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土方久功日記 第 23 冊
1936 年 3 月 1 日〜 1938 年 3 月 31 日（昭和 11 年〜昭和 13 年）

解 説
この第 23 冊には，昭和 11 年（ 1936 ）3 月 1 日から昭和 13 年（ 1938 ）3 月 31 日までが
収められている。
ここには，注目すべき出来事はほとんど見られない。また，
『日記』を見る限り，久功
は島民の誕生，死去，結婚，離婚，他島へ行った舟，他島から来島した舟の乗員，ヤシ林
の手入れ等，日常的なことを書き留めている。この記述は貴重な記録である。しかし，民
族調査についての記述は極わずかである。それに反し，
『日記』には，昔の思い出，こと
に子供の頃の思い出が多くみられる。
「懐古角力」と題し，
「短句」や昔の相撲取りのこと
が面白く書かれている。また，中学生の時，富士山に登ったこと，日本の春秋冬夏を詠ん
だ句，歌や「パラオノウタ」が書かれている。この第 23 冊には，1936 年 3 月 1 日から
1938 年 3 月 31 日まで，大学ノート 1 ページから 168 ページまで記されているが，日本の
こと，パラオのことに関する記述のみ記されているページが 40 ページ，3 分の 2 程記さ
れているページが 10 ページ，半分程度記されているページが 8 ページある。つまり，こ
の第 23 冊の 3 分の 1 以上が日本のこと，パラオのことに費されている。やはり，久功の
心は，何か変調をきたしていたのではなかろうか。
出来事と言えば，昭和 6 年（ 1931 ）10 月から共に暮し，昭和 10 年（ 1935 ）6 月に久功
のもとを去ったイニポウピーが昭和 12 年（ 1937 ）7 月 14 日に結婚したことである。
『日
記』には，

，♀ Ilipoūpï（ Ley ）
，結婚。
♂ Olobūreng（ Polowat 人）
とのみ書かれている。
しかし，その 2 か月後，イニポウピーは離婚，結婚する。9 月 25 日の『日記』には，

♀ Ilipoūpï，♂ Olobūireng，離婚。
♂ Raik，♀ Ilipoūpï，結婚。
とのみ書かれている。
昭和 12 年（1937）9 月 11 日に来た国光丸で，羽根田弥太が来島した。羽根田は，発光
生物学の研究者で，当時，パラオ熱帯生物研究所の研究員であった。久功がサタワルを去
り，パラオで生活するようになって交友を深め，日本に帰ってからもそれは続いた。
事件らしいことと言えば，昭和 13 年（1938）3 月 14 日，オレアイ駐在巡査和田徳三郎
と南洋貿易ヤップ支店の久保田一郎が，黄永三の変死の件で来島したことであろう。この
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日の『日記』には，
国光丸来ル。
オレアイ駐在巡査及久保田氏来，
ポロワットノ件，サウファノ件（黄変死）
，姦通盗婚者ノ件，学校児童等々ニテ日暮
レテ帰ッテ行ク。
と書かれている。そして，5 日後の 19 日，久功はそれについてサモーヌ（酋長）達に
話した。
『日記』には，

朝，Ut-lap ニテ Samol ノ pöpö ガアッタノデ行ッテ，先日ノ諸件ヲ一応話シテ来ル。
と書かれている。
『日記』の記述はあまりに簡潔すぎ，オレアイ駐在巡査が何を調べ，
何を明らかにしたのか，また，久功が島のサモーヌ（酋長）達に何を話したのかわからな
い。しかし，黄永三殺人事件に，酋長サウファ（ Saūfa ）が関与していたことはわかって
いたのである。
なお，既に述べた通り，この第 23 冊には，民族誌学的記述がほとんど見られず，また
日付と天気の記された日が多いため，2 年 1 か月分も収められている。
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〔表紙〕

［ 23 千九百三十六年三月一日ヨリ 千九百三十八年三月卅一日迄
昭和十一年

HISAKATSU. H.
サトワヌ島］
〔見返し〕

［海クレテ鴨ノ声ホノカニ白シ 芭蕉
五月雨ノ端居 古キ平家ヲウナリケリ 嵐雪
水底ノ岩ニ落チツク木ノ葉カナ

丈草］

三月
一日 晴，
一艘ノ舟，Pïk に出カケル。

Igiböř，Loemal，Kayūta，Malūūm。
二日 晴，昨夜パラパラ雨アリ，
昨日ノ舟ハスッカリ用意シタガ，風ガ悪ク行カナカッタ由デ，今日出ル。

Igiböř，Biaböř，Malipas，Igisipal 達。
三日 晴，
昨夜，夜ニ入ッテ一艘ノ舟，Lipoel，Yagilipoe 一行，Pügölö カラ帰ッテ来ル。Wong
二頭。Yōrūmal ノ一行モ一寸遅レテ出デシモ，舟ニ故障アリテ引返セシナリト。又

Řübülö ノ舟ト Fitū，Fitiyalimāi ノ舟ハ既ニ五晩前ニ出デシナリト。多分 Namo ok ア
タリニ居ランカ。

四日 晴，朝一寸雨アリ，
五日 晴，
六日 晴，昨夜暫ク雨アリ，
七日 晴，夜ニ入リテ一寸雨アリ，
此ノ頃頻繁ニ fasū la wal fasayūr アル。産婦アレバナリ。

八日 晴，夕方曇リ，パラパラ雨アリ，北西風，
三日前，先日 Pügölö ヲ出テ帰ラザル Yorūmal 一行，Řübülö ノ一行ノ為ニ Efang ノ

yaliū ニヨリテ，Salito ガナサレタ。今日ハ ilasū ノ筈。
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九日 晴，北西風，
〔欄外に記す〕

［解禁］
〔ママ〕

朝，□□ Pöpö アリ，ea sar la falei，今日カラ暫ク森，田ノ epil ヲ解キ……。永ノ
間ノ禁デ椰子玉ハスッカリ芽ガ伸ビテシマッタノデ，是等ヲ取リ出ス為デ，又暫クデ bāi
トナル由。

十日 晴，北風，強シ，
十一日 晴，北風ノベッタラニ吹キ，外海ハ波ダッテ居ル，
十二日 晴，北風強シ，午後パラパラ驟雨，
十三日 晴，北風，
十四日 晴，北風，
十五日 昨夜小雨アリ，晴，北風，
十六日 昨夜久々ニ小雨数回アリ，但シ雨量ハ極メテ少ナリ，今日モ午前中二三回小
雨アリ，晴，北風，海荒シ，
〔分〕

十七日 昨夜ハ大部雨アリ，晴，北風，
〔欄外に記す〕

［水葬］
昨夜半，♀ Laiselim 死去。昼頃迄泣キ続ケ，後水葬。
夕方，二艘ノ舟帰リ来ル。先日出デシ Řübülö 及ビ Fitū ノ一行ナリ。想像ノ如ク

Namo ok ニ行キ，五六日後再ビ出デシモ，風向悪シクハゲシク，再ビ Namo ok ニ□
引返セシナリト。□ Yōrūmal 一行ハ後間モナク Pügölö ヲタチシモ，是又 Namo ok ニ
流サレ，再ビ出デシモ，多分 Pügölö ニ行キシナラント。
〔欄外に記す〕

［ Wong ］
夕方，此ノ島ニテ Wong 一頭トレル。例ニヨリテ田圃地ニ要ナキモノ，老人，子供，
病人ノ僅カナモノデ，Lūkeřik デ Ūm ニスル。

十八日 晴，風幾分凪グ，

Yōrūmal ノ一行，帰ッテ来ル。Pügölö ニ行キシニ非ズ，Namo ok ニ引返セシナリ。
昨日モ今日モ Namo ok ノ山田君ノ所カラ手紙ガ来タガ，Namo ok ハ大分前カラ煙
草ガ切レテシマッテ，村中ニナク，先日遂ニ一艘ノ舟ガ煙草ヲ買フトテ此ノ島ニ向ケテ
出デシモ風悪ク，引返セシナリト。既ニ国光丸ノ予定モ過ギタルコトトテ，ガマンニガ
マンシテ居レド，今日明日ノウチニ来ナケレバ，更ニ舟ヲ出シテ来ラント。

十九日 晴，

392

土方久功日記Ⅳ

第23冊

〔烈〕

二十日 晴，北風裂シカラズ，暑，
朝，二艘ノ舟 Pügölö ヨリ帰リ来ル。

Igiböř 一行，Pesiyö 一行ナリ。Wong 九頭。
其処ヘモッテ来テ午後，Pūil ニ行ッタ一艘ノ舟ガ，四十数尾ノ arangap ヲ釣ッテ帰ッ
テ来タ。
日ガ暮レタ頃ニ，又々一艘ノ舟ガ着イタガ，コレハ sai li Polowat デ Igepï ノ一行デ
アッタ。

二十一日 晴，
朝又々一艘ノ舟ガヤッテ来ル。是レハイヨイヨ Namo ok カラ煙草買ヒニ来タ Řamol
一行デアル。

二十二日 晴，
夕方，Polowat，Namo ok ノ客人ニ対シ，faï řabūtū アリ。

二十三日 ― 二十五日 晴，東風強シ，
〔欄外に記す〕

［国光］
朝，Namo ok ノ者及ビ Polowat ノ舟，Namo ok ニ向ケテ立ツ。大工サンモ此ノ島
〔欄外に記す〕

，昼前ニ至リテ突然，国光
ノ舟ヲ一艘仕立テテ一緒ニ出デシガ［島民出入最後頁ニアリ］
（

（

丸来ル。大工サン達ノ舟，夕方近クナリテ ヤウヤク 引返シ来ル。羽山支庁長来島。
昨夕月出ヅ。M ea ilap ナリ。M ea iřik ノ月ハ雨一日モナク，北東□風一日トシテ止マ
ズ。但シ此ノ乾燥ハ決シテ常態ナラズ，パラオ島ヨリ一円ノ大乾燥ナル由。

二十□六日 曇，後晴，
北風ニテ朝ヨリドンヨリ曇リシモ降ラズ，遂ニ午後二時頃ニハ又々照ル。

二十□七日 北風強ク朝一寸雨アリ，後久々ニテ本降リトナリ，終日止マズ，夜迄モ，
二十八日 終日小雨降ッタリ止ンダリ，夜ニ入リテ又一シホ強クナル，
先日来嶋ノ Polowat Igepï 一行，
♂ Igepï，♂ Augara，♂ Fangata，♂ Pūlimo，♂ Saūim，♂ Reseweiliūk，
♀ Leaingūpa，♀ Lapūlimar

Namo ok

Řamol 一行，

♂ Řamol，♂ Igailam，♂ Tigilimal，♂ Igopūū，♂ Umāi，♂ Būliyal，

二十九日 昨夜中降ッタリ止ンダリ，今日ハ朝ザット来テ後，晴レシモ又々曇リ，降
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ッタリ止ンダリ，日ガ出タリ，
三十日 昨夜モ数回小雨，今日ハ晴レシモ，数回パラパラ雨アリ，漸次雨量小トナル，
三十一日 晴，夜遅クパラパラ雨，
二艘ノ舟，Namo ok ニ řo ヲ持ッテ行ク。

Igöliū，Motang 一行。

四月
一日 晴，午前後二回小驟雨，夜ニ入リテ又驟雨アリ，
〔前頁に記す〕

（

朝三艘ノ舟来ル。Polowat ノ者ニテ，Wong 三頭持チ来ル。
［ ♂ Igaliwa，♂ Yüp oa yang，♂ Sibar，♂ Igeip，♂ Igibaliūk，♂ Ořomal，
♂ Amäo，♂ Wär，♂ Alomāi，♂ Pūgesū，♂ Olobūireng，♂ Oloma，♂ Sibaūr
♀ Laliūřal，♀ Lifang，♀ Laigirang，♀ Lesalipï，♀ Liyopï ］

二日 晴，驟雨一回，
三日 晴，

e sā pale pillo ūkkoř.
夕方，Polowat ノ客人ニ対シ，faï řabūtū.

四日 晴，夜ニ入リテ驟雨少シ，
五日 晴，毎日北寄リ，東風ナリ，
六日 晴，Polowat ノ舟三艘，皆ナムチックニ行ク，
七日 晴，
八日 昨夜半ヨリ暫ク多量ノ雨アリ，晴，東風，
九日 晴，

Pügölö ヨリ一艘ノ舟（ Igotūp 一行），Wong 八頭ヲモチテ帰リ来ル。
十日 晴，

Namo ok ヨリ二艘ノ舟，Igöliū，Motang 一行，帰リ来ル。Igöliū ノ舟ハ昼頃，Motang
ノ舟ハ夕方近ク来ル。

（

十一日 晴，昼前通リ雨アリ，
二艘ノ舟 P ūi l ニ出テ三十余ノ arangap アリ。
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十二日 晴，
二艘ノ舟，Motang 一行，Igowerïk 一行，Pügölö ニ行ク。

十三日 晴，
〔欄外に記す〕

［水葬］
未明，♀ Lepakkigar，死去。
昼前マデ泣キ，後，水葬。epil engang faū bong.

十四日 夜明方驟雨，続イテ小雨二度程来リシモ，後晴ル，夜ニ入リテモ又雨アリ，

Lūkeřik ノ舟，pūil ニ出デ，arangap 百余アリ，久々ニテ äiloyūl シテ帰リ来ル。
十五日 昨夜ハズット降ッタリ止ンダリシタガ，今日モ引続イテ降ッタ，シカモ久々
ニ相当ノ雨量デアル。午後漸次遠ノキ，夕方薄日照ル。

十六日 終日曇ッテ風ダッテ，イヤナ日，
十七日 晴，東風，
夕方三艘ノ舟来ル。Polowat ノ舟ニテ，Pïk ヨリ来リシ由，七頭ノ Wong ヲ持チ来ル。

Pïk ヨリ Polowat ニ帰ル心算ニテ出デシテ□風悪ク海荒ク，六晩カ七晩，沖ヲ迷ヒテ此
ノ島ニ辿リツキシモノナリ。

十八日 晴，
十九日 曇，時々雨，午後三時頃一寸日出デシモ，夕方亦雨，
夕方，Polowat ノ客人ニ対シ，fai řabūtū.

廿日 晴，時々通リ雨アリ，夜遅ク雨トナル，
廿一日 昨夜中降ッタリ止ンダリ，晴，但シ通リ雨二三回，
廿二日 昨夜モ雨二三回アリ，晴，
廿三日 晴，
新月ガ出ル。□□ Soeta デアル。

Meailap ハ順調デ，毎日北東ノ風ガ吹キ適量ノ降雨アリ。但シ前ニモ記セシ如ク，本
年ハ嵐ノ為ニ Meai（パン実）ノ出ガヅット後レ，今ダニポツポツアル程度デアル。然
シ小サイ実ハ沢山ニアリ，此ノ月ノ末頃ニハ余程出ルベク，来月アタリハ mär ヲ作ルヨ
（

ウニサヘナルダロウ。此ノ調□子デ続ケバ，今年モ豊年ダロウ。
三艘ノ舟 p ūi l，arangap 三十余アリ。
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廿四日 晴，
廿五日 晴，通リ雨二三回，
廿六日 昨夜半ヨリ豪雨沛然，無風ナリ，今日モズット豪雨降リ止ミシモ，昼過ギ晴ル，
〔ママ〕

廿七日 昨夜モ亦沛然タル雨アリ，今朝迄続キキシモ，昼前ニハ止ミ，後晴ル，
廿八日 昨夜モカナリ雨アリ，朝ヨリ雨，昼過ギ晴レ，但シ四時頃暫ク雨アリ，
廿九日 晴，昼前一寸雨アリ，
♂ Igibāyal 昨夜半過ギ死去。
昼頃迄泣キテ後，埋葬。epil engang faū bong。

丗日 昨夜半雨アリ，晴，
（

（

十七日来島ノ Polowat 人

♂ Ařeliūk，♂ Töwalipï，♂ Sigaū，♂ Kölöū，♂ Lipoe poe ，♂ Gūfal，♂ Pïtao，
♂ Taūřūū，♂ Biyaūr，♂ Kūřūwa，♂ Sereboi，♂ Tilimeyal，♂ Yagoūr，♂ Igoūboe，
♂ Saūyaf，♂ Ubäl，♂ Tawelïk，♂ Faipï，♂ Biyalikaūr，♂ Ipiral
♀ Laimoïk，♀ Meka，♀ Laiboliūk

□五月
一日 晴，
二日 晴，
三日 晴，時々霧雨ノヨウナノガ来テハ過ギル，
〔欄外に記す〕

［ arangap 二十余アリ］

四日 昨夜大分雨アリ，晴，
以前 Namo ok ニ行キシ Polowat ノ舟，四艘揃ッテ夕方帰ッテ来ル。

arangap 三十六アリ。
五日 昨夜モ雨アリ，晴，

Polowat ノ客人ニ対シ faï řabūtū。
六日 昨夜モ雨アリ，晴，
七日 晴，但シ明方ト午後ト驟雨アリ，
八日 昨夜モ雨アリ，晴レ，朝一寸雨。午後雨トナリ，暫クシテ止ミシモ，夕方又雨
アリ，
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Polowat ノ舟，皆帰ルトテ，午頃出デシモ天候悪クナリ，一艘又一艘，皆帰リ来ル。
九日 晴，小雨二三回，
十日 昨夜モ雨アリ，晴，
十一日 晴，夜ニ入リテ雨，
〔欄外に記す〕

［♀ Lūgūt ū，死産］

十二日 晴レタリ曇ッタリ，時ニ小サナ雨ガ降ッタリ，
十三日 晴，
十四日 晴，午後曇リシガ降ラズ，

Polowat ノ舟，五艘ダケ帰リ行ク。
此ノ島ノ♂ Urūpï，♀ Liwaūt a，従ヒ行ク。
二艘ノ舟，Iboūr 一行，Tafoll 一行，Pügölö ニ行ク。

十五日 晴，午過ギ小雨アリ，
十六日 昨夜半，沛然タル驟雨アリ，晴，
十七日 晴，午頃パラパラ雨アリ，
先日 Pügölö ニ行キシ一艘ト，次ニ出デシ二艘ト，皆帰リ来ル。Wong 十一頭分アリ。

Pūil ニ出デシ舟ノ人々ニテ，Yailöyūl シテ帰リ来ル。arangap 百余アリ。
十八日 晴，午過ギ一寸驟雨アリ，

arangap 三十余アリ。
昨夜，♀ Lairang，女子出産。

十九日 晴，午過ギ驟雨アリ，

e tiū kïlifū。但シ又々 Samol ノ叫ビニ非ズ，Leimalikat アタリヨリノ誤伝ナリ。目
下 Wong ハヨク，arangap ハヨク，tiū kïlifū ノ時期ニ適セザルモ，イツモナガラ騎虎
ノ勢。Wong ヲ食ヒシ者モ，arangap ヲ食ヒシモノモ，田圃ヲ駈ケヅリマハリ，Koř ノ
池ニ近ヨリ，平素ノ禁忌ダイナシニ破ラレシ如シ。

廿日 朝ドウニカ晴レ居シモ，午前ニ驟雨アリ，午後又驟雨アリ，ソノママ曇リテ雨
降ッタリ止ンダリ，

廿一日 終日雨降ッタリ止ンダリ，
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廿二日 晴，雲多シ，
今夕新月ガ出ル。Là デアル。

Soeta ノ月ハ晴雨順調。海静カニナリ，昼ノ引汐大キクナリ，Pügölö ニ waï スルモ
（

ノ盛ナリ。又 arangap モカナリアリ，殊ニ今年ハ珍ラシク此ノ島ニ於テ，Meailap ノ末
ヨリ此ノ月ニカケテ，Wong 五六頭モトレタリ，mea i モ漸ク多シ。

廿三日 終日雨，
廿四日 昨夜半，瀧ノ様ナ雨，今日モ朝ヨリノベッタラニ降ル。終日降ッタリ止ンダ
リ，

廿五日 朝カラヨク晴レシモ，午後又雨ニナル，
廿六日 終日雨，
廿七日 昨夜中，実ニノベツニ降ッタ，流スヨウナ雨ガ，今日モ亦終日降ッタリ止ン
ダリ，
昨日又 Wong 一頭アリ，

廿八日 雨，

Wong 二頭アリ，
廿九日 晴，
国光丸，朝来ル。
江口謙太郎氏来島。官有地除草手入ノ為ナリ。

丗日 曇，時々雨アリ，

㾎蝉シグレニ アハレノヒソム 夕ベカナ
㾎遠波ノ□音高クナリテ夜ノ更ケヌ
㾎気ガツケバ コホロギノ声ノシゲサカナ
㾎スバラシイ青空ガ悲シイ 公孫樹カナ
㾎イザヨヒノ雲 北ヘ北ヘ飛ブ湯ブネカナ

六月
一日 晴，夜遅ク小雨，
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二日 曇，小雨来タリ去ッタリ，
〔欄外に記す〕

［ Iba Ngïyaū ］

三日 曇，晴，

Filū，死去。
四日 曇，夜ハ雲ナクナリ月明ルシ，
死人埋葬。epil angang faū bong.

五日 久々ニ朝ヨリカラリト晴レ，日ノ光強ク暑シ，雲稍多ク一二度パラパラト来シ
ガ，降ラズ，

六日 晴，
夕方，Polowat ノ舟三艘，皆帰リ行ク。
♂ Olobūireng，♂ Pūitak，留マル。♀ Kattip，此ノ舟ニテ Polowat ニ行ク。

七日 晴，無風，日ノ光強ク暑シ，朝ト昼前ト小雨アリ，
八日 晴，無風，暑，
九日 夜明前雨アリ，晴，無風，暑，
ドノ家デモ毎日毎日 Mär デ一生懸命ダ。
一週間バカリ前カラ愈々 Mär 作リガ盛ニナリ，

十日 昨夜半雨アリ，晴，無風，暑，
十一日 晴，
十二日 朝，驟雨アリ，晴，風ソヨソヨトアリ，夜遅ク雨アリ，
〔欄外に記す〕

［ Pelipi Tingar ］
♀ Iliwoliūk，男子出産。
♀ Ligosū，女子出産。

十三日 昨夜半モ雨アリ，晴，
十四日 朝雨アリ，止ミテ後終日曇，夜遅ク雨アリ，
十五日 終日雨，
十六日 晴，
北ノ Yaliū ノ下ニテ，Safei al pūngūtiū。
明日，ilasū。
十七日 曇，晴，
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十八日 曇，一二度小雨，
十九日 晴，
夜明前ニ二艘ノ Polowat 舟来ル。Ařēliūk，Sigaū ノ一行ニテ，彼等ハ先月十四日ニ
出デシ後，十日程モ迷ヒシ後，Faiyeū（グリメス）島ニ着キ，後 Namo ok ニ来タリシ
由デアル。

廿日 晴，
此ノ頃，パンノ実ハ実ニ盛ニアリ。村中 mär ヲ造ルニ忙ガシイ。マダマダヅットアル
（

ラシイ。

mea i mmař ガ盛ニアルノデ，例年ノ様ニ急ニ蠅ガ多クナッタ。
廿一日 晴，日暮レテ小雨，
廿二日 明方雨，曇晴，午後三時頃驟雨，
〔欄外に記す〕

［ Iba Ngïyaū ］

廿三日 夜明前雨，朝再ビカナリノ雨アリ，後止ミシモ曇リシママ，
廿四日 朝一時間程雨，夕刻前ヨリ又雨トナル，
廿五日 朝雨，後昼頃迄カカッテ漸時晴レル，
廿三日夜，Saūfa，Yagilipoe ノ二人ヲ呼ビ，Olāk ニ就イテ話シ。
今朝皆ヲアツメテ人夫ノ相談。
明日ヨリ Olāk ニカカル筈。
人夫 Saobūla，Litūūng，Taūre，Igefiř，Ikerūkiyaug，Igilap
食事係，Ibūmai，Ngiyaū
監督，杉浦，

廿六日 朝パラパラ雨，昼前驟雨，晴，
人夫全部，六人，食事係二名，米，朝昼，tu řapö，サーディン，liwoūtiu。
杉浦，江口。

廿七日 晴，明方一寸雨，午後一寸雨，
食事係交代，Ratik，Rūmāi。
外，昨日ニ同ジ。

廿八日 曇，昼迄何回モ小雨来ル，午後晴レテヨキ風アリ，
昨夜，Lowalūmūt ノ小児，死ス。
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昨夕，七日頃ノ月出ル。Kūyū デアル。Lá Mär 盛ナリ。M ea i mmař 盛ニアリ。海モ
ヨケレド行クモノ少シ。
変ナ息切レノスル風邪ハヤリテ方々ニ病人アリ。
大雨ナケレド，小雨盛ニアリ。

廿九日 晴，小サナ雨何回カ来ル，
人夫交代，Igisal，Iboūr，Tafao，Tafoll，Biyaböř，Igesiūk。
食事係，前通リ。

丗日 未明流ス如キ大雨，雷□鳴，終日降ッタリ止ンダリ，
仕事休ミ，

Rūmāi 病気ニツキ，夕方 Igitor 交代トシテ来ル。
△昨夜，♀ Lesailimar，死去。本日埋葬。

△♂ Töwösiliyang，♀ Lesarūwot，離婚。
♀ Lesarūwot，♂ Sauwek，結婚。

七月
一日 昨夜半ヨリ今暁ニカケテ雨，昼前迄曇リ居シガ後晴ル，日暮ヨリ再ビ雨，
仕事休ミ，

Polowat ノ舟二艘共，帰ルトテ夕方出デ行キシモ，間モナク天候悪クナリテ引返シ来ル。
二日 小雨，午後晴，夕方雨，
仕事続キ，人夫仝前。

三日 晴，
仕事続キ，人夫仝前。

四日 晴，夕方雨，西風，
人夫交代，Loemal，Yamūkūřa，Taitiū，Motang，Pūgasū，Řēpï，
食事係，仝前。
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五日 曇，後晴，西風，夜ニ入リテ雨トナル，
仕事，人夫仝前。

六日 昨夜ハ降ッタリ止ンダリシテ居タガ，今朝モ一シキリ降リ，後止ミシモ曇リシ
ママ，西風，例ノノベッタラナ奴ガヤッテクル，昼頃モ一寸雨後薄日，
仕事休ミ，
♀ Lāfiřile，朝死去。午後，埋葬。

七日 夜中過ギヨリ大雨，ヅット降リ，昼前ヨウヤク止ム，曇，西風少シ，
仕事休ミ，
ボ□ーイ交代，Rūmāi，Igisipal,

八日 快晴，
仕事続キ，人夫仝前。

九日 晴，夜ニナリテ雨，
人夫交代，Seretil，Siūnïak，Sepall，Ořalimar，Liwaik，Olobūireng，Biyāl，七名。

十日 晴，昼頃驟雨，
仕事続キ，人夫仝前。

十一日 晴，
仕事，人夫仝前。

十二日 晴，午頃驟雨，
人夫交代，Sawek，Atilūūk，Tūkūl，Saūmūir，Ikerūkiyang，Kao，Tafao，Igelis。
午後，Yorūmal，死去。

十三日 夜明西風，驟雨，後晴，
〔欄外に記す〕

［水葬］
仕事休ミ，
死人，水葬。

十四日 晴，
仕事，仝前。
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十五日 晴，
仕事休ミ。
〔欄外に記す〕

［水葬］
昨夜，♀ Lalūkūmme，死去。
昼，水葬。

Woli fai faū bong. bollo ï Lalūkūmme e řabūtol Safalařik ― Yailang ili Samol.
十六日 晴，
仕事，仝前。Tafao 休ミ。

十七日 昨夜半ヨリ今朝ニカケテカナリ雨アリ，後晴，
仕事休ミ，

十八日 晴，午後驟雨，
仕事休ミ，
昨夕，家前ノ椰子樹ニ「ヒラタ虫」ノアルヲ発見セシヲ以テ，今朝村中ノ者ヲ集メテ
話シ，ソレゾレノ椰子林ヲ調ベテ報告スル如クス。

十九日 昨夜大分雨アリ，晴，
仕事休ミ。

二十日 晴，
仕事，人夫仝前。Tafao 休ミ。
〔暁〕

二十一日 昨夜ヨリ今焼ニカケテ雨，終日曇，
仕事休ミ，
〔欄外に記す〕

［ Po ］

Po，例ニヨリ馳走ツクリ。
Po ニ入ルモノ，Yaitemāi，Aboïk，Malipasā。
二十二日 晴，午頃小雨アリテ後，曇リシママ，夕方モ一寸雨，
人夫交代，Pūgasū，Lingāk，Igelis，Biyāl，Saūmūir，Litūūng，Siūmak。
雌牛ドウシタノカ，早朝ブッタフレシママ，腹フクレ一時ハ死ヌカト思ヒシモ，瓦斯
出デテ腹漸次小サクナリ，寝タママナレド死ヌ程ニモナシ。
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二十三日 曇，朝ノウチニ雨二三回来ル，午後ダンダン晴ル，
仕事続キ，Saūmūir 交代，Eūiyang。
雨来リ仕事中止。
雌牛ヤヤヨク，少シヅツ食ス。夕方立チ食欲アリ。

二十四日 曇，晴，午後雨，二三時間ニテヤミシモ曇リシママ，
仕事続キ，Biyāl 休ミ，Fitiyalimāi 入ル。

二十五日 雨，西南風，
仕事休ミ，
ボーイ交代，Ibūmāi，Ngïyao。

一昨日夕方月出ヅ。Ul ノ筈ナレド，一老人ハ Küyü ナリト云フ。昨年 Mal ノ頃，Itchi
ナリト云フモノアリ，Mal ナリト云フモノアリ。確カナラズ。暫ク衆説ニ基キタレド，
或ハ昔ヨリノ事ニテ潤月ヲ加フル頃トモナリ居ルニヤ，気候等ヨリ見レバ，今頃 Küyü
トナリテ然ルベク，此ノ新月ヲ Küyü トナシオカン。
〔欄外に記す〕

