
第一高等學校東寮寮歌

矢野勘治 作詞 楠 正一 作曲 明治三十五年

一

嗚呼玉杯に花うけて

緑酒に月の影宿し

治安の夢に耽りたる

榮華の巷低く見て

向ヶ丘にそゝり立つ

五寮の健兒意氣高し

二

芙蓉の雪の精をとり

芳野の花の華を奪ひ

清き心の益良雄が

劍と筆とをとり持ちて

一たび起たば何事か

人生の偉業成らざらん

三

濁れる海に漂へる

我が國民を救はんと

逆卷く浪をかきわけて

自治の大船勇ましく

尚武の風を帆にはらみ

船出せしより十二年

四

花咲き花はうつろひて

露おき露のひるがごと

星霜移り人は去り

梶とる舟師は變はるとも

我のる船は常へに

理想の自治に進むなり

五

行途を拒むものあらば

斬りて捨つるに何かある

破邪の劍を拔き持ちて

舳に立ちて我よべば

魑魅魍魎も影ひそめ

金波銀波の海靜か

1
aa gyokuhaini hana ukete
ryokushuni tsukino kage yadoshi
chianno yumeni fukeritaru
eigwano chimata hikuku mite
muka‘uga wokani sosoritatsu
go-reuno kenzhi iki takashi
2
fuyouno yukino seiwo tori
yoshinono hanano kwawo uba‘i
kiyoki kokorono masurawoga
tsurugito fudetowo torimochite
hitotabi tataba nanigotoka
zhinseino wige‘u narazaran
3
nigoreru umini tadayo‘eru
waga kunitamiwo suku‘anto
sakamaku namiwo kakiwakete
zhichino o‘obune isamashiku
shaubuno kazewo honi harami
funade seshiyori zhi‘uni-nen
4
hanasaki hana‘a utsuro‘ite
tsuyu oki tsuyuno hirugagoto
seisau utsuri hito‘a sari
kajitoru kako‘a ka‘arutomo
waga noru fune‘a tokoshi‘eni
risauno zhichini susumunari
5
yukutewo kobamu mono araba
kirite sutsuruni nanika aru
hazhano tsurugiwo nukimochite
hesakini tachite ware yobeba
chimimauryaumo kagehisome
kimpagimpano nami shidzuka
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三高逍遥の歌

澤村專太郎作詞 明治三十八年

一 紅萌ゆる丘の花
早緑匂ふ岸の色
都の花に嘯けば
月こそかかれ吉田山
二 緑の夏の芝露に
殘れる星を仰ぐ時
希望は高く溢れつつ
我等が胸に湧返る
三 千載 秋の水清く
銀漢空にさゆる時
通ヘる夢は崑崙の
高嶺の此方ゴビの原
四 ラインの城やアルペンの
谷間の氷雨なだれ雪
夕べは辿る北溟の
日の影暗き冬の波
五 嗚呼故里よ野よ花よ
ここにも萌ゆる六百の
光も胸も春の戸に
嘯き見ずや古都の月
六 それ京洛の岸に散る
三年の秋の初紅葉
それ京洛の山に咲く
三年の春の花嵐
七 左手の書にうなづきつ
夕の風に吟ずれば
碎けて飛べる白雲の
空には高し如意ヶ嶽
八 神樂ヶ岡の初時雨
老樹の梢傳ふ時
檠燈かかげ口誦む
先哲至理の教にも
九 嗚呼又遠き二千年
血潮の史や西の子の
榮枯の跡を思ふにも
胸こそ躍れ若き身に
十 希望は照れり東海の
み富士の裾の山櫻
歴史を誇る二千載
神武の子等が立てる今
十一 見よ洛陽の花霞
櫻の下の男の子等が
今逍遥に月白く
靜かに照れり吉田山

1 kurenawi moyuru wokano hana
samidori ni‘o‘u kishino iro
miyakono tsukini usobukeba
tsukikoso kakare yoshidayama
2 midorino natsuno shibatsuyuni
nokoreru hoshiwo a‘ugutoki
kibau‘a takaku afuretsutsu
wareraga muneni wakika‘eru
3 senzai akino midzu kiyoku
ginkan sorani sayurutoki
kayo‘eru yume‘a konronno
takaneno konata gobinohara
4 rainno shiroya arupenno
tanimano hisame nadareyuki
yu‘ube‘a tadoru hokumeino
hinokage kuraki fuyuno nami
5 aa furusatoyo noyo hanayo
kokonimo moyuru roppyakuno
hikarimo munemo harunotoni
usobuki mizuya kotono tsuki
6 sore keirakuno kishini chiru
mitoseno akino hatsumomiji
sore keirakuno yamani saku
mitoseno haruno hanaarashi
7 yundeno fumini unadzukitsu
yu‘ubeno kazeni ginzureba
kudakete toberu hakuunno
sorani‘a takashi nyoigadake
8 kaguragawokano hatsushigure
rauzhuno kozuwe tsuta‘utoki
keitou kakage kuchizusamu
sentetsu shirino oshi‘enimo
9 aa mata to‘oki nisennen
chishi‘ono fumiya nishinokono
eikono atowo omo‘unimo
munekoso odore wakakimini
10 kibau‘a tereri toukaino
mifuzhino susono yamazakura
rekishiwo hokoru nisenzai
zhimmuno koraga tateru ima
11 miyo rakuyauno hanagasumi
sakurano shitano wonokoraga
ima shouyauni tsuki shiroku
shizukani tereri yoshidayama
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第一高等學校第十七回紀念祭東寮寮歌 仇浪騷ぐ

