ガ昨日スンデ，□□□ faū bong ノ ilasū ガア
リ，今朝北ノ Yaliū ノ所デ roū roū li □□□ pirēr ガアッタ。即チ roū pai ノ如キモノ
デ，各足ヲ ūpūt ニテシバリ，木ヨリ落チナイ為ノ Safei ガ行ハレタ。
◌

re atikk řo。
akka eřai re kotōk řo.
二十日（水） 曇，午後雨，小雨デ降ッタリ止ンダリ。
昨日ノ Safei ハ , 夕方更ニ一ツノ儀式ガアッテ，各人赤ト白ノ小紐ヲナヒ行キ，小サ

イ safei ノ包ヲシバッテ，首ニカケテ居タ。
今日夕方 ilasū。

二十一日（木） 曇晴，ダンダン晴，
朝カロリン丸来ル。予定ヨリ五日モ早イノデ，大イニ面クラフ。手紙モ書イテイナイ
ノガアル。大工サン一行，Namū ūk カラ帰ッテクル。

二十二日（金） 晴
十八日カ十九日ニ月ガ出タ。Itchi ノ月ハ実ニ天気ガ悪カッタ。土人ハ云フ，Tūmūr
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星ト及ビ□□□□□□［ Sareböl ］月ノ，星々トガ毎夜東ノ空ニ昇ラウ昇ラウト，アセ
リ争フノデ天気ガ乱レルト，而テ□□□□□□［ Sareböl ］ノ星々ガ登リキッテシマフ
ト，再ビ天ハ穏カニナルト。

二十三日（土） 晴，雲多ク二回程パラパラ雨

Poūpï，Leimalikat カラ出テ来ル。
二十四日 日曜日 晴

Ropetiū ノ踊ハ，ハジメ北ノ者ダケデ始メラレタガ，南ノ者達モ出カケ，大部盛ニナ
ッテ来タ。

二十五日（月） 晴，午後曇，雨時々，
二十六日（火） 晴，
二十七日（水） 晴，
二十八日（木） 晴， ，
夕方，二艘ノ舟，Pigölö ニ行ク。

二十九日（金） 晴，
夕方，一艘ノ舟，Pigőlő ニ行ク。

三十日（土） 晴，
三十一日 日曜日 晴，日暮ヨリ風強シ，夜中雨アリ，
欄外 記

［ Yaliū le set 色情狂 実話］

ABOŪ ニ Laikobūř ト云フ ― モウ子供ガ一人前ニナッテ結婚シテ居ルカラ，四十ヲ
越エテ居ルダロウ ― 一種ノ色情狂ガ居タ 59）。是レニ就イテノ経過ヲ聞イテ□ミタ。一
寸面白イカラ書イテ置ク。

Laikobūř ハモウ（私達ノ来ル前ト云フカラ）二年カ，モット前ニ病気ニナッタ。何ノ
病気カマルデワカラナイガ，兎モカク寝タキリデ，歩クコトモ立ツコトモ出来ナイデ居
タ。所が或日，海ノ神 ― 是レガ海ノ神 Yaliū le set デアルコトハ後ニナッテワカッタ
ノデアルガ，神ガ来テ彼女ヲ女房ニシタ。ソコデ或日，コノ長イコト寝タキリノ病人ハ，
此ノ神ニ誘ハレテ近クノ森ニ出カケタ。ソコデ ― 是レモ後ニ彼女自身ガ話シタノダガ
― Yaliū ハ彼女ノ陰部ヲナメズッタ。彼女ハ Yaliū ノ男根ヲナメズッタ。而シテ遂ニ
交接シタ。彼女ガ家ニ帰ッテカラ，Yaliū ハ常ニ彼女ノ家ニ来ルヨウニナッタ。南ノ巫

Leama ♀ガ safei ヲシタガ，其後ハ yaliū le set ハ彼女ノ前ニ来ズ，彼ノ男□根ダケガ
sepao（敷ゴザ）ノ下カラ出テ来ル。スルト女ハ色情ヲ感ジテ制御スルコトガ出来ズ，其
249

ノ□幻ノ男根ニ対シテ股ヲヒロゲ，シキリト腰ヲ使フノデアッタ。此ノ様ナ状態ガ永イ
間続イテ，Yaliū ハ相変ラズ去ラナカッタ。其処デ，北ノ Yaliū（巫）Ilelūpūmal ガ出
テ ― コレハズット前ニモ書イタ，Lariūl ト云フ子供ノ霊ダ ― 次ノ様ナ「トリック」
ヲ行ッタ。即チ Taitiū ト云フ青年ニ舟ヲ出シテ女ヲ ― Yaliū モ共ニ ― 舟ニ乗セテ出
スヨウニト云ヒツケタ。Taitiū ハ直チニ砂浜ニ駈ケ出シタ。Lingāk ト云フ青年ガ女ヲオ
ブッテ出タ所ヲ，Ilelūpūmal ハ Lingāk ニ□言ッテ，海岸トハ反対ニ道ヲ，北ニドンド
ン走ラセタ。Lingāk ハ走ッテ Adirong ノ処迄モ来タ。所ガ Yaliū le set モ□気ガツイ
テ，追カケテ来タ。来テ見ルト女ガ居ナイ。ソコデ又追カケテ来タガ，Lingāk ハドン
ドン走ッテ Failel（北ノ端）迄モ逃□ゲタ。Yaliū le set ハ木ノ蔭カラ之レヲ見ツケテ，
跳ンデ Laikobūř ノ頭ニ入ッタ ― ソコデ Ilelūpūmal ハ皆ニ，řo（椰子）ヲガイテ火ニ
クベル様ニ云ヒツケタ。ソシテ Laikobūř ガ其ノ火ノ上ニカガミカカルト，Yaliū ハ煙ム
クテ女ノ頭カラ飛ビ出シ，棟木ノ所ニ飛ビ上ッタガ落チ，搏風ノ所カラ出テ行ッタ。日
モ暮レ，Ropetiū ノ Ut ノ所ニ現ハレタガ，Oleito ノ Ut ニ退キ，遂ニ Yaliū le set ハ去
「俺ノ女房ヲトルナラ，ア□
ッタ。ソシテ Ilelūpūmal ニ憑イテ居ル Lariūl ニ云フニハ，
ノ女バカリデナク，コッチノ方ノ女達ノ中カラモ女房ヲ探シテヤルカラ」ト。

Laikobūř ノ所ニハ，ソレキリ yaliū le set ハ現ハレズ，他ノ女ノ所ニモ現ハレナイ。
Laikobūř ノ病気ハヨクナッタ。

昭和九年
一月
一日（月） 終日雨降ッタリ止ンダリ。
オ正月デモ何一ツスルコトモナイ。朝早ク豚ヲ一頭殺サセテ，一寸御馳走ノツモリニ
ナル。

二日（火） 朝方迄雨ダッタガ，止ンデヨイ天気ニナル，
三日（水） 晴，夜中雨アリ，

Taūre，Fitiyalimāi ト子供ヲツレテ，官有地ニ菜ヤ大根ヤ ナス ノ種ヲ下シテクル。
四日（木） 朝曇，後晴，
五日（金） 晴，午後曇，小雨，
六日（土） 夜明前ヨリ雨，後止ミシモ終日曇，時々小雨アリ，
七日 日曜日 晴，
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八日（月） 晴，小雨二度程来ル。
朝，先日出タ，三艘ノ舟 Pigölö カラ帰ッテクル。

九日（火） 晴，雲多ク時々曇ル。
夕方，一艘ノ舟，又 Pigölö ニ行ク。
夕方，昨日 Pigölö ヨリ帰リシ者達ノ Yatari ノ ilasū。

十日（水） 朝ヨリ雨降リ出シ，午後止ミテ薄日，
十一日（木） 晴，風稍強ク，雲稍多シ，
十二日（金） 曇，午後漸次晴，
欄外 記

［ til ］
朝，til 魚上ル。村中一人ニ各 sāk 何バイカヅツワタル程沢山トレル。コレデ faū bong
ノ epil engang デアル。Ut ニ出テ舟カラ上ゲル魚ヲ見テ居ルト，成程 epil ノ強イ魚ダ
ケニ，皆ナカナカ丁寧ニ取扱フ。小サナ一二寸ノ魚ガ何万トアルノダガ，一ツデモユル
ガセニシナイ。板ノ割目ヤ篭ノ編目ニハサマッタモノマデキチントホジクリ出シテ取ル。
取リオトシテ□□□腐ルト，モウ til ガ上ガラナイノダト云フ。

til ガ上ッテ，コレデ二三日ハ魚ニモコマラナイ。engang ハ出来ナイ。丁度イイ，今
年ハ正月ラシイ正月モシナカッタカラ，一ツ踊デモ出ソウト云フ事ニナリ，明日女達ハ
皆田圃ニ行ッテ（是レモ耕スコトハ出来ナイノダカラ，ヌイテ来□ルダケダ）食物ヲ作
リ，男達ハ til ガ上ラナケレバ，丁度 ese pil řūli wa ダカラ，舟デ引綱デモシテ，更ニ
魚ヲトリ，明後日ハ皆デ踊ヲ出ソウト云フコトニナル。

十三日（土） 晴，
十四日 日曜日 晴，
一昨日ノ計画通リ，今日新年ノ祝ヒヲスル。例ノ如ク朝早ク皆海岸ニ集ッテ遥拝万歳，
後皆踊ノ仕度シテ食物ヲ持チヨリ，夕方迄踊。

十五日（月） 晴，
今日カラ官有林ノ椰子ヲムカセル。但シ，Failel ト Lesatogiū ノ者ダケ。

十六日（火） 晴レタリ曇ッタリ，一二度小雨，

re kotōt řo。
風強ク（東風）シケギミニテ海荒ラシ。
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十七日（水） 終日雨降ッタリ止ンダリ，風強シ，
昨夜，夜中 Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

十八日（木） 怪シゲニ晴レタガ，午後又又雨風トナル，
今日アタリモ月ガ見エル筈ナノダガ，天気ガ悪イノデ見エナイ。今度ハ□□□□□□
□［ yoromoūs ］ダ。□□□□□□［ sareböl ］ノ□月ハ，稍天候ガ回復シタトハ云ヘ，
マダマダ悪イ部ダロウ。海ハマダマダ荒レ勝チダシ，此ノ四五日ノ天気ナドハ，インウ
（

ツ（陰□鬱）ト云フ程ダッタガ，先ヅ半々位ダロウ。

til ガ一度上ッタコト，オ蔭デ其後 lūūk デ鰹ガ二三尾トレタコト，mea i yas ガポツポ
ツアルコト。
欄外 記

（ドウモ未ダ未ダ le Rak ニハ間ガアルノニト思ッテ居タラ，二月モヌカシテカゾヘ
［
）
］
テ居タ。コレデヨ□シ，yoromoūs 迄ハ完全ナ Effang ダ。

十九日（金） 夜中降ッタヨウニモナカッタガ，朝ニナッテカラ又々雨ニナリ，風ニナ
リ，午過ギ迄モ降ッテ止ミ，後僅カニ晴レル。

廿日（土） 半日ヨイ天気ダッタガ，後小雨ニナル。
廿一日 日曜日 夜ナカ中降ッテ居タガ，朝カラ止ミ，後漸次ヨイ天気ニナル。午後
四時頃カラ再ビ雨。
欄外 記

］
［ Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル。

廿二日（月） 半日晴レテ居タガ，又雨ニナル。
廿三日（火） 今日モ雲ガ多カッタガ，半日ハドウニカ晴レテ居タガ，午後小雨来リ，
後曇ッテシマフ。
朝，Firogo řa řa（ fūr yaliū ）アリ。