（

［江口氏ノ歴本ヲ見ルニ，旧七月ナレバ Ul ヲ正シトスベキナリ］
（

先月ハ雨多ク，末ノ頃ヨリポツポツ西風見エ，海モ漸ク悪クナル兆アリ。M ea i yasū
ハ殆ド全クナクナリ□□シモ，mea i fāyū ノ方ハ未ダ盛ニアリ。併シ mär ヲ作ルモノハ
殆ドナクナレリ。
病人多ク死人多カリシ事，□従前ニ比ナシ。

二十六日 西南風，雨，
仕事休ミ。

二十七日 昨夜ヨリ朝迄雨，後止ミ漸次雲薄シ，午後ハヨキ天気トナル，
仕事休ミ。

二十八日 晴，
仕事，仝前。

（

二十九日 晴，朝暫ク雨アリ，

仕事続キ，人夫交代，Pesiyö，Yābūk，Igirang，Igis oe ，Viseltï，Igolūū，Igořūū，

Marowa，Mangūř。
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昨日，♂ Ayūrūpai，♀ Löwaimal，結婚。

三十日 朝暫ク晴レシモ，後雨来リ，止ミ且ツ降ル，
仕事続キ，人夫仝前。雨ノ為半日。

三十一日 曇，薄日，
仕事続キ。

♀ Ilebūkūmar，♂ Pūgūrei，離婚。
♀ Ilebūkūmar，♂ Pūitak，結婚。
（ Pūgūrei ハ，パラオ ニ仕事ニ行キ居リテ留守ナリ）

八月
〔欄外に記す〕

［●Ayūrūpai 一行，Pügölö ニ行ク（四日）
］
一日 快晴，
仕事続キ，人夫仝前。

二日 晴，昼頃小雨，夜大雨，
仕事続キ，人夫交代。Akkaū，Igowerik，Malor，Uromař。

三日 昨夜中ヨク降リシガ，朝ニナリテ止ミ，晴ル，
仕事休ミ。

四日 晴レシモ昼前頃驟雨，後雨二三度，夜半大雨，
仕事仝前。

ボーイ交代，Rūmāi，Igitor。

五日 曇，雨何回トナク来ル，
仕事休ミ。
〔欄外に記す〕

［ Lūgali

mär ］

雌牛，死ス。

Lūka li mär ノ儀アリ83）。Yaboïk ノ主催ナリ。是レハ本年ノ mär ノ甘キヨウトノ safei
ナリ。早朝，出席者，男子青年男子二三十名，Ut lap ニ集リ，何カ safei ノ儀アルラシ
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ク，時々 hōi hōi ト akkebasū アリ。終リテ皆ツレ立チテ□出デ来リシモ，例ノ如ク，
紅布，tör，Kïl，Upūt，rang 等ニテ思ヒ思ヒニ身ツクロヒセリ。異様ナ出立チニテ村ヲ
歩キ，家々ヨリ少量ノ新ラシキ mär ヲ受ケ集メ ― 別ニ若椰子等若干出スモノアリ ―
家々ノ前ニテ円陣ヲ作リテ単調ナル歌ヲ歌ヒ，単調ナル踊リ ― mūï 鳥ノ真似ナラン ―
（

（

ヲ踊リテ後，前記 mär，liū 等ヲモチテ次ノ家ニ行クナリ。集メテ Ut ニ戻リ，後皆ハ其
レ其レ若干ノ mea i ヲ取リニ行キ，是レモ Ut ニ持チ行キ，mär 及ビ mea i ヲ料リテ少量
ヅツ別ケ食スナリ。夕方 ilasū アリテ，儀ヲ終ル。
彼等関係者ガ□□□ mär ヲ集メテ村ヲ歩ク間ハ，女達等村ノ者ハ外ニ出ザルナリ。

ilasū ノ終ル迄ハ，其ノ儀式ノ行ハルル Ut ニハ何人モ□近ヅカザルナリ。終日仕事禁忌
ナリ。又早朝ヨリ，Ut ニテ料理ノ火ガ焚カレル迄ハ，何人□モ火ヲ焚クコト epil ナリ。
□□□□

六日 雨降ッタリ止ンダリ，午後暫ク日照ル，
昨日ハ東風デアッタガ，今日ハ東風カラ一時止ンデ，午後四時頃ニハ南風ニカハリ，
流ス様ナ雨アリ。夜ハドウニカヤンデ月朧ナリ。
仕事休ミ。

七日 昨夜モ大雨，朝迄続ク，後止ミ，午後ハ日モ照リシガ，雲多シ，西風，
仕事休ミ。
♀ Latigireng，男子出産。

八日 夜明迄雨ナリシモ後ヨク晴ル，雲多ク西風ノベツナリ，
仕事休ミ，ボーイ達ダケ行ク。Pelipï，Tingar，臨時従業。

九日 曇，西南風，
仕事続キ，人夫交代，Igowerik，Řübülö，Igefiř，Igłöwï，Saofūla，Biyāl。
〔欄外に記す〕

］
［ ilet mär（十五日ノ記ヲ見ヨ）
今朝，ilet mär，是レハ先日ノ Lūkali mär ノ云ハバ続キニテ，朝各家々ヨリ若干ヅツ
ノ mär ヲ出シテ Ut ニ集メ，更ニ各家ニ別レカヘ□セルモノニテ，何ノ意味ヤラワカラ
ネド，mär ハ生ノモノヲ相当多量（一家二 řūk 位）ニテ，別ニ mär ヲ料ルモノニモアラ
ズ，再ビ lip ニオサメルナ□リ。
南ノ yaliū，afi řo。夕方，ilasū。
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十日 曇，西風，
〔欄外に記す〕

（

］
［ Safei al mäi（ Asafū ）

Safei al mea i（ Asafū ）アリ。〔前記ヨリ〕
epil olaak。
仕事休ミ。
♂ Töwösiliyang，♀ Lūgūt ，結婚。

十一日 曇，薄日，夜微雨，西風，
仕事続キ，Igotūp，人夫ニ加ハル。
〔欄外に記す〕

］
［ Safei al Wong（ řaliboūboū ）
先日 Pügölö ニ行キシ Ayūrūpai 一行，昼頃帰リ来ル。Wong 四頭分。コノ一行ガ今
頃 Pügölö ニ Wong ヲ取リニ行キシハ，妊婦ドモニ Safei ヲナスガ目的ニテ，今日帰リ
来ルト間モナク，北ノ Yaliū Ilelūpūmal ニヨリテ，♀ Lalūgūlifai，♀ Ilepūgūmal 及
ビ♀ Lesabūlit ノ三名ニ Safei ガ行ハレタリ。是レハ以前ニ記セシ（♀ Lairang ニ施サ
（前記，参照）
レタル）妊婦，産婦ニ於ケル Wong ヲ食スルコトノ epil ヲ解クモノナリ。

十二日 曇，何回トナク小雨，東北風，
仕事続キ。Igowerik，交代，Yāmal

十三日 終日雨降ッタリ止ンダリ，東南風，
仕事休ミ。

十四日 朝マデ怪シゲナリシモ後漸次晴ル，曇多ク東南風，
仕事続キ。Igotūp，交代，Igilap。
昨夜遅ク pūil ニ行キシ舟，arangap 十尾程釣リ来ル。

十五日 晴，
仕事続キ，人夫交代。

Safiřal，Pisigar，Malor，Lammāi，Ayūrūpai，Liwaik，Pūitak，Pūlakkit，Igotūp，
Tingar。
〔欄外に記す〕

［ farik ］
以前 Řapirakeř ノ例アリシ farik アリ。今度ノハ，先日死去セシ Lalūkūmme ガ Ealatiū
ノ者ナルニヨリ，Ealatiū ガ主ニテ Wot ヲ集メ，Ut ニテ島中ノ男女老□幼ヲトハズ，一
人アテ十個ヅツ別ケ，アトハ抛ゲ取リナリ。云ハバ施餓鬼ノタグヒナリ。
九日ノ日ニナサレシ ilet mär ハ仝ジク是レニテ Ealatiū ヨリ出サレシモノニテ，前ノ
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Safei トハ無関係ナリシモノナリ。無責任ナル通リスガリノ者ニ尋ネシ為，アヤフヤナ
リシコト甚ダ粗漏ナリシ。

十六日 快晴，
仕事続キ，人夫仝前。

十七日 快晴，
仕事続キ。今日ニテ官有地手入終リ。
夜，bāi ハジマル。

十八日 晴，夕方暫ク雨，
十九日 晴，夕方小雨，
椰子林ノ手入モ終リシヲ以テ，明日慰労ノ遊ビヲスルコトニシ，我々ヨリ豚一頭寄附
シ，北村，南村ヨリ各一頭ヅツ出サセ，夕方仕事ニタヅサワリシモノニ，米ト鰯ノ罐詰
ヲ別ケ明日ノ用意セシム。

二十日 曇，小雨度々，昨日アタリヨリ又々西風強シ，
〔ニ脱カ〕

朝ヨリ島民ドモ例ヨリ身仕度一杯ニテ踊リ，食事，踊リ。

二十一日 晴，雲多シ，夜雨，
夕方二日程ノ新月出ヅ，Eliyöl ナリ。先月ハ月始メヨリ西風稍強ク，風向定マラズ，
（

雨非常ニ多カリシモ，末ニ至リテ稍持チ直ス。女達ノ Wiř ヲコクモノ，mäk ヲナスモ
（

ノ，rigit ヲ染メルモノ多シ。File ヲ食スルモノ，fai moa ヲ運ブモノヲ見ズ。
マダマダ mea i 沢山アリ。海漸ク悪シ。

二十二日 曇，西風，小雨時々，
午後，国光丸来ル。海悪ク peigi efang ニツケシモ，潮引キテ荷積出来ズ。今晩一晩
流シテ明朝来ル由。

二十三日 曇，西風，時々小雨，夕方雨，
朝十時頃ニ，サンパントボート ト内海ヲマハリテ来ル。本船ハ Wölimang ノ向フニ
居ル由。江口氏帰リ行ク。

二十四日 曇，西風，後雨降ッタリ止ンダリ，夕方ヨリ荒レギミナリ，
二十五日 晴，夜ニ入リテ雨，
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二十六日 晴，西風，

Efang，safeial eřai rabūtū, Yör, afïřo.
二十七日 朝カラ降リ出シ，終日ヨク降ル，北風，
〔ママ〕

二十八日 晴，午後一後，夜ニ入リテ又通リ雨，
又々盛ニ風邪流行シ，夜ノ bāi モ休ミナリ。

二十九日 朝ハ晴レ居シモ，間モナク雨来リ，昼頃迄グヅグヅ，後ドウニカ晴レシモ
雲多シ，夜ニ入リテ又小サナ雨トナル，
昨夜二艘ノ舟，arangap 四十八尾トリ来ル。

三十日 晴，通リ雨一二回，
（

（

三十一日 晴，夜ニ入リテ静カナ雨トナル，

Le bongiūwe eaigï song samol i we Saūfa, nge le sorū we řak nge rea poe poe
nge arongēr aramasū nge rea koppï la aři, aři emall aři emäm.（南，Tariyak ）

九月
一日 晴，昼頃通雨アリ，
二日 未明パラパラ雨アリシモ，晴ル，昼頃ヨリ又雨パラパラアリ，雲多シ，
朝，Asūk ガ主ニテ Taitiū ノ為ノ大 Safei アリ，皆 Lūkeřih ニテ Safei ニ参加ス。夕
方，自宅 Inasū。
一艘ノ舟，Polowat ニ行ク。♂ Saūfa，♂ Iboūr，♂ Tafoll，♂ Abōïk

月がいいので宵の口に皆 Rakūm（岡蟹）を取りにゆく。前々月 Kūyū，前月 Ul にも
十五夜前後，盛に Rakūm を取り居れり。

三日 朝八時頃ニハ又パラパラ雨ガ来テ，降ッタリ止ンダリシタガ，昼過ギニハカラ
リト晴レル。
一 艘 ノ 舟，Polowat ニ 行 ク。♂ Igowerik，Igisoe，♂ Lebesaling，♂ Marowa，
♂ Saūmūir，♂ Litūūng，♂ Igisipal

四日 快晴，無風，

Leatofāf es itto Likeř
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五日 快晴，無風，
六日 快晴，静カナ西風，

Efang, afï řo.
lefafï rea ilasū
七日 快晴，西微風，
八日 快晴，西微風，
九日 快晴，無風，
十日 快晴，微風，
十一日 快晴，
十二日 昨夜半ヨリ西風ノベッタラニ吹キ雨トナル，朝迄降リテ止ミ，後晴レシモ，
（

午後ハ風稍南ニ廻リテ弱ク曇ッテシマフ。

又モウヂキ Epil ノ時期ニ入ルノデ，方々ノ家々デ fai moa ヲ運ブモノ，洗身井ヲ掘ル
モノ，男達ハ森ノ手入ニイソガシイ。女達モ永イ間ホッタラカシテアッタ田圃ニ，夕方
迄モカカッテ居ル。

十三日 曇，晴，午後西風サカンニ吹キ，スッカリ曇リシモ降ラズ，夕方風凪ギテ晴
ル，

Sigafila ノ Ut 柱カヘ。
十四日 晴，微風，

Pesiyö 病気，北ノ Yaliū，yaliū sat ノ処□デ ngöliūl Pesiyö ヲ見タ由ニテ。
本日村中ノ大 Safei，夕刻 ilasū。

十五日 快晴，無風，
十六日 快晴，夜ニ入リテパラパラ雨，
十七日 快晴，
十八日 快晴，午後西風稍出デ，夜ニ入リテ雨トナル，
♂ Yāmal，♀ Kūring，結婚。

十九日 昨夜ハ大分降ッタリ止ンダリシタヨウナレド，雨量ハ僅カバカリ，快晴，気
温稍低ク西風アリ，
夕方，新月ガ出タソウナ，Mal デアル。
（

Eliyöl ノ月ハ始メ暫ク天気悪カリシモ，後ズットヨク，村中ノ者，森ノ Olaak，fïgasū，
rakūrakū faimoa , kelikeli řal ニ等々ニ忙ガシカリシ。明日ヨリ是等スベテ Epil ナリ。
410

土方久功日記Ⅳ

第23冊

（

急ニ mea i ナクナリヌ。
海ヨカッタリ，悪カッタリ。

二十日 晴，後曇，
二十一日 未明雨アリ，晴，
南，fī řo。

二十二日 未明雨アリ，晴，雲多シ，夜ニ入リテ雨，
北，fï řo。
大工サン，四五人ツレテ森ニ仕事ニ行ク。Ořarebūr，Ořalip，Liwaik,

Fitiyalimāi，Ikomūř。
二十三日 昨夜ハ量多カラネド，夜中降ッタリ止ンダリセシ如シ，朝晴レシモ雲多ク，
午後驟雨アリ，其後ハッキリセズ，夕方又雨トナル，

二十四日 昨夜モ雨アリ，未明降リ夜明ケテ止ミ，後晴，
大工サン達休ミ。
［ Meřang ］

二十五日 夜中僅カニ雨アリシノミニテ朝晴レ居シモ，間モナク西風雨ニナリ，終日
降ッテヒヨヒヨ寒シ，
大工サン達出カケシガ，雨ニテ直グ帰リ来ル。Igomūř 休ミ。

廿六日 快晴，
仕事，仝前，半日。
黄代丸来，ポノワットヨリ。
本部巡査部長，中山氏来，一泊。

廿七日 快晴，西微風，
十 時 頃，喜 代 丸 帰 リ 行 ク。嶌 民 ノ 共 ニ 行 キ シ モ ノ，♂ Viseltï，♀ Lemamera，
♂ Liwaik，♂ Lūssūl，♂ Ořaitil，♂ Mangūř，♂ Ořalimar，♂ Yābūk，♂ Pūgosū

廿八日 晴，昼頃雲出デテポツポツ降リソウニナリシモ，其ママ又晴ル，

Pesiyö ノ為ノ Tariyak，ilasū。
仕事仝前，但，Ikomūř，Liwaik 休ミ。
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廿九日 晴，雲稍多ク，午後パラパラ雨二三回，日暮驟雨，
仕事仝前，人夫新。Ořarebūr，Ořalip，Fitiyalimai，Ikerūkiyang，Igefiř，Igolūū，

Kao。
三十日 快晴，
仕事仝前，
〔欄外に記す〕

［ alūū ］
大 Tariyak，Pesiyö，Taitiū，Řübülö ノ為ノ ilasū。
早朝，Fitiyalimāi ノ Alūū アリ。結果未ダタダサズ。

十月
〔稍カ〕

一日 晴，雲移多シ，
仕事仝前，Igotūp 一人加ハル。
北，Safei，ilasū。

二日 晴，午後雲稍多シ，
仕事仝前，

三日 快晴，午後雲多ク，日暮レテ小雨トナル，
舟木引出シ。

四日 明方暫ク雨，後漸次晴ル，猶雲多ク日暮レテ又小雨，
仕事休ミ。

五日 未明大分雨降リシモ，後晴ル，
仕事，Ikerūkiyang，Kao 二人ダケ。

六日 晴，雲多ク午後暫ク小雨，後モ沖ノ方ニ時々雨アリ，
仕事，Ikerūkiyang，Kaū，Igolūū，Igefiř 四名。

七日 昨夜半ヨリ夜明迄，雨盛ニ降ル。西南風，明ケテヨリ ヨク晴レシモ，午後又雲
多シ，
仕事休み，
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八日 昨夜又盛ニ降ル，終日陰気ニ曇リ，時々雨来ル，
強カラネド西風毎日吹キテ，海盛ニ荒シ，
此ノ半月程ノ間，村ノ者盛ニ Wolimang ニ□ řūli wa ニテ出デシモ，此ノ四五日来海
急ニ荒ク，漁ニ出ルモノナシ。

九日 昨夜ハ降リシ様子ナカリシモ，今朝明ケルト，又々西南風，雨トナル。暫クニ
テ止ミ，ヨク晴レシモ，昼前ニハ又パラパラ雨アリ，後雲多ク夜遅クナリテ又々雨トナ
ル，西風。
仕事，Ikerūkiyang，Kao，Igolūū，Igefiř，Fitiyalimāi。

十日 朝迄ヨク降リシガ，ドウニカ止ミ，少シヅツ雲ドキ，昼過ギマデカカッテ，ヤ
ット天気ラシイ天気ニナル，

，

仕事休ミ。

十一日 晴レテ風ナシ，
仕事，Ikerūkiyang，Igolūū，Igefiř，Fit，四名。

十二日 快晴，海盛ニ荒シ，
仕事，Ikerūkiyang，Kao，Igolūū，Igefiř，Fit，Ořarebūr，六名。

十三日 晴，雲多シ，
仕事，Kao，Igolūū，Igefiř，Fit，Ořarebūr，Ořalip，Igotūp，Safiřal，八名。
［椰，
14］

十四日 曇，昼頃一寸雨来リ，後晴ル，
仕事，Kao，Igolūū，Igefiř，Fit，Ořarebūr，Igotūp，Safiřal，七名。
今日ニテ仕事，一先ヅ終リ。

十五日 晴，ズット海荒シ，
十六日 晴，
十七日 晴，
今日ヨリ官有コプラムキ。

十八日 晴，
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十九日 昨夜半過ギ，暫ク雨アリ，晴レシモ夕方雨アリ，夜又雨アリ，
北，Tariyak，夕方 ilasū。

Sil ヲ殺シ Būrasi ヲ出シ，村ノ者ニ南北交代デ，先日森カラ出シタ カヌー ヲ造ラセ
ルコトニスル。

廿日 晴，

re atigï to yāsū, yāsoli imai Daikūsan, řabūtū re itto faifai.
廿一日 晴，
朝，北，Wili ノ為ノ Tariyak，夕方 ilasū。
（

朝，fatofato yāsū, imai Daikūsang，

Efař wa e la pūi l nge esar arangap.
廿二日 此ノ頃ヨク晴レテ風少ナク暑イ，海ハ相変ラズ悪イ，

re atigï to yāsū, yāsoli imai Daikūsang, rabūtū re itto faifai，
一昨日ノ夕方月ガ出タ。今夕ガ六日程デアル。itchi デアル。前月 mal ハ前半非常ニ
天気悪カリシモ，後半風少ナク，天気毎日ヨシ。

廿三日 晴，
廿四日 晴，
昨夜カラ又踊ガハジマル。ズット前ニ始マッタノガ，其後病気ガ多ク死人モ多カッタ
ノデ止メラレテ居タノガ，又始マッタノデ，定期ノモノデアル。

♂ Igöwï，♀ Lemoařei，結婚。

廿五日 晴，夕方久々ニ雨アリシモ，ヂキ止ム，
一艘ノ舟，Pügölö ニ行ク。Lipoel，Ikomūř，Pūitak，Mellaitūp，Tingar，Ibūrūpï。

廿六日 晴，雲稍多ク，一二度パラパラ雨，
廿七日 晴，雲稍多シ，夜大分大キナ雨アリシモ永ク降ラズ，直グ止ム，
廿八日 晴，ダンダン雲多ク，午後小雨アリ，後曇ッテシマフ，
廿九日 昨夜モ雨少シアリ，晴レシモ雲多シ，此ノ節微カナル北東風ナリ，
丗日 晴，朝パラパラ雨，
二艘ノ舟□ Pūil ニ行キ，夕方 arangap 六十程アリ，家当リ一尾ヅツ。
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丗一日 晴，朝小雨，日暮レテ小雨，
□♀ Lesabūlit，死産。
―
久顕ヘノ手紙ノハシニ ―
㾎タマサカニ蕎麦ハ食ヘトモ天サカル南洋ノソバハ薬味ナシ蕎麦
㾎蕎麦饂飩 タク日ハアレド薬味ナシ 七色唐辛 オクリタバハレ
―
㾎雛カザリ桃活ケテヤラン病女カナ
㾎雛ヤ桃ヤ病ム子ノソバニ飾ルカナ
㾎看護婦ハ折紙ノ上手桃ノ□部屋
㾎紙折リノ雛ヲ喜ブ病女カナ
㾎病室ヤ ストーブ ニ桃ノ花開キヌ
㾎雛モ桃モアレド ムナシキ ムクロカナ
㾎雛ダカセ桃ノ花入レヨ棺ノ中

十一月
一日 晴，夕方パラパラ雨，
二日 晴，夕方一寸雨，夜ニ入リテ又暫ク雨，
昨夜，arangap 十尾程アリ。

三日 晴，未明暫ク雨，朝又一寸雨アリ，
四日 晴，雲多シ，

Pügölö ヨリ舟帰リ来ル，Wong 四頭アリ。
五日 昨夜半盛ナ雨アリ，久シブリナリ，曇，午後三時頃ヨリ南風，本降リノ雨ニテ
夜ニ入リテ止マズ，

六日 終日降ッタリ止ンダリ，
七日 晴，後雲多ク，夕方ヨリ雨，夜ニ入リテ止マズ，
未明，fūr yaliū アリ。

八日 昨夜中降ッタリ止ンダリ，朝ヨリ雨，漸次止ミ，午後晴ル，
九日 晴，夜雨ニナル，
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十日 晴，夕方曇ル，
此ノ又十日程，海盛ニ荒ラシ，

十一日 晴，午後四時頃，三十分程大驟雨アリ，夜ニ入リテ又驟雨アリ，雲ヒロガリ
テ星ナシ，

十二日 晴，後曇リ，パラパラ雨時々，
十三日 晴，朝ノウチパラパラ雨二回ホドアリ，
十四日 晴，午後四時頃驟雨，
十五日 晴，朝暫ク通リ雨アリ，
十六日 晴，朝通リ雨，昼過ギ通リ雨，日暮レヨリ雨。

，

十七日 明方迄降ッタリ止ンダリセシモ，明ケテ止ミ，曇，午後少シヅツ晴ル，
十八日 曇，微雨少時，
十九日 晴，一時曇，

□
，

牛ノ成績悪ク，牡ノ唯一頭ガ又々元気ナクヤセ行ク。多分土地ニ適セザルモノアルナ
ラン。先日来□作ラセオル舟モ漸ク舟体ヲアラマ□シ終リ，部分ニ入リシ事トテ，今日
牛ヲ殺シテ村中ニフルマフ。

朝 yör Leama ノ safei，Taitū 及ビ Wilï ノ為ナリ。夕方 ilasū。

昨夕四日ノ月出ヅ。Sareböl ナル，Itchi ノ月，風定マラズ。時々ノベッタラナ西風ア
リテ海荒ク天候ヨカラズ。蛸極メテ少ク，パンノ実殆ド全クナシ。Pūil ニ盛ニ出デシモ，

arangap ナキ時多シ。Apeipei モ一二度アリシガ，魚少ナシ。ズット踊続ケラル。
二十日 晴，西風，
二十一日 晴，西風，雲多シ，
二十二日 晴，風静マル，

，

，

二十三日 晴，
朝，北ノ yaliū ノ Safei アリ。夕方 ilasū。
ココ数日 safei ノ大流行，盛ニ Sawï ノナルハ，皆 ilasū ノ為ダ。一昨日モ南ニ Tariyak
ヨリ昨夕 ilasū ノアッタ由。

二十四日 昨夜夜半ヨリ今暁迄大分雨アリ，晴，午後雲稍多シ，
〔一脱〕

二十五日 曇，晴，昼頃寸雨，夕方少雨，
二十六日 昨夜ハ大分雨アリ，朝ドンヨリ曇リ居ル，漸次晴レシモ雲多シ，
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〔ママ〕

二十六日 昨夜大部雨アリ，曇リ居シモ，午後漸次本降リトナル。先日来東風ナリシ
モ，北ニ廻リ更ニ西ニマハル様ナ□リ，シケ模様ナリ。
国光□丸，昼過ギ来ル。今日ガ二十六日ノ由ナリ。

二十七日 雨，午後風止ミ，夕方雨モ止ミ月カスカニアリ，
二十八日 終日ドンヨリ曇，
朝，fūr yaliū アリ。

二十九日 昨夜半ヨリ又雨ナリシモ止ミ，朝ヨリドンヨリ曇，午後マデカカッテ ダン
ダン 晴レル，無風，夜月明，

三十日 曇，午後晴，
三四艘ノ舟 pūil ニ行キシモ，Lūkeřik ノ舟ガ四尾釣リシノミ。

Sāpař（

）ヤップニ於テ アメーバ 84）ノ為死亡。

十二月
一日 晴，一時曇，
二日 曇晴，北風少シ，
三日 変ナ天気ナリ，一寸日ガ出タリ曇ッタリ，ザット雨ガ来タリ，又照ッタリ，
♂ Yāteliyal，♀ Iliyarodiū，結婚。

四日 降リモセネド，終日北風吹キテ ドンヨリ ト曇リ，
五日 曇晴，降リモセネド北風吹キテナサケナキ日ナリ，夜ニ入リテ雨，
六日 昨夜半ヨリ雷雨烈シ，朝止ンデ晴レシモ，間モナク又々曇ル，北風，夜一寸雨
アリ，
毎日天気悪シキモ，国光丸ノ来リテヨリ，例ノ如ク風邪ハビコリ，サシテ重患ノモノ
モナキ様ナレド，大人子供皆々 クスンクスン ヤッテ居リ，四五日此ノ方，夜ノ踊リモ
ナキ次第ナリ。

七日 晴，夜ニ入リテ一寸雨アリ，
此ノ四五日，海少シ静カナリ，
朝，fūr yaliū（雨止メ呪儀）アリ。

八日 晴，夜遅ク小雨二三回アリ，
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九日 晴，東ヨリ北ノカラッ風，朝ヨリ吹キ荒レシガ，漸時静カニナリ，夜ハ風ナシ，
十日 晴，北風吹キ続ク，夜止ム，
（

十一日 晴，日暮レテ パラパラ雨一寸，
〔ママ〕

先ノ月ノ末カラ mea i ノ小サナ実ガ沢山鳴リ出シタノデ，本月ハ epil ūkkoř デアル。

十二日 晴，朝二回，昼一回，夕方又小驟雨，
十三日 昨夜モ何回トナク小雨アリ，今日ハ朝ヨリ晴レシモ小雨時々アリ，午後益々
雲多ク小雨，夜ニ入ルマデ時々降ル。
又四五日前ヨリ踊アレド，盛ナラズ。

十四日 晴，毎日凩ノ様ナ北風，東北風吹キ雲多ク，時々雨来ル，海又々荒々シ，
十五日 朝暫ク明ラカナ日照リシモ，忽チ曇リテ雨来リ，後雲多ク時々雨来リ，止ミ
テハ薄日差ス，凩ノ如キ東北風ニテ海荒シ。
夜ノ踊イツノ間ニカナクナリ，昼間盛ニ raira ヲナシ居リ。

十六日 晴，風大分凪グ，
十七日 晴，

ese fasū Lāwal boe Makūll ea song.
re la meroūwel enge fisïk řak röl.
昨夕新月見ユ，Yaromoūs ナリ。

