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【第三部 試験対照綴】
作文科
四年生 大試験対照
（一）摘草に誘われし
修身科
返書
（一）欽明帝の朝新羅
（二）農業
と戦い我が武将伊企儺
（三）借用証券
算術科
彼に擒にせられ、遂に
心算
死すとも日本男児の気
（一）次郎はその嚢中
象を現し、外人を驚か
より三〇ずつ八回算え
せリと。その行と決死
て余りなく、太郎も二
せし所以を記せよ。
〇ずつ一二回算えて余
（二）本庄宗資身の戒
りなき栗あり。今之を
め固かりし談話を知る
一二人の生徒に分けた
ならん。その行いに相
らば一人の得分如何。
応する格言を挙げよ。
筆算
（三）人に福を受くも
（二）一八人の商客、
のと禍を受くるものと
金四五〇円ずつ出す約
あるは、天の与うるも
束にて、その事を始め
のか。将た人の招くも
しに、内三人事故あり
のか。その由来する所
て出金せず。依って残
を記せよ。
りの人員にて出金せば
読方科
幼学読本六七半葉ずつ
その増加を問う。
（三）或人年利一円に
講読
書取
付き二〇銭の割にて金
（一）花に麗しき花弁
三五〇円を三ケ年借
あり。
用せしが返金する能わ
（二）我等は頗る教師
ず。故に五カ年賦に元
を満足せしむ。
利返金するの約を為せ
門答
り。一年の返金高を問
（一）春季皇霊祭は如
う。
何なる日なるや。
珠算
（二）我朝は世界に珍
（四）或人三ケ年間に
しき美国なりと云う。
茶酒煙草の為に費やす
その然る所以を記せよ。 金高三〇円六〇銭なり。
（三）五港中最も殷賑
平均一ヶ月の経費高幾
なる港と最も早く開け
何。
し港名を挙げよ。
（五）牛一九頭の代三
（四）灯台は如何なる
三〇円にして、一牛は
用をなすものなりや。
七羊とその価等し。羊
一頭の価を問う。

豊
井上
消えて行く 学校

習字科
四十九を算用数字に
（二）八七六－（二二
行書一〇字 草書七字
直せ。
＋三六）＝
一筆 書状 芳簡 華
五八之を日本数字に直
三学年
墨 啓上
習字
せ。三十四と算盤に置
御約束之新聞紙
天地玄黄宇宙洪荒
け。四十六と算盤に置
体操科
作文
き
之
を
石
盤
に
答
え
を
書
機械体操亜鈴第一第八
（一）梅花を送る文
かしむ。
（二）寒暖計
節より十三節まで
二
学
年
一学年
（記事）
習
字
習字 ちりぬる
読書
甲
乙
丙
作文 硯 ハビリ ひ
（一）夜の雨に山林の
作文
ばり らんぷ ランプ
花も早やうつくしく開
鏡 新聞紙を返す文
書取
き小鳥も飛び来りて鳴
書取
（一）左を見るなよ右
（一）赤色のぼうしを
き遊びます。
をもみるなよ。
（二）失敬 食品 療
被らせます。
（ 二 ） 子 猫 は か け 来 り 。 （二）火や煙を吹き出
治 黒煙 城中
（三）此の本のゑをご
修身
せり。
らんなされ。
（一）他人に親切を尽
（三）二本の針は長針
（四）人形をのせて舟
したる時その礼として
短針と云い。
を池にうかべました。
（四）人形は水の中へ
金員を持ち来らば受け
（五）枝のあいだをと
落ちたり。
べきか。
びまわりて居ました。
（五）猿は真に木に上
（二）司馬光は何が為
読書
りたり。
めに人の大切なる瓶を
お竹さん赤き花のつい
読本
破りしや。
た 枝 を 私 に く れ ま し た 。 或日山へ行きたれば大
算術
此はなを人形に持たせ
なる猿花の咲きたる木
四年生
ませう。
筆算
の下にゐたり。
修身
（一）三六八五×二七
修身
大小二つの梨の実を人
（一）往来の人道を問
五 三六＝
よりもらいたり。之れ
（二）（六五×八－一
いたる時の心得。
を二人にて分かつに何
（二）貧窮の生徒火事
二〇） 一六＝
れを己れに取るか。同
（三）布を織ること毎
にて学校に持ち行く道
校に行く小さき生徒下
日三丈五尺として若干
具皆焼け失せ、昇校に
駄の緒途中に切れて困
差 支 た り と 聞 き た る 時 、 日の後、一尺につき三
るを見たる時も自分は
銭にて是を売り、一三
なんじら如何なすや。
先に行くか。
算術
二円二五銭を得たり。
算術
（一）一六本の石筆を
この日数如何。
四人分では各得る所幾
答 一二五日
（四）大魚あり。頭は
何。
背の三分の一、背は尾