廿四日（水） 晴，雲多ク，雨時々来ル。
廿五日（木） 晴，時々曇，
廿六日（金） 昨夜中ヨリ雨，曇，時々雨降ル，
今日ノ□□□□ Sawï ハ昨日 Aboū ノ女ガ産ヲシタノデ，rali böř ナノデアル。
昨夜ノウチニ，先日 Pigölö ニ行ッタ舟ガ帰ッテクル。朝ニナッテ引□入レタガ，Wong
ヲ三頭生カシタママデ持ッテ居ル。生キタ Wong ハ此ノ島デトレタ Wong ト同ジニナル
ノダカラ，ソレヲ食ベタモノハ，次ノ月ガ出ル迄ハ□田圃ニ行カレナイ筈ダ。処デ明日
カラ官有地ノ Olāk ト云フ今日ダ。ダカラ大工サンガ行ッテ怒リトバシテ，皆ニ食ハセ
ナイ事ニスル。ソレデ既ニ触ッテシマッタモノダケ，二三十人ノ者ガ食ベルコトニナル。
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（

ドウモ天気ガ悪イ。昨夕 Saūfa ガ ammayūrū r oa ng ヲヤッテ居タノダガ，御利益モ
ナイ。

廿七日（土） 雨，午後二時頃ヨリ晴レシモ，時々小雨来ル。夜，月ヨシ。
（

今日カラ Olāk ニカカル筈デ人ガ集ッタガ，雨ガヒドイノデ Ut デ Olāk ノ相談。
後，Safei アリ。Ealatiū ノ子供ガ二三人 le r oa ng ノ Liū ヲ食ベタノデ，病気ニナラ
ナイヨウニト云フノデアル。夕方，ilasū。

廿八日 日曜日 雨，午後晴，
夜中降ラナカッタノガ，朝ニナッテ雲ガ多ク雨ガ来タガ，大キナ雨デモナイノデ，皆
ヲツレテ Peigi efang ニ行ク。話ヲシ Olāk ニカカッタガ，一時間モスルト雨ニナリ，ナ
カナカ止マナイノデ，仕事ヲヤメサセテ帰ル。午後，晴レル。

二十九日（月） 晴，
椰子林手入，昼迄。

三十日（火） 朝雨アリシモ間モナク止ミ，天気トナリシモ雲時々来リ，夕刻ズット曇
ル。
椰子林手入，昼迄。

三十一日（水） 晴，此
椰子林 Olāk，昼迄。
此ノ頃，天気ヨクテモ風冷エ冷エシテ居ル。風稍シケギミニ強シト云フヨリ，ノベッ
タラニ風アリ。
海ノ悪キコト一番ナリ。

二月
一日（木） 晴，雲多ク，午後三時頃ヨリ小雨アリ，
椰子林 Olāk，昼迄。

二日（金） 晴，午後三時頃ヨリ曇，パラパラ雨アリ，
椰子林 Olāk，昼迄。
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三日（土） 朝迄ドウニカモチシモ，雨来リ，止ミ又雨来リ，昼ニナッテ漸ク晴ル。
椰子林 Olāk ニ行キシモ，雨ニ逢ヒテ中止。

四日 日曜日 晴，
椰子林 Olāk，昼迄。
一艘ノ舟，Pigölö ニ行ク。

五日（月） 晴，午後パラパラ雨，
欄外 記

［ Yalūū ］

Roū pai デ Olāk 休ミ，
二艘ノ舟，Pigölö ニ行ク。
昨日ノ朝，alūū ガアッタ。例ニヨッテ Fitialimāi ガ rong ヲトナヘ，Saūfa ノ音頭デ

akkebasū。
yailang i li samol

engaū

（

yailang i li aramasū

⎫⎬⎭

Poe ハ

mea i, ekūsū ega ekūsū mugaū lang, pele ekūsū ega ekūsū enngaū.
六日（火） 晴，十時頃ヨリ，雨降ッタリ止ンダリ，
椰子林 Olāk。但シ雨ニテ中止。

七日（水） 終日雨降ッタリ，止ンダリ，
八日（木） 朝カラ雨ニナリ，午後止ミシモ，ドンヨリ曇ッタ儘，
九日（金） 曇，九時頃ヨリ雨，午後晴レシモ，夕方再ビ暫ク雨アリ，

Olāk 少シ。
十日（土） 曇，十時頃ヨリ雨，午後晴レシモ曇リガチナリ，

Olāk 少シ，夕方 Poūpï，Leimalikat ヘ。
十一日 日曜日 晴，

Olāk，昼迄。
十二日（月） 晴，夜小雨，
北ノ yaliū ノ Safei アリ，Olāk 休ミ。
夕方，ilasū。
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（

（

三四日前ニモ何ト云フコトナク，p ūi li □□□ moa r 二日アリ。

十三日（火） 晴，夜雨降リ，

Olāk，昼少シ前迄。
十四日（水） 朝，暫ク雨止ム，後九時頃カ，ヒドイ雨ニナリ，再ビ一寸日出デシモ，
午後又々雨ニナル。

Olāk，暫時ニテ雨来リ，中止。
十五日（木） 曇，夕方雨ニナル。
欄外 記

［ Patï ］
朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル。
昼前，一艘ノ舟 Pigölö ニ行ク。
夕方前，Patï ノ群ガ le lölö ニ入ッテ来タノデ，村中ノ者ガ女モ子供モ椰子ノ葉ヤゴ
ザヲモッテ遠マキニマキ ūū（筌）ヲ以テ追ヒ込ンダガ，皆ガセキ込ンデ，充分ニカコハ
ナイウチニ追ッタノデ，ヤット四五十シカトレナイデシマッタ。一軒ノ家ニ一尾ヅツワ
ケル。此ノ Patï ハヤハリ色々ノ epil ノアル魚デ，Leimalikat トハ cheb（ t eb ）ト□□
同ジ epil デアリ，他ノ魚ノ様ニ魚□ノ頭ヲカンデ殺シテハナラナイ，生ノモノヲ食ベナ
イ等デアル。

十六日（金） 晴，夕方前一寸雨アリ，
昨日ノ舟出ニハ，モウカロリン丸ガ近イカラ，学校子供，資格者ハ行カナイ様ニ云ヒ
キカセテ置イタノニ，四人モ出テ行ッタノデ，Samol 達ニ舟ヲ出サセ，早クツレ帰ルヨ
ウニサセル。
今日ヨリ Asūgūlap ノ者，官有椰子林ノ atik řo。十日間。
□今日ハ皆ノ者ニ材木小屋ヲタテサセル筈ダッタガ，舟ヲ拵ヘテ居□ル者ガ多イ為，
人手ガ足リナクテ出来ナイ。
欄外 記

［ epil ］
舟ヲ拵ヘニカカッタモノハ，而テ fale pil ニ加ハッタモノハ，一切ノ家ノ仕事 ― 建
立，修理，屋根葺等ニタヅサワッテハナラナイ。但シ，ūi kia ノ済ンダ後ニハ，ïr sellap
ダケガ此ノ禁ヲ守ルノデ，他ノ者ハ此ノ禁カラ□□解カレルノデアル。

十七日（土） 朝八時頃雨アリ，後快晴，
夕方前ニ出タ三艘ノ舟，Pigölö ヨリ帰ル。四五日前出デシモ，風悪ク Namū ūk 方面
ヘ流サレテ島ニツキ得ズ，一旦 Pigölö ニ（二晩シテ）戻リ，今朝早ク舟出セシモノニ
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テ Wong ナク，魚ト kūlūgak ダケ。
天気ガ悪クテ見エナカッタガ，一昨日頃新月ガ出タ筈，Tūmūr ダ。

Yaromoūs ノ月ハ，Sareböl ニ続イテ天候不順，雨多ク風定マラズ，東北風稍モスル
ト嵐メ□ク。

十八日 日曜日 晴，午後三時頃雨暫ク，
十九日（月） 晴，
二十日（火） 晴，
夕方，二艘ノ舟，Pigölö ヨリ帰ル。

二十一日（水） 快晴，
二十二日（木） 快晴，
二十三日（金） 晴，

，

朝，北ノ yaliū ノ safei，夕方 ilasū。

二十四日（土） 晴，午後雲多ク，四時頃小雨，
朝，十五六人ノ者ヲツレテ椰子林ノ道掃除ヲサセル。

二十五日 日曜日 晴，夕方ヨリ雲多ク，夜雨，
二十六日（月） 晴，午後小雨アリ，
朝，Ibūmai，Ngïyao，Tingar ノ三人ノ子供ヲツレテ，大工サント椰子林ニ椰子ノ木
ヲ切リニ行ク。

二十七日（火） 晴，夜雨二三回，
モウ今日明日ト カロリン丸ガ待タレルノデ，ソシテ今度ハ学校子供ヲ又四五人ヤッ
プ ニツレテ行カレルノデ，方々ノ家デ先達ウチカラ盛ニ豚ヲ殺シテ居タガ，北デハ昨日
ハ皆ノウチデ Um ヲシテ居タシ，今日ハ又 Lūkeřik ノマハリハ皆デ ūm ヲシテ居ル。

二十八日（水） 晴，

三月
一日（木） 晴，夜中ニ雨アリ，
二日（金） 朝九時頃ヨリ一時間程小雨，後晴レシモ，夕刻ヨリ再ビ雨トナル。
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三日（土） 晴，
カロリン丸ガ一日ノビニノビテ来ナイノデ，皆少々気ヌケノキミダ。

四日 日曜日 曇，パラパラ雨，午後本降リ，
未明，カロリン丸来ル。

五日（月） 朝ヨリ終日，小雨降ッタリ止ンダリ，
六日（火） 晴，
カロリン丸ガ来タノデ，吉例ニヨリ朝 mesalūbik ノ safei アリ。夕方 ilasū。

七日（水） 夜明前カラ雨，朝暫クヤンデ日照リシモ，後再ビ小サナ雨，終日降リツヅ
ケル。
夜明前，ト云フヨリ夜中ニ Polowat カラ二艘ノ舟来ル。一艘ハズット前［九月十四
日］
，此ノ島カラ行ッタ Igisoe ノ一行，一艘ハ Polowat ノ舟デ十二名。
書キ忘レタガ□，昨日昼過ギ二艘ノ舟□□□□□ Pïk ヘ□□□□□□□□□□□□□
□□（天気悪ク中止）
昼前，北ノ方デ盛ニ泣ク声アリ。Failel ノ Lamořū，soūk ニ在リテ，パンノ木ヨリ落
チ，酷キ死ヲトゲシナリト。

八日（木） 朝一寸雨，曇晴，夕方雨，
九日（金） 晴，
今度ハ，カロリン丸（航路船）ガ交代スルトカデ日本ニ行ク事ニナリ，又五ヶ月バカ
リ来ナイ筈ナノデ，コチラモ予定ヲカヘテ，コプラ倉庫モ乾燥小屋モ住宅モ，全部一度
ニ建テ直スコトニシ，昨日カラ十七人ノ男ト四人ノ子供トヲ特約シテ仕事サセル。