十八日 晴，夜ニ入リテ驟雨，
夕方，二艘ノ舟 Pügölö ニ行ク。Řepï 一行，Pūlakkit 一行。

十九日 晴，
珍ラシク apeipei アリテ，Röl 七十程アリ。

廿日 晴，朝暫ク雨アリ，

，

廿一日 曇，風凪ギテ朝ヨリ漸次暗ク鬱陶シク，午後遂ニ雨トナリ，珍ラシク止マウ
トセズ，夜ニ及ブ，

廿二日 朝カラドンヨリセシガ，直キニ雨来リ，二回来リテ後，漸次晴ル，夜月明ル
シ，
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廿三日 晴，午後雲稍多ク，夕方一寸雨アリ，夜月明ルシ，
昨夜，♀ Ilepūgūmal，男子出産。
今日ノ Sawï □ハ rali bōř ナリ。
昨夜一艘ノ舟 Pügölö ニ行ク。是レハ何等ノ予告モナク，従ッテ食料ナドモ勝手ニ少
シヅツ持チ込ミシ程度ニテ，生イキ盛リノ十七八才ノ少年ドモガ寄ッテ行キシナリ。

Faliūttal 二十五才位 Polowat 人，Ibūmai16，Tingar17，Igipoa19，Reppang17
廿四日 晴，海昨日今日非常ニ静カナレド本当ナラズ，魚ナシ，
廿五日 晴，午後二回雨アリ，日暮又□一寸，
廿六日 昨夜モ降ッタリ止ンダリセシ如ク，朝ドンヨリセシモ，間モナク又降ル，止
ンデモ晴レズ，午後モ二回程雨アリ，

廿七日 朝カラ雨降ッタリ止ンダリ，降ル時ハ吹キ降リデヒドイ雨ナリ，午後二時頃
止ミテ薄日，夜月明，

廿八日 晴，未ダ雲多シ，北東風稍強シ，
廿九日 晴，□雲多ク，午後二回程通リ雨，夜モ亦，
朝，Pügölö ヨリ三艘共帰リ来ル。Wong 四頭，tiūgūtiūgū li ïk 百余アリ。

丗日 昨夜中降ッタリ止ンダリ，今朝モ降リ居リ，後ダンダン晴ル，但シ相変ラズ雲
多ク夕方モ通リ雨アリ，
〔一脱〕

丗日 晴，一点ノ雲モナク，只北風吹キツケシモ，午後又々雲多シ，
今日ハ大晦日ト云フニ，島ニ居テハ何スルコトモナシ。

㾎床ニ見事 ババ（祖母）ガ大事ノ万年青カナ
㾎床ノ間ニ 万年青ノ見事祖母ヤ亡シ
㾎夕富士ヲオロガムババ（祖母）ヤ夏モ暮
㾎菊ツクルヂヂ（祖父）ヤ仏イヂルババ（祖母）ヤ

昭和十二年一月
元日 晴，雲多シ，北風強シ，
元日ト云フテモ別段ノ変リナシ。女ドモノ家々ニ米ナドヤリ，鶏ヲツブシテ昼頃一寸
ヰスキーヲ飲ミシガ，切上ゲテ海ニ行ク。大工サンハ相モカハラズ土人達ト飲ンデ飲ン
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デ，ブッタフレテ了フ。
（春秋冬夏雑々）
㾎入日ニ音モ声モナキ花スモモ
㾎晴レニケム朝床ニ聞クウナリ凧□□□
㾎カラカラト幟矢車ノ鳴ル遅夜
㾎オボツカナキチャボノ歩ミノ暖カサ
㾎サイカチ（皂莢蟲）ニソロバン重キ畳カナ
㾎風オチテ柚子ノ実重ク垂レテケリ
㾎数ヘレバ柚子ノ実十マリ七ツカナ
㾎草ノ中ニ濡レテアザヤケキ彼岸花
㾎寒々ト鳶輪ヲカクヤ暮ノ海
㾎ウス寒ヤ鳶輪ヲカイテ暮ノ海
㾎凩ヤ下腹ノ僅カニイタム夜半
㾎霜ヲ踏ンデ風立ツチャボノ歩ミ哉
㾎霜ヲ踏ンデ歩ムチャボカナ風荒ミ
㾎喘息ニ倒レシ母ヤ牡丹雪

（小章，思出ノ人達）
㾎茅ヶ崎ノ庄司オ前モ大人ニナッタダロウ
オ前ノ盗ミ□癖モ直ッタカ

㾎照子ヨ照子ヨ十九ノ娘盛ヲヤセヒボケテ死ンダ
オ前ニ人生ガ何デアッタロウ

㾎気マグレニ讃美歌ヲウタフト ヒョット思ヒ出ス
二人ノ看護婦，橋本サン，中沢サン

㾎小サカッタ私達ニ不思議ナ言葉デ知合ッタ若イオヂサン
町田サン，ノ奥サン，ノ姉サン，ノ子供

㾎父ノ満洲土産，羊ノ皮ノ大キナ チョッキ ヲ着テ
毎日毎日犬ニナッタ弟

（

二日 晴，午後雲多シ，
♂ Igipoa 19，♀ Laitemai10，結婚。
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三日 曇，晴，相変ラズ風強シ，日暮□凪グ，

fato fato yāsoli imai řo sabo ta.
（蕪村ノ春風馬堤曲十八首トイフヲ見ルニ誠ニ面白シ。句々相異リ相続カズト雖モ，ナ
ホ何ヤラム通ズル意アリ。人数打寄リ奇妙ナル体裁ニ従ヒテナス俳諧連歌トヤラノタワ
イ□ナサニマサル数等ナリ。茲ニ思ヒツキテ二連俳句，三連俳句……等アルモ亦面白カ
ルベキカト試ニナセル）
⎧⎨⎩

（二連俳句）

㾎ネズ（鼠）ヤネズヤ餅ヲ食フカヤ真夜過ギテ
㾎我レモ我レモ餅ナト焼カム真夜過ギヌ

⎧⎨⎩

㾎アカト云ヘバ アカト応ヘル赤子カナ
㾎クロト云ヘド クロトハ云ヘヌ赤子カナ

⎧⎨⎩

㾎ウアウラト秋ノ霞ヤチャボ親子
㾎親子チャボ余念モナクテ菊ノモト

⎧⎨⎩

㾎弟ヨ音ナ立テソヨ池ノ鯉
㾎春ノ池緋鯉ヲ先キニ五ツカナ

⎧⎨⎩

㾎八幡ノ蓮ノ見事ヤ今朝ノ晴レ
㾎明日ハ早ク来テ蓮ノ咲ク声聞カム

⎧⎜⎨⎜⎩

（三連俳句）
（旧作）

㾎籐椅子ノ脚ニ蟷螂ノ身構ヘヌ
㾎蟷螂ノカナハズト思ヒケム逃ゲ上ル
㾎蟷螂ノ逃ゲ上リケリ我レ勝テリ

四日 晴，雲多シ，風北，
毎日実ニ海悪ク，一人モ漁ニ行クモノナシ。
此ノ月モ亦パンノ実ノ小サナルモノ非常ニ多ク，ūkkoř 引続キ epil ナリ。

五日 晴，北東風，
一艘ノ舟，Pügölö ニ行ク。Saobūk，Tawek，Iköngūl，Sepall 等。
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六日 晴，北東風，一昨日アタリヨリ風強カラズ，
朝，wa sei la ノ akkebasū アリ，四艘見エシガ，先キニ二艘来ヌ。コレハ Polowat
ノ舟ニテ，řūk（トラック）ヨリ Polowat ニ帰ラントシテ，強風ノ為 Polowat ヲ見出サ
ズ，Soūk ニツキ，更ニ Polowat ニ帰ラントシテ出デシニ，又風強クテ行カレズ，当島
ニ来リシモノニテ，他ノ二艘トハ全然別ナル由。
暫ラクシテ二艘ノ舟来リシガ，是レハ二艘共当島人ニテ，以前ニ航海セシ者等ト，ト
ラックヨリ来リシ南貿ノ舟，喜代丸ニ従ヒ行キシモノトニテ，二十二名ノ島人皆帰リ来
ル。但シ Tafoll 一人ハ Soūk ニ止マリシ由ニテ来ラズ。此ノ二艘モ大分前 Polowat ヲ出
デシモ風強キ為，帆ヲ上ゲ得ズ，流レ流レ三晩ノ後 Pügölö ニ着キ，更ニ航行シ来リシ
由ニテ，魚少シ持チ来ル。
晩，是等ノ客人及ビ帰島者ヲ歓迎スルノ意ナラム，村中ノ者，女迄総出ニテ roū 網ニ
行ク。
，ebo ilasū lāyū
夕方 fǐřo（ efang ）
帰島者， ♂ Urūpï， □□□□□□， ♂ Igisoe， ♀ Lebesaling， ♂ Igowerik，
♂ Maröwa，♂ Saūmūir，♂ Litūūng，♂ Igisipal，♂ Saūfa，♂ Iboūr，♂ Yaboïk，
♀ Lemamera，♂ Liwaik，♂ Lūssūl，♂ Motang，♂ Mangūř，♂ Ořalimar，
♂ Yābūk，♂ Pūgasū，♂ Viseltï

七日 昨夜半及ビ夜明前，小驟雨アリ，晴，夜又小雨アリ，
（仲秋日記 長歌）
朝マダキ

雨降リ出デヌ

昼タケテ

風サヘ増シヌ

サラヌダ□ニ

秋モ深キヲ

サビシサノ

堪ヘラレナクニ

ムグラナス

庭草シゲミ

シゲナリニ

雨ニハ打タレ

乱レ乱レ

風ニハ吹カレ

荒レサビテ

見モ苦シキニ

コノ雨ノ

止ムトハセズ

コノ風ノ

静ムトモセネバ

ヲヂサマモ

ヲバサマモカモ

□□□□ムラギモ（魂肝）ノ

心ノウチニ

ウツシミ（顕身）ノ

人恋フシケニ

此ノ一間ニ

寄リ寄リ合ヒヌ

語リゴト

語ラフニナク
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笑ヒグサ

笑フニアラズ

コト（言）ニ出デズ

黙シテアルハ

カタミニシ

ワレサヘシラネ

アハレ心ノ

サブ□シ（不楽）サニコソ

シカレドモ

カクテモ堪ヘズ

誰云フト

誰云ヒシナラズ

咲キ匂フ

花札出ダシ

昔サビテ

ヒト年フタ年

モテアソビ

引キテアソブニ

思ヒスラ

昔サビヌレ

イツシカニ

日モ暮レハテ

アカシ（燈）サヘ

シメラニ照リ

□肌サヘモ

ウソ寒ケキニ

雨ノ音

コヤミモセナク

風ノ声

イヨヨタケレバ

我ガココロ

シミミシミミテ

今日ノ一日ノ

アリガテヌカモ

第23冊

㾎朝マダキ降リ出デシ雨 風サヘマシヌ
サラヌダニ 秋モ深キヲ サブシキカギリ

㾎庭草ノシゲシゲナリニ 雨ニハ打タレ
乱レ乱レ 風ニハ吹カル 見モ苦シキニ

㾎コノ雨ノ 止ムトモセズ サブシカリケリ
コノ風ノ静ムトコセネバ イブセキキハミ

㾎ヲヂサマモ ヲバサマモカモ 人恋フシケニ
此ノ一間ニ寄リ寄リ合ヒヌ秋ノ雨風

㾎寄リ合ヘド 語ラフナラズ 笑フニモナシ
我レ知ラヌ サブシサニゾモ 秋ノ雨風

㾎久々ニ花札出ダシ ヒト年フタ年
アソベバカ 昔サビツモ 秋ノ雨風
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㾎日モ暮レヌ 灯（トモシ）シメラニ 心痛クニ
今日ヒトヒ アリガテヌカモ 秋ノ雨風

八日 晴，午後雲出デ雨降リ，且ツ止ミテ日暮ニ至ル，
〔日脱〕

一昨来リシ Polowat 人名
♂ Tölieū，♂ Emalïk，♂ Olimal，♂ Saūmo，♂ Igimar，♂ Igibaliūk，♂ Oloma，
♂ Sïeugūū，♀ Laibūkūmoř，別ニ小児二名。♂ Igopūū（ナムチック人）
〔暁〕

九日 晴，又昨日今日北風強ク海悪シ，昨夜半，今焼一寸雨アリ，今日モ雲多ク二度
程小雨アリ，
一艘ノ舟，Namo ok ニ行ク。♂ Igopūū（Namū ok 人）
，♂ Ayūrūpai，♂ Reppang，
♂ Pisigar

北，Tariyak，ilasū。

十日 晴，雲多ケレド風稍弱シ，
夕方，faï řabūt（ Polowat 人ノ為ノ）

十一日 朝パラパラ雨アリ，後ヨク晴レシモ，午後ハ再雲出デテドンヨリシテシマフ，
〔欄外に記す〕

［ Alūū ］
未明 Alūū アリ。

weweli yüli wās

māmāi（ yūli wās：mea i ）

weweli mea i

māmāi

weweli melao

māmāi

weweli passor

mamāi

melewali Samol

mamāi

melewali Aramasū

mamāi

metewali Pïk

mamāi

metewali Pügölö

engngaū

metewali Namū ok

mamāi

（

māmāi

（

weweli ïk

十二日 昨夜半ヨリ今未明ニカケテ盛ナ雨アリ。朝ハ止ミテドンヨリ曇リ居リシモ，
一面ノ雲，北風強ク昼頃ニハ遂ニ雨トナリ，小サナ雨ガズット降ッタリ止ンダリスル，
夜モ亦，
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（

私達ノ舟が出来上ッタノデ（未ダ帆ガ出来テ居ナイガ）
，今朝 afaifai li wa ヲナシ，
〔進〕

後，Ořarebūr，Tingar，Igolūū，Igipoa ，ト私ト大工サント乗ッテ浸水式ナガラ，鮫□
ツリニ出タガ一向釣レズ，スグ帰ッテクル。
夕方 ilasū。

十三日 僅カニ晴レシモ雲多ク，午少シ前パラパラ雨アリ，終日風吹キ薄日。
㾎葉桜ニジージー蝉ノイチ早ク
㾎ミンミン（ミンミン蝉）ノ来テ トマルヤ早ク鳴キ出デヌ
㾎唖ノ蝉 黐ニトラレテフルエケリ
㾎日ノ落チテ一ツ鳴キ居ル アブラ蝉
㾎ツクツクホーシ ツクツクホーシ 風ニ秋
㾎蜩ノ朝カラ鳴クヨ森ノ寺
㾎子ノ二人黐竿ト袋ノ蝉狩
㾎螽蟖死ンデ蝉ナク小蟲籠
㾎朝露ノ蜘蛛ノ巣ニカカル蝉ノカラ
㾎秋ノ蝉マダ死ニキラヌ□蟻ノ山

十四日 曇，晴，
昨夜半，♀ Lalūgūlifai，男子出産。

，夕方 ilasū。
朝 fïřo（ Efang ）

日暮レテ，先日 Pügölö ニ行キシ Saobūla，Tawek 等ノ舟帰リ来ル。Wong ナクテ

tiūgūtiūgū li ïk 百五十余アリ。女達ニ一ツヅツ別ケラル。
十五日 昨夜半ヨリ盛ニ雨アリ，明ケテ又雨アリシモ，後止ミテ漸次ヨク，昼過ギカ
ラ晴レル，
昨夕，新月出ヅ，Yaromoūs ナリ，前ノ月中サシテヒドクモナケレド雨多ク，風強ク
海荒シ。一週間程前ヨリ急ニ，パンノ実出ハジメタリ。

十六日 曇，晴，
朝，Wili ノ為ノ Safei（南 Leama ）
，夕方 ilasū。

十七日 晴，相変ラズ雲多カリシモ漸次ヨク，夜ハ星空ニ雲モナイ，北風強ク海荒シ，
明日ヨリ Atik řo li kompalï。
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㾎電気消シテ岐阜提灯ノ縁ノヂヂ（祖父）
㾎中ノ火ノ透イテユラグヤ岐阜提灯
㾎岐阜提灯ドレモ凉シゲノ絵ヲカキ□タリ
㾎岐阜提灯ニ並ンデ露ノ雪下
㾎雪ノ下ニ露キラメクヤ岐阜提灯
㾎岐阜提灯馬追ノ飛ンデ来テトマリヌ
㾎岐阜提灯並ンデ池ニ映リケリ
㾎月ハアレド岐阜提灯ノマサリケリ
㾎夏菊ヲ照ラシテ淡シ岐阜提灯
㾎岐阜提灯ソットオロシテ消シニケリ

十八日 快晴，北風

三連試句
㾎彦徳（ヒヨトコ）ノ面ヲカブリテ出タル二郎
㾎三郎ハ パパ ノ洋服ト帽子カナ
㾎素面素手 末子ハ歌ノ上手ナリ

十九日 昨夜半小雨アリ，未明大□分多量ニ雨降リシモ，止ミテ晴ル，雲多シ，夜ニ
入リテ又雨アリ，
〔欄外に記す〕

［ Safei al Kūis ］
昨日，Lēsatogiū ノ者 Kūis ノ多クナル様 Safei ヲナシタルヲ以テ，四晩ノ間誰モ Kūis
ヲ取ッテハナラナイ。

（小□サナ思出）
オヂイサマ ハ ホントニ庭ヲ作ルノガオ好キダッタ
何処カラカ珍ラシイ楓ノ枝ヲモッテ帰ッテハ
テイネイニ削ッテ接木ヲシタリ
裏ノ花壇ニハ ヒナゲシ ダノ ホタルグサ ダノ
色々ノヤサシイ花ガ咲イタガ
ソレヨリモ私ガ思ヒ出スノハ 前ノ庭ノ
石築キノ古イ古イ井戸ノ辺ノ
沢山ノ椿ノ木ダ，イツモ湿ッタヨウナ薄暗ニ
毎年四月ニナルトハ 白ヤ赤ヤ マダラヤ薄色ヤ
八重ヤ一重ニ次ギ次ギヘト咲キ乱レテハ
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風モナイ日ニ，朝モ昼モ，マダシボミモシナイママ
ポタポタトモゲテハ落チ，モゲテハ落チ
小サカッタ私達ニ，ヂベタハ本当ノ花毛氈ニナッタ
私達ハ落チタバカリノ其ノ花ヲ クヅサナイヨウニ
テイネイニ紐ニ通シテ美シイ輪ヲ作ッタネ
ソシテ私ガ心□ヲコメタ贈物ノヨウニ
其ノ花輪ヲオ前ノ頭ニカケル
スルトオ前ハ悲シイ女王サマノヨウニトリスマシタ
ソレトモオ前ハ夢ミルオ姫サマノヨウニウットリシタノカシラ

ソレカラ永イ永イ時ガ過ギテ
私ノ少年モ ヤウヤク オ終ヒニナラウトシタ頃
私ノ実ニ仲ノイイ友，君ガ急ニ死ンデシマッタノダッタ
君ハ実ニヨク方々旅ヲシテ歩イタ
君ハ慎マシイ心デ 自然ニ親シミ
君ノ若イ歌ハ 君ト君ノ見タ自然トヲ
読ム人ノ心ニ悲シイ迄ニ美シク見セタ
ソノ時モ君ハ大島ニ行ッテ居タノダッタ
ソシテ君ガ燃エルヨウナ，ケレドモ実ニ静カナ
赤イ椿ノ花ノ中ニウヅマッテ，丁度
天国ニデモ行ッタヨウニ，シズ心ナク
君ノ詩想□ノ中ニ存分ニ息ツイテ居タ時ニ
急ニ本当ノ天国カラノオ使ヒガ来タノダッタ
ソシテ君ハ 君ノ詩想ノ続キノヨウナ天国ニ
ソノママ行ッテシマッテ 決シテ帰ラナカッタノダッタ
ソシテ私ハ私達ノ懐カシイ椿ヲ切ッテ
君ノオ母サマヲ オ訪ネシタノダッタ
ソレカラ毎年椿ノ花ガ咲クト，私ハキット
一束ノソノ花ヲ持ッテ 年トッタ君ノオ母サマノ所ニ持ッテ行ッタ
君ノ年トッタオ母サマハ イツモ私ノ前デ直グニ
其ノ花ヲ大キナ花瓶ニ挿シテ，サテ
君ノオ母様ハ何度デモ心ニ君ノ名ヲ呼バレタコトダロウ
君ハ トシトッタ オ母サマノ声ヲ聞イタカシラ
君ハ私ノ椿ノ花ヲ見タカシラ
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二十日 晴レタリ曇ッタリ，午前二回午後一回雨アリ，北風強ク海荒シ，
（小章二章）
私ハオ前ヲ引寄セテ オ前ノ小サナ体ヲ
ギュット私ノ腕ノ中ニ抱キシメタネ
ケレドモ私ノ心ハ綺麗ニ透キトホッテ居タ

オ前ハ少シハ強ク□□□□□□□身ヲカハスヨウニシタガ
ダガ，ソレハ慎マシイ娘ノ口ニ言ハナイ心ノ礼儀デ
本当ニ私ノ腕カラ逃ゲタノデハナカッタ

私トオ前トハソウシテ長イコト抱キ合ッテ居タ
ソシテオ前ノハゲシクハヅンダ息ヅカイガ
ユライダ蝋燭ノ火ガ元通リ真直グニ静マル様ニ
再ビ静ケサニカヘッテ柔ラカニヒッソリトシタ時
オ前ノ黒イ瞳ニハ実ニ綺麗ナ涙ガニジンダ
ソシテ私ハ際限ノナイ幸福デ尚更淋シクナッテ居タ
―
オ前ト私トハ ホントニ仲ヨシダッタネ
二人デ コデマリ（麻葉繍毬）ノギッチリ咲イタ花ニサワッタリ
八重ノ山吹ノ下ニ足ヲナゲダシタ
アノ昔ノ庭ヲ 私ハモ一度見度イモノダ

二十一日 晴，北風，
二十二日 晴，北風，
二十三日 晴，ベッタラナ風，雲多シ，
♂ Igisipal（11）
，♀ Liyaūr（28）
，結婚。

此ノ一週間程前カラ踊ガ止ンデシマッタ。此ノ節，月ガイイノデ毎晩子供達ガ遅クマ
デ浜デ踊ッタリ，歌ッタリシテ居ル。

二十四日 曇，午前中二三度雨アリ，昼頃暫ク晴レシモ，間モナク又曇ッテシマフ，
㾎ヒトモトノ桜ヤ古キ仁王門
㾎黒□塀□ニ鬱金桜ノ散リ止マヌ
㾎仁和寺ヤ デンガクヲ食フ桜カナ
㾎マバラナル 彼岸桜ニ寒キ雨
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㾎文殊院ノ桜キキシニマサリケリ

㾎縁日ヤ山門セマキ人出カナ
㾎縁日ニ出ル菊ノ車ニ行キアヒヌ
㾎縁日ヤ子ニ金魚掬フ及ビ腰
㾎縁日ヤ夜ハ凩ニ人薄キ
㾎縁日ヤ豆・飴・目高 五厘ヅツ

㾎グルグルト襟巻ノ爺飴ヲ売ル
㾎焼キタテホヤホヤ エンドウ豆抱イテ帰ル凩ノ夜
㾎更クル夜道ニ看護婦サンノ風呂敷カラ白イ湯気

二十五日 カラリト日ガ照ッタリ，忽チ雲ガ来テ パラパラト雨ガ来タリ，何□度デモ
ソンナ繰返シノ イヤナ日，

二十六日 風強ケレド晴レタリ，
二十七日 ヨク晴レシモ，風強ク海荒シ，
（明治四十四・五年ト云ヘバ，我ガ十二三才ノ少年ナリシ，其ノ夏，家庭教師ニ連レラ
レテ富士山ニ登リシコトアリ。大方ノコマカキコト皆忘レタレド，思ヒ出ヅルママヲ句
ニシテ見ル。連体的ナルヲ避ケズ，独立シテ句ナルモノ僅カニ数フルノミ，即チ敢ヘテ
俳句ナリト云ハズ，小サキ写生文ヲ更ニ小切レニキザミタルモノノ如キカ）
㾎山ヘ行クト先ヅイップクノ登山宿
㾎今登ル富士ヲツクツクト眺メケリ
㾎タノモシキ強力荷ヲバ背被ヒケリ

㾎富士ヘ登ル御殿場道ノ長サカナ
㾎野苺ヲ食ヒ食ヒ遠キ裾野カナ
㾎登山スル□□藁ツトニ卵五ツカナ
㾎目ノ前ヤ富士ノ禿膚ニ雲□動ク
㾎雲ノ中ニハイレバ風ノ霧□□□サメヤリ
㾎下デ見ル雲ハオ山ノ霧ナリケリ
㾎足セイテ強力ニ叱ラルル富士登リ
㾎見上ルヤ先行ク人ノ小ササカナ
㾎五合目ノ宿ノユフゲノ灯ノ暗サ
㾎五合目ヤユフゲソコソコニ皆寝仕度
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㾎起キ出デテ山腹ニ立ツヤ夜気身ヲ切ル
㾎ハルカ下ニ遅々トシテ提灯ノ五ツ六ツ
㾎灯ト共ニヤヤニ聞エ来六根清浄
㾎六根清浄夜ヲコメテ来シ登山隊
㾎雲海ノホノ紫ヤ御来光
㾎御来光ヤ皆ニ習ヒテ手ヲ合ハセヌ
㾎信心ノ古希ノ翁逢ヒヌ八合目
㾎噴火口ヲノゾケバ寒キ宝永山
㾎雪ハアレド月古リ雪ノザラメ雪
㾎ザラメ雪ナレド珍ラシクテ食ウテミル
㾎□□ムナツキ八町三本脚ヤ四本脚
㾎頂上ヤ先ヅ金剛杖ニ焼キ印（シルシ）
㾎頂上ヤ布団冷タク汗忽チ干ヌ
㾎雲一面下界ノ悪ヲカクシケリ
㾎雲ハレテ見オロス伊豆ノ遥カナカ
㾎日本一ノ高ミノ景ハ□□□□□夏寒キ
㾎一渡リ見オロシシカラニ又雲閉ヂヌ
㾎ス走リヲ走リオリルヤマコトニヨシ

（須走）

㾎古ワラヂ十字ニカケテ又走ル
㾎ス走リヲオリテ今一度見上グル富士ノ嶺
㾎富士ノ峰ハルカウシロナリ 早クモオリ来シ
㾎□見返セド又ノボル気ハナキ高嶺カナ
㾎見返リ見返リオリツキシ麓カナ
㾎富士ヲオリテ帰リノ道ニ馬得タリ
㾎馬慣レテ独リ歩クヤ裾野道
（

（

朝及夕，pūi li moa r, efang.

