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仟のヤアレ址仙は誰そとJWぬれはな︑つサくなうU]少女たつぬーは

J

一上ι

ナ

1ーーー寸

1

1h

1兵劉iι1ーに

1

、

一三会Ⅱ)ケ方全づミ︑とあり^U今︑
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主

左1少^,1

Zミク塗

睦の同は陸奥をいへり萬芋四巻にも芙知能久とあり唯範

;︑チノウ

ヤアレ丁ン︑r"野込の徒一U0こ

'ム仟のヤアレ4,は何國佳のくにな︑つ"くなう甲少女それ惨のt

リマレ

ことはならぬゆ涼於筒美の所為ゆ恵蛇のめくみといへリ

ワ

給ふ杣なり雨のめくみにあらざれはⅢにΠ而の生たつ

美のつかさどり給ふ蛇は於箇笑の類なれは雨をつかさどり
7ι

訴ifⅡ令落上,κι擢之彼ザ塵永武とあるを思ふこ雨は人火可

よめる此袖は陶を物する御にてN水二巻吾司と人火可共尓

は↓U小記に削淡加英とある類にてH木紀には罷を於箇共と

この所をいふなるべし瀧不例袖といふは泌加美'るへし蛇

ありて水一稔冷水也夏も淋の水冷なること氷のごとしといへリ

f河岬としふは山し村に藤本明訓谷と云ふ靴あり窃サ十岡餘り

その水をつかさどり給ふは十ご'河原の蛇のめくみといふ義也ト

前にいふことく光は乳にて成長し早苗水にて茂イkする也

ヤアレ十三河原の蛇のめくみ

ーエt

御のめくみにてこの村のⅢ地にそだつH衞といふ義也

の内ルをそえて大つることくⅡ﹁村の釦0正八雌吊の母仰

ミ子.にたとノ＼たりその iカミ子'を育ぬるは孚L付なり孚Lイ

諦やらんな︑つサ祀八峨の獣1ーーなり

'二仟のヤアレ乳付の母佃たれやらんな︑つサくなう〒少女それ

この歌は早茄の生立てかぶさしを繋加にたとへたり

]'Jこ

.'于Fのヤアレ髪胴の小杣何小杣ナウサくリ少女それ何小袖ヤアレ'H着の

の岻といひて言霊の幸はひをのべたり

にょそノ＼たりよてⅢの地而をことぶきて白金1のたらひ黄余

をいノ＼り早飾を生れたる子にたとノ＼Ⅲのmiの原をたらひ

.^に兒えたり()この歌峡削に産田仞をいひこ︑にたらひ

なる乎洗の義をもて名けたり楾乎洗小乎洗と類聚郊

︑ナノ

たらひは盤の{fをよめりてたらひと云ふ裟なりテア反こと

ヤアレ,Uかねたらひこかねのそこ

,,'拝のヤアレ埜湯のたらひはなにたらひなうくサくf1少女それ何たらひ

は川介人の山城大利のけちめなくいひそめたるか

しもいへるはH本の凶といふ÷ろにておほろかにいへるか又

λ,マー

といふは男山岩油水八幡月は0城倒難俳なるを大和国と

消はそだつなれは八岼,吊俳穿U水ゆ涼判油水とはしへり大和國

湯にあたるなれは共水は山Π村八岼・Hの杣の恋みの水にして
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よりのことなり勢'りみちのくといふべし奥はΠ倫ヘ