十日（土） 曇，後晴，Poūpï，Leimalikat ヘ。
十一日 日曜日 晴，雲多シ，
昼前，一艘ノ舟 Pigölö ニ向ケテ出シモ，三時間程シテ帆柱ヲ折ッテ帰ッテクル。

十二日（月） 晴，一艘ノ舟 Pigölö ヘ

Polowat ノ客人ニ対シ，朝 fai limal（ liū ），夕方 faï řabūtū アリ。
十三日（火） 晴，雲多ク朝一回，昼二回来雨。
昼過ギ，一艘ノ舟 Pigölö ヘ。
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十四日（水） 晴，時々曇ル。
夕方，二艘ノ舟 Pigölö ヨリ帰ル。Wong 八頭アリ。

十五日（木） 晴，
十六日（金） 晴，

Poūpï，昨日 Leimalikat カラ出タノダガ，Oisoū ノ Lisak ガ初度月経デ入ッテ明日出
ルノデ，馳走作リヲ助ケル為ニ一日居残リ，今日出テクル。
夕方，Pigölö ヨリ帰リシモノノ Yatari。

十七日（土） 未明驟雨，晴，
風邪ガ流行シ，皆クスクスシテ居ル。但シ一日二日デ，タイシテ重イ者モナイ。
，Pigölö ニ行ク。
一艘ノ舟（ Fitū，Pūlakkit，Igoliū ……）

十八日 日曜日 晴，
十九日（月） 晴，
二十日（火） 晴，
二十一日（水） 晴，
（

十六日ニ二日月ガ出タ。Meai řik ダ。Tūmūr ニハイッタ初メハ天気ハ半々ト云フ処
ダッタガ，半バ以後ハ全ク上天気デ雨ガナイ。Tūmūr ニ入ッ□テ mea i ガ沢山トハ云ヘ
ナイガ，結構食ベタ。半バ以後ハ舟ガ盛ニ Pigölö ニ出カケル。

◌

昨日カラ又踴ガ始マッタ。Lūkeřik ノ前ノ浜デ，Siūr Būroū ト Augūr ヲ盛ニ練習ス

ル。コレハ今少シスルト，例ノ□□ Namū ok ヘノ貢，椰子玉（一軒ニツキ 30，モトハ
50 ダッタト云フガ，近年 řo ガ少ナイノデ 30 ニナッタ）ヲモッテ行クノデ，Namo ok
デ余興ニスルモノデアル。

二十二日（木） 晴，
二十三日（金） 晴，
二十四日（土） 晴，
此ノ十日程，毎日東北ノ風ガ荒ラ荒ラシイ。

二十五日 日曜日 晴，雲多ク時々雨ガ来ソウニナルガ，パラパラトダケデ，ヤンデ
シマフ。夕方，久々デ一寸驟雨アリ。

二十六日（月） 晴，
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二十七日（火） 夜中カラ雨，夜明ケテ止ミシモ時々小雨，午頃ヨリ晴，夕方曇，
二十八日（水） 夜中驟雨二三回アリ，曇後晴，
昨日ハ，先日カラヤッテ居タ踴 ― siūr būroū ト augūr ニ村ノ者達，皆スッカリ飾ツ
ケデ，明ルイウチカラ踴ッテ居タ。

二十九日（木） 晴，
三十日（金） 夜中雨アリ，晴，
三十一日（土） 晴，夜中小雨
昼頃二艘ノ舟（ motang ノ一艘ト Polowat 人ノ一艘）
，Pigölö ニ行ク。

四月
一日 日曜日 晴，夜中小雨，

Pigölö ヨリ三艘ノ舟帰ル。（ Lipoel, Yormal, Fitū ノ）
二日（月） 晴，
夕方，Pigölö ヨリ帰リシモノノ yatari。

三日（火） 夜明前小雨アリ，晴，二回驟雨
此ノ四日続ケテ田圃ノ Sawï ダガ，一日ハ南デ Safei ガアリ，ilasū ガアッタ為，二日
ハ yatari ノ為，今日ハ又，明日 Ikomūř ノ Safei（ Asūk ニヨッテナサレル Safei ai Sat ）
ガアリ，村中ノ者ガ出席スルノデ，其ノ準備デアル。
，Pigölö ヘ行ク。
一艘ノ舟（ Polowat 人）

四日（水） 晴，パラパラ雨アリ，
欄外 記

［ safei ］
朝，safei アリ。女達ハ村中ノ者ガ Losomar ニ集ッテ大キナ ūm ヲ作リ，朝ッパラカ
ラカカッテ，一日ガカリデヤッテ居ル。男達ハ tïmot ū。

//大工サンノ処，Liyalikeř 止メ。

Lisak 来ル。
此ノ半月程，毎日風ガ強イガ（北東，東風多シ）
，此ノ四五日ハ毎夜ナカナカ風ガ強
イ。昼間ハソウデモナイケレド。
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五日（木） 夜中雨アリ，晴，
欄外 記

［ yaliū ］
娠

夕方，北ノ Failel ニテ fïřo アリ。コレハ Losomal 氏ノ Lairang 女ガ妊身シテ居ルガ，
娠

― ヅット前ニ書イタ様ニ，妊身者ハ wong ガ epil デアル。ソレヲ数年前 Failel ノ yaliū
ガ safei ヲナシテ後，此ノ epil ガ解カレタガ，ソレハ safei ヲ受ケタモノダケデ，一般
ノ女ハ今ニ此ノ epil ガアルノデアル。デ Lairang ハ今日，此ノ safei ヲ受ケタノデ，今
娠

後ハ wong ヲ，妊身シテモ食スル事ガ出来ルノデアル。

六日（金） 快晴，
夕方，昨日ノ safei ノ ilasū アリ。
今日ハ一艘ノ舟 puil ニ行キシガ，arangap 三尾ダケアリ。

（

七日（土） 晴，二回パラパラ雨，
今日モ Lūkeřïk ノ舟一艘，pūi l ニ行ク。arangap 二尾ノミ。

八日 日曜日 晴，
昼，四艘ノ舟（一般 Polowat 人）
，Namū ūk ニ řo ヲモッテ行ク。
，Pigölö ニ行ク。
夕方，一艘ノ舟（ Yormal 一行）

九日（月） 晴，夕方小雨アリ。
昨夜，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

十日（火） 晴，
夕方，一艘ノ舟（ Biaböř 及ビ Polowat 人）
，Pigölö ニ行ク。

十一日（水） 晴，午後三時頃驟雨，
昼前，Soūk ヨリ一艘ノボート来ル。Soūk 人十四人，
（ Pïk ニ寄ッテ居タ由，Wong
四頭）

Soūk 人名，
Biār

Urūyaliūk

Kālis

Tiūfaliūk

Igopūla

Maliūpei

Ibūt

Pimāl

Lematūr

Peiriūk
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Moisa
□□□□□□□ Viselti
⎫⎬⎭

Meibūū
Yāpakūwa

re falei

十二日（木） 晴，午後雨本降リ，
十三日（金） 曇，午後雨，

Soūk ノ客ニ朝 tūbo li im, faū řo。夕方，faï řafūtū。
一昨日来タ Soūk ノ□□□□□□□ボート ハ五百位 řo ヲモッテ来タラシ□ク，一人
ニ二箇ヅツ別ケラレタ。

十四日（土） 朝カラ終日，雨降ッタリ止ンダリ。
久々デ今日ハ仕事一日休ミ。
今日ハ，昨日 Oisoū ノ女ガ産ヲシタノデ，rali böř ノ sawï ダ。

十五日 日曜日 朝雨，間モナク止ミ曇，薄日，午後又雨，後曇，
朝，fūr yaliū（ firigo řa řa ）アリ。

十六日（月） 朝雨，曇
仕事ヲ休ミニシタラ止ンダガ，終日曇ッテドンヨリシテ居ル。

十七日（火） 晴，午後曇，夜小雨アリ，
昼，Polowat ノ舟二艘来ル。Pïk ニ寄ッテ居テ，Wong ヲ八頭モッテ来ル。
昨夜，Saūbūla 達，ソークノ ボート デ Pigölö ニ行ク。

Polowat ヨリ来リシ人名。
◌

Tewalipï
Sakūbūiriūk
Igöilimal
Wolipï
Biyairo
Biyalikaūr
Liyārmal（♀）
Lairopï（♀）
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◌

Igiwotiū
Pūitak
Igořūū
Laiūisio（♀）
Litamorosiű（♀）（ Namū ok 人）
別ニ子供三名

Langolūūr Urūtali Toekasū
十八日（水） 晴，
朝十時頃，Namū ok ヨリ，先日行ッタ者ノウチ，Lūgeřik ノ舟ガ一艘帰ッテクル。

Ayūrūpai，Marowa，Ořarebūr，Igiwot，
昨夜月ガ出タガ，既ニ四日ノ月デアル。Meaiřik ハ概シテ非常ニ天気ガヨク，寧ロ水
（

ガ切レタ位ダッタ。

mea i モソロソロ出タガ，マダマダ少イ。尤モ今年ハ mär ヲ作ル様ニハトテモナラナ
イダロウガ，海ハヨク Pigölö ニ盛ニ舟ガ出タ。
鶏ノ病気多ク，雛多ク死ス。

一昨夜ボートデ出タ Saūbūla 達ノ一行，Pigölö ヲ見出サズニ帰ッテクル。

十九日（木） 晴，
朝，Pigölö ヨリ Yormal 及ビ Polowat 人ノ舟二艘帰ッテクル。Wong 四頭アル。
欄外 記

［ Sawï アケ］
朝，家々ヨリ十個ヅツノ若椰子ヲ Samol ニ収メ済ミ，今日カラ būū Sawï ガナクナ
ル。

二十日（金） 朝晴レテ居タガ，間モナク雨来リ，止ミシモ曇晴，二三回小雨，
欄外 記

（

〔23，121〕ヲ見ヨ，是レモ駄目 〔24，31〕
〔19，72〕
］
［

Mea ilap ニ入ッタ。Le rak ニ入ッテ色々ノ□ epil ガ解ケル。先ヅ明日カラ ūkkoř ガ
欄外 記

始メラレル。ūkkoř ハ昨年ハ八月頃ニ始メラレタノデアルガ［此ノ ūkkoř 此ノ月一月ノ
ミニテ終ル。
］
，是レハ其ノ前ニ apeipei ガ来テ魚ガトレテ居ル為 ― apeipei ノ魚，及ビ

arangap 等ヲ食シタモノハ，ūkkoř ノ池ニ近ヅク事ガ出来ナイノデ□□□□□三月迄 ―
ソレデ遅レタノデアル。又今月カラ File ガ食ベラレル。
×但シ arangap 等ヲ近クニ食ベタ者ハ駄目ナル事。File ニ関スル epil ノ条ニ細シ。
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二十一日（金） 雨，午後三時頃止ミ，薄日，
二十二日（土） 晴，昼前後曇，小雨，後再晴，
朝，fūr yaliū（ firi go řařa ）アリ。
，Namū ok ニ waï。
朝，二艘ノ舟（ Polwat 人ノミ）