（

（

二十八日 晴，風，暑，
朝及夕，pūi li moa r, efang.
夜，ilasū ノ為ノ魚網，女達モ皆行ク。

廿九日 晴，風稍少，暑，
昨日，一昨日，□ ilasū。
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三十日 晴，
四艘ノ舟，Pügölö ニ行ク。Rangapï，Ikomūř 一行，Saobūla，Igisal 一行，Sepall，

Torobūř 一行，Yāmal，Iboūr 一行。
〔雑々〕
㾎山門ノ日アタリニ遊ブ子供カナ
㾎山門ヤ子供ノ遊ブ日ナタアリ
㾎驟雨来ルヤ蟻忙ガシキ鳳仙花
㾎鳳仙花 触ルル スナハチ ハジケケリ
㾎椿ノ葉 白ク光リテ 百舌鳥ナカズ
㾎色濃クモ寒菊乱ル白キ土塀カナ

三十一日 晴，朝八時頃パラパラ雨アリ，
（蜻蛉）
㾎風ナクテ ローソクトンボ輪ヲカケリ
㾎ヤンマトンボ 悠々ト座敷ヲヌケテ行ケリ
㾎ムギワラトンボ 飛ンデハカヘル棒ノ先
㾎ハタハタト トースミトンボ ヤ夜ノ壁
㾎古池ヤオハグロトンボ イトトンボ
㾎長キ竿ニテ存分 トンボ ヲトリシ夢
㾎赤トンボニヨキ干布団 洗張

♂ Saūmūir，♀ Lewāwel，結婚。

㾎蟷螂ノ喧嘩ト見シハ恋ナリケリ
㾎蟷螂ヤ 手足モゲテ後 恋ナリヌ
㾎蝶ノ恋 ハタ目ニ見テモハナヤカナリ
㾎草尾根ノ高ミニ昼間鼠ノ恋
㾎恋ト云ヘバ騒々シサヨ群蛙
㾎抱キ合ヒシ ショーガクボー（正覚坊亀）ハ死モ恐レジ
―
㾎勢ヨク飛ンデ来テ無造作ニ柳ノ枝ニトマッタ魚狗
ソノママ ブラブラト 二三度揺レテ又飛ンデ行ッタ魚狗
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二月
一日 □終日ドンヨリシテ，雨降ッタリ止ンダリ，
二日 晴，
〔欄外に記す〕

［ Safei ］
（

昨日ハ♀ Lefaissao ノ為ノ Safei アリ。Safei al sät ニテ，♂ Asūk ガナシシモ，大ゲ
サナルモノニテ，例ノ如ク村中ノ者，朝早ク水ヲ浴ビ rang ヲヌリタクリ，沢山ノ liū ヲ
モッテ Losomar ニ集リ，Safei ヲ飲ム。終ルト直チニ皆々 Losomar ノ malūm ニテ大
キナ ūm。夕方 ilasū アリ。

三日 晴，
（

昨日今日，海稍静カナリ。

近頃シキリニ e fasū lāwal ナルハ，必ズシモ芋田ニ行ク為ナラズ，盛ニ mea i アル為，
（

毎日取リ得ルナリ。

mea i mmäř モポツポツアレド，先日来毎日ノ風ニテ大分小サナルモノ落トサレシ如
ク，引続キアマリ多クハナラヌ様ナリ。Yaromoūs ニ入リテモ，ズット天気ヨカラズ，
雨量ノ多シト云フニアラネド，毎日風ダチテ雲多クノベツニ雨来ル有様ナリシガ，ココ
一寸直リシ如シ。

，♀ Liyairiūk（38）
，結婚。
♂ Litūūng（38）

四日 晴，
（琵琶湖）
㾎春暮ルル琵琶ノウミベヤ三井ノ鐘
㾎春曇リ動クモノナシ琵琶ノウミ
㾎琵琶ノウミハ見エズテ向フノ灯（ヒ）ノオボロ
㾎春雨ヤヨキ程ニ煙リタル琵琶ノナガメカナ
㾎琵琶ノ□ウミノ□声シミジミト聞クヤ春ノ雨
㾎春雨ノ実（ジツ）ニ静ケサヤ琵琶ノウミ
㾎秋サ（来）ラバ マシテサブシケン琵琶ノウミ
㾎三井寺ノ高ミヨ春ノ琵琶一望
㾎一望琵琶ノウミノ春カナシ□三井ノ寺
㾎琵琶湖ノ春ココロヨキ悲シミノ乱レザリ
㾎長旅ノ明日ハ終フベキ琵琶ノ春
㾎感傷ノ来テスズロカナ琵琶春雨
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㾎存分ノ春ヲナガメテ下リ来ルヤ三井ノ寺
〔欄外に記す〕

［ Yaliū 結婚仲介］
昨日ノ Litūūng 達ノ結婚 85）ガ変ッテ居ルノデ一寸。

Efang ノ Yaliū，□♀ Ilelūpūmal ニ神ガカリガ来タ。ソレハ，イツモノ子供達デハナ
クテ，当ノ女 Liyairiūk ノ前夫，死ンダ Fitū ノ ngölūil デアッタ。□彼ハ前カラ Polowat
ノ舟ガ来ル頃ニハ，Ilelūpūmal ニ来テ，生キ残ッタ妻 Liyairiūk ノ為ニ夫ヲサガス筈デ
アッタ。ソシテ今来タワケデアル。何故カ。Fitū ハ元来 Polowat 人デ，早ク此ノ島ニ来
テ結婚シ，子供ガ沢山□アル。ソレデ Polowat 人ガ来テ又子供達ヲツレテ行ッテシマフ
カモ知レナイ，ト云フノデアル。偖テ Fitū ノ ngöl ガ Ilelūpūmal ニ憑イタ。ソシテ当ノ

Liyairūk ニ尋ネル。ドウダ，Mellaitūp ハ，女ガ応ヘル。アノ人ハ pūï（兄妹）デス。デ
ハ Asūk ハ，彼ノ□人ハ laï □（子供）デス，ト云フ訳デ，Litūūng ナラバ ヨイ，ト云
フコトニナッタ。而シテ其ノ夕方二人ハ結婚シタノデアル。此ノ間ニドンナカラクリガ
〔ママ〕

有ッタモノカ，無カッタモノカニ就イテハ知ラレナイガ，□□□□ Liyairiūk ハ大きい
子供ガ既ニ二十四五ニモナッテ居ルノデ，相当ノ年デアル。モウ四十ヲ二ツヤ三ツハ越
シテ居ヤウ。ソコデ Yaliū デモ出ナケレバ，外聞ガ悪イト云フ様ナコトガアッタモノカ
ドウカ。因ニ Litūūng ハ女ヨリ二ツ三ツ位，若イダロウカ。

五日 晴，
未明，先日 Pügölö ニ行キシ四艘ノ舟，皆帰リ来ル。Wong ハ一ツモナクテ，魚ノ

tiūgūtiūgū 二百余，siūm アリ。但シ Yāmal 夫婦二名ハ残リシト。
（春カナシ）
㾎春ヤカナシ生キノ命ノ草萠ユル
㾎春ヤカナシ雪ノ下草萠エニケリ
㾎春ヤカナシ思出ノ山黄ナル花
㾎春ヤカナシ去リナムトスル夢心
㾎春ヤカナシ仔馬タハムル親ノソバ
㾎春ヤカナシ蜂ノ来テナク軒ノ下
㾎春ヤカナシ峰々渡ル群小鳥
㾎春ヤカナシドブ板ニ遊ブ子供カナ
㾎春ヤカナシ昔ノ夢ノコレノ果
㾎春ヤカナシ箱ノヒナタノ白兎

六日 昨夜半僅カニ雨アリ，朝ニナリテ又小雨アリ，後暫ク晴レシモ日影薄ク，ダン
ダン曇ッテドンヨリシテシマフ，
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㾎春日社ノ燈籠ノ数ヤ春ノ雨
㾎喜光寺ノ門美シキ春日カナ
㾎喜光寺ヤ伽藍ハナクテ門イカメシ
㾎法華寺ヤヤサシキ尼ノ犬勧ム
（法華寺ニテハ安産？ 幸福ノ符トシテ尼御前ノ手スサビニ始マリシトフ白黒ブチ犬ノ
ヒネリモノヲワカツナリ）
㾎春ヤヨシ大極芝ニイコヒケリ
㾎大極殿ハナクテヨキ芝ノ春日カナ
㾎不退寺ニ行ク手広々ト桃ノ花
㾎宇治ノ平等院ニ辿リツキタル春ノ雨
㾎遠丘ハ桃ノ桃色奈良平
㾎山門ヲ入ルヤ古キ海棠ノ花盛
㾎□薬師寺ノ塔ノ眺メヤ春曇
㾎旅ノ友ト飲ンデカヘルヤ奈良春宵
㾎桃ノ花大和平ヲカコミケリ
キヨミズ

㾎清水ハ桜ニウモレテアリケリ
ミカサ

㾎月オボロ水嵩□マサリシ琵琶湖カナ
㾎月オボロ琵琶湖ノ眠リ深キ頃
㾎月オボロ琵琶湖ヨ語レ我レ聞カン
㾎月オボロ琵琶湖ハ
㾎猿沢ノ池ニ映ル灯ヤ若柳

㾎名ニシ負フ今ハ泥沼ノ猿沢ノ池
春ノ夜雨ナム降ラバヨカラン猿沢ノ池

七日 昨夜ハ大分雨アリ，今朝モドンヨリシテ居リ小サナ雨アラシモ，後漸次雲ウス
ラグ
㾎嵐山春ノ絵巻ヲヒロゲケリ
㾎赤松ノ中清キ流レヤ嵐山
㾎松山ニ燃エル桜□□ヤソヨグ若葉
㾎嵐山若葉サハヤケキ松ノ中
㾎雨モ降レ松・桜・若葉ノ嵐山
㾎茶屋ニヲナゴ□耳ニ京言葉渡月橋
㾎加茂川ヤ若柳ウツス濫ノ水
㾎高野川若草ニ白キ布ホシタリ

434

土方久功日記Ⅳ

第23冊

㾎奈良ニ来レバ奈良ノ春風ノ柔ラカサ
㾎佐保川ノ一スヂ光ル春遠野（トホノ）
㾎若草山マコト若草ノ萠エテケリ
㾎若草山美裙モノボル下（ゲ）ノ世ナリ
㾎奈良平近キハ菜花遠キ桃

八日 快晴，
（所時雑々）
㾎萍ノユルク流ルル春ノ水
㾎萍ノ何処ヘ流レ行ク春ノ水
㾎旦々麦青キトコロ残雪アリ
㾎緑葉ノ畳ナハリタルヌルキ風
㾎葉桜ノ堀ニ映リシ曇リカナ
㾎渋柿ノオホカタハ鳥ヘ馳走カナ
㾎キザ柿ノ空罎立テテタワワカナ
㾎紅葉トコロドコロ頂ノ古城白シ
㾎行ク秋ヤ命カナシキ小蟲飛ブ
㾎凩ヤマダ鳴ク蟲ノアハレカナ
㾎凩ヤ神楽坂ノ夜店ハサビモセズ
㾎寥々蓮枯レテ広シ不忍ノ池

九日 快晴
午後，ポノワット人ノ舟二艘トモ帰リユク。

㾎風凪イデ青葉ユルガヌ雲ノ峰
㾎夕立ノ過ギテマバユキ雲ノ峰
㾎水枯レテ河原焼ケタル雲ノ峰
㾎土用波クダケントスル雲ノ峰
㾎土用波ノ寄セクル浜ヤ雲ノ峰
㾎雲ノ峰汗ココロヨキ□□□夏野カナ
㾎遠富士ノ藍（アオ）クカゲロフヤ雲ノ峰
㾎日立（カダチ）シテ地震（ナヰ）フリ過ギヌ雲ノ峰
㾎夏野ユ□ク行クテノ森ヤ雲ノ峰
㾎鬼婆ノ幼ナ語リヤ雲ノ峰
㾎チサキ夢ノ魔女ノ首（カウベ）ヤ雲ノ峰
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㾎昼寝覚メ
モノウサヤ

⎫⎬⎭

㾎星アカルク明日モ暑サヤ雲ノ峰
煙突高キ雲ノ峰

十日 晴，
夕方，二艘ノ舟 Pügölö ヘ行ク。Motang，Ořarebūr，Tingar 一行，Řübülö，Yālis，

Iögwï，Akkaū 一行。
他ニ Iboūr 達ノ一艘，Pügölö ノ手前迄 lūūk ニ行クトテ出テ行ク。

十一日 晴，午後一寸驟雨アリ，
十二日 晴，風モ強カラネド，又々海急ニ荒シ，
夕方月出ヅ，Tūmūr ナリ。愈 le efang モ終リ，le rak ニ入リシナリ。パンノ実盛ニ
アリ，田ノ芋ヲ食フコトナシ。未ダ mär ヲ作ル程ニハナシ。

十三日 晴，
十四日 晴，午後雲出デパラパラ雨アリ，日暮レテ又パラパラ雨， ，
〔欄外に記す〕

（

（

［ ea Sar ］

昼過ギ poe p oe アリ，明日ヨリ Sawï ナクナルコトニナル。
明日女達 le böl，男達 tötö liū。

十五日 晴，
㾎小隼焼クル ニホヒヤ暮ルル靄深キ
㾎秋ノ日ノ暮ルル靄カナ小蟲トブ
㾎練兵場ニ靄深クコメテ風ナキ寒サカナ
㾎雑誌読ミフケル少女足オソシ冬ニナル練兵場ノ靄ノ夕ベカナ
㾎新開地今日モ小隼隣リモ小隼カナ
㾎靄深ミ雀早ク塒ニツキタリ
㾎靄深キシジマヲ遠キ鵯ノ声
㾎靄ハレズ柿色ノ日ノ硝子戸ニ
㾎靄ハレズ梅ノ蕾未ダメグマズ
㾎靄遠キ浜ノ砂丘ヤ小松原

十六日 晴，
（パラオ ノ ウタ）
パラオノ句，パラオノ短歌等ヲモ思出□ヅルママニ モノセントス，就キテ パラオ ノ
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土語等ニ及ビテハ其ノ都度簡単ニ説明センモ，先ヅココニ パラオ ノ景ニ独特ナルモノ
一，
二ヲ挙ゲテ説明シ置カザルベカラズ。後々モ必ズ（パラオ ノ ウタ）トシルシタル
ハ，此ノ説明ヲ要スベキモノナリ。
● 岩山

パラオ群島ニハホレヨル島ノ附近ヨリ南ペリリョウ島ニ至ル間，無慮数百

ノ小島アリ。大小複雑シ，陸前国松島ノ如クニシテ更ニ曲折ニ富ム。全島石灰岩ヨリナ
リ，高ク山形ヲナシ，一面ニ樹木鬱葱タリ。邦人是レヲ 岩山 ト呼ビナラハセリ。石
灰岩ナレバ其ノ常ニ海水ニ浸ル部ハ浸蝕セラレテ，島ノ下部ハ周囲全体ニ渡リテ，高一
間，横深亦一間程モ刳リ取ラレシ如キ様ヲ呈ス。故ニ極小ナルモノハ，中ククレテ遂ニ
折レ落ツルモノアリ。又所々ニ洞穴ヲ生ジ，所謂鍾乳洞ヲナス。大ナル島ニハ，稀ニ一
部分白キ砂浜ヲ有スルモノアリ。ホレヨル島附近ハ殊ニ珊瑚環礁ヨリ遠ク，内海ヲナセ
ルヲ以テ，波静カニシテ湖水ノ如シ。
ア・ケヅ

パラオ諸嶌ニハ何処ニテモ，山地丘陵ニシテ樹木ヲ生ゼ□ザル禿山アリ。

偶々低地ノ丘陵ニモアレド，多クハ山上高地ナリ。普通一面青草ノアルノミ，或ハ小サ
キ灌木乃至歯朶ノ類ノ生ズルノミ。而シテ此ノ禿山ニハ至ル所只蛸ノ木ノヤセタルガ，
何処迄モマバラニ生エ居リ，草地，或ハ禿山ト云フベキモノナレドモ，景色実ニ特□殊
ナルヨリ，島人ノ語ニ従ヒテ ア・ケヅ ト呼ブ方趣アラン。而モ此ノ “ ア・ケヅ ” ハ
古昔人間ノ住ミシ遺蹟ニシテ，至ル所ノ “ ア・ケヅ ” ハ頂上ヲ円形，□楕円，矩形等ニ
作リ，ソレヨリ下ルニ従ヒテ山形ニ従ヒテ，一方□乃至四方ニ雛段形ニ人工ヲ加ヘラレ
タルヲ以テ，一見誠ニ特殊ナル景ヲナセルナリ。
ナホ雑然ト書キツケタル時ハ，括弧シテ俳句（句）
，短歌（短）□□旋頭歌（旋）等ト
シルスベシ。

㾎椰子ノ風 緋色ノ空ノ沖遠ク
㾎椰子ノ葉ヲハナレヌル月又雲ニ
㾎□椰子ノ道ニ椰子ノ影動ク夜半ノ月
㾎パンノ木ヤ風・月・影ノ凉シサヨ
㾎岩山ニ銀鳩ノ鳴ク海ユフベ
㾎銀鳩ノシキリテ鳴クヨ旅ノ暮
㾎ア・ケヅ道 辿ルユフベヤ銀鳩鳴ク
㾎段形ノア・ケヅ遥カニ蛸樹（タコ）マバラ
㾎日盛リノア・ケヅ道長クタコ（蛸樹）三五

十七日 昨夜大分雨アリ，今朝モ引続キ降リシモ永クモ降ラデ止ム，但シ終日ドンヨ
リト曇レリ，
朝，先日 Pügölö ニ行キシ舟，皆帰リ来ル。Wong 二頭分，tiūgūtiūgū liïk 百余アリ。
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（パラオ ノ ウタ）
㾎岩山ヤ油ナス海ニ影サカシマ
㾎大キチサキ岩山ノ間 カヌー行ク
㾎岩山ノ根ニ魚焼キ酒ヲ煮ル
㾎スコールノ過ギテア・ケヅ道ヤ草カゲロフ
オ

㾎ア・ケヅ道曲リ曲リ上リ下リハルカ森ニツヅク
㾎緑ノ緑ノ□草原ニ赤キ道□ツヅクア・ケヅカナ
㾎嵐過ギテイサヨフ月ヤ乱レ椰子
㾎ヨキ月ニ踊ル土人ノ子影バナナ
㾎月ヨミノ□干潟ヤ踊ル土人ノ子
㾎土人ノ子 狂フカ月ニ浜広キ
㾎浜ニサワグ土人ノ子ラヤ月チサキ

十八日 晴，相変ラズ海荒シ，
（パラオ ノ ウタ）
㾎汐引キテ ボート進マズ夜更ケテ棹（サヲ）サシツギテ ガルスール ニハツ（泊）ツモ
㾎ウヅイヅノ木ノ実ウマラニシノビ音ヲ啼キツツ鳩ノ食ヒワタルラシ
㾎ア・ケヤムノ実ノ熟（ウレ）近ミ夜毎夜毎蝙蝠ノ来テ啼キテ遊ブゾ
㾎村ナカヲユウベトナレバ羽振（ハブ）リハブリ大蝙蝠ノ飛ビカフヨシモ
㾎ア・ケヤムノ実ヲ食（ハ）ミコボシキキキキト真夜啼キサワグ□蝙蝠ヨシモ
㾎小紐モテ手羽（テハネ）縛（イマシ）メテ其ノママニ煮エシ蝙蝠ヲ木皿ニ盛リヌ
㾎皿ノ上ニ盛リシ蝙蝠目ハネムレ口尖ラセテ怒ルニ似タリ
（旋）㾎島人ガ煮テクレシ蝙蝠紐カケテアリ
紐解キテムシリ食ヒテバ鳩ノ如ウマキ
（旋）㾎ハナ（文華）ノ国ノフランス人（ヒト）ハ蛙食フトフ
珊瑚島パラオ人（ヒト）ハモ蝙蝠ヲ食フ
㾎若バナナ総ゴト煮タル 蝙蝠ノ毛グルミ煮タル 取リ合ハセ食フ

十九日 晴，午頃ヨリ漸次曇リ小サナ雨ガポツポツ来ル，
（パラオ ノ ウタ）
〔ママ〕

㾎夜ヲコメテ月清ケレバ土人ノ子踊リテ止マズ椰子ノ浜ビニ
㾎椰子風ノ浜ベニツドヒ島人ノ娘歌フモ月ノ夜ノ恋ヲ
㾎月ノ夜ノ恋ノ前奏ヲ島人ノ土人ノ娘椰子浜ニウタフ
㾎タヌシサハ世事思ハズ土人等ガ月夜ヲコメテ踊ル白浜
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㾎魚突キニ行ク土人ラガ オノガジシ銛タバサミテ朝ノ浜行ク
㾎果シナク花珊瑚続ク其ガナカヲクサグサ魚ノ泳グサマ□ヨシ
㾎二尋三尋沈ミテ群ガル花珊瑚ノ穴ニヒソム魚ヲ銛モテ突クモ
㾎浮□カビ来シ 土人ノ銛ニ魚ササレテ アハレピチピチハネテ光レル
㾎銛ニ突キシ魚其ノママニ手握リテ頭咬ミ殺ス土人ノ顔ヨシ
㾎引汐ノ浅瀬ニ走ル魚ノ群ニネラヒ定メテ銛投グル土人
㾎ペリリョウノ浅瀬ニ魚ヲ追フ土人水シブキ上ゲテ□駈ルタクマシ

廿日 雨，夜ニ入ッテ月出ル，

Mal rea atigï to yās, yāsoli imai řo sabo tiū, řabūt rea ito faifai.
（パラオ ノ ウタ）
㾎ア・ケヅ道辿リ来ルユフベ銀鳩ノ鳴ク声聞ケバ フト胸セマル
㾎ア・ケヅ道遥カノ先キニ島人ノ女高ラカニ歌ヨビテ行ク
㾎銀鳩ノ鳴キ呼ブ聞ケバア・ケヅ道ヲユフベ辿リシワレガカナシモ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㾎闇ノ夜ノカヌーツツマシキ汐ノ音
ミ オ

㾎闇ノ夜ノカヌーチイサキ水尾ヤ夜光蟲
㾎岩山ノヒソケサニ啼ク魚狗ヨ
㾎岩山ヤ鴬鳴イテ海クラシ
㾎岩山ノコノ月ヲ誰ニ見セバヤナ
㾎岩山ヤ白浜チサク月ニ光ル

廿一日 昨夜モ雨アリ，今朝迄曇リ居シモ後ヨク晴ル，但シ日暮レテ雨アリ，
（パラオ ノ ウタ）
㾎カボックノ木ヤ高□々ト澄メル月
（カボックノ木綿（キワタ）ノ木ノ事，大木ニシテ枝々ハ殆ド幹ニ直角ヲナシテ出
ヅルヲ以テ一見誠ニ面白シ。実ハ長五・六寸位

形ヲナシテ沢山ニ垂レ下ル）

㾎カボックノ葉アラマシ落チテ実ノサガレリ
㾎梢高クウカルルノ花緋ニ□□□燃エタリ
（ウカルルハ ネムノ木ノ一種ニテ，大木ナレド葉ハ極メテ小サクヤサシ。真紅ノ花
群ガリテ咲ク）
㾎ウカルルノ道ヤ赭土ノ日ニ焼ケタリ
㾎ア・ケヅ道ユ遥カ環礁ニ打ツ波一線
㾎ア・ケヅ道ユ□□遠ク椰子茂ルアタリ村ナラシ
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㾎煮バナナヤ硨磲□貝ノ煮タルレモン酢ニ
（短）㾎今トリシ硨磲貝ノ柱切リトリテ汐ニ洗ヒテ食ヘバウマキモ
（海鼠）

㾎生（ナマ）ナマコ輪切リニシタル□芥子酢ニ
㾎マリ（糞）スルト浜ニ蹲ルヨキ夕焼

廿二日 昨夜モ雨アリ，明方モザット降リシガ後晴ル，午後大キナ驟雨アリ，日暮レ
テ又驟雨アリ，
毎日北東風稍強シ，

廿三日 昨夜モ大分雨アリ，今朝モ雨降リシガ後晴ル，
廿四日 晴，但シ朝カラ晩迄五回モ六回モ驟雨，
廿五日 晴，毎日北風，北東風吹キツヅキテ止マズ，

♀ Laūrūlimar，女子出産。

（

廿六日 晴，

Lemoa iliūk

廿七日 晴，午後一寸ノ間ヒドイ驟雨アリ，
廿八日 晴，午後曇リ小雨二三度，
突然昼頃，予定ヨリ五日モ早ク国光丸来。
徳村氏来，日暮出航。

三月
一日 晴，北東風，
二日 晴，北東風，
三日 晴，北東風，日暮雨アリ，
四日 晴，
朝，Wa seila，akkebasū アリ，十時頃カ Polowat ノ舟二艘来ル。Pïk ヨリ来リシモ
ノニテ，Wong 三頭モチ来ル。
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上図ハ奇妙ナル魚ナルヲ以テ覚エ迄ニ画キシモ，ウマク似ザリシ，全身茶褐色ニテ飴
色ノ稍濃キ如ク半透明ノ如キ感ジニテ，鱗ハ一枚モナキ如ク滑ラカナリ。此ノ図稍実物
大カ一廻リ程モ大ナラン。ヒレニササル時ハ，丁度「オコゼ」ノ如ク非常ノ痛ミヲオボ
ユト云ヘド，老人達モ（土人）初メテ見タリト云ヒ，其名ヲ知ラズ。

五日 晴，夜明前パラパラ雨アリ。
六日 晴，北東風ノベツニ吹ク，
昨日，♂ Ratik，♀ Lepalemāi，結婚。

七日 晴，相変ラズノ北東風，
（

（

Tūmūr ニ入ッテカラハズット天気ガイイガ，風ハ相変ラズ吹キツヅケ海亦ヨクナイ。
パンノ実ハ引続キ沢山アルガ，mea i yasū ハ少ク，mea i fāyū ガ沢山アル。

八日 晴，午後ヒドク曇リシモ降ラズ，風相変ラズナリ，夜遅クザット雨アリ，直グ
ヤム，
国光丸ニテ渡航セシ者，
人夫交代，Ikerūkiyang，Igesūik，Sepall，Tingar，Ngïyao，アンガウルヘ。
学校児童，Sebelalïk，ヤップヘ。

帰島セシ者，

Pesiyö，Ukkatingar，Yamūkūřa，Rettal，ヤップヨリ。
Kēř ヤップヨリ。
Malipasū，アンガウル□ヨリ。
Tiwirei

ヤップニ於テ死ス（アメーバ）

九日 雨量ニシテ幾ラニモアラネド，朝ヨリ暮ルル迄，小サナ雨降リツヅケ陰気ナリ，
昨夜半過ギ，Kēř 死去。ヤップ ヲ出デシ時ヨリ病ミタレド，アウルピク ヨリハ身動
キモナラヌ重態ナリシナリ。

十日 朝迄曇リ居シガ晴ル，午後三時頃カ，驟雨来リテ後ハレズ，曇ッテシマフ，
死人埋葬。

四日ニ来リシ Polowat 人名，
♂ Igöriwa，♂ Igiwotiū，♂ Maliū，♂ Sibar， Liřa，♂ Angora，♂ Iyaliwoū，
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♂ Toekasū，♂ Sakala

十一日 曇晴，夜雨ニナル，
椰子植付

大 工 サ ン， Tawek， Saofūla， Řübülö， Biyaböř， Yābūkū， Igisal，

Iköngūl，Yātaliyal，Igefiř，Igolūū，Ořarebūr，
十二日 昨夜ハ大分雨アリ，朝ヨリドンヨリ曇リシモ，午後雨ニナリテ，夜迄止マズ，
十三日 昨夜モ今朝モ雨アリシモ後止ミ，漸次晴ル，
十四日 晴レシモ，雲多シ，
十五日 晴，

Polowat ノ舟，二艘トモ帰リ行ク。
♂ Faliūttal，□♀ Likkamomū，シタガヒ行ク。

十六日 晴，夜ニ入ッテ雨アリ，
一艘ノ舟 Pügölö ニ行ク。Tawek，Řübülö 一行。
（

昨夕月出ヅ，四日位ナリ。M ea iřik ナリ。Tūmūr ノ後半□ハ慨シテ天気悪ク雨多カリ
（

シ。海モ亦ヨカラズ，パンノ実相変ラズ沢山アレド，mär ヲ作ル程ナラズ。mai fāyū ナ
リ。勿論 mea i yasū モナキニアラズ。
此ノ節，急ニ蚊多シ。

♀ Lalūgūlifai ㊹，死去。

十七日 夜明前一寸雨アリ，晴，
十八日 晴，朝一寸，午後一寸，夜一寸雨アリ，
十九日 夜明前一寸雨，晴，
三艘ノ舟 Pügölö ニ行ク。Lipoel，Rangapï 一行，Motang，Mairo 一行，Yagilipoe，

Ayūrūpai 一行。
廿日 晴，
久々デ此ノ島デ，Wong ガ二頭トレル。

♂ Fitiyalimāi，♀ Lesatigimal，結婚。
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廿一日 晴，

Pügölö ヨリ Tawek，Řübülö ノ一艘帰ル。Wong 四頭分。
二十二日 朝ドンヨリ曇リ居シモ，後漸次晴ル，
二十三日 晴，午後雲多クナリ，夜小サナ雨一寸，
二十四日 晴，
二十五日 晴，
二十六日 昨夜半ヨリ雨ニナリ，今日ハ終日降リ続ケル。夕方ヤウヤク止ミ夜ハ月出
デシモ，マダ幾分オボロナリ，
民有，此ノ月ハジメヨリムカセ，昨日ニテウチキリ。

二十七日 曇，晴，
二十八日 昨夜僅カニ雨アリ，晴，
先日 Pügölö ニ行キシウチノ一艘，Motang ノ一行，Pügölö ヨリ Namo ok ニ行キタ
リトテ，昼前 Namo ok ヨリ帰リ来ル。

二十九日 晴，
三十日 晴，
一艘ノ舟（ Motang 一行）
，Pügölö ニ行ク。

三十一日 晴，

Efang safei，夕方 Ilasū。
□コレハ Failel ノ♀ Iliwoliūk ガ病気ラシイ所モナク，元気ニシテ居ルノニ何故トハ
ナク ヤセホソッテ行ク……ソレガ森デ Liyaliwal ガ ořei ダト云フ訳デナサレタノデア
ル。

四月
一日 晴，

Pügölö ヨリ二艘ノ舟（ Lipoel 一行）
（ Yagilipoe 一行）帰リ来ル。Wong 五頭分アリ。
二日 昨夜半驟雨アリ，今日ハ晴レタリ曇ッタリ，パラパラ雨ガ来タリ，
昨日モ今日モ スグ嶌ノ前ヲ lūūk シタ舟ガ Arangap，Sangir 等十尾程モ釣ッテクル。
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三日 晴，
今日モ lūūk ノ舟二艘，arangap 二十七八アリ。

四日 晴，

arangap 七。
五日 晴，朝パラパラ雨，雲多シ，

arangap 十三。
六日 昨夜半一寸雨，今朝モ一寸雨，曇リ居シモ漸次晴レ，午後ハヨキ天気トナル，
毎日北東風，

Sailipūil，arangap 16。
七日 晴，

Sailipūil，arangap 8。
一艘ノ舟，Namo ok ニ行ク。

Iboūr，Urūpï，Lammāi，Reppang，Igisipal。
発信 山田音次郎

八日 朝ヨリ晴レテ居タノガヂキニ雨ニナリ，暫クシテ止ミシモ，其儘曇ッテシマフ。
昼頃ニハ又一寸雨アリ，午後モパラパラ雨来ル。夕方前僅カニ晴レテ薄日。
官有椰子ムキ始メ。
♀ Lemamera，女子出産。

九日 終日晴レタリ，忽チ雨ガ降ッタリ，
引続キ昨日モ今日モ，pūil，lūūk ノ Takūū 等少シヅツアリ。

十日 晴，
今日モ三艘ノ舟ガ lūūk シテアルイタガ，一尾ノ ngar ヲ得□タルノミニテ arangap ナ
シ。

十一日 晴，パラパラ雨二度程アリ，

Saï lūūk me pūil nge limoū řak arangap。
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十二日 晴，雲多ク時々曇ル，

Saï li lūūk me pūil, eū arangap eū ngäl。
十三日 晴，夜ニ入リテ小雨，

re la pūil nge esar mo ngo eū ïk。
北ノ yaliū ノ処ニテ，朝及ビ夕方 pūil i moar。是レハ先日 Pügölö ニ行ッタ一艘ガ長
（