叉

ーの﹂也を述︹の口ーニ云フ

0)空jに冷.て.おし^貝d)舌

!rH1ーー'征k'ψ一ιこイ)し︑π﹁

つぎけるをいふ酒鐺也すみのこしゆとはすみざけをいふル綱を

一.ノ︑ノ

けのえとあり判に神酒を献る時用ふるに長柄銚子より

の手をもて左の乎を寄と見えたり清少竺同俳十子にひさ

1暇ιといノ＼り杣^呂瑠fg1に技!と司ルせ.り海人1黛すF二骸ιはイ

偏捉とあり拾遺叫兀利之開訟・・之注子︑九子良悪し向・郡丑名一太レ柄

こしゆは柯前に御油を献り祭るをいふ也ひさけは資暇録二

ひさげヤアレ長 柄 の 銚 子 す み の ご し ゆ

二拝のヤアレごしゆ參らする八重ひさげなうサくなう県少女それ八電

神を祭るをこたへリ

そを祈年といふも年は稲のことをいへぱなりイドの始に此御年

百の種つものよくみのりさかえゆくを御に祈り給ふ祭なり

引力{相祇官祭之故二云・,祈午とあり此祭は雨風11fにしたがひ

二河四月に祭ける令︑一川春祈午祭義解︑一欲令歳災不"作辱令順

歳載祀呉レ代殊レ名而其実一也とあり祝詞式に祈年祭あり

トシコヒ

故なりさて介畢もと季の省L鞭の名也左傳正義に年

年とは初春に種子を水に浸より冬をさむるまで一とせをふる

ヒタス

稲のことをとしといへり大年祁佃歳御は稲を守り給ふ袖なり

又はめうがを冥加とする類にて茶を大福といふなり年は

とするは白禽のむかしよりのならひにてふゞきを一Nとし

.ミ︑くとし︑方︑をとオーリ4勿

劃小とは正河茶を火福といひて年始のことふきとせり茶は一服二

丈パー'ト叩こ

︑二弁のヤアレとし始りの朝茶をはヤレくなうリ少女それ朝茶をはヤアレ祝や

に今柚る早市の生る¥よそへことぶきいへリ

1J

へり又陸奥ノ國の千原野辺の笹に笹の目然と茂生することく

あり陸奥國は郁叙のことになくみのりよくさかえゆくをもて

男!上ミ物1m邪右3だ立長﹂に1番磨国ノ内下てⅡヒ國の側^ーーⅡと云ること

大隅薩摩を奥の国と云ること檜垣家の策に見えたりさて,奥の郡

路ノ後とも奥とも云り此ノ国は東の極に在て,笑に,奥^にても

チクン

らむ又睦といふ字ナ轟たるは陸の字に似たりさてむつといふ

とに此國の名の美知を牟都と託れるは是よりぞまきれつ

りと云り陸をむつと云とは敷の六に此字を俳用ることありまこ

,リ

なり陸と云文字をむつと工ヘはと思ヘり陸をぱみちとよむな

小すは哥の詞に非スましてむつの國と中すは無下のこと

くとよむを岩してみちのくとも書り世俗にみちのくにと

熨宗臼てみちのおくのくにとよむなり哥にはみちのお
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鯉お内の一工とは三瓶の神の{呂の内の内殿をいふとつこと

こにしさんこにれいしやくじよ︑つ

.二仟のヤアレ郡"の内の,一玉はなうサくなう¥少女それだRヤアレとつ

の jミーと見えたり

杉鯛を先一孤に献るは祁を敬︑点だていとむかしより

ウUダヒ

ゐるヤアレまヨ拝に參らする

黒鯛のヤアレ共しりそめをたれまゐるなうサくな︑つ県少女それたれま

{炊こ一っ︑ナ大:リ

板にてといふ怠その切初三瓶御に献るをいふか此次の

にてきること也羽卵するなら大杉魚ゆ急壱尺もあるトニ

にたいらかなるよりいふきらはやとは割は杉魚き包丁

︑.し

杉魚解ら,岩鯛相似而灰色とあり太比は平也鯏の類ひら

タヒラ

りそれをかけといへり煕鯏は杉魚とかけり和名紗食経云ク

クUグヒ

坐{風俗にて正月は歳御にかけ鯛とて鯛をそな索ることあ

鯛をヤアレき ら は や 尺 の ま な い た で

きのふからヤアレけふまでかけし皿{鯛をなうさくな︑つ早少女それ煕

めた︑へたり

あること︑見えたり宮作りはいと︑つるはしくつくりたるをほ

宇比多岐山は神門郡なり宇比多岐山の杣七蔽の祁とよし

それ{県地りヤアレこれ杣のやしろなり

よ︑つ見1}iなうサうひたき山四呂竹りなうサくな︑?1少女

舮彪珍古しとあり又祈L囲貯はⅢ鴫猷るともしへリ

より十1Υ.

駒は尓邪経に小馬也とありネfに丁向するもの︑仏判ルを引ことあ

"﹂﹂ム小才ヘ恥なり

'二井のヤアレ乗たる駒の毛色をはなうサくなう早少女それ毛色をはヤアレ大

杣に御かたひらの料に献ることあり

名にて袷に對ふ名也布を八つとたちは布もて嘉吊として

杉はかたひらと云は一﹄Eより云ふ名なりかたくの一重を川ふからい'

ブハ七アオニキテ

麻なる布を八つとたち

三仟のヤアレ.安かたひらのおもひ立な︑つサくな︑つH1女それおもひ立ヤアレ

をまつに本りてこの県の三瓶の袖の予向の幣を本をいへリ

みすやはりは﹂H小三條通のみすやをいふ欺M物也縫,初の︒

,仞は正j]はしめ徒仞をいふ也金1は利名釼縫ずくn︑<也と﹁ノえ

すやの針て縫初る

二弁のヤアレ御装東の縫,仞をなうサくな︑つ内1少女それぬいそめはヤアレみ

ヌイソメ

て祭るゆ恵此次の歌に衣服綴初を出せり
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ありとΠ ^ え た り