Soūk ノボート（ Igöliū 一行），Pigölö ヘ。
二十三日 日曜日 晴
二十四日（月） 曇，二三回度雨，
二十五日（火） 晴，
欄外 記

［ wong epil ］
一昨日一頭，今朝一頭 Wong ガトレタガ，ūkkoř ガ始マッテ居ルノデ，食ベル者ガ幾
ラモ居ナイ。Polowat 人ト（ Soūk 人達ハ食ベナイ）少数ノ老人ト子供達バカリ食ベテ
居ル。此ノ Wong ハ，Ut ノ前ノ浜デ焼カレ煮ラレ，其処ニ置カレテ食ベル者ハ，其処
ニ食ベニ行クノデアル。家近クニモッテ来ラレタモノハ下ニ置カレ，家ノ中ニ入レラレ
テハナラナイ，必ズ木ノ枝ニ吊サレルノデアル。

二十六日（水） 晴，昼前雨アリ。

re soūk ニ fai li mal rūoū liū。
朝，先日ノボート，Pigölö ヨリ帰ル。Wong 四頭。

二十七日（木） 晴，
二十八日（金） 晴，雨二三回，
昨夜，夜中ニ二艘ノ舟（二艘共 Polowat 人達）帰ル。Namū ok ヨリ。
朝，Namū ok ヨリ一艘ノ舟（是レモ Polowat 人）帰ル。
此島ノ舟ハ，Pigölö ニ行キシ由，Bial ト Eūiyang ダケ今日ノ舟デ帰ッテ来ル。
欄外 記

［呪］
今朝舟ガ着クト暫クシテ，アチコチデ女達ガ泣イテ居タノデ，後其ノ訳ヲ聞イテミル
ト，此ノ島ノ舟ハ Pigölö ニ行ッタノデハナクテ，流サレタノダト云フ。又其ノ訳ハ，

Namū ok ノ者達ガ saū ngalïr（呪ッタ）シタカラダト云フ。此ノ後カラ来タ Polowat
人ノ舟ハ，此ノ島ノ舟ヨリモ少シ遅レテ Namū ok ヲ出タノデアルガ，Namū ok 人ガ
云フニハ，
「オ前達ハ決シテアノ先ニ出タ Satowal ノ舟ニツイテ行ッテハイケナイ。ア
ノ舟ラハ Satowal ニハ行カナイカラ，アレニツイテ行ケバ，オ前達ノ舟モ流サレテシマ
フダロウ」ト。日ガ暮レル迄 Satowal ノ舟ヲ見テ居タガ，夜ニナッテ見失ッテ来タノダ
ト云フ。
ソコデ Samol ニ Namū ok デ何カアッタモノカ聞イテミタ所 ― 始メ前ニモ書イタ様
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ニ，此ノ島ノ者達ハ Namū ok ニ行ッテ踴ヲ出スノダトテ，盛ニ siūr būroū ヲ練習シテ
居タガ，私達ハ「ソンナ一人キメノ生イキナ事ガアルカ。Namū ok ノ方ガ此ノ島ヨリ
格ガ上ナノダカラ，向フカラ来テ此ノ島デ遊ンデ行ッタラ，ソレダケノ事ヲ返スガヨイ。
然ルニ Namū ok カラハ曾テ一艘ノ舟モ来タ事ガナイノダカラ，オ前達ハオトナシク二
艘ノ舟ダケ出シテ，オトナシク貢ノ řo ダケ届ケテ来イト注意シテヤッタ。ソレデ Samol
達ハ二艘ノ舟ダケデ行ク様ニト云ッテ居タノダガ，若イ者達ガ三艘モ出シ，Polowat ノ
「オ前達ノ方ニハ□□
舟モ共ニ行ッテ ― サテ向フデ踴ヲ出サウトスルト，向フノ曰ク，
□□ Samol ガ一人モ居ナイデハナイカ（ Saūfa ノ□ Ägilipoe，Makūll ヲ始メ Samol
ガ一人モ行ッテ居ナイノダ）
。Samol カラ正式ニ申込ミガアルナラ踴モ出サウガ」ト云
フノデ，踴ガ出ナイ。若イ者達ノ事デ，řo ヲ置クト，ヂキニ Elāt ニ行ッテシマッタ（恐
。而テ帰リガケニ又一寸寄ッタノダッタ。恐ラクソ
ラク Elāt デ踴デモヤッタノダロウ）
ンナ事デ，Namū ok 人ノ感情ヲ害シタモノデモアロウ。

二十九日（土） 晴，少雨一二回，
欄外 記

昼過ギ，Soūk ノボート帰ッテ行ク。
［ Soūk ノボートニ対シ，tūboli im faū řo, faū

liū。］soūk カラ来テ此ノ島ニ止マッタ者。
Viselti，Ibūt，Litoūla
soūk ニ行キシ者，Sokoti（ soūk 人）及ビ妻 Leaūbilö（ Satowal 女），Yabūteyang
（ Soūk 人）
，

Meibūū，Yapakūa ノ両人ハ，soūk ニ於テ妻帯シ子供アリ。今後 soūk ヨリ人頭税ヲ
収メルベク云ヒ置イテ，soūk ニ帰レリ。

三十日 日曜日 曇晴，小雨アリ，

五月
一日（月） 昨夜，風雨嵐メク，引ツヅキ雨降ッタリ止ンダリ，
朝，fūr yaliū アリ。

二日（火） 曇，薄日アリ，小雨アリ。
欄外 記

［仲直？］
昼前ニナッテ，Samol ノ云ヒツケダトテ，女達ガ皆田圃ニ行ッテ wot ヲヌイテ来テ馳
走ヲ作リ，夕方 Ut lap ニモッテ行キ，男達ガ集ッテ会食シタ。田圃ハ朝早ク行クモノ

魚ナド料ル処ヘ立チ入ラズ，家ノ前
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テ直チニ道ヲ行キ田ニ行クノデ，今日ノ如ク昼近クニモナッテ，方々歩キマハッタ後ニ
行ク事ハ出来ナイノデアル。
コレハ……先日帰ッタ Soūk 人達ハナカナカ村ノ女達ニモテタ。北ノ女達ナドハ盛ニ

Soūk 人ト遊ンダ。Soūk 人ノ一人ハ帰ル前ニ村ノ者ニ云ッタ，「 Satowal ノ女ハ私達ガ
帰ラナイ様ニ，舟ヲ出シテモ又，舞ヒ戻ッテ来ルヨウニ，舟ガ出タラ rongo li yang ニ
石ヲ抛ゲルト云ッタガ，ウマク帰レルダロウカ」ト。
本当ニ女達ガ rongoli yang ニ石ヲ抛ゲタモ□ノカドウカ，昨日□ノ朝ハ fūr yaliū ガ
ナサレタ。処デ女達ノ或ル者ハ，soūk 人ガ来タ□□□□テ寝タ自分ノ家，蚊帖ノ傍ニ

pai liū（ merang ）ヲ立テテ，「可愛イ soūk ノ人ガ来タ所ダカラ，オ前サン達ガ□ヨバ
ヒニ来テケガサナイヨウニ」ト云フ処ヲヤッタ者サヘアッタ。Soūk 人ノ宿ッタ Ut lap
欄外 記

ノ傍ニマデ此ノ pai liū ガナサレタ。女達ガ□島ノ男達□［ニ対シテ］悪シザマニ行ッ
タノデ，サテハ Somol ガ怒ッテ昼中田圃ニ芋ヲトラセニヤリ，馳走ヲ作ラセタ……ト
云フノガ表ムキデアル。
所デ前ニ Polowat ニ行ッタ Igisoe 等ノ一行ハ，Soūk ニアル間，非常ナ歓待ヲ受ケ，
夫アル□女サヘアサッテモ，Soūk 人達ハ怒リモシナカッタ。ソコデ今度ノ Soūk 人一
行ニ対シテモ，仝ジモテナシヲシナケレバナラナイ。少クトモ女達ハ，我カラ進ンデ

Soūk 人達ト交ッタ。ソコデ男達ガヤキモチヲヤイタ。女ガ男ヲ悪口シタ。（恐ラク女達
ハアマリ食物ナドモ作ラナカッタノカモ知レナイ）
。ソコデ今□日ノ馳走作リデ，表面ハ
男達□ノ為ニ作ラセラレタ形ダガ，コレデ仲直リト云フ処ナノダロウ。
因ニ外人ガ来タ後，女カラ其処ハ Soūk 人ガ居タ所ダカラ，貴方達ハ行クンヂャナイ
トカ，男カラ，其処ハ Polowat ノ女達ガ宿ッテ居タ所ダカラ，オ前達女ガ行クンヂャナ
イ，トカ云ヒ会フノハ常デ，ämät ナドニ歌ハレテ居ルモノモ，ソウシタ内容ノモノガカ
ル。

晩，Failel ノ Yaliū ガ Oisoū ニ来テ，ヘイ，ヘイ，ヘイ，ヘイ，ヲヤッテ居タガ，ド
ンナ告ゲダッタカ聞カナイ。
（ Ořalimal ノ小サイ子供ガ病気ナノデ来タノダガ，ソシテ

safei ノ事ヲ告ゲテ行ッタノダガ）↙
三日（水） 雨，終日，
↘昨日ノ晩ノ Yaliū ハ Reriūk metao（ Yaliū Ilelūpūmal ノ実子デ，当ノ Ořalimal ガ
養子ニ貰ヒ受ケ，幼ニシテ死シタル）ガ乗リウツッタモノデ，曰ク，病児ノ病気ハサシ
テ根拠ノアル□モノデナク（憑リ怒リ等デナク）暫ク続クカモ知レナイガ，ヤガテ直ル
モノデアル。Lipoel ニ pangapang ヲシテ貰フ様ニ」ト云フノデ，今朝カラ Lipoel ガ

safei ヲスル。
因ニ此ノ Yaliū ハ Yaliū ノ方カラ来ル事モアルガ，病人ノアル家カラ呼ブノガ普通デ，
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昨晩ノモ Oisoū カラ呼ンダノデアル。

四日（木） 曇後晴，
二艘ノ舟（ Yormal，Ayūrūpai 一行）
，Pigölö ニ行ク。

五日（金） 晴，
欄外 記

先日［四月八日］Namū ok カラ Pigölö ニマハッタ舟，帰ッテ来ル。Soūk ノボート
モ又引返シテ来ル。朝カラ見エタガ，風ガ悪ク夜中ニナッテ来ル。

Motang, Ratik, Siūmak, Lewawel, Rūmai, Ukkatengar, Lūssūl, Malipas, Taitiū,
Leamgatao, Yapiyang, Mangūř, Ibořū, Taūre, Lemalemar, Ikögul, Aleilei, Ilebūkūmär,
Malor,（ Igořūū řak ese itto ）
Polowat ノ舟二艘トモ帰ッテ行ク。
欄外 記

］
［此ノ便ニテ Ořalïk, Sigar, ♀ Liaisar，Polowat ニ帰ル。

Polowat 人ニテ此ノ島ニ止マリシ者，
Igowerik,
Pūgūrei
Saūliūkūmal
Saim
Faliūttal
♀ Likkamomo（ Satowal 人）
及ビ Urūbak（小児）