クナルノデサレタラシイ。明日 ilasū ノ由。
（

昨夕三日ノ月出ル。M ea ilap デアル。
（

Mea i řik ノ月ハ非常ニ天気ガヨカッタガ，海ハマダマダ悪ク東北風ガ吹キツヅケタ。
但シ昼ノ引汐ハ大分大キクナッテ来タ。mea i ハ中切レデ極メテ少ナカッタガ，小サイ
実ハ沢山ナッテ居ルカラ，此ノ月ノ末ニハ又沢山トレルダロウ。前半 Pügölö ニ盛ニ出
タガ，成□績アマリヨクナカッタ。後半 pūil ト lūūk ニ盛ニ出タガ，是レモアマリ成□
績ヨクナカッタ。

十四日 昨夜半ヨリ未明ニカケテ大分雨アリ，今日ハ終日曇リ北東風稍荒レ，時々パ
ラパラ雨来ル，夜ハ雲退イテ星アリ，

十五日 晴，雲多ク時々降リソウニ見エシガ，ドウニカモツ，北東風稍強，夜パラパ
ラ雨，

十六日 未明ヨリ雨トナリシキリニ降ル，九時頃ニハ止ミ，昼頃ニハ暫ク日モ照リシ
（

ガ，二時頃ニハ又々雲一面ニトザシテ雨，寒シ，
夕方，北，pūili moa r。

十七日 昨夜ヨリ引続キ雨降ッタリ止ンダリセシモ，漸次間遠ク，昼過ギハ降ラズ，
（

薄日セシド雲多シ，

夕方，昨日ノ pūili moa r ノ ilasū。

十八日 晴ル，マダ雲多シ，

Wong 一頭アリ。
昨夜半，♀ Laisal，死去。本日埋葬。
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十九日 晴，雲多ク，北風稍強，昼頃一寸雨，
午後，先日 Namo ok ニ行キシ Iboūr 一行，帰リ来ル。Pügölö ニ行キシ由ニテ，Wong
一頭分アリ。
先日 Pügölö ニ行クトテ出デシ Motang 一行ハ居ラザル由。村中アッチニテモコッチ
ニテモ時ナラヌ叫泣ノ声，何処カニ流サレシカ，♂ Urūpï，Igisipal，Namo ok ニオリ
テ帰ラズ。

二十日 晴，昼頃一寸雨，
昨夜半，♀ Ilipoemal，男児出産。

Motang 一行ノ舟ガ Pügölö ニ居ナイト云フノデ，今朝早速北ノ Yaliū ノモトデ Salito
ガ行ハレ，夕方 ilasū ガアッタ。

二十一日 曇，晴，

Motang 一行帰リ来ル。Pügölö ヨリ更ニ Pïk ニ行キシ由ニテ，Wong 五頭分持チ来
ル。
大工サン，Řübülö，Tawek 等ヲツレテ，Woli kï ニ行ッテ来ル。

二十二日 晴，雲多シ，未明小雨，
二十三日 未明小雨アリ，晴，南風，
二十四日 晴，無風，八月ノヨウニ暑シ，此処南洋ニテハ，今太陽ガ北ニ行カントシ
テ真上ニアルナリ，日ノ光実ニ強シ，気持ヨシ，

二十五日 朝シバラク雨アリ，晴，雲多ケレド日強ク暑シ，
二十六日 朝暫ク雨アリ，後晴レシモ雲多ク，昼頃ニモ其後ニモ一寸雨アリ，南西風
ナリ，

二十七日 未明ヨリ雨降リ出デ，終日実ニヨク降ル，efang ニ入リシ如キ，西風ノベ
ッタラニ吹ク，夕刻雨止ミシモ風ハヤマズ，前ノ海浪高シ，
昼過ギ Wa seila ノ akkebasū，漸次近ヅクヲ見レバ，黒ヌリノ鰹船ナリ。嶌ノカヌー，
二三行キテ沖ニテ船ニツケシガ，パラオヨリ来レル沖縄ノ鰹船ニテ，三十人程モ乗組ミ
アリ。トラックニ行クトテ，島ニモツケズ行キスギヌ。此ノ天候，北ノ海ニテハ随分ノ
難航ナラン。
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二十八日 昨夜ハ雨ナクテ月明ルカリシガ，今日ハ又朝ヨリ降リ出デ，西風サカン□
ニ吹キ海荒シ，夕刻ヤミテアハレナル入日，

二十九日 ドウニカ晴レ，雲多ケレド風弱クナリ，海モサシテ荒レズ，
三十日 未明カナリノ雨アリシガ，ドウニカ晴レ，但シ雲多ク，午後二時頃ヨリハ又々
雨降リ出デテ止マズ，夜ニ入リテ引続キ降ル，風ナシ，
。
♂ Urūpï，♀ Letaleliūk，離婚（女ヨリ）

（拾遺）
×
㾎土手イッパイノ彼岸花ニ秋遅キ雨
×
（短句）㾎アア，小サナ木イッパイニギッチリ咲イタ黄色イ連翹ノ花ノヨウニ
悲シイ思ヒ出
×
㾎鳴ク蟲ノソレサヘ稀ニナリニケリ
×
（短句）㾎秋荒レノ跡ノ砂丘ノ匂ヒニカナシミノ残リケリ
×
（短句）㾎暮レテ行ク ドウダン（満天星）ノ花ノホノ白イ思ヒ，
オ前ノ帰ッタアト
×
（短句）㾎カタクナリシ山桐ノ葉ニ風ノ声アリ
×
㾎オタフク風邪ノ子供ニ桃ノ節句カナ
×
㾎霧深クコメタル朝ノ豆腐汁
×
㾎所在ナキ紅葉ノ宿ヤ寒キ雨
×
㾎今日ハ静カニ雨降リテ宿ノヨキ紅葉カナ
×
（短） 㾎谷川ノ音ヲ冷エ冷エ白雨ノ降ルト思ヒテ覚メシ山ノ朝
×
（短句）㾎タバコスフ手ヤ黄バンデ蜜柑ノニホヒス
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×
（短句）㾎幼ナクテ死ニシ友ヤ 冬ニナレバシモヤケノ手ニ繃帯カケシ
×
㾎カナリヤノヨクモ囀ル口ノ動キカナ
×
㾎小鳥飼フ隣ヤ小サキ菜ノ畑
×
〔燵〕

㾎夜帰リノ茶ハサテ マヅハ炬達カナ

五月
一日 昨夜ハ夜半前ニ雨止ミ，未明ニハ明ルイ月ガ出テ居タノニ，朝ニナッテ又々降
リ出シ，南風ニナッテ降リ続ケル。午後二時過ギ止ミシモ，ドンヨリト曇リシママ，

二日 曇，晴，夕方再ビ曇，南風僅カ，
三日 快晴，
四日 晴，雲多ケレド日強ク暑シ，夜ニ入リテ小雨アリ，
五日 昨夜半ヨリ大雨，明ケテモ降リ居シガ，昼前ニヤミ，漸次明ルク，午後二時頃
ヨリヨク晴ル，北風，

Sai li lūūk takūū 七・八アリ。
六日 昨夜モ夜半大分雨アリ，夜明ケテ晴ル，午後パラパラ雨一二回アリ，

Sai li lūūk takūū 若干アリ，
七日 晴，夜雨アリ，
八日 晴，夜ニ入リテ暫クヒドキ雨アリ，
九日 晴，
（

（

此ノ四五日風柔カク海全ク凪ギ，昼ノ引汐ズット大キクナル。

mea i ガ又ポツポツ出テクル。mea i yas ナリ。le rak ノ気分ナリ。但シ一月程前ヨリ
次第ニ蚊多ク，近頃非常ニ多シ。

十日 晴（昨夜半ヨリ大□分雨アリ）
，
南，Safei al mesalūpïk，夕方 ilasū。
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十一日 昨夜ハヨキ星夜ナリシモ，夜半過ギテ降リ出シ，朝マデ降ル，後止ミシモズ
ット曇，

十二日 未明雨，朝止ミシモ曇リシママ，昼前シバラク沛然タル大雨アリ，後漸次明
ルク，夕方日出ヅ，
夕方二日月出ヅ。Soeta ナリ。

十三日 晴（未明雨アリ）
，午後一寸雨アリ，夕ベ又少シ雨アリ，
〔欄外に記す〕

［ tiū Kilifū ］

tiū Kilifū，先月迄盛ニ arangap ガアッタノニ，何故カク早ク Kilifū ガ切ラレタカ，
タダシテミタイ。

十四日 昨夜モ小サナ雨ガ降ッタリ止ンダリシテ居タガ，今日モ朝カラドンヨリ曇リ，
小サナ雨ガ何辺トナク来ル，夕方前カラ本降リニナッテ止マズ，
毎日盛ニ lūūk ニ出ル舟ガアルガ，takūū カ ngal 等一尾位釣ル位デ沢山ナイ。

十五日 曇，夕方前ヨリ薄日，
♀ Latïmal（ Loso ）
，昨夜半過ギ死去。午後埋葬。

十六日 曇，雨少シ，
十七日 久々ノ好天，風静カニ海穏カナリ，
十八日 晴，朝ノウチ一時雨アリ，
十九日 晴，午後三時頃ヨリ雨，日暮レテ止ム，
廿日 晴，夜ニナリテ小雨アリ，
廿一日 晴，雲多ク，小雨三四回モアリ，
二十二日 昨夜ヨリ今暁ニカケテ何回モ雨アリ，晴，日暮小雨，
〔欄外に記す〕

（

［ alli li yaliū

〔24．37〕
］

mea i ガ盛ニ出テ来，今暫クスルト mär ガ出来ルノデ，alli li yaliū ガ行ハレ ilasū ア
リ。

二十三日 晴，
二十四日 ドンヨリ曇リテ風無シ，昼頃暫ク大量ノ雨アリ，後又曇リシママ，夜ニ入
リテ又雨アリ，

二十五日 曇リ，昼前ヨリ午後ニカケテ雨止ミシモ，曇リシママ風無シ，夜遅ク雨，
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二十六日 晴，昼過ギ暫ク雨アリ，
二十七日 晴，
二十八日 晴，夜遅ク雨，
二十九日 ヨク晴レ居シモ，昼前頃ヨリ雨ニナリ，夜マデ降ッタリ止ンダリ，
三十日 朝カラ小サナ雨ガ降ッタリ止ンダリシテ居タガ，昼過ギ止ム，但シドンヨリ
曇ッテ風無シ，
今月ノ半バ頃ニ国光丸ガ来ル筈ダッタノガ，一日待チニ待ッテモ来ナイ。多分日本ニ
デモ帰ッタノダロウ。帰ッタトナルト，又二ヶ月カモットノ間来ナイコトダガ，村ニハ
莨ガキレテ皆閉口シテ居ル。
先日 Kilifū ガ切□ラレテカラ，例ニヨッテ一般禁忌ガナクナル。rigi a，kelřal，wiř，
其他皆。

六月
一日 晴，一二度パラパラ雨アリ，
二日 晴，
二艘ノ舟，Iboūr 一行，Eūiyang 一行，Pügölö ニ行ク。

三日 晴，雲多ク，夜遅クナリ雨ニナル，
二艘ノ舟，Lipoel 一行，Pūlakkit 一行，Pügölö ニ行ク。

四日 朝，雨止ンデヨク晴レシモ，昼頃ヨリ又々雨ニナリ，日暮迄止マズ，
五日 晴，雲多ク一二度小サナ雨アリ，
朝，efang, □□ roūpai li pūng tiū afï řo。
，死去。
午後三時頃カ，♀ Laigetil（ Ley ）

六日 晴，
昨日ヨリ夜一夜泣キ，朝迄泣イテ，昼前水葬。

七日 朝晴レ居シモ，昼前ヨリ小サキ雨降ッタリ止ンダリ，
八日 ヨク晴レシモ，昼前一寸雨アリ，後曇ッテシマフ，
九日 終日ドンヨリト曇リ，夕方ヨリ雨ニナル，
十日 昨夜ハ実ニ夜通シ風ナク，小サナ雨ガヤムトモナク降リ続ケタガ，今日モ亦朝
カラ引続キソンナ天気デ，小サナ雨ガ降ルデモナク止ムデモナク湿ッポク，
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十一日 昨夜モ亦風ナク小サナ雨ガ降リツギ，今日モ亦朝カラウットウシイ天気ダッ
タガ，午後漸ク晴レル，
先日 Pügölö ニ行キシ舟ノウチ，Iboūr，Eūiyang ノ二艘帰リ来ル。Wong 四頭アリ。
逆風ニテ二晩カカッテ来リシ由。

夕方月ガ出ル。Lá ダ。Soeta ノ月ハ誠ニ天気ガ悪ク雨ガ多カッタ。海ハ此ノ暗ノ大汐
（

（

カラ昼ノ干汐ガ大キク，le lölö ノリーフハ四五寸モ水ノ上ニ出テシマフ。

mea i mmäř ガ盛ニアル。mär ハマダ始マラナイガ，食料トシテハ有リ余ル程 mea i ガ
アル。此年ハ Polpwat ノ舟ガチットモ来ナイ。之レハ「トラック」方面ニ大工事ガ始マ
ッテ，竹島等ニ盛ニ人夫ガ募集サレルカラダロウ。

十二日 昨夜ハ又小サナ雨ニナッテ，長イコト降ッテ居タヨウダガ，今日ハ朝カラ晴
レテ，カラットシテ風モ少ナク，ヨイ日和ニナル，

十三日 快晴
十四日 快晴
昼過ギ突然，南洋庁ノ瑞鳳丸，白凰丸来テ Peigiyör ニ碇ヲ下ス。之レハ水産ノ伴氏ガ
高瀬貝ヲ Polowat ニ移殖スル為，□□□ Pelao カラ Oleyai ニヨッテ来タ途中ナ由デ，
伴氏ハジメ船員諸氏ガゾロゾロト上陸サレ，来島以来始メテノオ客ダッタ。四時頃皆ノ
引上ゲル時一緒ニ一寸船迄行ッテ，釣道具ナド別ケテモラッテ来ル。
国光丸ハ日本ニ帰ッタノデハナクテ，
「メナード」ノ方ニ白真珠貝ヲ集メニ行ッタトカ
デ，二三日ウチニ オレヤイ ニ入ル様ナ電報ガ□アッタトカ。

十五日 晴，午後稍雲多ク，夕刻小雨，
，Pügölö ヘ行ク。
一艘ノ舟（ Igowerik，Yābūk 一行）
，♂ Töwösiliyang（ Ley ）
，離婚。
♀ Lūgūt ū（ Saūw ）

十六日 昨夜ヨリ今暁ニカケ小雨時々アリシ如ク，今日モ朝ヨリ又々雨トナル，午後
止ミ，次第ニ日照ル，
昨夕 wa seila ノ akkebasū アリシモ，夜ニ入リテ来ラズ。今朝モ尚タダヨヒ居リ，十
時頃ニナリテ島ニ着キヌ。
□□□ Soūk ノ舟ニテ，当島ニ来ラントシテ出デシモ海悪ク，Namo ok ニ流サレ，五
日滞在シテ出デ，微風ノ上逆風ニテ三晩カカリテ来リシモノニテ，男女 Soūk 人十三名
ナリ。
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十七日 朝ヨリ陰気ナ雨降リ続ケ，風ナク雲切レズ，夕方雨止ミシモ雲厚シ，
♀ Ilefïma（ Kat ）
，♂ Ikerūkiyang（ Saūw ）
，離婚。
一昨日ノ Töwösiliyang，Ikerūkiyang，共ニパラオニ仕事ニ出デテ留守ナリ。

十八日 快晴，微風，夜ニ入リテ又雨トナル，
♂ Igirang（ Ley ）
，♀ Ilefïma（ Kat ）
，結婚。

朝，Efang ノ safei，roūpai，夕方 ilasū。

十九日 晴，
二十日 晴，夕方暫ク雨アリ，
二十一日 晴，朝少シ雨，夕方少シ雨，東南風，
二十二日 晴，午後曇ッテシマフ，夜ニ入リテ遠雷，遅ク雨ニナル，
二十三日 昨夜半ヨリ今未明ニカケテ大雨アリシモ朝ヨリ止ミ，漸次晴ル，
二十四日 晴，但シ雲多シ，
二十五日 昨夜半ヨリ今暁ニカケテ大分雨アリ，晴，
早朝，wa seila ノ akkebasū アリ，風逆ニテ昼頃ニナリテ来ル。
先日 Pügölö ニ行キシ Igowerik 一行ナリ。Wong 五頭分。

二十六日 晴，午後雲多ク，夜ニ入リテ雨，
昼頃国光丸来，干潮ニテ荷役出来ズ一泊。

二十七日 明方雨止ミ漸次晴，
朝早ク国光丸行ク。

二十八日 晴，無風，
二十九日 晴，無風，夜ニ入リテ小雨，
三十日 昨夜半ヨリ今暁ニカケテ雨アリシモ，極メテ少量ナリ，晴，無風，
五月？日 ♂ Ikengit（ Mang. P.）
，ヤップニテ死去。
（アメーバ）
，♀ Lalūwolipï（ Pïk ）
，結婚，五月？日。
♂ Urūpi（ Safa ）
，♀ Litaliliūk（ Ley ）
，今日結婚。
♂ Biyāl（ Saūw ）

七月
一日 晴，
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二日 明方ヨリ雨降リ出デシモ永クハ降ラズ後晴ル，夜ニ入リテ大雨トナル，
三日 昨夜ヨリ今暁ニカケテ盛ニ雨降リシモ止ミ，曇リシママ，午後ニナリテ薄日ス，
四日 昨夜半ヨリ又々雨ニナリ止マズ降ル，昼前暫ラク止ミシモ，午後ハ又雨ニナル，
五日 快晴，
六日 晴，午後一寸驟雨アリ，夜亦雨アリ，
七日 終日雨，小サナシミッタレタ雨，シツコイ雨，
八日 朝迄怪シゲダッタガ後，漸次晴ル，
九日 快晴，
〔欄外に記す〕

［ Po, i ］
明日又 Um li po ガアルノデ，今日ハ男達 Poibokūamoř，女達ハ田□ニ wot ヲ取リ
（

ニ行ク。先日ウチカラ男モ女モ bāi ヲ作ッテハ□シャイデ居タガ，今日ハ女ドモハ

moa remoar ヲ作ルニ忙ガシイ。
十日 晴，未明カラ何度カ小サナ雨ガ降ッテハ過ギル，
今日ハ愈々 ūm li po ナノデ，例ニヨッテ朝カラ男女カケ合ヒデ歌ヲ投ゲツケ合ヒナ
ガラ，一日ガカリデ ūm。Po ニナルモノハ Kao 一□人デアル。

十一日 晴，午後二三回小雨アリ，
三艘ノ舟，Pügölö ニ行クトテ出カケシモ，雨ニ逢ヒテ帰リ来ル。
（

昨夕アタリ月ガ出ル筈デアルガ，昨日モ今日モ，夕方雲ガ多クテ見エナイ。Lá ノ月ハ
月始メカラ盛ニ mea i ガ熟シ，此ノ一月間皆ハ mär ヲ作ルニ忙ガシカッタ。雨ハ多カッ
〔ママ〕

タガ，量ニ於テハソンナニアッタ訳デハナ□イ。風 は 少ナク海ハ概シテ穏カ，昼ノ引
汐ハ大キク，le lö lö ハ ピタピタ ニナッテシマフ。liřar ヲ取ルモノガ多イ。

十二日 晴，
今夕月出ヅ，Kūyū ナリ，

十三日 晴，雲多ク，朝二回小雨，昼頃一時間程，夜ニ入リテモ又小雨アリ，
十四日 曇，昼間暫ク晴，
〔欄外に記す〕

［ Ilao ］
今日ハ ilao ト云フコトアリ 86）。ilao トハ何ノ義ナルヤ知レヌモ，魚取リノ一ツナリ。
（

神事ニハ何等関係ナキ如ク，単ニ Samol ノ提案アルノミナリ。一昨日 Samol ノ提案ア
リ，昨日皆 Ut ūt ニテ ūū li ařïlö ヲ作ル。椰□□子ノ葉ノ太キ心ノ表ノ繊維 kkoa t ニ
テ編ム一尺足ラズノ籠ナリ。編方ハ内地ノ果物籠ナドノ編方ニ似テ，稍目ノ荒キモノ，
形ハ図ノ如ク普通ノ筌ニテ，一方ヨリ魚ガ入リ得ル様マゲ凹メテ，入ルニ易ク出ルニ難
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キ様中向キニ穴ヲ作ル。他方ニハ開閉出来ル蓋ヲ付ケ置
クナリ。
男達ハ Ut ニ集ッテシキリト作レド，若キモノナド一
人モ作レヌナリ。此ノ ilao ノコト，余ガ此ノ島ニ来テヨ
リ始メテノ事ナレバ，近年ニハナキ事ナリ。近頃ハ小釣
針ガ楽ニ手ニ入ルコトトテ，カカル昔ジミタルコトセズ
テスムナレ。ソレデモ年寄ドモハ真面目ニポツポツ編ミ
テ，一ツノ Ut ニテ七ツ八ツモ出来シカ。女達ハ中ニ入
レル餌ニスル Rakūm（岡蟹）ヲ取リニ行ク。而シテ今朝，各 Ut ノ小舟全部出デテ漁魚
ナリ。řū li wa ノ事ナレバ，例ノ如ク未明暗イウチニ出ネバナラヌナリ。他ノ epil モ皆
仝ジ，女ドモハ皆々男ノ為ニ ařing ヲ作ル。午後皆帰リ来シ。ūū モ少ナカリシカ，Ut
ニテ ařïlö 三百位モ取リシ程ナリ。併シ其他ニモ Kūis ヲトリシモノ Serao 等ヲ引綱シテ
取リシ者アリ。Ut ūt ニテ Samol ニ若干ヲ呈シテ残リヲ別ケタリ。
，♀ Ilipoūpï（ Ley ）
，結婚。
♂ Olobūireng（ Polowat 人）

十五日 晴，明方小雨，夕方小雨，夜遅ク小雨，

Atik řo Kompalï。
十六日 未明ヨリ又小雨，終日ドンヨリト曇，午後四時頃ニハ又小雨，
十七日 晴，午後三時頃ヨリ驟雨アリ，曇ル，夜又雨ニナル，
十八日 終日雨降ッタリ止ンダリ，後南風トナリ，シケギミナリ，
，女児出産。
♀ Lemalemar（ Kat ）

未明，一艘ノ舟，Pügölö ニ行ク，Lipoel 一行。

十九日 終日曇，
〔欄外に記す〕

［ Yailangi li Soūk〔24，11〕参照］

Soūk 人ガ近ク帰リソウナノデ，□氏族ノ事ヲキイテ見ル。今日ハ現在ヲタダシテミ
ルニ，次ノヨウデアル。
地名
北◯ Woiras

氏族名

Böl

◯ Lebūkūw

SaūPolowat

◯ Falimoek

Saūyalei

◯ Fařoyang

Wisūūsūū

◯ Laliyas

Saūyalei

454

土方久功日記Ⅳ

Wisūūsūū

◯ Leeyal

Saūyalei: Saūfang

◯ Leemoi

Rong-woū: Tilipokūū

◯ Faliyao

Saūalei

◯ Mäiparepar

Saūalei

◯ Leeyoa

Mangoūlifař

（

◯ Leetal

南◯ Weiřūū
◯ Im-boar

第23冊

Mangoūlifař: Uma.
Sār

即チ現存ノ Yailang ハ
（ Soūk 氏族名）

（当島相当氏族）

Samol
Saū alei

□□□□□□□（無シ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Saūfang

（無シ）

Aramasū
Sār

（

Mangaūlifař

（ Losomar ）

Rong-woū

（ Pïk ）

Uma

（ Katamang ）

Saūpolowat

（無シ）

Böl

（ Saūwel ）

Wisūūsūū

（無シ）

Tilipokūū

（無シ）

因ニ Uma ハ現在男女二名□ヅツニテ小児ナク，Tilipokūū モ男女一名ヅツニテ小児
ナケレバ，絶滅スベキナリ。
〔 21，93 参照〕Saū Alei ト Sabolipï トハ同一氏族ノ別名
ナル由。

二十日 曇，午後漸次晴レシモ，夜又雲多ク，遅ク本降リニ降リ出ス，
〔欄外に記す〕

［♀ Lēriū 留マル］ Eūiyang 夫婦便乗シテ行ク。
昼前 Soūk ノ舟帰ッテ行ク。

二十一日 晴，雲多ク，朝早クト昼前ト小雨アリ，
二十二日 快晴，夜遅ク雨トナル，
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（

二十三日 晴，昼小雨，夜小雨何回モアリ，

昨夕，□今夕，女子供ノ多ク，atoe rakūm ニ興ゼリ。毎年ノ事ナルガ，mea i 出盛リ
テ後，先月ヨリ今月ニカケテ盛ナル蠅群ナリ。蚊ハ幾分少キヨウナリ。
二艘ノ舟 Pügölö ニ行ク。Rangapï 一行，Pūlakkit 一行。

二十四日 晴，朝ト夕方ト小雨アリ，
二十五日 晴，
，Pügölö ヨリ帰リ来ル。Wong 十頭分アリ。
朝一艘ノ舟（ Lipoel 一行）
〔欄外に記す〕

［ Yailöyūl ］
昼前 apeipei アリ，皆々 meroūwel ニ行ク。九ハイノ小舟ニテ昼過ギ八百余ノ pūūp，

foūfoū，röl ノ類ヲ取リ来ル。久々ノ yailöyūl ニテ wöli aūlong ニテ暫ク yailöyūl ノ踊
ヲシテ帰ッテ来ル。
女，子供，男，全部ニ二尾ヅツ別ケラル。

二十六日 晴，昼過ギ暫ク雨アリ，午後四時頃ヨリ本降リニナル，
二十七日 朝ニナリテ一寸晴レシモ，間モナクドンヨリト曇ッテ了ヒ，一二回小雨，
夜稍更ケテ又雨トナル，

二十八日 曇晴，夜稍更ケテ雨，
二十九日 昨夜ヨリ今□暁ニカケテ大分雨アリ，朝ニナリテ晴ル，珍ラシク終日ヨク
晴レタリ，但シ夜又雨トナル，
一艘ノ舟，Polowat ニ行ク。Saobūla，Iboūr，Igöwï，Olobūireng，♀ Ligira，♂□
□□□ Yalemāi，♂ Eūiyang，♀ Liyār，♂ Raok

三十日 明方迄降ッタリ止ンダリシテ居タガ，日ト共ニ晴ル，夜ニ入リテ又雨，

Pügölö ヨリ二艘ノ舟帰リ来ル，一昨日出シソウニテ，行キ過ギテ南ノ方ヨリ帰リ来
ル。

三十一日 晴後曇，

Karingeirek ニテ Maliřolïk ノ為ノ Safei, efang，Ileliūpūmal ノ Safei ニテ朝皆 Safei
ニ集ミ，夕方 ilasū。

Apeipei 来リ，又々魚数百アリ。ailöyūl シテ賑カニ帰リ来ル。又村中ノ者ニ二尾ヅツ
渡ル。
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八月
一日 晴，夕方雲多シ，
（

二日 晴，

昨日今日 Efang ノ p ūi limar，是レモ一昨日ノ Maliřolïk ノ為ニテ，今夕 ilasū。

三日 朝，暫ク雨アリ，後ヨク晴ル，
半月程前ヨリズット西風ナリ。強クナケレド南ニヨリ，北ニヨリ，毎日西風ナリ。少
シ早キヨウナレバ，アマリ強クハナラザルベシ。

昨夜，♀ Lebaroisiūk，女子出産。

四日 晴，
五日 昨夜半ヨリ今暁ニカケテ，小雨降ッタリ止ンダリセシモ，朝ニナリテ止ミ，後
漸次晴ル，

六日 夜明前小雨後，晴，
♂ Igolūū（ Saūw ）
，♀ Löwalūmūt（ Mang. O.）
，結婚。

七日 晴，
八日 快晴，夕方近クパラパラ雨，

apeipei アリ，ailöyūl，女，子供，男全部ニ一尾ヅツ。

（

（

夕方月出ヅ，Ul ナリ，Kūw ノ月，多量ナラネド雨多カリシ，海稍悪クナリ始ム，西
風ナレド強カラズ，未ダ未ダ芋ヲ食フ程ニナキモ，mea i モ大分少クナル。mea i yas ハ
殆ドナクナル。終リニナリテ apeipei 来ル。Pūgill ヲ煮ルモノ多シ。

九日 未明暫ク雨アリ，ヨク晴レシモ，夕刻小雨アリ，
〔ママ〕

十日 昨夜中降ッタリ止ンダリ，大部沢山降リシモ，朝ニナリテ漸次晴，夕方曇，後
夜ニ入リテ又雨トナル，

十一日 昨夜モ降ッタリ止ンダリセシモ，未明止ミテ後晴ル，南風，
十二日 昨夜モ雨アリ，今日モ朝二回程降リシガ，後晴ル，午後三時頃又二回程続ケ
テ驟雨アリ，後本降リニ降リ出ス，
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十三日 快晴，
〔欄外に記す〕

［踊］
一週間程モ前カラ，アッチノ Ut，コッチノ Ut デ，テンデニポツポツ bāi ヲヤッテ居
タガ，昨夜カラ皆 Lūkeřik ニ集ッテヤリ出シタ。

愈々前半年ノ終ヒノ月ダ。来月ニ入ルト又 bāi デ，総ベテノ epil ガ行ハレル事ニナル
（

ノデ，先月カラポツポツ，皆ハ盛ニ keli keli řal ダ。女達ハ Wiř ヲマイタリ，engang
（

ヲ□ ligit a（赤染）ニシタリシテ居ル。ポツポツ rakū rakū faimoa ヲシテ居ルモノモ
アルガ，今年ハアマリ盛デナイ。男達ハ又来月ニカカルト，生ノ mea i（パン樹）ヲ切
ルコトガ出来ナイノデ，アチデモコチデモ，舟ニスル為ノパンノ樹ヲ倒シテ荒バツリヲ
シテ居ル。