の四倍にして尾の長さ
九寸あり。前身の長さ
如何。
答 五尺七寸
（五）金一七五円六五
銭及び一八九円三二銭
の和を四にて除すれば
如何。
答 九一一円二四銭二
厘五毛
（六）物数三二七個に
八を乗じ三にて除すれ
ば如何
答 八七二
三年生
筆算
（一）四三六＋五四三
×二五－一六七四三＝
答 七七三二
（二）二四三一〇 二
二×六＝
答 六六三〇
（三）桃の実三四七〇
ケあり。是を五人の童
子に配分すれば各幾何
を得べきや。
答 六九四ケ
珠算
（四）金二円三五銭三
厘 四円七八銭六厘
三円八銭七厘
答 一〇円二二銭六厘
（五）物数七四五より
六九七個を減ぜよ。
答 四八個
（六）七三五へ二四を
乗ずれば如何
答 一七六四〇ケ
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一、【 姥 子 さ ま 】
昔々、ちょうど今から
二百五十年程前、真木村
の沢中という所に、はな
という大変信心深く、心
のやさしいお婆さんがお
りました。
お婆さんは、毎日毎日
人さまも自分もどうか病
気などせずに、村中の一
人一人が幸福に暮らせる
ようにと神様にお願いし
ておりました。
或る夜のこと、お婆さ
んは不思議な夢を見まし
た。金色の光の中に白い
着物を着た一人の老人が
現れて、「わしは明日の
朝、宮の沢にいる。社は
いらぬから、そのままわ
しを神として祀ってくれ
れば、どんな悪い流行カ
ゼでも、きっとなおして
しんぜよう」といって、
消えてしまいました。
ハッと目覚めたお婆さ
んは、不思議なことがあ
るものだと、東の空の白
むのを待ちかねて、示さ
れた川へ行って見ました。
すると今まで見たことも
ない不思議な形の石があ
りました。
お婆さんは「あヽ有難
い有難いわしの日頃の願
いを神様が聞きとどけて
くださったのだ」と、う
れしくって、仕方があり
ませんでした。早速その
川の近くにある林の中の
大きな石の陰に、雨にか
からないように、その不
思議な石を祀りこみまし
た。そうしてその頭にや
わらかい真綿をかけ、前
だれを掛けてあげました。
その日は一月二十四日で
したが、とても暖かい日
でした。お婆さんは煎り
豆をして、近所の人や子
供を誘って、賑やかなお
祭りをしました。
それから後はどんな悪
い風邪が流行しても、こ
の神様にお参りし真綿の
帽子をお借りして、風邪
で苦しんでいる子供の首
に巻いてやると、せきも
次第にらくになり、な
おってしまったというこ
とです。
この宮の沢の水は目や
のどに良いといわれ、び
んに入れて持ち帰ったと
いうことです。この話を
聞いて遠く甲東村の方か
らもこの真綿を借りにき
たそうです。
風邪がなおると新しい
真綿と、ブリキで作った
鳥居を持って、お礼参り
をしました。今でも新し
い真綿の帽子をかぶり、
前だれを掛け、沢山の鳥
居があげられて「姥子さ
ま姥子さま」と、親しま
れています。
二︑【鎮西ヶ池物語】
今から八百有余年前、
時は源平時代のことで
あった。源 為朝（鎮西
八郎為朝）は、藤原入道
信西の忌憚にふれ、父為
義の勘当を受けて西海に
赴き、九州は肥後の国
（熊本県）の阿蘇家に身
を寄せ、そこで知り合っ
た白縫姫と縁を結び、京
に上ったが、保元の乱遭
遇することになった。
強弓をもって大奮闘した
ものの力及ばず、遂に敗
北の上、無念の涙をのみ