六日（土） 晴，
永イ間ノ仕事ダッタ，大工サンノ家ヲ建テ直シテ□コビキ小屋ヲツケ，コプラ倉庫ヲ
建テ直シ，ソシテ私ノ家ヲモ建テ直シタノデ，昨日デ漸ク建テ，今朝屋根ダケ葺イタノ
デ，コレデ暫ク休ムコトニシ，明後日カラ官有林ノ椰子ムキヲサセル事ニスル。Lēūř カ
ラ Lēal, Ealatiū, Karingeirek, Oisoū 迄。

七日 日曜日 快晴，暑，
夜明前，Poūpï，Leimalikat ヘ行ク。
朝カラ大工サント Fitialimāi，Tigar ヲツレテ，官有地ヲ一週リシテクル。今度ハ řo
ガ沢山アル。

八日（月） 晴，十時頃ヨリ雨ニナリ，降ッタリ止ンダリ，夕方ハレル。

Sawek ト Fitialimāi ト Igisipal ノ三人ダケツカッテ，ポツポツ家ノ雑作ニトリカカル。
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九日（火） 晴，驟雨二回，
，Pigölö ニ行ク。
朝，一艘ノ舟（ Igotūp 一行）
夕方，北ノ方ニ二艘ノ舟見ユ。Pïk 方面ヨリノ舟ナレバ，先日 Pigölö ニ行キシ舟ト思
ハレズ。

十日（水） 雨，
昨日ノ舟，今日昼過ギニナッテヤッテクル。Polowat ノ舟デ渡来者人名

Igepï

♂

Ratiyör

♂

Igosabol

♂

Yabūsa

♂

Lefagoyo（♀ Namū ok 人）
Liboūr（♀ Namū ok 人）
Laigetao（♀ Namū ok 人）
Igöfit ♂
Yotiū ♂
Olimal ♂
Ut ūlibik（ Namū ok 人）
Laigetipoe（♀ Namū ok 人）
lialiwil ♀
Laipoe ♀
他ニ小児二名。

十一日（木） 晴，午後驟雨，
夕方，Polowat ノ客ニ対シ，faï řabūtu アリ。bāi アリ。後，夜ニカケテ男達ノ siūr

būroū 及ビ angūr アリ。
十二日（金） 晴，午後曇小雨アリ。降ッタリ止ンダリ。
十三日（土） 晴，朝パラパラ雨，
十四日 日曜日 晴，夕方驟雨，昨夜半大雨アリ。
夕方，Soūk ノ者ニ対シ，女達馳走作リ。コレハ，先日 Soūk ノ者ガ Leimalikat ニ

wong ヲ一頭ヤッタノデ，女達ノ礼デ，wong ヲ食シタモノハ二皿，食セザル者ハ一皿
宛出ス。
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（

（

十五日（月） 昨夜雨アリ，晴，
朝，mea i roa ng ノ饗食アリ。夕方□□□□ ilasū アリシガ，此ノ謂レハ，後ニタダス
ベシ。
朝，先日来リシ Polowat ノ舟二艘，Namū ok ニ行ク。

（

十六日（火） □晴，昨夜小雨アリ，
欄外 記

（

（

（

mea i lē rong ］
（

（

［ Safei al

昨日ノ mea i le roa ng ノ Safei ハ，mea i le roang ― 例ノ mea i li mmasū ノ mea i
ヲ子供ガ持チ歩イテ，知ラナイ者達ガ食ベタモノガアッタノデ，其ノ祓ヒノ呪式ガアッ
タノダッタ。Soūk 人ノ Biār ガ Safei ヲシタノダガ，出席シナイ者ガ沢山アッタノデ，
今朝又，Aboïk ニヨッテ仝ジ Safei ガナサレタ。夕方，ilasū。

十七日（水） 晴，昨夜小雨アリ。
夕方，月ガ出ル。

十八日（木） 晴，朝，昼二回雨アリ，
朝早ク，一艘ノ舟ガ見エ，昼前先日 Pigölö ニ行ッタ Yormal ノ一行，帰ル。後，二艘
ノ舟見エシモ，風ナク日暮ルルモ着カズ。

十九日（金） 晴
昨日ノ舟二艘（ Ayūrūpai，Igotūp ）
，昨夜オソク着ク。
二三日前ダッタ，Soūk ノボートガ Pïk ニ行クトテ出タガ，或ハ帰ッテシマッタノデ
ハナイカ。兎モ角行ッタノハ四五名デ，Yabūteyang（ソーク人ニテ永ク此ノ島ニ居リシ
者）ガ一緒ニ行ッタダケデ，

Meibūū（ Satowal 人デ Soūk ニテ結婚）
Yāpakūa（ 〃
Kālis
Satū
Lamatūr
Litoula
Ibūt
Igopūla
Tifaliūk
達ハ止マッテ居ル。
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二十日（土） 晴
二十一日 日曜日 晴
欄外 記

［ Po ］
昨日ハ Po アリ。Po ニ就イテハ以前ニ書キシ如シ。昨日村ノ者薪取リ。今日，朝ヨリ

Ropetiū ノ Ut ノ傍ニテ男女シテ Um。Igotūp，Yapï 二名ガ Po ノ伝授者デ，Po ニナル
者ハ Aleileil ト Igewï ノ二名トカ。
今日ヨリ Aboū, Řapirakeř ノ者，官有林椰子ムキ。
，Pigölö ニ行ク。
一艘ノ舟（ Iboūr 一行）

二十二日（月） 晴，
二十三日（火） 晴，朝驟雨アリ。
欄外 記

［ til liomäk

Til ガ上ッタノデ File ハモウ食ベラレナイ。］

til 上ル。此ノ til ハイツモノ til デナク，til le metaū デ（鰯ノ子ノヨウナモノダ）epil
engang ニハナラナイ。但シ其他ノ epil ハ til ニ仝ジ。
二十四日（水） 晴，昼前驟雨アリ。
二十五日（木） 晴，
二十六日（金） 晴，
二十七日（土） 晴，
欄外 記

［ mä ］
昨夜，先日 Pïk ニ行ッタ「ソウク」ノボート帰ッテクル。Wong 十二頭。
昨夜，Řapirakeř ノ老婆死ス。コレデ又 faū bou ノ epil engang epil toeta wei laug

epil lellöř 等デアルガ，昼頃 wa seila ノ akke bas アリ。此ノ wa seila（航舟）ノ akkebas
（叫ビ）ガ叫バレルト，epil ガ崩レテ了フノデアル。多少ノ epil ハ残ッテ居ルガ，ドレ
ダケガ崩レ，ドレダケガ残ルノカ聞イテ見テモ区々デアルカラ，後ニ確リトタシカメテ
書ク事ニスル。
夜ニ入ル迄風ナク，舟帰リ来ラズ。↙

二十八日 日曜日 晴，
↘昨夜遅ク舟ガ帰ッテ来タ。先日 Pigölö ヘ行ッタ Iboūr 一行デアル。Wong 三頭。

（

（

二十九日（月） 昨夜大分雨アリ。
（

（

（

Mea ilap ハ晴雨ヨロシキヲ得タリ。但，蚊多シ。月ノ名ノ如ク Mea i 多ク，殆ド毎日
（

（

Mea i ヲ食シ，芋ヲ食スル事少シ。但シ，Mea i yas 多ク，Mea i fayū ハ未ダ多カラズ。
此ノ月，Soeta ニ入リテ M ea i fayū 多シ。但シ mea i yasū モ盛ニアリ。Soeta モ File
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ヲ食スルヲ得。
欄外 記

［ mä ］
朝，Řapirakeř ノ老女 Liaitche 死ス。夜，通夜。明日埋葬ノ由。

三十日（火） 晴，午後三時頃雨アリ。
三十一日（水） 快晴，

Poūpï，Leimalikat ヘ。

六月
一日（木） 夜明方一シキリ雨アリ，晴，
二日（金） 昨夜半雨アリ，
先月ヨリ，海益々静カニナリ，昼ノ干汐ガ大キクナッタガ，今月ハ完全ニ le rak ガ熟
シテ，干汐ノ時ハ le lölö ハ水溜リノ続キノ如ク，例ニヨッテ，女ドモハウニヲトリニ
出カケル。蛸モ非常ニ多イ。

三日（土） 雨降ッタリ止ンダリ，終日，
四日 日曜日 明方迄ズット雨ガ残ッテ居タガ，朝止ミ，其儘終日ドンヨリ曇リ。
五日（月） 晴，
欄外 記

［ til mol ］

Poūpï，Leimalikat ヨリ出テ来ル。
昨日，til mol ガアルトテ皆デ舟ヲ出シ，ūū ヲモッテ行ッタガトレナカッタ。今日ハ
朝カラ又集ッテ居ルト云フノデ，Sawï ヲナラシテ皆ヲ集メ，til ヲトリニ行ッタガ，昼
過ギニ終リ，女子供ハ sāk 一パイ宛分ケラレタ。til mol ハ til par ヨリ一寸大型デ全然
別種ノモノデアルガ，epil ニハ少シモ変リガナイ。即チ faū bong ノ epil engang ニナ
リ，e sā epil lo řū li wa デアリ，等々，Leimalikat 及ビ Leimalikat ヨリ出テ来タル
者ニトッテノ epil モ亦仝ジデアル。
先日トレタ til ハ liomäk ト云フ種デアル。

六日（火） 晴
七日（水） 晴，夕方雨アリ，
村ノ者，大舟デ pūil ニ行キ，Arangap, foūfoū，二十五六アリ。

八日（木） 晴，
村ノ者，pūil ニ行キ，arangap 三十余アリ。
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九日（金） 晴，朝パラパラ雨アリ。
欄外 記

［死］

epil engang ガトケタノデ仕事ニカカル。
今日ヨリ民有椰子ムキ，十五日間。
夜，Lesatogiū □ノ女死ス。

十日（土） 晴，
欄外 記

［水葬］
昨日ノ死人ハ水葬ニ□セラレタ。昨夜死ヌ時，北ノ Yaliū ガ云フニ，此ノ女ハ engaū

yaliū 達ガ ořei（食）ダカラ，水葬ニスルガヨイト提言シタニヨルノデアルガ，尤モソ
レダカラ殊ニ水葬ニナッタ訳デハナク，前記ノ様ニ水葬ノ風習ハ此ノ島ニ存在スルノデ
アルガ。

十一日 日曜日 晴，雲多シ，
十二日（月） 晴，
十三日（火） 晴，
夕方，二日月見ユ，La デアル。

十四日（水） 晴，夕方小雨アリ。夜雨アリ。
十五日（木） 曇晴，午後雨二回。夜雨アリ，
夜，Oisoū ノ老女死ス。

十六日（金） 曇，薄日，雨来テハ止ム，
欄外 記

［ Mä ］

Oisoū ノ老女，水葬。epil engang ニナラズ。
十七日（土） 晴，夜驟雨アリ，
十八日 日曜日 晴，午後烈シキ驟雨アリテ，後曇ル，
朝，一艘ノ舟 Namū ūk ニ行ク。

Iboūr，Pisigar，Lailam（♀），Ayūrūpai，Ořarebūr，Kēř，Yālis，Igiwï ，Viselti
十九日（月） 晴
二十日（火） 晴，午前午後一回宛驟雨，夜驟雨，
欄外 記

（

（

［ epil 解］

朝，久々デ būū būū Sawï アリ，人々 Ut ニ集リテ poe poe 。
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今日ヨリ次ノ epil ガ解カレル。
（