十四日 晴，日暮方小雨，
十五日 晴，午後北風デ吹キツケル様ナ雨ガ来，後風ハバッタリ止ンデ，本降リテ止
ミ間ナク降リ続ケル，

十六日 晴，午後雨，西風，夕方止ミシモ，夜雨降ッタリ止ンダリ，
十七日 曇，午後晴，
十八日 快晴，夜遅クカナリノ大雨トナル，
十九日 曇リ，ダンダン晴レル，
二十日 朝暫ク晴レシモダンダン曇リ，午後暫ク雨アリ，ズット曇リ，真夜中暫クハ
ゲシキ雨アリ，
。
昨夕 maliřolïk ノ為ノ afïřo（ yaliū efang ）
夜，□□明日ノ ilasū ノ為ノ魚取リ，女達モ皆出テ řoū ヲス。今日夕方 ilasū（Losomar
ニテ）
。

二十一日 晴，午頃曇リテ小雨アリ，夜ハ一点ノ雲ナク十六夜ノ月明ルシ，
今日ハ踊モ休ミデ，皆 atoe rakūm ニ出ル。

二十二日 晴，
二十三日 晴，
今日ハ，国光丸ノ予定日ナノデ，午前中来ルカト思ッテ待ッタガ来ナイ。

二十四日 □昨夜半ヨリ盛ニ雨アリ，明方迄降リシモ，後ヨク晴ル，
二十五日 晴，午後雲多ク，沖ノ方ニハ盛ニ驟雨アリシモ，島ニハ降ラズ，微南風。
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二十六日 晴，午後一寸パラパラ雨アリ，南西風稍強，
二十七日 晴，
船ハ一向ヤッテ来ナイ。多分内地ニハ帰ラナイコトニデモナッタノダロウ。

二十八日 昨夜遅ク雨アリ，又未明雨アリ，曇晴，午後ヒドイ驟雨来リ，後一寸晴レ
シモスグニ本降リニ降リ出シ，夜迄ヤマズ，

二十九日 明方□又少シ降リシモ後晴ル，雲多ク夜ニ入ッテ又ポツポツ雨アリ。
三十日 晴，漸次雲多ク，午後小雨アリシガ，日暮レテ又本降リニ降リ出ス，
三十一日 晴，昼頃驟雨アリ，
（拾遺）
（小章）モウ多分オ目ニカカレマセンワ，サヨウナラ
タッタソレダケ言ッテ泣クコトモ出来ナイデ行ッテシマッタオ前
ウルンダ目ニ紫陽花ノ花ガボーット霞ンデ居タノヲ思ヒ出ス
―
（サイパン）ギラギラト暑イ佛桑華ノ街ヲ
チャムロノ女ガ二人 ノロノロ ト歩ムヨ
―
㾎長雨ヤ青□苔生ヒシ庭ノサビ
㾎霖雨ヤ池ノ金魚ノ肥エテケリ
㾎霖雨ノ柿ノ芽イツカ太リケリ
㾎霖雨ニ樫ノ若葉ノ揃ヒケリ

［皆以前ニ□類句アリ］

―
㾎秋モ深クサブシサヲツノル雨嵐
⎧⎨⎩

㾎庭草ノシゲキニ秋ノ嵐カナ
㾎庭草ノ見モ苦シサヤ秋嵐

㾎庭草ノ乱レ果テタル秋嵐
㾎秋嵐静ムトモナキイブセサヨ
―
（短句）㾎何カ云ヒ云ヒ一枚一枚万年青ノ葉ヲ洗ッテル祖母

九月
一日 晴，雲多ク夜ニ入リテ雨トナル，
二日 昨夜ハ降ッタリ止ンダリシタガ，今朝ハ又一キワ烈シク降リ，西風ガ盛ニ吹ク。
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併シ昼前ニハ雨風共ニ止ミ，終日曇，

三日 朝暫ク雨アリシモ，後晴ル，
〔欄外に記す〕

［ ūkkoř ］

ūkkoř ニ就イテハズット以前ニ［21，35］，［21，125］等ニ書イタガ，其後長イ間如
何ニモ□マチマチデ判然シナイ。昨□年ナドハ長イコト ūkkoř ガ続イタバカリデナク，
（

le efang ニ於テモ盛ニナサレ，十二月頃ニナッテ Yagilipoe カラ一ヶ月 epil ニナル由ヲ
告ゲテ来タノデアッタ。而テ又，次ノ月ニ入ッテマダ mea i ガ小サイカラ（小サイノガ
多イカラ）
，モウ一月 epil ニスルト云フ様ナコトヲ云ッテ来タノデアッタ。而テ，此ノ
月又休ンデ居ル。ソコデ又其時々デナク，原則的ナ処ヲキキタダシテ見タ訳ダガ，此ノ
原則ヲ変更サセル理由ニ就イテハ，マダワカリキラナイ，ト云フヨリ，以前カラノ実事
ガ解セラレナイノデ，私達ガ島ニ来タ当時カラ暫クノ間ハ確ニ，ūkkoř ハ年ノウチ二ヶ
月位サレタダケデアッタ。ソレガ一昨年アタリニハ少シ多クナッタ様ニアリ，昨年殊ニ
（

ソノ後半カラ今年ニカケテハ，殆ド休ミナクナサレル様ニナッタ。コレハ実事デアル。
ソコデ此ノ原則ヲキキタダシテ見タノデアルガ，ūkkoř ハ結局 wiř，ligit a，faimoa ，

file 等トハ異ッテ，必ズシモ le rak ニ限ルノデハナイ，ソシテイツ休ムノガ原則カト云
フト，le rak ト le efang トノ中間ニ休ムト云フノデアル。ソレデ此ノ月 Ul ハ le rak ノ
最後ノ月デ，□□□ト云フヨリ中間月デ，来月 Eliyöl カラ本当ノ efang ニ入ルノデ，此
ノ月ダケ epil デアッタト云フノデアル。而テ来月カラ又毎月 ūkkoř ヲシテモヨイ。而
〔ママ〕

（

シテ efang ノ最後ノ月 yaromoūs ニ又休ムト云フノデアル。即チ年ノウチ，Ul □ ― 七
月ト十二月（陰歴）ニ休ム筈デ，他ハ年中差支ヘナイノデアルガ，是レガ mea i パンノ
実ニ関係シテ居ルノデ，年ニヨッテ Sareböl ニ epil ニナル時モアリ，Tūmūr ニ入ッテ

epil ニナル時モアリ，必ズシモ一月デナク二月ニ亙ル時モ出来ル訳デアル。其他ニモ又
Arangap トモ関係ガアル為（コレハシバシバ書イタ様ニ，arangap ヲ食シタモノハ，其
ノ月ハ lipali koř ニ近ヅクコトガ出来ナイ）lingit a ニ於ケル Arangap ノ safei ガ行ハ
レレバ，当然 epil ニナルデアロウ。猶前ニモ書イタ様ニ，毎月出来ルト云ッテモ，決シ
テ毎日出来ル訳デハナイノデ，月ノ小サイウチ七□夜マデハ epil デ，其ノ翌日カラ始メ
ラレ，月ガ再ビカケテ半分ニナレバ又，epil トナルノデアル。
先ヅコノ位デ誤□リナイト思フガ，気ヲツケテ居ヨウ。

四日 快晴，午後驟□雨来ラントシテ其儘去ル，
五日 朝一寸雨アリ，後晴ル，夕方ヨリ又雨盛ニ降ル，
六日 昨夜一夜降ッタリ止ンダリ，朝迄降リシモ後止ミ，曇リ，薄日。
七日 晴，夜遅ク雨ニナル，
八日 朝迄降リシモ後止ム，曇，夕方ニナリテ雲ナクナル，
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昨日ノ夕方月出ヅ，Eliyöl ナリ。先月ハ雨ヨク降リシモ多量ナラズ，ヨク平均セリ，
風モ少ク風向定マラズ，海モヨシ。但シ前ノヨウニハアラズ，ポツポツ悪クナルナリ。
（

apeipei 少シ来ル，随分永ク apeipei ナカリシモ，此ノ程ニナリテ，apeipei ノ上リシモ
ノモ若干アリ。mea i ハ僅少トナリ，mär ガ盛ニ食ベラレ始メ，Wot，Pūla 等ポツポツ
（

焚カレル。

此ノ月デ，又 Wiř，faimoa ，mäk，fale sapï，ligit a，File 等皆 epil ニナリシナリ。
〔ママ〕

九日 朝ヨリ晴レ居シモ，昼前ニナリテ雨ニナリ，小止ミモナク止リ続ク，風南西ヨ
リ北西ニマハリ，日暮ニナリテ止ム，

十日 晴，夕方ヨリ夜ニカケテ二三度雨来ル，
十一日 晴，雲多ク時々パラパラ雨アリ，
昼頃，突然国□光丸来ル，
羽根田氏 87）来島。

十二日 晴，雲多ク，夕方ヨリ夜ニカケテパラパ□ラ雨アリ，
〔ママ〕

十三日 雲，昼前ヨリ烈シキ雨トナリ西風，
朝，例ニヨッテ Lūkeřik ニテ mesalūbik ノ Safei。

十四日 朝ヨリ曇，昼前雨アリ，後晴レシモ雲多シ，
十五日 朝一寸曇リシモ，後快晴，
又々村中 mesalibik ダ。今度ノハ馬鹿ニ急デ，□熱ガ高ク体中節々ガ痛ンデダルイ。
自分モ夕方カラ熱ガ出テダルイノデ，薬ヲノンデ早ク寝テシマフ。

十六日 晴，朝ヒドイ驟雨アリ，昼モ亦驟雨，夜モ亦，
熱ガトレナイノデ終日寝テ居ル。村デモ皆病気デフーフー云ッテ居ルノデ，船ガ来テ
カラ後，一度モ踊ガ出ナイ，

十七日 未明一シキリ雨アリ，晴，
十八日 昨夜半ヨリ雨ニテ明方迄降リシモ止ミテ晴ル，午後暫ク雨アリ，後曇ッテシ
マフ，

十九日 昨夜モ稍遅ク雨ニナリ，今日未明迄時々雨ニナリシモ，後ヨク晴ル，夜ニ入
ッテ又雲多ク，パラパラト何度カ雨アリ，
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二十日 朝カラヨク晴レ，夜稍遅ク又雨トナル，
♀ Lesaibūto，初度月経。

二十一日 昨夜中雨実ニヨク降リ，西風ニナリテ今日モ止マズ，昼近クナリテ漸ク止
ミ，後晴ル，

二十二日 昨夜モ遅ク雨ニナリテ今朝迄モ盛ニ降リシガ，後止ミテ漸次晴ル，
二十三日 晴，午後三時頃驟雨，
二十四日 昨夜モ夜中ヨリヒドイ雨アリ，今未明ニ及ブ，後晴，昼頃僅カニ雨，
二十五日 朝真暗ニ曇ッテ居タガ，ヂキニヒドイ雨ニナリ，後ダラダラト終日降リツ
ヅケル，夕方ニナッテヤット止ム，
♀ Ilipoūpï，♂ Olobūireng，離婚。
♂ Raik，♀ Ilipoūpï，結婚。

二十六日 快晴，
二十七日 晴，午後暫ク曇リシガ，夕方ソノママ晴ル，夜ニ入リテ又小雨トナル，
〔欄外に記す〕

［火事］
昨夜ハ夜ナカニナッテ人ガサワガシク駈ケマハルノデ，起キテ出テ見ルト，Lēyal ノ
方ニ風モナイ空ニ，真直ニ高ク火ノ粉ガ上ッテ居ル。出カケテ行ッテ見タガ Liyairiūk
達ノ家ガ燃エテ居ル。ハジメハ私ノ処カラ水ヲ汲ンデ来テカケタリシテ居タガ，燃エ上
ッテシマフト人バカリ沢山集ッテ来タガ，ノンキナ次第デ何ウスルデモナイ。只僅カバ
カリノモノガ，燃エテナイ方ノ屋根ヲ引張ッテハイダリシテ居タガ，ヤット bing ガト
レタ時分ニハ火ガマハッテシマッタ。風デモアッタラ囲リノ家ナドスグ燃エウツッテシ
マフダロウト思フガ，幸少シノ風モナイノデ，火ノ□粉□ハ只真直ク上ニ上リ，上リキ
ッテハヒラヒラト落チナガラ消エテ行ク。棟デモ垂木デモ皆椰子縄デシバッタモノダカ
ラ，縄ガ燃エ切レルト，バラバラト崩レテ落チテシマフカラ，只屋根草ダケガパッパト
明ルク燃エルダケデ，別ニ火ハ強クナラナイ。皆ガガヤガヤ見テ居ル間ニ，モノノ十五
分バカリノ間ニ，スッカリ燃エ落チテシマッテ，ソレデオシマヒ。

二十八日 昨夜ハ又夜半カラヒドイ雨何度モ来テ朝ニ及ブ，後ヨク晴レシモ□，午後
雲多ク三時頃暫ク小雨アリ，夕方又小雨アリ，夜ニ入ッテ本降トナル，

二十九日 朝方迄降リシモ後晴ル，北東風，
三十日 晴，十時頃ヨリ又々小雨，昼頃止ミシモ，夕方ヨリ又本降リ，
，♀ Lowailiūk（ mas ）
，結婚。
♂ Pūgūrei（ Polowat ）
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先日病気セシ時，又々古キ絵ノ写真版ナド出シテ見タル折，ツレヅレノスサビニ詠メ
ル，
㾎岩サガシク岩間ニ遠キ冬ノ城
㾎紅梅ヤ銀泥ノ流ユルキ渦
㾎紅葉紅葉山ナリニ高ク遠ク
㾎松アリ虎渓流ニ水ヲホリス
㾎蓮ノ花葉ノ下□クグリテ白キ鷺
㾎ヲシドリノ堀ニモ土手ニモ並ビタリケリ
㾎白鷺ノナニ見返ルヤ草マバラ
㾎牛ニ乗ッテ帰ルヤ雪ノ柳道
㾎岩ニ生ヒテ幾年咲キシ梅樹カナ
㾎竹林ニ二本紅葉シグレケリ
㾎水モアリテ松山深キ山居カナ
㾎山荘ヤ紅葉ニシグレ聞クアシタ
㾎岩壁ニ葛二筋ノ紅葉カナ
㾎柳暗ク雪ニ遊ブ鷺七八
㾎水少ナク花茎高キ紅蓮カナ
タカムラ

㾎亭アリテ竹 群 青ク水ニ映ズ
㾎蝦蟇仙ノ天ヲニランデ息キブキヌ
㾎タタナハル幾山落チシ瀧ノ末
㾎馬子ヲ先キニ朝橋渡ル荷ナシ馬
㾎ヒサゴ棚ニ月ノボリタル凉ミカナ
㾎月ヲトルト猿智恵シボル五匹カナ
㾎燕浪ニ飛ビ雀竹ニ躍ル
㾎雁帰ル彼方ノ山ノ入日カナ
トリ

㾎芭蕉ノ葉裂ケ乱レ鶏ノ羽揃ヒケリ
㾎タンポポニ雛ツレテ来シカツラチャボ
㾎賎ノ男ノヨキ馬曳クヤ山霞ム

（短句）
㾎アベカハノ黄粉ノ匂ヒニ幼ナキ思ヒアリ
㾎音ハナクテ遠ク飛行機ノ飛ブ春モノウシ
㾎ラヂオ ケダルクナッテ百日紅ノ昼サガリ
㾎ボタンノシベ動キ小サキ蜂出デテ飛ビサリヌ
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十月
一日 朝ヨリドンヨリ曇，午後漸次晴レシモ，夕方又小雨アリ，夜ニ入リテ西風雷雨，
二日 朝小雨・晴，雲多シ，北東風，
二艘ノ舟，Lamo ok ニ行ク。Saūfa，Tawek 一行，Igowerik 一行。mär ヲ持チテ行
キシナリ。

三日 晴，日暮レテ又一時雨アリ，
〔欄外に記す〕

［ til apei pei ］
朝久々ニテ til 上リ，皆トリニ行キシモ幾ラモトレズ，家当リ椰子殻一パイ宛ノ由。
是レニテ faū bong epil engang, ese pil řūli wa ナノデ，舟ヲ出シテ tai tai スルモノ
アリ。
午後 apei pei アリ，アマリ沢山ハナカリシモ ai loyūl シテ帰リ来ル。röl foūfoū ノ類
二百程ニテ，女子供ニ二尾ヅツナリ。

四日 晴，昼過ギト夕方ト小雨アリ，
五日 未明小雨アリ，晴，午後四時頃小雨，
，男子出産。
♀ Lemamāi（ Ley ）

六日 朝ニナリテ雨ニナリ，間モナク止ミシモ曇リシママ，午後又大分雨アリ，止ミ
テ後モ曇リシママナリ，

Eliyöl ノ月モモウナクナリシ頃ナリ，此ノ月実ニ雨多シ，恐ラクハ来島以来ノ多雨ナ
ラン。一昼夜ト天気ナ□リシコト稀ナリ。国光丸来リテ後，病人多ク，ハジメハ「デン
グ」ノ如ク熱高ク体ダルキ様ナリシガ，其後ハ「ハシカ」ノ如ク熱ト共ニ体中ニ湿疹，
大人ト云ハズ小子ト云ハズ，盛ニ流行シ，家族全部臥シタルモノ少ナカラズ，十日モ十五
日モ寝ルモノ多ク，今以テ少シモ衰ヘズ，ドコモココモ pang apang ナリ。

Saūfa ガ Namo ok ニ行ク前，又 kōř ヲ許シシ由ニテ病気ナラヌモノハ，又皆 kōř ヲ
始メタリ。

七日 明方ヨリ又雨，ヂキ止ミシモ暗ク曇リ，昼頃又一シキリ雨アリ，北東風曇，雲
厚ク暗シ。

八日 朝ヨリ終日雨降ッタリ止ンダリ，誠ニ陰気ナ日ナリ，
九日 久々ニテ朝ヨリ晴ル，風モ凪グ，
夕方月出ヅ，既ニ五日程ノ月ナリ，mal ナリ。

464

土方久功日記Ⅳ

第23冊

十日 晴，夕方曇ル，夜ニ入リテ又雨トナル，南西風，
十一日 昨夜ハ降ッタリ止ンダリシタガ，今日ハ朝カラ晴レル，午後三時頃ヨリ又々
雨，西風ノベツニナル，
昨夜半，♀ Ilepïrang，死去。今日昼前迄泣キ続ケ，後水葬。
夕方，先日 Namo ok ニ行キシ舟，帰リ来ル。

十二日 終日西風，雨。
十三日 昨夜中西風吹キ続ケ雨止ミ間モナシ，今日モ続ケテ降ル，午後二時頃ヨリド
ウニカ雨ダケ止ミシモ，陰気ニ曇リシママ，夕方ヨリ又風ダチテポツポツ降リハジム。
陰□鬱ナルカギリナリ。
，男子出産。
♀ Leangatao（ Ley ）

十四日 朝カラ日ガ照ッタカト思フト雨ガ来タリ，妙ナ天気ナリシ，午後暫クヨク晴
レシモ，夕方ニハ又一シキリ雨アリ，
昨夜半過ギ，♂ Asūk，死去。
♀ Laikömoř，死去。
モウ皆々病ミ，僅カニ癒エシ者モ家ニ幾人モ病人ヲヒカヘ，泣キニ集ルモノモ少ク，
夜明前僅カニナキテ，Asūk ハ水葬ニ，Laikömoř ハ土葬ニ。
村中サンタンタル有様ナリ，女ドモ全部タフレシ所ニテハ，男ヤ子供ガ malūm ニテ
食物ヲ作リ居ル様ナリ。

十五日 ドウニカカウニカ晴レシモ雲多ク幾度カ暗ク曇ル，夜ニ入リテ又雨アリ，
♂（ Lemamāi ノ男子，五日出生）
，死去。

十六日 朝ヨリ又雨ニナル，午後雨ダケハ止ミシモ止ミシト云フノミ，日暮ヨリ又々
ノベツニ雨ニナル，
，死去。
日暮レテ，♀ Lefaissao（ Los ）

十七日 雨，午後止ミ，夜ニ入ッテ雲ナク，月アカルシ，
昨日ノ死人，朝迄泣キ，昼前土葬。

十八日 昨夜半ヨリ又々雨ニナリ，朝迄降リシガ後止ム，午後日照リシモ雲多シ，夜
月アレド雲厚シ，

十九日 曇，午後三時頃ヨリ日輝ク，日暮レテ又一寸雨アリ，
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二十日 晴，漸次雲多ク，昼頃ヒドイ西風吹イテ雨ニナリ，風ハ止ミシモ雨ヤマズ，
日暮レテ止ム，
〔ママ〕

二十一日 未明一寸雨アリシノミテテ久々ニ一日晴ル，
二十二日 晴，昼前ヨリ二時間程モ雨アリ，後曇，晴，
二十三日 晴，
一週間程此ノ方，前ノ海，浪盛ニ荒ラシ，

二十四日 晴，
二十五日 晴，
二十六日 朝ドンヨリ曇リ，後小雨アリ，午後晴ル，
二十七日 晴，昼頃ヨリ暫ク雨アリ，□夜ニ入リテ又雨トナル，
，死去。
昼，♀ Leliūkmāi（ mas ）
病人モ多キコトトテ暫ク泣キテ，夕方埋葬ス。

二十八日 晴，午後ヒドキ雨トナル，
朝，♂ Kïbas（ Kat ）
，死去。
，死去。
夜，♂（ Leangatas ノ男子，十三日出生）

二十九日 朝曇リシモ，後漸次晴ル，
昨日ノ死人，水葬。

三十日 晴，
三十一日 晴，雲多ク午後二時頃カ暫ク雨アリ，

til 魚上リ皆舟ヲ出シテ取リニ行キシモ，ホンノ僅カバカリ得シノミ。併シ是レニテ
faū bong ese pil řūli wa ナリ。
（小章）三題
㾎雷ハナクテ遠イ空ノ果ニ稲妻ガ光リツヅケマシタ
其ノ度ニ小サイ雲ノ峰ガハッキリト光ッテハ消エマシタ
遥カナ遥カナ過去ノ思出ノヨウニ
×

×

×

㾎須磨寺ハヒッソリトシテ人一人来マセンデシタ
暗イ空カラチラチラト雪サヘ降ッテ来マシタ
アヽ，ソレガアノ人トノオ別レ□ニナラウトハ
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㾎松並木ガツキルト真白ナ広イ砂浜ガヒラケマシタ
ソノ芦屋ノ浜デ毎日小村サンノ「トウハン」ト遊ンダノデシタ
モウ十年モ前ノアノ一夏ノ小サナ思出ヲ今モフト思出スノデス
―
（雪ノ日日記）句
㾎雨戸クルヤドンヨリト曇リテ冬ノ朝
㾎朝ガ曇リ乾イタ土ニ屋根ニ薄ク霰カナ
㾎朝ノパンヲ食ベテル間ニ雪ノ降リ出デヌ
㾎雪ハ烈シクナリ風サヘ立チヌ皆ハ出テ行キヌ
㾎風ノ中ニ雪ハサラサラト解ケズテ積ム
〔燵〕

㾎雪ノ降ル□炬達ニ木彫リ削ルカナ
㾎雪ハ止マズ木彫リ削ッテ昼サガリ
ソトデ

㾎雪ハシキリテ止マズイザイザ外出セ□ム
㾎降リ積リ風吹ケバサット飛ブ粉雪カナ
㾎雪ノオ屋敷町ヲアテナク独リ歩ムカナ
㾎雪ノオ屋敷町ヲ行クヤ人ノ子モ逢ハズケリ
㾎辿リ辿リ雪ノ夕ベ叩ク友ノ家
㾎ストーブ紅茶 友ト語リテ更ケシ雪
㾎止ミシ雪ヲフミシメテ帰ル夜更ケ道
㾎帰リツケド雪ノ我家ノ寒キ夜半
㾎人ハ寐タリ手ヲカザスサヘホタ火カナ
㾎存分ニ雪ニ染（シ）ミケリイザ寐ネム
㾎明日朝ハ勤メアルモノ風ゾ凪ゲ
―
㾎空（カラ）風ニ竹ノ雪落ツル音ツメタキ
㾎雪ノ原小川ノ水ノ澄ミシヅカ
㾎雪ノ原小川流レテ暮レテ行ク
㾎淋シサノ小川流レテ雪ノ暮
㾎雪ノ原小流ナガラ暮レントス
㾎八幡ノ一ノ鳥居ヤ冬白シ
―
㾎雪ツミテ止ミテ風モナキ日暮カナ
㾎雪明カリシテ風凪ギシ日暮カナ
㾎雪止ンデユフベ声モナキ中ノ庭
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㾎雪ノ夜ヤ酔人カ声シテ過ギヌ
㾎雪ノオモテ謡小声ニ過ギ行キケリ
㾎炭シバリ縁ニ雪釣ル子ノ顔ヨシ
㾎朱盆ノ雪兎半バトケテ子等居ラズ
㾎朱盆ノ雪兎南天ノ眼ノカナシサ
㾎雪兎トケテ水アリ朱盆カナ
―
㾎家移リテ幾年疎キ九里香
㾎木犀ノ香リカ幼（ワカ）キ日ノ恋シ
㾎木犀ノ小花ノ寄リ浮ケル池古キ
㾎木犀ノ小花地ニ敷ケリ客ノアト
㾎木犀ノ小花コボレテ地ニ香ル
―
㾎蟇（ヒキ）慣レテ毎夜出テ来ル凉ミカナ
㾎澄ミ渡ル清水ニ更ニ□□□䋬蟲（ミズスマシ）
㾎熊ノ跡指ササレ行ク石狩野
㾎熊笹ニ熊ノ道アリ石狩野
㾎糸雨ヤ青梅ニ滴ソダッテハ落ツ
㾎ナガ雨ノ止ンデ暑サヤ青キ梅
―
㾎露フンデ庭草ムシル朝ノ百舌鳥
㾎蜘蛛ノ巣ノ露ニタルム毎朝トナレリケリ
㾎風ココロヨシ黄菊メサムルバカリ
―
㾎山吹ノトヲヲニ濡レテ暗ミケル

（懐古角力）
㾎角力ハネテ両国橋ニナダレケリ
㾎梅常陸四ツニ組ンデ動ケザリ
㾎小兵玉椿前ミツニ喰ヒ下ルヤ岩ノ如シ
㾎駒ヶ岳西ノ海並ビタル土俵入
㾎堂々寄リノ強サヤ国見山
㾎土州土俵ニ上ルヤ忽チ湧ク黄ナル声
㾎モノイヒヲヨソニ朝汐ツッタチタリ
㾎緑島大物喰ッテニガリ顔
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㾎玉手山負ケルト見レバイゾリケリ
㾎太刀山ノ鉄砲（ツッパリ）人ヲ寄セズケリ
㾎太刀ヲホフッテ相生ニ勝名告
㾎両国ヤ強引ノ櫓ニ砂飛ビヌ
㾎学生ノ力瘤 角力先生綾川ニ
㾎四海波足クセツヨキネバリカナ
㾎千秋楽弓取ハデニ□ヲサメケリ
㾎ショッキリニ子等汗ニギル花角力