ながら伊豆の大島に流罪
この池を別名「雨乞い池
の身となった。然しなが
」とも呼び、池の側には
らもその居城は敵の為に
村人の建てた白縫姫を
焼き払われ、白縫姫は幼
祀ったお宮があり、今も
子為若丸を伴い、僅かの
なお池を守っている。
家 来 を 従 え て 城 を の が れ 、 さてその後白縫姫主従
は山を下り、或る人家を
世を忍びつつ諸国を流浪
訪れ、幼い為若丸を連れ
し、ようやく辿り着いた
ては敵に感ずかれるもの
所は、甲斐の国は大蔵山
と思い、止むなくこの事
（東ハ代郡）の麓であっ
情をその家の婦人に話し
た。
到る所に敵が見張り、
ました。婦人は大層同情
大蔵山に身をひそめたも
され為若丸を末長くお預
のの、長居は無用と更に
かりしましょうと快く承
渓谷を渡り歩いて、要害
諾するのでした。姫はこ
の地と知られた鎮西山
の上なく有り難く思い、
（初狩町滝子山）に登る
婦人の能（はたらき）に
のであった。
恵み給えと祈って、この
水の湧く所を見つけ、
地を恵能野の里と呼ぶよ
そこを掘って池を作り、
う
になったとという。
小屋を建てて三カ月を過
形見として明鏡と名刀
ごした。姫はこの池を
を為若丸に残し、家来と
「鎮西ヶ池」と呼んだ。
共にこの地をさり、再び
池は小さいものの、かな
あてどもなく最果ての旅
りの量を湧出し、日照り
に出るのでした。
保元二年春のことでした。
が幾日続いても、この池
には水が満々とたたえら
三︑【河童のくれた、面
れていた。
ちょうのクスリ（大月
こうした或る日、村に
町）】
は一滴の水もなく、農作
昔々、下花咲村に、綺
物はかれはじめるばかり
麗な水を満々とたたえら
か、病人までが続出して
れている、精進渕があり
いるということを、家来
あした。笹子川もここば
の知らせで知った白縫姫
かりは深みになっていて、
は、この鎮西ヶ池の中に
河童がいるともっぱらの
阿蘇家に伝わってきた明
噂でした。夏にはまた格
鏡を投げ入れ、しばらく
呪 文 を 唱 え る の で あ っ た 。 好の水練の場所で、子供
等で大賑わいしました。
すると忽ち辺りは黒雲に
或る夏のこと、洪水と
おおわれ、激しい雨が降
なり、この淵も黒濁りの
り始めて村を潤したとい
水で幾日も覆われ、おま
う。
けに日照りが続いて河童
それ以来、村人達は早
の住処には程遠い状況と
魃におそわれると鎮西山
なりました。
に登り、この池の水をか
ある日、暑さにはかな
きまぜながら祈祷したと
わず、子供等は水泳ぎに
いう。こうしたことから

行くと、あの噂の河童が
息絶え絶えに、ひっくり
かえっていました。子供
等は怖くなって村に逃げ
帰り、村人達を連れて精
進淵にかけ付けました。
村人達は、「この際河童
を退治してしまえ」と云
いあいましたが、然し誰
一人手を出そうとしませ
んでした。子供等は口々
に「かわいそうに、かぁ
いそうだ」と叫びました。
そこで、村人達は、河
童の頭の皿え水をかける
と元気になると、星野屋
の井戸の綺麗な水で体を
洗ってやりました。
すると、河童は急に元
気となり、どぼんと精進
ケ淵にとびこんで見えな
くなりました。それから
暫くたったある夜のこと、
村長の、大屋の久兵衛さ
んの家の戸を叩くものが
有りました。急いで出て
見ると、そこには河童ら
しい人が立っていて、竹
筒を手渡しました。久兵
衛さんは、びいくらこい
て、竹筒をひったくると、
河童は雲と消えてしまい
ました。
久兵衛さんが、後でよ
くみると、それは一枚の
クスリの処方箋でした。
これは、河童が村人達
に助けられた恩返しと、
みんなの衆に話し、村方
文書に加え、処方箋通り
のクスリを作り、むらの
宝としました。
そのクスリは、面ちょ
うのクスリで、現在は、
星野屋さんの家宝となっ
ています。（花咲山人夜
話より）

註一

註二

文次郎

面ちょうとは、顔
に出来る悪性の
おでき。
「このくすりで、
命を救われた人が
多くいる。」と云
う。

井上

＜参考文献＞
・大月風土記
・花咲山人夜話
・民話の会

執筆者

鎮西ヶ丸

十一月号へつづく…

滝子山

井上文次郎
民話の巻
大月風土記
大月風土記伝説