一打のヤアレ御{"f1のまはりをめくりしがな︑つさくまはりしゞよう

Y少女それまはりしかなうサ三まはり予とΥ﹂えたり

︑一私の杣のH所をめくりしが一 Hに三川半こてそのーゞくーるほど
メ'.加きをいノ＼リ

おろし

1御ドとしへり寸↓Uより三仏Ⅱの卸門をとり卜とは︑︑也

お・ν"川てΠ十少女鳥井を越て

↓1ヘ
︑一打のヤアレ倒妹"のまへの切右はな︑つサくな︑つ早少女そ1七1iはよ

サどこなる石カヤアレ見U

二瓶にある佃一呂のあたりの石をほめた︑へたり
︑二仟のヤアレ御倒めくりのとも勢ひはな︑つサくなう早少女そーとも

勢ひヤア七盲余人とおほえたり
Ⅱれ塑︑お岡小をめぐり守り給ふがその塒の卸仕<者の鄭

をノにょそへたり風1記に:一百九十九杠とあるにょるか国中の坤
ことくく此三瓶の袖とおなしくⅡ工")国を守りt介︑と︑ぶ

︑︑

''一仟のヤアレどれからどれヘ御通りなうサくなう訂十少女それお通り

ヤアレ津の倒越てみの

これは越といふ辞にて関をしらせたり摂津の凶須,券関を

越て希倚不破の関まても越給ふをいふ関をやすく越

ーーフニ:リ

るは治る御代のしるしをいへり戸︑ざ︑ぬ御代ともいふは大
一︑一

.ノ'

三1弁のヤアレめしたるこしは何こしかな︑つサくなう討1少女それ何

一一ナ;﹁

こしかヤアレこかねの御こしー1ξの鈴

三胤の杣の御めくりの輿は金を臺し1Rをもてか︑ざるーー

のこし'上鈴のたぐひにて袖輿のうるはしきをたとへたり
三ξ仟のヤアレめしたる笠はとこがさな︑つサくなう甲少女それとこ

等アレ大和gにあやのひも
笠は旅人の只にて大和瑩1むかしは殊にょろし
祝ひにはヤアレーUをこそ柚て祝ますなうサくな︑つ¥少女それ祝ま

ワタモト

すな︑つサニ木うへて千本とから

し

へる歌ゆ急ことぶきた1星の幸ひけるをもてなり

二本柚るに下もとからになるとことぶきけりこの歌は歌の
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ぢるはさ る こ と な れ ど こ
J不﹃イく村而としふぁりて

女稲はもみいと多しと
へり北魚叩を以ていへる
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項(199S214頁)で述ベておいた︒

Ⅲ杣歌研窕史についてはもう少し詳釧に︑小野恭姑編璽餉文学を学ぶ人のために﹄(平成一
ノT

一一︑一(

(以上棚却終わり)

三

世界思恕社)︑の﹁Ⅷ柚歌﹂

窕の展開﹄〒成三年︑おうふう)︑等の業紬があり︑大山節系統のⅢ柚歌研窕に欄しては一人気を乢いている︒
)

﹃Ⅱ柚歌の基礎的句究﹂(昭刊hし午︑風岡古房)︑竹木宏火には他に一H木歌謡叢とその小ぢ﹂(昭和六0イF︑髪楓社),Ⅱ心歌研
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A study of "raZιe・1ιt4" in Edo era
ⅡJIMA Kazuhiko

"1Z1ι祝0、π0、h1ιπiKαπdo・ξ1ιπ ya"1αg1ιChi・"11U'a rα1ιι・1ιta ln my own library,
is only and nrst annotation of DaiSιπ・召1ιyh・kιi・rα1ιι1ιia in Edo era
But indeed, modern annotation of Daiseπ・B1ιShi・kιi・rα記ι1ιta was only

accomPⅡShed by TAKEMOTO Hiro‑0. There is nolhing before his achievements
The book was written by MINAMOTO Mitsuhide,inhabit1山t of Yama部Ichi
ViⅡage
His devotion for Mt. sanbe forms the basis of conslrudion of his annotalion

Thatis old style of KOKUGAKU

But it was precious study aS 丘rst annotalion and lexl of Dalseπ・B1ιShi・1くei・
rα記ι1ιta, 1π Edo era
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