斯クモ無造作ニ思ヒ出スママヲ並ベナバ，幾ラデモアル如ク思ヒシモ，サテ一向少ナ
キモノナリ。ツマラヌモノノ沢山ハ禁物ナレバ，此ノ位ニスベシ。猶思ヒ出デシ角力二三
人書キテミンカ。
黒瀬川ト云フ角力アリケリ。色少シ黒ケレド，上ゼイアリテ腹ハ出デズテ肉ヅキヨク
三役迄取リ進ミタリ。此ノ角力髪ヨク髷ノ形ヨカリシ為カ，女衆ナドナカナカ力ヲ入レ
タリ。彼モ亦髪自□慢ノ気アリテ，髪結ヒ男ノ上手ナルヲ定メテ，外ノ者ニハ結ハセザ
リシナドト噂ニキキヌ。小常陸ト云フガアリケリ。脊丈五尺ヲ越スコト僅カニ三寸カソ
コソコノ小男ナリシガ，体ハ醜キ程ニモ肥エテ胸毛脊毛マデアリケリ。玉椿ト仝ジク，
髪ハ クリマゲ ニテ オホイテフ ニハ結バザリケリ。暫ク小結ニ進ミタリト覚ユ。千年
川ト云ヘルアリ。角力中ニテハ中肉中脊，ドコ□ト目立チテ派手ナル所モナケレドアカ
ヌケテ，小奇麗ナリシ。角力モ丁度ソンナ風ニテサシテ強キニアラネド，人気アリケル。
三役ニハ入リシ。大蛇潟ト云ヘル大兵ニテ力強ク体ハ黒光ニ光リテアリシガ，一時ハ大
関横綱ヲ倒シテ人気アリ。大イニ前途ヲ属望サレシガ，大成セズシテイツカ消エ失セケ
ル。其他鳳，伊勢ノ浜ナド後ニ大戸平トナリシ小金石ナド ソレゾレヨキ角力ナリシ。入
レカハリテ大錦，栃木山，対馬洋，大ノ川，福柳，清瀬川 等出デテ活気アリシガ，気分
ハ此ノ頃ヨリ大イニ変リシ如クナリ。
電気燈ト云ヘル角力アリキ。□名前ハトビヌケテ現□代的（当時）ナレド，打見レバ
五十才ニモアマルカト思フ程（事実ハズット若カリシナラム）ニテ，殊ニハ頭髪禿ゲ□
盡シテ，後ノ方ノミショボショボトゴマシホノ毛アリ。ソレヲ後ノ方ニ申訳ホドニ結ビ
タル，芝居ニ見ル老人ノチョンマゲヨリモ更ニ更ニナサケナキ眺メナリケルガ，外貌恬
淡ニシテ茶気アリ。ショッキリノ上手ニテ，花角力ノ時ナド必ズ得意ノショッキリニ，
見物ヲヤンヤト云ハセタレバ，子供ナドハ大関ノ名ヲ知ラデモ電気燈ノ名ヲ知ラヌハナ
キ程ナリキ。遂ニ十両ニハ進マズ，永イ間二段目ドコロニ上下セシガ，後三段目ニ落チ
シ。序ニ二段迄ハ落チザリケム。是レモイツトハナシニ消エウセヌ。千秋楽ノ□弓取リ
ハ必ズ白ヶ□峰ト云ヘル角力ガヲサメタリ。是レハ角力トシテハ一向ハエズ，三段目ア
タリノ角力ナリシガ，弓取ノミハ手ニ入リタルモノニテ，□□□一カドノ力士ノ風アリ
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シ。其他，鶴渡ト云ヘル角力ハ，体躯堂々三役迄モ進ミ，一時ハ大関タラン程ノ評判ア
リシモ，遂ニ上□ラザリシガ，頭ニ傷跡ニテモアリ□シカ，丁度昔ノ士ノ如ク，頭ノ上
部ヲ綺麗ニ剃リオトシテ髷ヲ結ヒ，イツモ テカテカ ト光リテ愛嬌アリシ。□其ノ名ノ
鶴渡ト云フモ，幼ナ心ニ何カ ツルツル ノ其ノ頭ト縁アルモノノ如クニ感ジタリシモオ
カシ。
㾎夜半更ケテ□島人ノ泣ク声セツセツニ
キコユルハ死人アルナラシ雨ノ音モソソニ
｟島人，死人アル時ハ村中ノ者集リテ泣クナリ，泣キ方ニ一定ノ譜アリ，歌アリテ，男女
皆合唱スルナリ。其ノ譜，息ヅマル如キ烈シキ調ニ始マリテ漸次弱ク遅クナリ，トギレ
ントシテ又烈シキ調子ニ始マリ，漸次弱クナル。其ノ中ニ近親ノ者ナド感情ノ切ナル者
ハ歌ニ従ハズ，泣キ叫ブ等アレバ哀調ヲ通リ越シテ一種無気味ナルモノアリ。感情ノ極
メテ直接的ナルヲ覚ユ。是レヲ ařūweřūū weliweli mä（死人ヘノ慰撫程ノ語）ト云フ｠

（此ノ辺ノ島ノ陰□暦ハ前半年，後半年ノ二期ニ分ケラレ，前半年ハ海波穏カニシテ魚漁
航海ニ適シパンノ実盛ニ熟シテ食料豊カニ，一般禁忌ノ解カレテ島人ノ自由安穏ナル期
ナリ。後半年ハ海荒レテ魚少ナク，パン実モナクナリテ，女ドモハ芋田ノ耕作ニ力ヲ致
シ，禁忌ニ従ヒテツツマシキ暮ヲナサネバナラヌ期ナリ。
猶此ノ間西風ノ時期アリ。年々ニヨリテ長短強弱アレド，此ノ西風ハ実ニ執拗ニテ吹
キ出セバ，朝ヨリ晩□迄小止ミモナク吹キツヅケ，更ニ雨ヲモ伴ナフコト多シ。先日来
〔瀰漫〕

島ニハ流行病アリテ村中ニビマンシ，一家全員打臥シタルモノ等モ多ク，女手ナキ処ニ
テハ，男ヤ子供ガ田ヨリ芋ヲヌキ来リテ厨屋内ニ炊事シ，辛ジテ空腹ニ□堪ヘ病人ヲモ
養ヒ居ル次第ナリ。偶々気節ハ一年中ノ悪シキ時ニアタリ，毎日実ニ執念ク雨降リ続ケ，
アマツサヘ西風烈シク家ノ中迄モジメジメト湿ッポクテ，病人等ニハ堪ヘ難ケムト｠
㾎病人ニ此ノ雨風ノハゲシサヨ
㾎西風ヤ パパイヤ ノ頭カシゲケリ

十一月
一日 晴，夜ニ入リテ雨，
，死去。本日水葬。
昨夜半過ギ，♀ Linge（ Pïk ）

二日 曇，晴，薄ク日ガ照ッタリ，朝ト昼ト二度三度小サナ雨ガ降ッタリ，
三日 晴，夜小雨アリ，
四日 快晴，暑，
五日 晴，稍雲多シ，
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六日 晴，昼前一寸雨アリ，
，死去。本日水葬。
昨夜半，♀ Ilepiřila（ Saūw ）
月出ヅ，三日程ノ月ナリ，Itchi ナリ。

Mal ノ月，実ニ雨多ク，風行不定，天気悪カリシ。「ハシカ」ハ罹ル程ノ者ハ皆カカ
リテ既ニ絶エシモ，
「アメーバ」ノ如キ赤便流行シ，患者猶増シ居ル状態ナリ。伝□染性
ノ病ニテ罹リ始メハ高熱ニテ全身ケダルク，後腹痛下痢シテ，用便絶間ナク，赤便ナリ，
「アメーバ」ト全ク仝ジ症□状ナレド，伝染力ハアマリ強カラズ，徐々ニ蔓延シ行ク如
シ，患者数ハ非常ニ多ケレド，遂ニ重患タラズシテ，癒リ行クモノモ多キ様ナリ。既ニ
死亡者十名ニ達ス。島ノ現住人口ハ二百五六十人ナレバ，三十分ノ一以上ノ高率ニ当ル
ナリ。

七日 曇，午後，時ニ日輝ク，明方一寸，又午後暫ク雨アリ，
八日 曇，晴，朝カラ時々パラパラット雨アリ，日暮方暫ク強雨アリ，
九日 晴，雲多ク朝，昼パラパラ雨アリ，夜モ亦ザット雨アリ，

apeipei アリ，foū-foū ngal 等ノ大キナ魚大分アリ，
十日 昨夜ヨリ朝迄何回トナク小雨，日ハアレド雲多ク気マグレニ雨来ルナリ，昼前
ヨリ風ダチテ（北東風）雲去リ，ヨキ天気トナル，夜又雨アリ，
，男子出産。
♀ Leabūilö（ Saf ）

十一日 昨夜モ時々雨アリシモ，今日ハ朝ヨリ晴ル，
十二日 晴，
八月 Polowat ニ行キシ Saobūla 一行ノ舟，帰リ来ル。
♂ Saobūla，♀ Ligira，♂□□ Yalemāi，♂ Igöwï，♂ Iboūr
（♂ Eūiyang，♀ Liyār，♀ Raokmai 及ビズット以前ニ行キシ Tafoll ハ帰リ来ラズ）

十三日 晴，午後曇リガチナリ，
♀ Lemabūlïk（ Kat ）死去，本日埋葬。

十四日 未明ヨリ西風烈シク終日吹キ続ケ，雨盛ニ降ル，
（

本年ハ例年ヨリ大分早ク，パンノ実ノ小サキモノ盛ニツキ居タルガ，今日ノ風ニテ落
チシモノ多シ，カナリ大キクナレルモノモ多ク，mea i siū ヲ拾ヒ来ル者アリ。

十五日 晴，
十六日 晴，北風稍強シ，
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十七日 晴，雲多ク時々パラパラ雨来ル，
♀ Leama（ Saūs ）
，死去。

十八日 朝一寸日アリシガ，忽チ雲多ク小雨来タリ止ンダリ，午後本降リニナリテ止
マズ，夕方僅カニ止ム，

十九日 曇，晴，午前中一二度雨アリ，
二十日 晴，
♀ Lit ing，死去，本日埋葬。

二十一日 晴，

apeipei アリ，röl 等若干アリ。
午後又 apeipei アリ，foūfoū röl 等若干アリ。

二十二日 晴，近頃海稍静カナリ，
二十三日 昨夜遅ク雨ニナル，朝ヨリ終日ドンヨリ曇リ，時々小雨降ル，
二十四日 晴，北東風強ク海荒シ，
二十五日 晴レタリ曇ッタリ，朝明方ト，八時頃ト，午後三時頃ト，夕方ト，夜ニ入
ッテカラト，何度モ小雨アリ，遅ク本降リトナル，
♂ Řamareū（ Saūs ），夕方死去。

二十六日 晴，
二十七日 終日晴レタリ曇ッタリ，雨ザンザト降ッタリ止ンダリ，雨ニ伴ッテ強イ東
風，

二十八日 終日強イ東風ニ乗ッテ，雨ガ降ッタリ止ンダリ，
♂ Pūlakkit（ M. O ）
，死去。

二十九日 曇，小雨一二度，夕方黄色イ日出ヅ，
♀ Ilimalūpï（ Saūwel ）
，昨夜死去。

三十日 無風，終日陰気ナ雨，
（小章）
◌

川原ハ広クテ ナマヌルイ南風ガ吹キ
流ハ澄ンデ 底ニハ深イ色ノ藻ガユレテヰタ
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アソコデ私達ハハジメテ逢ッタノダッタネ

◌

雲雀ガ鳴イテ雲雀ガ鳴イテ
私ハ二人ガドンナ風ニ話シ出シタカヲ思ヒ出セナイ
ケレドモ私ハオ前ノ最後ノ言葉ヲ忘レナイ

「サウ，デスガコレデオ近ヅキニナリマシタワネ」
3

◌

3

3

アノバザーデ

〔松村〕

磯子ハ実ニマル一時間モ喋リツヅケタ
彼女ノオ喋リガ私ノ耳ノ中ヲ擽ッタク転ガリマハッタ
ソシテ私ハ磯子ノ頬ペタヲ力イッパイヒッパタイテ
ヤット彼女ヲ黙ラセルコトガ出来タ
ダノニ磯子ッタラ隠シダテナイ微笑ト一緒ニ
「マア，私目ガサメタヤウ」

◌

遥カナ遥カナ過去ノ思出ヲ
マルデ楽シイ希望ノヨウニ追ッテ居タノデシタ
夏ノ夜ノ遠イ空ノ果ニスル稲妻ノヨウナ思出ヲ

◌

ヤマナラシノ葉ガサラサラ鳴ッテ秋ガ近カッタ
二人デ悲シイコトヲ話シ合ッタガ
オ前ガコンナニ早ク死ヌノダトハ知ラナカッタ

◌

静カナ秋ノ夕方ダッタ
私ガジット コホロギ ノ声ヲ聞イテ居タラ
オ前ガソット来テ私ノ耳ヲヒッパッタッケ

◌

小サイオ前ト肩ヲ組ンデ縁ノ柱ニ凭レテ
何ヲ二人デ話シテ居タンダッケネ
マダ寒ク，情ケナイ彼岸桜ガ咲イテタッケ

◌

空ガドンヨリト曇ッテ
カタイ葉ノ間ニ青イ小サナ枇杷ノ実ガカタマリ合ッテ居タ
私ガオ留守番ノ退屈ナ心デソレヲ見テ居タラ
突然オ前ガ遊ビニ来テ□クレタノダッケ
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オ前ノオ喋リガ光ノヤウニ ソコラヲカケマハリ
ソシテ私ハ，私ガオ前ヲ恋シテ居タノダト知ッタノダッタ

十二月
一日 引続キ小サナ雨ガ降ッタリ止ンダリシテ居タガ，午後ニナッテヤット晴レル。
二日 曇，後晴，
，死去。
♀ Lesaweibūř（ Saūs ）
，死去。
♂（ Leabūilö 男 11 月 10 日出生）

三日 晴，
四日 晴，曇相半，朝小雨，
五日 昨夜半ヨリ引続キテ何度トナク小サキ雨来ル，日モ照ルノダガ，
，死去。水葬。
♀ Latūwei tūp（ Saūs ）

（

月出ヅ，Sareböl ナリ，前月半バ過ギ又々天気悪ク，多量ナラネド降雨シキリテアリ。
海荒ク北東風稍強シ，mea i yasū 大分出デ来ル。村ノ病気モ一寸下火トナリシヲ，

Polowat ヨリ帰リシ病人ドモガ又々別ノ病気ヲ持チ来リシ如ク，北ヨリ先ヅ小児達日ヲ
追フテ熱，咳ハゲシク，一通リヤリシモ，是レハサシテ命トリモナカリシ。又一ツ□胃
痛下痢アリ。一度癒リカケシモノ亦々罹リ，再ビ三度続ケ様ノ罹病ニ衰弱シキリテ死ス
モノ多シ。既ニ十九名ニ達ス。

六日 昨夜半ヨリ本降リニ降リ出シ，止ミ間モナク降ル，午後ドウニカ止ミシモ雲□
切レズ，
七日 曇，小雨，午後晴， atik řo kompalï
八日 朝ノウチ又小雨二回程アリ，午後晴ル，
九日 昨夜半ヒドイ雨アリ，今日モ朝ニナリテ又雨ニナリシモ，昼前頃ヨリ晴ル，
十日 朝一寸雨アリシモ，後上天気トナル，
四五日前 apeipei ノ epil ガ解ケタノデ，今日ハ子供達ヲツレテ apeipei ヲ切リニ行キ，
昼前帰ッテクル。

十一日 晴，昼頃迄ニ何度カ驟雨アリ，
今日モ apeipei ヲ切リニ行ク。三尺円程ノ八間バカリモアルノヲ，五ツニタマ切ッテ
来ル。
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十二月四日，♂ Ořarebūr（ Los ）
，♀ Ilipoemal（ Mas ）
，離婚。
，♀ Liyailiūk（ Pïk ）
，離婚。
十月？日，♂ Ořalūūk（ Saf ）
〔ママ〕

，Pgölö ニ行ク。
三艘ノ舟（ Lipoel 一行，Igöliū 一行，Motang 一行）

十二日 未明雨，晴，昼頃ト午後三時頃ト驟雨アリ，

apeipei ヲ引挙ゲニ行キシモ，人数足ラズシテ上リキラズ。
十三日 久々ニテヨク晴ル，午後雲多シ，
朝，村ノ者ヲ沢山呼ンデ apeipei ヲ皆引挙グ。

十四日 晴，雲多ク，沖ニハ方々驟雨アリシモ島ニハ降ラズ，夜ニ入リテ少シ降ル。
十五日 晴，未明暫ク雨，
十六日 晴，午後三時頃小雨アリテ後曇リ，夜ニ入リテ又雨，
十七日 晴，雲稍多シ，風北ヨリ東ニマハル，
十八日 晴，
先日 Pügölö ニ行キシ舟，皆帰リ来ル。Wong ナクテ魚ノミ。

十九日 未明ヨリ烈シキ雨アリシモ，朝少シ降リテ後止ミ晴ル，午後モ一寸雨アリ，
北東風稍烈シク，丁度十二月ノ風ノヨウナ，凩ノヨウナ風ガ吹キツヅケル，

二十日 朝ハ晴レシモ，後雲多ク，小サナ雨来リ，午後ヤヤシケ気味ニテ北東風ニ乗
ッテ雨度々アリ，漸次悪ク夜ニ入リテ風弱クナリ雨トナル，
此ノ天気以前ニモ書キシ如ク，tūmūr ノ星々ノ上ル為ニテ，来月ニ至リテ恢復スル
ナリト。
〔欄外に記す〕

［ mor li fiū ］

二十一日 昨夜半過ギモ雨アリ，今日モ雲多ク小雨アリシガ，昼前ヨリドウニカ晴ル，
二十二日 午前中晴レシガ雲多ク，午後二度程雨アリテ曇ル，夕方雲切レシガ，夜ニ
入リテ又雨アリ，

Meroūwel，pūip，foūfoū，röl ノ類五□六百アリ。Ayūloyūl シテ帰リ来ル。
二十三日 簡単ニサット雨ガ降ッタリ，晴レタリ，曇ッタリトシテオク，
十二月十一日，♂ Alemāi，♀ Ilepisiyang，結婚。
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二十四日 晴，海毎日荒シ，
二十五日 晴，午後雨アリテ後曇，
二十六日 晴，雲多ク，海荒シ，
，Pügölö ヘ行ク。
二艘ノ舟（ Ikongūl 一行，Motang 一行）
♀ Leteliliūk，男子出産。

二十七日 晴，朝パラパラ雨，夜亦暫ク雨，
♂ Pūgūrei（ Polowat ）
，♀ Löwailiūk（ mas ）
，離婚。
，♀ Lemāmai（ Ley ）
，離婚。
♂ Igesiūk（ Pïk ）
，♀ Leweliyang（ Kat ）
，離婚。
♂ Ořomal（ mangP ）
，♀ Lemamai（ Ley ）
，結婚。
♂ Ořomal（ mangP ）
，♀ Löwailiūk（ mas ）
，結婚。
♂ Reppangelap（ Saf ）

二十八日 晴，朝一寸雨，夕方又小雨，夜又大分雨降ル，
一昨日未明，yalūū アリシモ□□ツヰ結果ヲタダサザリシ，

二十九日 曇，薄日，朝，昼，午後，小雨アリ，

til 魚浮ク，沢山取レズ，村中ニ行キ渡ラズ，漁ニ出シ者ニテ分ケル，
三十日 晴，マダ雲多ク，東風強シ，
今日モ朝早ク til 浮ク，沢山取レ村中ニ分ケラル。

，♀ Ilipoemal（ Mas ）
，再婚。
♂ Ořarebūr（ Los ）

三十一日 晴，東北風強，
先日ノ alūū ノ結果，次ノ如シ，
◌

国光丸

ebo itto

iliboebūg

◌

metaweli

Pügölö

engngaū

◌

〃

Pïk

ega

◌

〃

Epelalei

ega

◌

〃

Wairak

ega

◌

wēwē li ïk

◌

〃

◌

mamāi
meai

passoli aramasū

◌
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〃

re samol

mamāi
engngaū
engngaū
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（絹団扇）
㾎絹団扇ト云フモノヲ忘レテ居タリケリ
㾎支那出来ノ絹団扇永クモタズケリ
㾎絹団扇薄色ノ絵ノ凉シゲニ
㾎絹団扇使フ若キ叔母カナ
㾎絹団扇ニハ支那ノ美人ヲ画キケリ
㾎扇風器買ヒシ頃ヨリモタヌ絹団扇
（短句）
㾎オ堀ノ薄氷ニ小石ヲ投ゲ投ゲシタ小学通ヒノ冬ノ朝
㾎雪ノ深イ朝ハ「彦」ノ車ニ弟ト相乗リデ学校ニ行ッタウレシサ
―
（小章）
永イヒヨヒヨト寒イ雨季ガ終ッテ
台北ノ町ニ毎日焼ケル様ナ日ガ来マシタ
ソシテ私ハ林（リン）サント別レテ
私ハ大稲䭛ノ思出，満華ノ思出
幼仔（ユーワ）ノ思出，ソシテ大王椰子ノ思出ヲ
ギッシリト頭ノ中ニ畳ミコンデ
内地ニ帰ル汽船ニ乗ルヨウニト
又々鼠色ノ雨ノ基隆行ノ汽車ニノッタノデシタ
―
㾎老枩ニ並ンデ一ノ鳥井カナ
㾎薊活ケテナゲキシハ昔ナリケリ
㾎芥箱ニ薊埋レテ首アゲタリ
（小章）
道ハウネウネト曲ッテ
大キナけやきノ木ノ並木ニ入ッタリ
純朴ナ生垣ノ，田舎ノニホヒノスル町ヲ通ッタリ
小サナ町ガツキテ広イ原ガヒラケルト
アア，ナダラカナ遠イ丘ノ上ニ
ヒトムレノ林，マダ葉モナイ立木ニ
白木蓮ノ花ガ ギッチリ 咲イテ
漸ク傾キカケタ日ガ，ソノ花ヲ猶更静カニスル
私ハコノ大好キナ□眺メト，モノウイヨウナ感傷ノ中ニ
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私ハイツノマニカオ前ノコトバカリ考ヘテ居タノダロウ
オ前ノ云ッタ一ツ一ツノ言葉ヲ忘レマイトシタロウ
オ前ノドンナ小サナ一ツノ表情サヘモトラヘタイト願ッタロウ．
．
．
．
．
．
．

〔一頁白紙〕

十三年一月
一日 晴，北東風強，海荒シ，
二日 朝ヨリ降リ出シ嵐メキテ終日降ル，夕方止ミ風凪グ，夜ニ入リ直チニ又雨トナ
ル，

三日 昨夜中降リ続ケ，今朝迄降リシガ後止ミ，ドンヨリ曇，
四日 昨夜中降リ，今日ハ終日降ッタリ止ンダリ，
朝，第一根剛丸ト云フ鰹船来ル。トラックヲ二十九日ニ出テ流レシ由。航路ニハ暗キ
上，重油ガ既ニ欠乏セル由ナレバ，暫ク滞留シテ国光丸ノ来ルヲ待ツ様取計ラフ。

五日 昨夜モ何回カ雨アリ，今日モ終日曇，二三回小雨，
船ノ人達交ル交ル上ッテ来ル。大豚ヲ殺シテ船ノ者ニヤル。

六日 今朝方ヨリダンダン天気定マリ，雲多ケレド晴ル，

mesār ノ海荒ク，朝第一根剛丸ヲ tayūū efang ニツナギカヘシム。午後石油一罐モタ
〔欄外に記す〕

］カヌー転覆，
セヤル。
［カヌーヲ出スコト出来ネバ，島民ヲ四名泳ガシテヤリシナリ，
船ノモノ夕方二人泳ギ来ル，宿ル。
朝，fūr yaliū アリ。

（

夕方月出ヅ，既ニ四日頃ナリ，Yaromoūs ナリ，Sareböl ノ月，中程暫ク晴レシモ概
シテ天気悪ク雨多シ，mea i ナシ。

七日 未明ヨリ久々ニ西風荒ク，小雨ヲトモナヒ，海盛ニ荒シ，三時間カ四時間ニテ
止ミシモ，午後ハ又々荒ル，
西風小止ミニナリシ時，風北ニマハル。昨日ノ二人ヲ送リヤリシニ，又々機関長等二
人，洗濯水浴ニ上陸。午後又二人ヲ送リヤリ，今度ハ Peigiyör ニツナギカヘシム。カヌ
ー又転覆ス。其頃ヨリ又々西風烈シ，ヨキ時ニツナギカヘタリ。
実ニ沖縄人ノ無責任，無思慮ナルニアキレ果テタリ。
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乗組人員
上原徳吉，金城民一，仲栄奈秀徳，小橋川嘉仁，上原仁喜，玉城幸四郎，翁長松助，
玉城次郎，荻堂政実
ソコデ，暮ノ二十九日ニ Řūk（トラック）ヲ出テ Namolūk（東南離島）ニ向ッタノ
デアルガ，途中ニ Losop ト云フ島ガアル。Řūk カラ Losop ハ僅カニ八時間航程（船速
七哩位）デアルト云フ。ソシテ Losop，Namolūk 間ガ約一昼夜航程デアルト云フ，然
ルニ僅カニ八時間航程ノ Losop ヲ取ルコトガ出来ズ，ソノママ行キ過ギシニ Namolūk
亦見エズ，已ムナク Řūk ニ引返サントシテ Řūk ニ至ラズ，折柄東風烈シクナリ，重油
欠乏シテ二三時間ノ航行ニ堪エルノミトナッタノデ機械ヲ止メ，補助帆ヲ上ゲテ風ニマ
カセテ走リシモノナリ。而シテ四日□明方当島ヲ見，直チニ機械ヲマハシテ巡リツキシ
ト云フ。折柄雨止ミ且ツ降ル，今三十分間当□島ガ雨ニ被ハレナバ，此処ニモ着キ得ザ
リシナラント云フ。結局二百七八十哩モ流サレシナリ。省ルニ船長以下不注意□無思慮
ノ結果ニシテ，マコトニ舟乗リラシカラズ，アマツサヘ Řūk 附近ノ海図ハアレド，此ノ
辺ニ至リテハ海図ハオロカ只ノ地図モナク，全然様子モシラヌニ至リテハ，ウカツモ甚
ダシキモノナリ。

Řūk ヲ出デテ僅カニ八時間ノ Losop ヲ取リ得ズ，シカモ近キ沖ヲ通リ居ル位ノ見当
ニテ其ママ船ヲ進メシコト，既ニアヤマレリ。既ニ方位ヲ取リチガヘシカ，潮流ニ流サ
レ居リシト見ルベク，シカモ八時間位ノ所ナラバ，遠クハ違ハザレバ一応 Losop ヲ求ム
ベキナリ。サスレバ次ノ航路ヲ定メ得ルト共ニ，潮流等ノ模様モ知ルベキナリ，次ニ目
的ノ Namolūl ヲ取リ得ザリシハ当然ノ（カカル不性者ノ）結果ナレド，徹頭徹尾コレ
ヲ尋ネザリシハ，実ニ言語道断ナリ。アルダケノ重油ヲ用ヰテモ之ヲ求メナ□バ取リ得
〔測〕

ザルコトアルマ□ジ，遂ニ取リ得ズ，天側モ知ラネバ，我ガ船ノ位置サヘ知ラズシテ Řūk
ニ引返サントセシ（ Řūk ハ大キク高ケレバ，ヨモ取レヌコトアルマジトノ当□推量ナル
ベシ）ニ至リテハ無思慮モ甚ダシク，自ラ流レシ如キモノナルベシ。
次ニ如何ニ小航海ナリトモ，必要以上ノ重油ヲ持タヌナド無謀モ極マレリ。食料ハ稍
余冗アリシ如キモ，既ニ一両日前ヨリハカユニナシ，明日ヨリハ二食ニナサント覚悟セ
リト云フ。薪ニ至リテハ遂ニ乏シク，流木ナド見当ラバ取ル覚悟ナリシト云フ。万事此
ノ如シ，カカル不思慮人ノ集リナレバ，上陸後ノ□□無考無躾ノ行動モサモアルベケレ
ド，実ニ実ニアキレハテタリ。

八日 曇，西風後北ニマハリ，後凪グ，
九日 晴ル，午後暫クヒドキ雨アリ，
船ノ者，薪，水取リニ上陸。

十日 晴，昼頃曇リテ一寸雨アリ，
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十一日 晴，雲多ク東北風強ク，西ノ海浪荒シ，
浪荒クカヌー出ズ，終日船ニ一回モヤラズ。

十二日 晴，海悪シ，日暮レテ小時雨，
浪荒ク今日モカヌー出ズ。

十三日 晴，東北風強ク海荒シ，
船ノ人五六人上リ来ル，オ相手デ鳥打チ。

十四日 晴，北東風強シ，夜一寸雨，
船ノ人三人来テ網作リ。
未明，♀ Lemařemar（ Saf ）
，死去。

十五日 晴，東風烈シ，海盛ニ荒シ，夜遅ク雨アリ，
船ノ人三人来テ，網作リ終ル。
，♀ Leweliyang（ Kat ）
，結婚。
♂ Mairo（ Ley ）

十六日 午前中三度程モ強イ東風ニ乗ッテ雨来ル，午後晴ル，海盛ニ荒ル，
十七日 晴，夜ニ入リテパラパラ雨，
此ノ半バニ国光丸ガ来ル筈ダノニマダ来ナイ。船ノ人達ニモ遅レレバ，時節柄一月モ
遅レルカモ知レナイノデ，長ビク覚悟ヲシテ貰フ。今日カラ二三名陸ニ宿ルコトニナル。

十八日 曇晴，風北ニマハリテ烈シク海荒シ，
〔師〕

昼前，国光丸来ル。玉中医氏来，佐藤刑務係長モ来リシ由ナレド，海荒クテ上陸セズ，
九州大学ノ高□宮氏来島。コプラモツメズ，夕方帰ル。
第一根剛丸，国光ニツレラレテ Namo ok ニ行ク。

Igomorik Sepaiye re taboei
十九日 曇，□午後雨ニナル，止ミシモ夜ニ入リテ又降ル，
二十日 昨夜ハ大分降リシモ，今日ハドウニカ晴ル，但シ四回程モ小雨アリ，
二十一日 未明カナリヒドキ雨アリ，朝晴レシモ終日何度トナク小雨アリ，晴雨交々，
二十二日 曇晴，時々小雨，東北風吹キツヅケ，相変ラズ海悪シ，
二十三日 久々ニヨク晴レル，
二十四日 晴，雲多ク日暮レテ小雨アリ，
二十五日 晴，東風ノベツニ吹ク，
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〔雲〕

二十六日 晴，曇多ク東風吹キ続ク，午頃風ニ乗ッテサット雨，
二十七日 晴，東風ノベツニ吹ク，夜遅ク雨，

Polowat ノ舟一艘，Pïk ヨリ来ル。男女十名ナリ，二艘ニテ Pïk ニ行キシニ，折柄浪
ハゲシクテ一艘ノ舟ヲコワシタル由。Namo ok ニ一艘以前ニ置キシモノアレバ，ソレ
ヲ取リニ行キテ Pïk ニ引カヘス心算ニテ来リシモノナリ。
国光丸ガ来テカラ，又々変ナ何トモワカラヌ流行病アリ。胃痛，吐瀉，下痢ノ三特徴
ニテ烈迅ニ来ルモノナリ。♀ Ileliūpūmal，♂ Taitiū 最モ重シ。Ileliūpūmal ノ如キハ，
〔食〕