Wiř（バナナ）ノ繊維ヲトルコト，
（

fai moa （家ノ囲リノ小石）ヲ取リ来リ敷キ足スコト，
mea i（パンノ木）ノ小サイ芽生ヘハ刀ニテ切リハラヒテ差ツカヘナキコト（但シ大ナ
ル木ハ未ダ epil 解ケズ）

Sapï（□木皿）ヲハツルコト，
屋

yāsū（家根ニ葺キシ椰子ノ葉ノ編物）ヲキリテ，トトノヘルコト，
Mäk（□黥）ヲナスコト，
rigit a（赤塗料，赤染料）舟ノヌリカヘ，engang ノ染メ上ゲ差支ヘナキコト，
∴ rigi t a（赤染料）
□□□□□□□□ misū t a（赤塗料）

パンノ木ト共ニ，kilifū ハ未ダ epil 解ケズ，

二十一日（水） 晴，
欄外 記

［ Yalūū

〔19，15〕
］

未明，älūū アリ。例ニヨッテ Fitialimāi ガ poe ヲナス 60）。

poe ハ次ノ如シ。
passōr Samol ― engaū
（

passōr aramasū ― ega
wēwēl mea i ― ega nge egūsū engaū
akilekili（ alūū lūū li ）arangap ― enngaū
wēwē li malipätï ― enngaū
wēwē li wolikï − enngaū
wēwē li apilalei ― ega
wewe li woi rak ― ega
mitewal pigölö ― enngaū
wēwē li tol wa faliū ― engaū igila nge ili poeling nge mamāi.
処デ前ニ，20，168 ニ鶏ノ件ニ就イテ否定シテ置イタガ，ヤハリ アア云フコトガ動
機トナルモノラシク，例ヘバ今度ノ□ニ特ニ wēwē li mali pätï ト云フノガアルガ，此
ノ十日バカリ前カラ pätï 魚ガ盛ニ居リ，初メ二三日ハヨク集ッテトレタガ，此頃ドウモ
「祈リ」
ヨラナイノデアル。ソレデ此ノ älūū ガ行ハレタノデ，ヤハリ poe ガ附属スルガ，
ノ意ガ相当アルモノト見ルベキデアロウ。嵐ノ後ニナサレタノモ，其ノ意味デ正シイノ
デアル。

272

土方久功日記Ⅳ

第21冊

alūū lūū ― akilekil ハ共ニ寄ル，寄セル（ alūū lï ）ノ儀デ，鰹ノ寄リヲ占ッタモノ
デアル。wolikï ハ鰹ノ道ニナッテ居ル冲ノ名，コレモ鰹ノ占デアル。apilalei トハ何ノ
儀カ知ラナイガ，東方ノ Polowat，Soūk 方面トノ航海ノコトデアリ，woli rak ハ仝ジ
ク西方 Namū ok，Elāt 方面トノ航海ノコトデアル。

Mitewal Pigölö ハ 例 ノ Pigölö ヘ ノ 航 海，tol wa faliū ハ 定 期 航 路 船 ノ コ ト デ，
ilipoeling，即チ次ノ月ノ中ニ来ヨウト云フノデアル。
二十二日（木） 晴，午頃パラパラ雨アリ，後曇ル。
未明，五艘ノ舟 pūil ニ出シガ，全部デ十一尾ノ arangap ガアッタダケトカ。

二十三日（金） 明方小雨，後曇，薄日，
朝，先日 Namū ok ニ行ッタ舟ガ一艘帰ッテ来ル。

Ayūrūpai，Viselti，Iboūr，Igöwï，Kēř，Ořarebūr，Faliūttal（ Polowat 人）
（ Pisigar，Lailam，Yālis，Namū ok ニ止ル）
昨夕，Poūpï，Leimalikat ニ行ク。

二十四日（土） 朝暫ク晴レシモ，午前ニ驟雨アリ，後曇。
二十五日 日曜日 晴，
二十六日（月） 晴，昼頃パラパラ雨アリ，
二十七日（火） 晴（明方小雨アリ）

Soūk ノ者ニ対シテ asaū li Samol eřai aramasū nge eū sapï me rūoū liū
二十八日（水） 晴（□朝一寸雨来ル）
，Namū ok ヨリ帰リ来ル。
朝，Polowat ノ舟二艘（ Igepï 一行）
午後，Polowat ノ舟一艘，新ラシク Pïk ヲマハリテ来ル。

二十九日（木） 晴，午頃パラパラ雨アリ，
夕方，昨日来タル Polowat 人ニ対シテ faï řabūtū。男達，日暮踴 siūr būroū。
昨日 Polowat ヨリ来リシ者，
♂ Arěliūk

♂ Sigaūr

♂ Igar

♂ Imetao

♂ Ewoloiřūū

♂ Fareta

♀ Laimoik

♀ Letimoyang

♀ Iloūrūmar
♂ Augūr（小児）
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♂ Faipi（小児）

三十日（金） 晴，
午後，Polowat ノ舟二艘（ Igepï 一行）帰リ行ク。当島人 Motang，Ratik 従ヒ行ク。

七月
一日（土） 晴，
二日 日曜日 未明雨アリ，晴レシモ昼頃驟雨来ル，後曇リシママ，夕方又一シキリ
降リ止ム，

Polowat 人ニ対シ，tūbo li im eū sapï。
三日（月） 晴，午後雨来リ，夜ニ至ルモ降ッタリ止ンダリ，
四日（火） 晴（但シ，朝迄□雨アリ）
，
夕方，Soūk ノ Boat 及ビ一艘ノ舟（此ノ舟ハ今度此ノ島ヨリ購ヒ行クモノナリ）帰ッ
テ行ク。
当島人ノ従ヒ行キシ者，

Lūssūl（♂），Sarof（♂），Yabūteyang（ソーク人），Sokoti（ソーク人），Pelipï（♂）
五日（水） 晴，昼頃ヨリ曇，パラパラ，後何度モ，
六日（木） 曇晴，
七日（金） 晴，
八日（土） 晴，
今日ヨリ官有椰子ムキ，北区及ビ有志（船ノ来ル迄）

九日 日曜日 昨夜夜中小雨，今朝止ミ曇，夕方薄日，
十日（月） 晴，午過ギ二時間位雨，後曇，
十一日（火） 晴，午後三時過ギ驟雨暫ク，
十二日（水） 晴，
欄外 記

［ Kilifū ］
未明，būū Sawï アリ，Kilifū 切リ。
昨日ガ月ノ一日ナノデ，皆々 sar ヲ砥イデ用意シテ居タノデ，sawï ガナッテモ Ut ニ
（

来ズニ，暗イウチカラ森ニ行ッテ居タモノガ大分アルラシイ。
今日デ月ガ出タ訳ダ。Kūyï ダ。今日デ mea i モ Kilifū モ野火モ禁忌ガ解ケタ訳ダ。
夕方カラ，又例ニヨッテ踊ガ始マッタ。
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十三日（木） 晴，
十四日（金） 晴，朝パラパラ雨，
十五日（土） 晴，
欄外 記

［ Po ］

Po アリ。男女 Bāi ヲ交シナガラ Ropetiū ノ Ut ノ側ニテ ūm。Po ニナル者ハ Rangapï
ト Igiwot ノ二人。Po ヲ授ケル者ハ Rangapï ノ兄格ニ当ル Polowat 人。
（

La ノ月，晴雨順調，風漸ク落チテ，無風ノ日アリ，方向定マラズ，東風少クナリ，西
風僅カニアリ，mea i 多シ。但シ来月ニ至リテ一斉ニ熟スベク，mär モ出来得ン如シ，蚊
多シ，海未ダ静カナリ。

十六日 日曜日 晴，午頃，三時頃，一二分間ザーット雨来ル。
十七日（月） 昨夜大分雨アリ，夜明方又雨アリ，其後モ一二回小雨アリ，曇少シヅツ
明ルクナル。

十八日（火） 未明雨アリ，晴，曇リ勝チ，

Poūpï，昨夜 Leimalikat ニ行ク。
昼間，Lūkeřik ニテ Bāi アリ。
一昨日，前ニ記シタ Lairang ノ Safei アリ，昨日 ilasū，此ノ踊モ Lairang 女ノ為ノ

bāi ナリト云フ。
此ノ Safei ニ就イテハ，後ニ記スコトトスル。

十九日（水） 雨，午後晴レル。
二十日（木） 快晴，日暮驟雨，
二十一日（金） 昨夜ハ雨アリシモ朝ハヨク晴レタリ，午過ギ驟雨来リ直グヤミシモ，
再ビ風雨嵐メ□キテ来リ，後曇，
欄外 記

］
［姦通 〔152 頁〕
今日ハ亦姦通罪ガアッテ 61 ），南 Řapïrakeř ノ者達ガ Ealatiū，Leal，Lesatogiū ノ舟
及ビ道具類ヲ皆モッテ行ッテシマッタ。此ノ姦通罪ハ前記ノ如ク，無断結婚ニマデ至ラ
ナカッタノデアルガ，次ノ如キ近親相姦ノ酷シイ禁忌ニ触レテ居ルノデ，直チニ此ノ制
裁ガ行ハレタノデアル。
⎧⎜⎨⎜⎩

♂ Atïlūūk（ Řapïrakeř ）

♀ Lesařemal（ Lesatogiū ）

⎫ ⎜⎬

夫婦

⎜

姦通
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夫婦

⎭

⎜

（

⎧⎜⎨⎜⎩

♂ Urūpï（Ea latiū ）□□□□□

♀ Letaliliūk（ Řapïrakeř ）

Atïlūūk ハ Yaūr（アンガウル）ニ仕事ニ出テ居リテ不在。Atïlūūk ハ Letaliliūk ノ
tūgūfaiyal ニ当ルモノデアル。
二十二日（土） 晴，朝パラパラ雨，十時頃又□小驟雨，午後曇リテ小雨，夕方風雨，
ヂキ止ム，
欄外 記

］
［ Poūpï，leimalikat ヨリ出ル。
雲

二十三日 日曜日 晴，曇多ク二三度小雨，
二十四日（月） 快晴，無風
モウ一両日内ニ航路船ガ来ソウナノデ，家ノマハリヲスッカリ片ツケサセル。

二十五日（火） 快晴，無風
二十六日（水） 快晴，無風
欄外 記

（

［ Safei ］
（

（ Aboïk 主）
朝，Safei al mea i アリ，
（

此頃 mea i ヲ食ベルト，少シ腹ガ痛ムト。□子供ガ mūï 鳥ヲ殺セシ故ナリト。mūï 鳥
ハ mea i ト特ニ関係アルトセラレ，島人ハ必シテ之ヲ食セズ。
今日ハ Safei ニ出シ者モ出ザル者モ，一日 epil engang。

朝，Oisoū ニ居タ Namū ok ノ女死ス。朝一シキリ泣イテ居タガ，昼前ニハ Karingatak
ニ葬ッテシマフ。
欄外 記

〔150 頁〕
］
［
先日ノ姦通者当人＝ Urūpï ガ元ノ女ノ元ニ帰リテ，舟等皆元ニカヘリ落着。

二十七日（木） 快晴，無風，
未明，Faliyor ノ小児死ス。此ノ小児ハ Losomar □氏族ノ者ナレド，epil engang ニ
ナラズ。ir re pūgūsal řak epil engang faū bong。

夕方，昨日ノ Safei ノ ïlasū アリ。
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二十八日（金） 晴，暑シ，

Polowat ノ舟（一艘）帰リ行ク。此ノ島ノ舟一艘共ニ行ク。
当島人ニテ Polowat ニ行キシ者，
，♂ Mairo，♂ Tingar，
♂ Ramgapï，♀ Leaitepasū，♂ Elamāi（小児）
♂ Reppangaliūk（小児）

Polowat 人ニテ止マリシ者，
♂ Yāpïyang

♂ Faliūttal，♂ Saūim，♂ Pūgūrei，♂ Igowerik

二十九日（土） 晴，西風，暑シ
三十日 日曜日 快晴，暑シ
。
昨夜，否，今未明，Lairang 出産（女児）

三十一日（月） 晴，無風，暑シ

八月
一日（火） 晴，西風，暑シ
ドウシタノカ，航路船ガ一向ヤッテ来ナイ。ドウシタノカ，村デハモウ誰一人トシテ，
タッタ一巻キノ煙草スラ持ッテ居ルモノハナイ。私達ダケガ，ソレモ，モウ二三日デナ
クナリソウダ。

二日（水） 晴，夕方曇ル，暑シ
（

ダンダン小サナ西風ガヤッテ来タ。海モポツポツ浪ガ出テ来タ。流レガ出テ来タ。

Mea i ガ盛ニ熟シ，村中 mär ヲ造ルニイソガシイ。
三日（木） 夜半大分雨アリ。朝曇リ，細雨，終日ドンヨリ曇リ続，
四日（金） 晴，夕方前ヨリ曇リ，夜ニ入ッテ雨，
五日（土） 曇後晴

Kūyū ノ月モ，モウ五六晩ヲアマスダケニナッタ。Kūyū ト次ノ Ul トハ中間期ニ入レ
ラレテ居ルダケニ，気候ノ変リ目ダ。暫ク雨ガ降ッタアトヲ，十五六日モ晴レテ晴レテ
雨ガ一滴モナカッタ。タンクノ水モナクナッタ。半頃カラコチラ，海ガポツポツ悪クナ
（

ッテ来タ。浪ガ出テ来タ。暑イ無風ノ日ノ間々ニ小サナ西風ガ出テ来タ。

mea i ハ毎日毎日熟シテ，皆ハ mär ヲ造ルニ忙ガシイ。Polowat，Soūk ノ客達モアラ
マシ帰ッテ行ッタ。次ノ Ul カラ le efang ニ入ル。ダンダン悪クナル所ダ。
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六日 日曜日 晴，昼一寸前小雨アリ，夕方近ク雨アリ曇ル，後本降リニナル。
昼前，大工サント官有林ヲ一廻リシテ来ル。

七日（月） 晴，九時頃小雨，午後雨ニナリ，雷鳴ル。
欄外

記

［ asafū ］
朝，Aboïk ノ Safei ガアッタ 62）。
一昨日 Ropetiū ノ Ut ニ一羽ノ asaf 鳥ガ下リテ人ガ居テモ逃ゲナイ。Yābūk ガ飛バ
シテヤッタ。スルト昨日又来テ居テ，飛バウトシナイ。夜ニ入ッテ死ンダ，ト云フノデ
アル。asaf ハ Yair ノ（20，164 参照）飼鳥？ デアル。其故 meai ノ出来□ニ関係シテ
ハナラナイト云フノデ，此ノ Safei ガナサレタノデアル。
（

Aboïk ヲハジメ，十四五人ノ男ト十二三人ノ女トガ ― 男ハ踊ノ時ノヨウニ腰ニ Upūt
（

ヲ巻イテ，女ハ何カノ草デ pūil moa r ノ小サナ小枝ニ其ノ草ノ輪ヲ十五六ヅツサシタモ
ノヲ一本ヅツモッテ M ea i li mmasū ニ行キ，何カ Aboïk ノ呪祷ガアッタラシク，

Akkebasū ガ聞エタガ，ソレガスンデ Lūkeřik ノ Ut ニ来リ，女ハ南側，男ハ北側ニ進
ミ，進ミナガラ何カ小サナ歌ヲ唄ヒ，簡単ナ踊ノ身振アリ。両側ヨリ表ニマハル。Aboïk
ガ二枚ノバナナノ葉ニ，死ンダ asaf □鳥ヲノセテモチ，男達ガ従ッテ Ut ノ前ニ持ッテ
行ッテ下ニ置キ，二三人ノ男ガ女ノ持ッテ居ル草ノ輪ヲ串ゴト取ッテ，asaf 鳥ノ周囲ニ
（

縦横ニカコフ様ニ置イタ。ソレカラ普通ノ safei ノ様ニ liū ガ割ラレ，safei 呪薬ガシボ
リコマレ，集ッタ者達ガソレヲ飲ム。終ッテ後，asaf ハ草輪共 M ea i li mmasū ニモッ
テ行カレタ。

epil engang 二晩デアル。夕方 ilasū，而テ Kilifū ヲ切ッテハナラナイ（是レハ二晩デ
ナク幾月モデアル）

八日（火） 終日雨，西風，
九日（水） 曇晴，
昨夜ハ大分西風ガ強クナリ，深夜迄□誰カ Ut lap 辺デ嵐止メノ□呪祷ヲヤッテ居タ
ガ，タイシタコトモナク，今ハ雨モ風モ止ミ，ドウニカ晴レル。

十日（木） 晴，凪グ，
十一日（金） 快晴，無風，暑，午後通リ雨アリ，後西風
（

十二日（土） 夜明前雨アリ，晴，南風

昨夕月ガ出タ。Ul ダ。半月程蚊ガ多イ。M ea i mmař ガ多イガ，例年程蠅ガ出ナイヨ
ウダ。le lölö ニハチットモ蛸ガナイ。
一艘ノ舟，Polowat ニ行ク。
♂ Yāpïyang（ Polowat 人）
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♂ Bial

♂ Ikögūl

♂ Faliūttal（ Polowat 人）
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♂ Urūbak（小児）

十三日 日曜日 快晴，西南風，
十四日（月） 晴，
十五日（火） 晴，
カロリン丸，代リテ国光丸来ル。
秋永ヤップ支店長，山口氏来。南巡査，田山東北帝大講師 63），染木煦画家来 64）。
欄外 記

［ Poūpï，Leimalikat ヘ］

十六日（水） 晴，
豚ヲ一頭殺シ，前ニ働イタ者達ニ馳走ス。

十七日（木） 晴，
十八日（金） 晴，二回小雨，日暮ヨリ小雨トナル。
十九日（土） 雨，午後二時頃ヤム，曇
二十日 日曜日 雨，午後晴レシモ，夕方ヨリ再ビ小雨トナル，
二十一日（月） 晴，午後雨，夕方止ム，
今日カラ又仕事ヲ始メル。

二十二日（火） 曇，夕方薄日，夜月明ルシ，夜雨一寸来テ過グ，
二十三日（水） 晴，
朝，fūr yaliū アリ。コレハ Leloařei ト云フ女ガ，Leimalikat カラ出テ，日ガタタナ
イノニ Ut lap ニ行ッタカラデアル。

二十四日（木） 晴，
二十五日（金） 晴，午過ギ暫ラク雨ガ来，止ンデ後，暗ク曇ル。
蠅ガ出ナイト思ッテ居タラ，此ノ一週間バカリノ間ニメッキリ多クナッテ，ブンブン
トウルサイ。此ノ四五日天気ガ静カデ，又海ガ元ノ静ケサニカヘッテ居ル。流レモナク
（

波モナク，ダガ蛸ハモウ殆ドナイ。村中ノ者ガ mär ヲ作ルニ忙ガシイ。パンノ実ハ取リ
キレナイデ，樹ノ上デ皆 mea i mmař ニナッテシマッテ居ル。ソレガノベツニ ポタポタ
ト落チルノデ，豚ドモハ昨年ノ様ニ皆森ニ行ッテシマッテ，家ニヨリツカナイ。Afūř モ
盛ニナッテハ熟シテ落チルノダガ，拾フモノモナイノデ，豚ハ益々肥ッテ居ル。一年中
ノ極楽月ダ。
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二十六日（土） 晴，午頃ヨリ雨，二時間程デ止ミ，後薄日，
二十七日 日曜日 細雨，午頃ヨリ晴，
欄外 記

［ Yaliū ］
昨夕，Poūpï，発作ニトラハレ，人々ノ監視ヲヌケテ Peigiyör ニ行ッテシマフ。暗夜
ノ事トテ大工サンガ三四人ノ者ヲツレテ探シ，Peigiyör ノ海岸デミツケ，ツカマヘ，居
合ハセタ Sawek ガ Sefei ヲシテツレカヘッテクレル。Lialiwal ガ憑イタノダト云フ。又
イツカクワシク書クコトニシヨウ。

二十八日（月） 晴，午頃雨アリ，
二十九日（火） 晴，朝ト午後三時頃雨アリ，
三十日（水） 夜中降ッタリ止ンダリシタ小雨ガ，朝ヤウヤク止ミ，昼前カラ薄日シ，
ダンダン晴レル。

三十一日（木） 晴，

九月
一日（木） 晴，
二日（金） 晴，
三日（土） 晴，
四日 日曜日 昨夜半ヨリ雨，昼頃止ミシモ其儘曇，西風少，
五日（月） 晴，
六日（火） 晴，
七日（水） 晴，ダンダン曇リ，午後雨ニナル，夜迄ヤマズ
八日（木） 曇，日暮雨，
今日カラ椰子林ノ道造リ，大工サン監督。

九日（金） 朝雨アリ，曇，
椰子ヲ盗ムモノアリ，道造リ中止。全部椰子ムキハジメ。

十日（土） 晴，
昨夕月ガﾞ出ル。Eliyöl デアル。コレデ完全ニ le efang ニ入ッタ訳ダ。何モカモガ epil
ニ入ッタ訳ダ。先日ウチカラ皆盛ニ řal（水浴ノ池）ヲ掘リ，Sapï（木皿）ヲハツッテ
居タガ，モウダメダ。rigit a（赤染）モ Wiř（バナナ）モ何モカモ epil ニナル。
モウ十日バカリコッチ mär モシマヒニナッタ。ダンダン悪クナルノダ。
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十一日 日曜日 快晴，日暮レテ雨来ル。
今日ハ父ノ命日，十五周忌ダ。内地デハ兄妹達ガ集マッテ居ルコトダロウ。
欄外 記

［ epil 補］

Leimalikat ニ行ッタモノハ，翌日ハ Kōř ヲシテハナラナイ。
Řūli wa デナイ時，只泳イデ tai tai（綱釣）スル時ハ，「オモリ」ヲ用ヰテハナラナ
イ。

十二日（月） 昨夜半カラシケ気味，西風強ク，終日雨降ッタリ止ンダリ，
十三日（火） 昨日ニ仝ジ，西風□吹イタリ止ンダリ，雨降ッタリ止ンダリ，

Poūpï，朝 Leimalikat ニ行ク。
十四日（水） 曇，雨少シ，午後風少シオサマリ日出ル。
十五日（木） 曇，朝小雨，午後二時頃ヨリ薄日，
一昨日ノ晩ハ嵐ニデモナリソウデ，Po ノ者達ガ Ut ニ集ッテ，夜中サヰーヲナラシ ナ
ラシ，オマジナヒヲシテ居タガ，嵐ニモナラズ，ドウヤラオサマッタラシイ。