二十三日皆ト田圃ニ行キ帰リテ，malūūm ニテ ūm ヲナシ，夕方ヲ食シテ寝ネシニ，夜
半ニ至リ忽チ□胃痛，吐瀉烈シク，下痢ヲ伴ヒ，気息サヘセマリテ一夜ヲ保ツヤ否ヤヲ
アヤブマレシ如キ有様。其儘ヒキツツキテ飲食共ニ一切喉ヲ通ラズ，今日ニ及ベル次第
ナリ。Taitiū モ亦昼ノ Kōř ヨリ帰ッテ忽チ吐瀉，横臥セシモノニテ，未ダニ一食モトラ
ズ，僅ニ liū ヲ飲ムノミ，其他男女子供ニ至ル迄，吐瀉並ビニ下痢スルモノ多シ。

二十八日 晴，風強ク朝雨，後一寸雨，
昨日来シ Polowat 人ニ対シ faï řabūtū。

二十九日 晴，雲多ク風稍シヅカナリ，
三十日 晴，一艘ノ舟（ Fitiyalimāi 一行）
，Pügölö ヘ。
三十一日 晴，雲多シ，日暮パラパラ雨，

二月
一日 晴，昨夜ハ何度トナク小雨アリ，今朝モ一寸降リシガ後晴ル，但シ一二度パラ
パラ雨アリ，

二日 快晴，風モ大分静カニナル，

Polowat ノ舟，及ビ島ノ四艘ノ舟，Pïk ト Pügölö ニ行ク。
新月出ヅ。Tūmūr ナリ。先月中天候スコブル悪シ，漸ク幾分静カニナル。

三日 晴，
四日 晴，海大分静マル，
五日 晴，
昨日モ今日モ apeipei アリ，皆 meroūwel ニ出デシモ，少シバカリ röl アリシノミ。
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六日 晴，薄ケレド雲多シ，未明一寸雨，
七日 曇，
八日 曇，午後カラ日暮迄ニ三回程雨アリ，東風稍強，
，♀ Lisak（ mas ）
，結婚。
♂ Pūgūrei（ Polowat ）
，♀ Liyalikeř（ Saūw ）
，結婚。
♂ Safiřal（ Kat ）

九日 昨夜モポツポツ雨アリシモ，今朝明方ヨリ本降リニナリ，終日降ル，
十日 今朝迄雨降ッタリ止ンダリセシモ後晴ル，但シ昼過ギ又々曇リ，夕方ヨリ又雨，
♀ Lemabūlimar，女子出産。

十一日 一寸雨ガ降ッタリ晴レタリ，ズット曇ッタリ，東北風強，
十二日 晴，雲ダンダン多ク，午後ハ殆ド日照ラズ，日暮方暫ク雨，

Yamal ノ為ノ大 Safei，safeai sat ガ Oleito デ行ハレル。
十三日 曇，
十四日 朝サット雨アリシガ晴ル，但シ雲多ク時々小サナ雨来ル，
朝，一頭ノ Wong ガトレル。例ニヨッテ子供ヤ病人ニワケラレル。

十五日 晴，
十六日 晴，漸次雲多ク，日暮ニナッテ遂ニ小サナ雨来ル，
先日 Pïk，Pügölö ニ行キシ五艘ノ舟皆帰リ来ル。全部ニテ Wong 五頭分ト魚ノ

tiūgūtiūgū 四百程ノミ。
十七日 晴，
十八日 晴，二回程パラパラ雨アリ，
十九日 晴，未明一シキリ盛ニ雨降リシモ，後ヨク晴レテ雲モナシ，
廿日 晴，
朝 Polowat ノ舟 Namo ok ニ行ク。当島ノ舟一艘共ニ行ク。
午後，Pöpö，Lisak ノ件其他。

（

（

廿一日 晴，雲稍多ク一二回通リ雨，北風，
朝 Efang ノ imai yaliū ニテ pūi li moa r ヲサセ，夕方 ilasū。

二十二日 晴，北風ノベツニ吹ク，
二艘ノ舟（ Rangapï ，Wili 一行，Tawek，Saūfa 一行）
，Pügölö ニ行ク。
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二十三日 晴，
二十四日 晴，
二十五日 昨夜一二回パラパラ雨アリ。今日ハドウニカ晴レシモ，雲多ク，午後ト日
暮ト二回小雨アリ，

二十六日 晴，北風ノベツニ吹ケド雲ナク，春ノ如キ日□差ナリ，
二十七日 晴，相変ラズ風吹ク，
ズット海ハ悪イ季節ダガ，今月ハ又実ニ悪イ。天気ハズットヨイガ，ポツポツ蚊ガ□
多イ。パンノ実モマダ出ナイ。

二十八日 晴レタリ曇ッタリ，朝一寸雨アリ，
昨日ノ午後二時頃ダッタカ，一寸シタ地震ガアッタヨウダッタガ，シカトハワカラナ
イ。
，Pügölö ヘ。
一艘ノ舟（□□ Kalek，Tūgūl 一行）

♂ Mairo，♀ Leweliyang，昨日離婚。

三月
一日 曇，薄日，風相変ラズ，
，♀ Leboařei，結婚。
♂ Mairo（ Ley ）

二日 曇，午後パラパラ雨，日暮方暫ク小雨，
一昨日出デシ舟，Pügölö ヲ□見出シ得ズシテ帰リ来ル。

三日 晴，雲多シ，
又一頭 Wong ガ取レ，病人子供等デワケラレル。

四日 昨夜半，及ビ今未明カナリヒドキ驟雨アリ，今日ハ朝九時頃ヨリカ雨ニナリテ
終日ヨク降ル，
，Pügölö ヘ。
雨ノ中ヲ一艘ノ舟（ Tūgūl，Faliūttal 一行）

五日 晴，夕方又小雨アリ，夜ニ入リテ烈シキ雨，
未明 fūr yaliū アリ。
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（

今夕四日ノ月出ヅ，mea i řik ナリ，Tūmūr ノ月。
天気ハサシテ悪シキニアラネド，毎日風立チ（北風，北東風）テ海盛ニ悪シ，僅カニ
パンノ実アリ，afūūř 盛ニアリ，蚊多シ。

六日 晴，朝小雨，夕方又大分雨アリ，

Polowat ノ舟一艘，Pïk ヨリ来ル。此ノ舟ニテ Motang 帰リ来ル。
午後，一昨日出デシ舟，Pügölö ヲ見出シ得ズシテ帰リ来ル。

七日 昨夜半モ大分雨アリシガ，今日ハヨク晴ル，
先月二十二日ニ Pügölö ニ行キシ舟二艘帰リ来ル。Wong 五頭。

Polowat ノ舟一艘，Pügölö ヨリ共ニ来ル。全員十六名，昨日ノ舟，七名ナリ。
Efang，fïřo，夕方 ilasū。
，Pügölö ヘ行ク。
一艘ノ舟（ Igiböř，Pūřalimal 一行）

八日 晴，夕方前一寸雨アリ，

Namo ok ヨリ（ Igotūp 一行，帰リ来ル）
Polowat ノ舟二艘ニナリテ，Namo ok ヨリ帰リ来ル。此ノ舟二艘全員 18 名ナリ。
九日 晴，未明沛然タル驟雨アリ，朝十時頃ニモ驟雨アリ，
一昨日 Pügölö ニ向ヒシ舟，Pügölö ヲ見出シ得ズシテ帰リ来ル。

Polowat 人ニ対シテ faï řabūtū
十日 晴，
朝 Lūkeřik ニテ safei ali mesalibik，夕方各自 ilasū。

十一日 晴，午前中二回驟雨アリ，日暮レテ小驟雨，

Polowat ノ舟一艘 Pïk ヨリ来ル，一行七名，Wong 二頭。
十二日 晴，小サナ雨何度カ来ル，
十三日 晴，小サナ雨何度モ何度モ来ル，
国光丸，十日ガ予定ナノデ毎日待ッテ居ルガ来ナイ。前ニ内地ニ帰ッテ，ヒドク遅レ
テ居ルカラダロウ。

十四日 晴，小サナ雨何度モ来ル，
国光丸来ル，
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〔一郎〕

オレアイ駐在巡査及久保田氏来，
，姦通盗婚者ノ件，学校児童等々ニテ日
ポロワットノ件，サウファノ件（黄変死 88 ））
暮レテ帰ッテ行ク。

十五日 晴レタリ曇ッタリ，何度モ雨ガ来タリ，
十六日 終日晴レタリ曇ッタリ，雨ガ降ッタリ，
十七日 晴，夜遅ク雨，
十八日 曇晴，二三度雨，

Polowat ノ舟一艘，Namo ok ニ行ク。
十九日 快晴，
♀ Laikobūř 45 才位，死去。

朝，Ut-lap ニテ Samol ノ pöpö ガアッタノデ行ッテ，先日ノ諸件ヲ一応話シテ来ル。

二十日 晴，
二十一日 晴，
昼前，南洋拓殖 89）ノ珠丸ト云フ船ガ来ル。
南拓ノ矢野偉郎氏，住友至氏，水産ノ杉野氏来，一寸□燐鉱ノ調査ヲサレタガ駄目デ，
夜迄遊ンデ十時頃船ニ帰リ，夜中ニ出航。
□□□

Polowat ノ舟四艘帰リ行ク，♂ Ořomal 従ヒ行ク。
二十二日 晴，
二艘ノ舟（ Lipoel，Marowa 一行，Saobūla，Lūssūl 一行）
，Pügölö ヘ出カケル。
，♀ Limel（ Ley ）
，結婚。
♂ Igilap（ Kat ）

二十三日 晴，
三艘ノ舟（ Tawek，Yagilipoe 一行，Safiřal，Tūgūl 一行，Igowerik，Řēpï 一行）
，

Pügölö ヘ行ク。
二十四日 曇晴，三四回雨アリ，
先日 Namo ok ニ行キシ Polowat ノ舟，帰リ来ル。

全部五艘ノ舟ニテ来リシ Polowat 人，
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◌

Faliūttal，Karar，Yābūiyang，Igeïp，Amao，Elūbūk，Tawaisi

◌

Igowerik，Igār，Pehoiliūk，Poilimoyūr，Yūliūtak，Poteto，♀ Laigefï，♀ Lemaloūr
Esarūmūū，Sibār，Umāi，

◌

Ořomal，Maliūng，Maliřoitiū，Yaat，♀ Reilïk，Malipï，Urūbak，♀ Lifakoerūū，

♀ Ilebūrūmar，Taremāi，♀ Laifalepï，♀ Laipïlong

◌

Saūim，Emalïk，Seipöl，Igūhabol，Maitali-ūr，Hālūūr，Olobūireng

◌

Towalipi，Ekking，Sigār，Wolipi，Tilimeyal，Faipi，Pïtao，Biyalikaūr，Atilaūm，
Igoūboe，Aūrïlam，Atilïliūk
二十五日 朝ヨリ雨，後止ミシモ曇，夕方ニナッテ日照ル，夜又雨ニナル，
十八日，♀ Laibūtao，初度月経。

二十六日 昨夜ハ大分雨アリ，今日モ朝ヨリ又雨ニナリ，降ッタリ止ンダリ，午後一
寸日モ照ル，

二十七日 終日雨降ッタリ止ンダリ，
二十八日 明方迄降ッタリ止ンダリシテ居タガ，後ヨク晴ル，午後一寸パラパラ雨，
未明，fūr yaliū（ Tiligořařa アリ）

二十九日 曇晴，午頃一寸小雨，
（

（

三十日 晴，午頃驟雨，夕方驟雨，夜ニ入リテ雨，

efang，昨日 pūi li moa r，今夕 ilasū。
三十一日 晴，午後漸次雲多ク，殆ド曇ッテシマフ，
♂ Tafao（ Soūk 人）
，♀ Liyaūr（ Saf ）
，結婚。
，♀ Ilepisiyag（ Pïk ）
，離婚。
♂ Yalemai（ Saf ）

［一頁白紙］
1938，3，14，
〔欄外に記す〕

［オレアイ 和田巡査 支店 久保田一郎氏来，和田徳三郎］
発信 秋永（ヤップ）
，小林ヤップ支庁長，玉中正則（ヤップ）
，中本勝一，高宮太郎，
中沢英子，土方愛子，土方久俊，大橋マキ校長，安達貞二（パラオ）
，一藁信雄（オレア
イ）
，稲喜蔵（トラック）
，菅原宗助（チニヤン）
，羽根田弥太（パラオ）
，伴善居（パラ

486

土方久功日記Ⅳ

第23冊

オ）
，柴山昌生，三沢寛（露子）
，長崎脇三（ヤップ）
，□□□□□，山口（ファイス）
，
山田音次郎（ナムチック）
，中沢忠久

送品 山口（絵 10，ラン 20）
玉中（2tör ）
中沢英子，㉚
安達貞二（2tör，絵 10）

3．21
珠丸
住友至氏
矢野偉郎氏

来島

杉野氏

1938，3，14，
受信 柴山昌生，玉中正則（ヤップ）
，安達貞二（パラオ）
，山口松次（ファイス）
，上原
徳吉（モートロック）
，上原仁喜（モートロック）
，江口謙太郎（ウルシー）
，向井源之
助，田辺保国，倉沢量世，江波清美，中沢一同，土方久顕，南道子，中沢英子，柴山昌
生，久俊，久顕，昌道，稲喜蔵，井関鼎（パラオ）
，ヤップ南貿

受品 山口（ファイス，䠶 48 lö ）
稲喜蔵 ⑩
井関鼎（コーヒー，雑誌）

渡航者 学校児童，Pūkkalïk，Raaf，Saibolïk，Lowit，Igöwï，Motang（ヤップヘ）

帰島者 Ořalip，Loemal，Taūre，Lingāk，Yālis，Lammāi，Saūmūir（マラカルヨ
リ）

［1，4，第一根剛丸流着］
1938，1，18
発信 中井良三郎，土方久顕，青田幸吾，荒居徳亮，田辺保英，甘露寺方房，湯地孝，
上原小菊，倉橋弥一，江波知彰，三角泰，中井惣之助，平島雄一郎，本多正震，本田譲
二，土方久俊，中山徳子，柴山昌生，染木煦，永田広（パラオ）
，伴善居，三沢寛，土方
与志，土方愛子，中沢英子，山田音次郎，長崎協三（ヤップ）
，小山直彦，井関鼎（パラ
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オ）
，金井新吉（サイパン）
，本部定男（トラック）
，菅原宗助（チニヤン）
，野元辰美（サ
イパン）
，中本勝一，江口謙太郎（ウルシー）
，秋永頼一（ヤップ）
，稲喜蔵（トラック）
，
藤井保（ポナペ）
，山口（□□ファイス）
，羽根田（パラオ）
，ヤップ支庁長，中山正美
（モルトロック）
，トラック南貿支店長

送品 藤井保（椰子浮彫 1，盆 4）
稲喜蔵（椰子絵中 10）
山口 （椰子絵中 5，小 5）
江口 （椰子絵中 5，小 5）
青田幸吾（ Wong，matïka，kapililpäo ）
．
．
．
．
）⑩
三沢寛（ poer, pöisāk．
一藁信雄（オレヤイ）
（絵 5，盆 3）
英子⑳

1937，1，18，
〔欄外に記す〕

［高宮太郎氏，玉中正則氏来島］
受信 一藁信雄（オレヤイ）
，安達貞二（パラオ）
，小林喜代一（ヤップ支庁長）
，大橋節
三（ヤップ・マキ）
，菅原宗助（テニヤン）
，井上三家，稲喜蔵（トラック）
，柴山昌生，
金子九平次，三沢ツユ子，羽根田弥太（パラオ）
，伴善居（パラオ）
，□住吉正行（サイ
パン）
，長崎協三（ヤップ）

渡航者 Igořūū，Igöliū，Urupï，Uromař，Reppanglap，Yalemāi，Iboūr，Motang
（マラカル）

受品 長崎協三（薬）
向井源一（戦争記事新聞）
一藁信雄⑩
三沢寛（キング 2，シルコ，シラタマ，サトー，水彩絵具）
土方久俊（香水，指輪，櫛，頬紅，紅，ポマード等）
支庁長（昭和十年島勢調査書）
帰島者 Ikerūkiyang，Ngïyao，Igesiūk，Tingar，Tūgūpai（ヤウルヨリ）

Yamal，Pesiyö，♀ Ileliūpūmal，♀ Lemoařei，♀ Kūring
1937，□□□□ 9，11
〔欄外に記す〕

［羽根田氏来］
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受信 青田幸吾，金子九平次，湯地孝，柴山梅子，秋永（ヤップ）
，江口（ウルシー）
，
井上三家，甘露寺方房，田辺保英，三沢寛，土方久俊，土方愛子，土方文子，中井良三
郎，徳村政雄（ヤップ）
，伴善居（パラオ）
，中沢英子，忠久，忠直，山口宇多子，南道
子，土方久顕，井関鼎（パラオ）
，長崎協三（ヤップ）

送品 伴㉚ tör 1
三沢⑩
徳村 tör 1 leliei sūba
久俊 tör 3
田辺保英 ⑤
井関 tör 1
長崎 tör 1 ⑤

受信 小山直彦，藤井保（ポナペ）
，稲喜蔵（トラック）
，中本勝一，江口謙太郎（ウル
シ）
，山田音次郎（ナムチョク）
，長崎協三（ヤップ）
，中沢英子，土方愛子，土方与志，
秋永頼一，島村捷三郎，伴善居（パラオ）
，□□□□

，♀ Lemařei，♀ Ilebūpūmal，♀ Kūring
渡航者 ♂ Pesiyö，♂ Yāmal（ヤップヘ）

受品 稲喜蔵⑮
土方愛子（紅茶，角砂糖，粉ミルク，レモン）
中沢英子（ココア，氷砂糖，土人用品）
小山直彦（菓子罐詰）
（海苔，餅）
（ユデアヅキ）
三沢寛（雑誌 7）
田辺保英（海苔）

Tawek，ファイス莨 35，ウルシー人形 10
，♂ Motang，
帰島者 ♂ Igiwot，♂ Atilūūk，♂ Pūgūrei，♂ Ořomal（マラカルヨリ）
，♂ Tawek，♀ Ileřïma（モクモクヨリ）
♂ Ratik（ヤップヨリ）
〔欄外に記す〕

［ 6 月 14 日，瑞鳳丸来 ― 伴氏来］
1937，6，26，
発信 中沢佑，菅原宗助（チニヤン）
，土方久顕，染木煦，小山直彦，柴山綾子，秋永
（ヤップ）
，永田広（パラオ）
，田辺保男，長崎協三（ヤップ）
，中島刑務係長（ヤップ）
，
三沢寛，徳村政雄（ヤップ）
，山田音次郎（ナムチック）
，江口謙太郎（ウルシ）
，安達貞
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二（パラオ）
，尾曲（パラオ）
，中本勝一，□□□□□，土方久俊，岸川栄一郎，藤井保
（ポナペ）
，稲喜蔵（トラック）
，中山正美（トラック）
，□□□□□□□□，□□□

（浮彫 2，tör1）
送品 藤井保（絵 10，tör10）
稲喜蔵（絵 10，tör10）
中山正美
小山直彦（盆，tör ）
□□□□□□
江口謙太郎（ tör böř5）
三沢寛（ potao，yaikeř，盆）
菅原宗助（ tör，盆）
⎧⎨⎩

土方久俊⑩

Tawek rang20（ Fais ）
rang20（ Yülūtiū ）

受信 倉沢量世，田辺保英，甘露寺方房，井上三家，土方文子，土方愛子，中井良三郎，
土方久俊，三沢寛，金子九平次，秋永頼一，江口謙太郎

帰島者 Biyal，Obobūireng，Igilap，Kao（アンガウル ヨリ）

Sepaiya，Yalemāl（ヤップ学校ヨリ）
Paireng（アンガウル ヨリ）
受品 徳村政雄（泡盛）

渡航者 Tawek，Ileřïma（ Mogmog ヘ）

Motang，Ratïk（ヤップヘ）
Yālis，Viseltï，Sanmūr，Lammai（マラカルヘ）
1937，□ 2，□ 28
〔欄外に記す〕

［徳村氏来］
発信 倉橋弥一，秋永頼一（ヤップ）
，長崎協三（ヤップ）
，金子九平次，田辺保男，久
顕，英子，土方愛子，三沢寛，甘露寺方房

送品 倉橋弥一（バイ絵及話原稿，1，テバイ，2，ガラカベッタンノブキ
タン，3，ガラカベッタンノ喧嘩仲善，4，ユーカル，ブーデル，5，
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ゲラオヅ，トベセクノ鶏，6，ガツパン，ンカイサル蟹，7，ガルヅ
マオ，ンケクラオノカシボクー，8，アカラップ嶌釣，9，オルワン
ガル沈没，10，ギプタル陥落，11，ガルケユックルノ天ニ行ッタ三長
老，12，鳥ノカルヅベケル）
金子九平次（ sapï，tör ）
田辺保男（ tör ）
長崎協三（ tör ）
倉沢量世（ tör ）
稲喜蔵（絵中 5，小 5）
藤井保（絵中 10，小 5）

受信 三沢寛，島村米子，田辺保男（2）
，染木□煦，小倉綾子（酒）
，稲喜
蔵，中島渉（ヤップ）
，藤井保（ポナペ）
，長崎協三，秋庭義次，青
田幸吾，江口謙太郎（ウルシー）
，池味トシ（ファイス）
，岸川栄一郎
（パラオ）
年賀状
安達貞二，
三角泰，柴山昌生，荒居徳亮，土方久顕，平島雄一郎，江
波知彰，湯地孝，金子九平次，菅原宗助，小山直彦，倉沢量世，島村
捷三郎

受品 中島渉（日本酒一本）
徳村政雄（ビール半打）
石黒

（菓子）

三沢寛 （雑誌 2）
稲喜蔵（20．00）
長崎協三（薬）
土方久俊（香水，化粧品）
（本 2）
中山正実（モルトロック人形男女，面二）
渡航者
（アンガウル人夫）Ngïyao，Tingar
〔欄外に記す〕

［ 9 月 26 日

喜代丸来］

1936，11，26・27
発信 長崎協三⑤，
（ヤップ）
，中本勝一，江口謙太郎（ウルシー）
，秋永頼一（ヤ
ップ）
，中沢英子，土方久顕，三沢寛，島村米子，本田伊萬子，本田譲二，
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土方愛子，柴山昌生，土方久俊，倉橋弥一，青田幸吾，荒居徳亮，中山正実（トラック）
，
本部定男（トラック）
，秋庭義次，江波知彰

送品 久顕（ tör ）
愛子（ tör ）
久俊（ tör ）
倉橋（ tör ）

中山

⎫⎬⎭

荒居（ kiekï，tūūk，řūk ）

本部 （絵 10）
（ tör10）

受信 江口謙太郎，山田音次郎，長崎協三，
三沢寛（二通）

，♂ Torobūř，♂ Alulu，♂ Faliūtal（ヤ
帰航者 ♂ Mairo，♂ Iköryūl（マラカル）
ウル ヨリ）
♂ Tanek，♀ Ileřima（モクモク ヨリ）

受品 三沢寛（雑誌 4）
長崎協三（薬）
江口（駆蟲剤，噴霧器，ブリキ，板）種物
南貿 トタン，材木

渡航者 ♂ Ořalip，♂ Taūre，♂ Lingāk，♂ Loemal，♂ Kao（マラカル）
♂ Igöliu，♂ Pesiyö，♂ Yaitemāi，♂ Yamūkiř（ヤップ）
♂ Ukka（ナムチックヘ）
♀ Lakobūmai（オレヤイニ帰ル）
〔欄外に記す〕

［ 9 月 26 日喜代丸来 ― 本部巡査，中山正実氏来

江口氏帰ル］

1936，8，22
発信 長崎協三（ヤップ）⑤，秋永頼一（ヤップ）
，永田広（パラオ）
，羽山
吉蔵（ヤップ）
，三沢寛⑩，藤井保（サイパン）
，稲喜蔵（トラック）
，
玉中正則（ヤップ）
，中本勝一

送品 藤井保（絵，盆）
稲喜蔵（ 〃 ）
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永田広（ 〃 tör ）

渡航者 人夫交代

Tafao
Malipas
Paireng
Olobūireng
Igilap
Atïlūūk
Biyāl
Siūmak
受信 長崎協三，中本勝一（二通）
，井関鼎，玉中正則，平嶌雄一郎，三沢
寛，荒居徳亮，中沢英子，羽山吉蔵，秋永頼一

受品 井関□鼎（薬）
長崎協三（桜・桃罐詰）
土方愛子（ユカタ，反物，首飾）
三沢寛（切出，丸鑿，油絵筆，羹カン，雑誌）
中本勝一（枠錐）

帰来者 Yālis（アンガウルヨリ）
♂ Lūssūl，♀ Lekaweitiū，♂ Rasemāi，♀ Leifalūūr（オネヤイヨリ）
♂ Ořarebūr，♀ Ilipoemal，♂ Biyailiūk（オネヤイヨリ）
♂ Elailiwol，♀ Laigito，♂ Tïboe（オネヤイヨリ）

♀（ Lakobūmāi（オネヤイ人）来島

1936，5，29
国光丸ニテ，帰来者

Ayūrūpai，Eūiyang，Marowa，Igořūū，□□□□□（アンガウル人夫ヨリ）
Igisoe，Lammāi（アンガウルヨリ）
Sawek，Ukkatingar，Sepall，Liwaik（マラカル人夫ヨリ）
♂ Pesiyö，♀ Ilelūpūmal（ヤップヨリ）
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□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
渡航者 ♂ Ořarebūr，♀ Ilipoemal，♂ Biyailiūk（小），♂ Elailiwol，♀ Laigito，
♂ Tïboe（小），♂ Lūssūl，♀ Lekaweitiū，♂ Rasemāi（小），♀ Laifalūūr（小）
（

（オネヤイへ）

，♂ Rangapï，♀ Leaitepas，♂ Igipoa （サイパ
♂ Kilipōř（サイパン人）
ンへ行クトテ）
，オネヤイニ帰ル。
♂ Patïbūř（オネヤイ人）

〔1 頁白紙〕

1936，5，29
〔欄外に記す〕

［江口謙太郎氏来，下船］
発信 羽山支庁長（ヤップ）
，小川節一（ヤップ）
，田代雅也（ヤップ）
，長崎院長（ヤッ
プ）
，藤井保（サイパン）
，金井新吉（ヤップ）
，永田広（パラオ）
，柴山百合子（綾
子）
，山田音次郎（ナムチック）
，坂本直以（ファイス）
，江波知彰，秋永頼一（ヤ
ップ）

送品 羽山（盆 1，椰子絵 1）
田代（ 1， 〃 1）
小川（ 1， 〃 1）
長崎（ 1， 〃 1）
藤井（ 5， 〃 4）
金井（ 5， 〃 8）
永田（ 5， 〃 4）
柴山百合子（ Yaikeř, tai li met ）

受信 羽山吉蔵，長崎協三，稲喜蔵，永田広，土方愛子，藤井保，秋永頼一

受品 羽山（バット，味素）
三沢寛（雑誌 3）
長崎（薬，罐詰）
藤井保（絵具，煙草）

1936，3，25
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〔欄外に記す〕

［羽山支庁長来］
発信 長崎病院長（ヤップ）
，秋永頼一（ヤップ）
，中嶋刑務係長（ヤップ）
，井関鼎
（パラオ）
，三沢寛，小川（ヤップ）
，中本勝一，中沢英子，小倉綾子，山口（ヤ
ップ）
，土方久顕

送品 中嶋（ moyall・Tailimet ）
長崎（ 〃

〃

）

山口（椰子絵 2）
秋永（椰子絵 20）
植木（椰子絵 10）
永田（椰子絵 10）
小倉綾子（
小川（ moyall，tailimet ）
中本（杉浦彫刻）
．
．
．
．
．
）
三沢寛（荒居徳亮）
（ sapï．

受信 田代雅也（ヤップ）
，藤井保（サイパン）
，小倉綾子，中沢忠久，小川節一（ヤッ
プ）
，江波知彰，永田広（パラオ）
，柴山百合子，坂本直以（ファイス）
，金子九平次，金
井新吉（パラオ）
，秋庭義次，

年賀 安達貞二，中沢忠直，島村捷三郎，柴山昌生，荒居徳亮，土方久顕，染木煦，
田辺保男，倉沢量世，湯地孝，田山利三郎，田辺保国，田辺保英，小山直彦，
島村米子，平島雄市郎，三角泰，中井惣之助

受品 三沢寛（雑誌）
永田広（絵具）
（車）
倉橋弥一（詩作）

1936，3，22
国光丸ニテ，来島者，
♂ Igöliū，♀ Laiek，♂ Lisilïk ヤップ ヨリ帰ル。
♂ Patïbūř（オレアイ人）来ル。

渡航者 ♂ Aleilei，♂ Igisoe，♂ Lammāi，♂ Faliūttal，♂ Pūkkaliyal（ Namo ok
人）
，♂ Yāpïyang（ Polowat 人） アンガウルヘ人夫
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♂ Igiwot，♂ Igongūl，♂ Ořomal，♂ Pūgūrei マラカル人夫
，♀ Ileřïma Mogūmogū ヘ
♂ Tawek（ Mogūmogū 人）
♂ Pesiyö，♀ Ileliūpūmal ヤップヘ
♂ Epeimāi，♂ Igötiūlmal，♂ Rettal ヤップ公学校ヘ
〔裏表紙裏面〕

［目黒区中根町二〇二六 柴山昌生
目黒中根町 1985 中沢英子
上目黒四丁目 2228 土方久俊］

〈□ 137（角力） 81（南洋）
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