十六日（金） 曇，晴，午後ヨリ晴レル，
十七日（土） 晴，雲多シ，風ナクナル。
十八日 日曜日 晴，午後二時頃驟雨来リ，暫ク止ミシモ四時頃ヨリ再ビ雨風ニナリ
止マズ，

Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル，
十九日（月） 晴，
月ガ出テカラ Ropetiū デポツポツ踊ガ始マッテ居タガ，昨夜カラ Lūkeřik デ，皆デ

Yümäo ヲ踊リ出シタ。
二十日（火） 晴，
二十一日（水） 晴，
二十二日（木） 昨夜半沛然タル驟雨アリ，後月明ルクナリシモ，明方又北風雨ヲ伴ナ
フ。止ミテ日出デシモ暫クシテ又曇ル，
二十三日（金） 終日雨降ッタリ止ンダリ，
二十四日（土） 曇，午後嵐メテテ南風烈シク雨ヲ伴ナフ。
昨日ノ朝，女達ガ fūr yaliū ヲヤッテ居タガ，一向天気ハオカマヒナシ処カ，今日ハ
嵐ダ。Ut デハ Po ノ者達ガ一時□ブーブーヤッテ居タ。椰子ノ木ナドモ，老木ナド倒レ
タモノガ□アッタガ，晩ニハ大分静カニナッテ，再ビ強クナラナカッタ。
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二十五日 日曜日 曇，時々日照ル，風止ム
二十六日（月） 終日ドンヨリ曇，風ナシ，
二十七日（火） 曇晴，朝静カナリシモ，間モナク西風ニナリ雲多ク，終日ノベッタラ
ニ吹キ続ケル，

二十八日（水） 晴，スッカリヨクナッタラシイ，
二十九日（木） 晴，午後三時頃小雨，暮レテ小雨，
三十日（金） 快晴，

十月
一日（土） 曇，午後雨，
此ノ月ガ出テカラハ，モウ mär ハナイ。天気ハウント悪クナリ，海モ悪クナッタ。蚊
ガ少ナクナリ，蠅ガ少ナクナリ，皆ハ人頭税ノ椰子縄ヲナッテ居ル。

（

二日 日曜日 晴，

Mea i ハマダアルガ，ダンダ□ン少ナク，殊ニ先日ノ風デ沢山ノパンノ実ガ落チテシ
マッタノデ，グット少ナクナル。然シマダマダ mär ヲ□食ベル者モナク，田圃ニ行ク女
モ少ナイ。時々 Pūgil ヲ拾ッテ来テ煮テ居ル位デアル。

三日（月） 晴，雲多ク，時々小雨タル。
四日（火） 快晴，
未明，Lefaissao，女子出産。

五日（水） 快晴，
六日（木）

晴，

七日（金） 晴，
八日（土） 晴，朝一寸雨アリ。
九日 日曜日 晴，午後曇リ雨降リ，夕方ヤム，
明日村中デ踊ヲ出スノデ，今日ハ馳走作リ。北ト南ト一頭ヅツ豚ヲ殺シ，私達ノ所デ
達

一頭殺ス。女作ハ四五日前カラ Bāi ヲ盛ニ練習シテ居ル。男達ハ夜，魚トリ。

Poūpï，朝 Leimalikat ヘ行ク。
十日（月） 曇，午後小雨降リツヅク，
何ト云フコトハナイガ，永イコト祝ヲシナイノデ，慰労ノ意味デ今日ハ踊ヲ出シタマ
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デデアルガ，朝カラ□ Karingatak ノ Ut デ男女ノ踊ヲ交ル交ル出シ，食事ス。

（

（

十一日（火） 夜中，オカシカッタ天気ガ，明ケテカラ晴レタガ，午後再ビ曇ル，
朝，Lūkeřik デ p oe poe taxes ノ事。

十二日（水） 晴，
朝，家ノ廻リヲ少シカタヅケサセル。
モウ月ガトウニ出ル筈ダガ，天気ガ悪クテミエナ□カッタ。今夕月ガ出タガ，モウ六
日位ノ月ダ。前ノ月カラ Le Efang モ本物ニナッタ訳ダガ，前ノ月ノ半バ頃カラハ海ガ
グット悪クナッタ。西風ガナイノデ，波ハソレホド大キクナイガ流レガ出，ソレニ昼ノ
汐ガ深クナッタノデ，le lölö デモ mesār ノ方ナドハ釣スルモノモナイ。蛸ハモウ釣ノ
エサニスル位シカナイ。
此ノ月ガ Mal ダ。

十三日（木） 終日小雨
十四日（金） 終日雨，Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル。
十五日（土） 曇，薄日，
十六日 日曜日 晴レテ静カナ朝ダッタガ，ヂキニ西風ガ荒レダシ，海ハ荒レ，夕方
迄吹キツヅケル，

十七日（月） 曇，朝雨アリ，
十八日（火） 晴，朝西風，午後止ム
十九日（水） 晴，朝九時頃驟雨
廿日（木） 晴，昼前ニ南風，驟雨，
五日予定ヨリオクレテ，国光丸来ル。
水野支庁長，深渡瀬□□巡査来。
海悪ク，Peigi efang ニツケル。

řo ヲ運ブコト出来ズ，

（

（

廿一日（金） 晴，雲多シ，

風モナク波モナク，静カニナル。朝，Lūkeřik ニテ poe poe 。

廿二日（土） 未明雨アリ，終日曇晴，風ナシ，
今日カラ又，イッセイニ仕事ヲハジメル。倉庫ヲモ一ツ立テルコト，乾燥台ヲ造ルコ
ト，家ノ材木板ヲ作ル□コト，南ト北ト隔日，半日ノコト，南ヨリ始メル。
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廿三日 日曜日 夜明ケヨリ朝迄雨降リシモ後止ミ，晴レル，
廿四日（月） 晴，
廿五日（火） 晴，
廿六日（水） 晴，北西風，海荒シ，
廿七日（木） 晴，午後三時頃ヨリ北東風ニテ，強イ驟雨アリ，一時間程ニテ止ミシ
モ，曇リシママ，

廿八日（金） 夜半雷雨アリ，曇，午後晴，雲多シ，夕方ヨリ雨，
西方遠ク，北ヨリ南ニ□汽船トホル。

廿九日（土） 晴，
丗日 日曜日 夜明前雨アリ，晴，

三十一日（月） 夜半雨アリ，晴，三時頃小雨，
欄外 記

［ Älūū ］

wēwēli Samol
〃 Aramasū

sai li Namū ok
Pïk

⎜ ⎬⎜ ⎜
⎜ ⎭
⎫⎜ ⎜

未明，Älūū アリ，

□□ mamāi

Pügelö
（

Mea i

― enngaū

朝，北ニテ Safei al Mesalūbïk epil engang.
仕事休ミ，

三四日前，Ořarebūr ガ波ノ safeï ヲナス。翌日ハ epil keli böl，夕方 ilasū。

十一月
一日（火） 晴，昼前驟雨，ソノママ曇，
二日（水） 朝，パラパラ雨，後晴，
三日（木） 未明パラパラ雨，後晴，
一週間バカリ前カラ，下痢ヲトモナフ風邪ガハジマッテ居タガ，此ノ三四日ズットヒ
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ロガッテ，病人ノナイ家ガナイ程ニナッテシマッタ。併シ重イモノデハナクテ，ヂキニ
直ッテ行ク様デアル。

四日（金） 晴，午後曇リガチ，
欄外 記

［ tiūl ］
昼 Failel ノ Yaliū ニヨリテ safei ガナサレ，夜 tiūl ノ事アリ。悪神祓ヒナリ。例ノ如
ク，村中ノ男，rang ヲヌリ，upūt ヲマキ，法螺貝ヲモチ，罐等ヲモチ，tiūl ニ明々ト火
ヲトモシ，北ヨリ南ヘ，南ヨリ北ヘ家々ノマハリヲ，ブーブー法螺貝ヲ吹キ，ブリキ罐
ヲタタキ，akkebasū シナガラネリ歩クナリ。此ノ故ハ，故 Yormal ノ女（ Lesatogiū ）
ハ死シテ Yaliū le set トナリシガ，近頃盛ニ嶌人ヲ ařei（食ヒツク）スルノデ，彼等ノ

yaliū ヲ追フナリト。
五日（土） 晴，夜ニ入リテ雨ニナル，
六日 日曜日 晴，
七日（月） 晴，午頃ヨリ風ハゲシク，パラパラ雨ノ後曇，夕方ヨリ再ビ風ハゲシク，
シケギミ□□ニテ雨ヲマジフ。
，昼前死去，faūbong ノ epil engang ニナル。
久シク病ミシ Lepalleliūk（ Řapïrakeř ）
前中至ル所デ pangapang ヲヤッテ居タモノモ，総テ pangapang ヲ廃ス。

八日（火） 晴，
午前，死人埋葬サル。

Poūpï，Leimalikat ニ行ク。
九日（水） 曇，午後雨ニナリ，烈シク夜迄止マズ，南風ニナル，
十日（木） 曇，南風弱，海静，夜パラパラ雨，
天気悪クテ月ガ出□ナカッタガ，今夕月ガ出ル。既ニ六日位ノ月ダ。Itchi ダ。

Mal ノ月ハ概シテ天気ガ定マラナカッタ。海ノ荒イ日ガ多カッタ。パンノ実ハ稀ニア
ルノミデ，モウオシマヒニナッタ。

十一日（金） 曇，薄日，夜ニ入ッテパラパラ雨アリ，
十二日（土） 曇，午後晴，
十三日 日曜日 晴，
一両日前カラ大変海ガ静カニナッタガ，今日ハ Lūkeřik ノ舟ガ lūūk ニ出テ大魚ヲ幾
ツカツッテ来ルシ，北ト南ノ舟ガ pūil ニ出テ□夕方 Yailöyūl シテ帰ッテ来ル。arangap
百余。
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朝，Poūpï，Leimalikat ヨリ出ル。

十四日（月） 昨夜半雨アリ，今日ハ快晴，

Lūkeřik ノ舟 pūil ニ行キ，夜遅クナッテ帰リ来。arangap 五十余アリ。
十五日（火） 未明ヨリ雨半日降ッタリ止ダリ，午後止ミシモドンヨリト曇，
十六日（水） 曇，午後雨，
十七日（木） 晴，無風，雲多シ，
十八日（金） 晴，三四回雨アリ，
十九日（土） 昨夜半雷雨アリ，朝暫ク晴レシモ，昼前ヨリ雨再降ッタリ止ンダリ，夕
方又一時晴，夜又雨，
村ノ病気モ大分少クナッタノデ，昨日カラ又仕事ヲハジメル。

二十日 日曜日 明方迄怪シゲダッタ天気ガ，朝ト共ニ晴レ，終日風少ク好天，夜ニ
入ッテ雨アリ，
久々デ pei gi yör ニ apeipei ガ来，皆 meroūwel ニ出カケル。昼過ギ帰ッテ来タガ，

foūfoū，rer ノ類沢山アリ，女，子供，男，総ベテニ一尾ヅツワタル。別ニ病人二尾，子
持チ二尾，Yaliū 一尾，舟二尾，其他。
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