岸 巌 作詞 内海 磐夫 作曲 明治四十年

一
仇浪騷ぐ濁世の
汚れを永久に宿さじと
春や昔の花の香に
結び置きけん友垣や
十七年の東風吹けば
ゆかしく萌ゆる若緑
二
野路の村雨晴るる間を
しばし木陰の宿りにも
奇しき縁のありと聞く
同じ柏の下露を
くみて三年の起き伏しに
深きおもひのなからめや
三
み空に星の冴える夜は
圓かに更くる夢と夢
一つに結ぶ露の玉
雲紫の朝には
崇き希望の胸と胸
同じ調べに踊るかな
四
友の憂ひに吾は泣き
吾が喜びに友は舞ふ
人生意氣に感じては
たぎる血汐の火と燃えて
染むる護國の旗の色
から紅を見ずや君
五
流るる水に記しけん
消えて果敢なき名は追はじ
めぐる幾世の末かけて
ただ我が魂の清かれと
昔ながらの月影に
歌ふ今宵の紀念祭

1
adanami sa‘agu nigoriyono
kegarewo to‘ani yadosazhito
haruya mukashino hanano kani
musubi okiken tomogakiya
zhi‘ushichinenno kochi fukeba
yukashiku moyuru wakamidori
2
nojino murasame harurumawo
shibashi kokageno yadorinimo
kushiki enishino arito kiku
onazhi kashi‘ano shitatsuyuwo
kumite mitoseno okifushini
fukaki omo‘ino nakarameya
3
misorani hoshino saeruyo‘a
madokani fukuru yumeto yume
hitotsuni musubu tsuyuno tama
kumomurasakino ashitani‘a
takaki shirabeni odorukana
onazhi shirabeni odorukana
4
tomono ure‘ini ware‘a naki
waga yorokobini tomo‘a ma‘u
zhinsei ikini kanzhite‘a
tagiru chishi‘ono hito moete
somuru gokokuno hatano iro
karakureinawiwo mizuya kimi
5
nagaruru midzuni shirushiken
kiete hakanaki na‘a o‘azhi
meguru ikuyono suwe kakete
tada waga tamano kiyokareto
mukashinagarano tsukikageni
uta‘u koyo‘ino kinensai
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北辰斜めにさすところ

簗田勝三郎作詞 須川政太郎作曲 大正四年

流星落ちて住む處
橄欖の實の熟るゝ郷
あくがれの南の國に
つどひにし三年の夢短しと
結びも終へぬこの幸を
或は饗宴の庭に
或は星夜の窓の下に
若い高らふ感情の旋律をもて
思ひのまゝに歌ひ給へ
歌は悲しき時の母ともなり
うれしき時の友ともなれば

riusei ochite sumutokoro
kanranno mino ururusato
akugareno minamino kunini
tsudo‘inishi mitoseno yume mizhikashito
musubimo wo‘enu kono sachiwo
arui‘a utageno ni‘ani
aruiha hoshiyono madonoshitani
wakai takara‘u kanzhauno senritsuwo mote
omo‘ino mamani uta‘itama‘e
uta‘a kanashiki tokino hahatomo nari
ureshiki tokino tomotomo nareba

一
北辰斜めにさすところ
大瀛の水洋々呼
春花かをる神洲の
正氣はこもる白鶴城
芳英とはにくちせねば
歴史もふりぬ四百年
二
紫さむる黎明の
靜けき波に星かぞへ
荒涼の氣に咽ぶとき
微吟消えゆくさつまがた
不屈の色もおごそかに
東火をはく櫻島
三
悲歌に耳籍す人もなく
沈み濁れる末の世の
驂鸞の夢よそにして
疾風迅雨に色さびし
古城の風に嘯ける
健兒七百意氣高し
四
南の翼この郷に
三年とどまる 鵬の影
行途は萬里雲わきて
雄圖もゆる天つ日や
かどでの昔叫びにし
理想の空に長驅せん

1
hokushin nanameni sasutokoro
taieino midzu yauyauko
haruhana kaworu shinshuuno
seiki‘a komoru hakkakuzhau
hauei to‘ani kuchiseneba
rekishimo furinu shihyakunen
2
murasaki samuru shinonomeno
shidzukeki namini hoshi kazo‘e
kwauryauno kini musebutoki
bigin kieyuku satsumagata
fukutsuno iromo ogosokani
higashi hiwohaku sakurazhima
3
hikani mimikasu hitomonaku
shidzuminigoreru suwenoyono
sanranno yume yosonishite
shippuuzhin’uni irosabishi
kozhauno kazeni usobukeru
kenzhi shichihyaku ikitakashi
4
minamino tsubasa konosatoni
mitose todomaru houno kage
kauto‘a banri kumowakite
yuuto moyuru amatsuhiya
kadodeno mukashi sakebinishi
risauno sorani chaukusen
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五
ああ若き日の光榮は
今年十四の記年祭
祝ふもうれし向上の
旅の衣にちりかかる
楠の下露清らけく
けふ南明の秋にして

5
aa wakakihino kwauei‘a
kotoshi zhi‘ushino kinensai
i‘a‘umo ureshi kauzhauno
tabino koromoni chirikakaru
kusuno shitatsuyu kiyorakeku
ke‘u nammeino akinishite

『北辰斜めにさすところ』を大正四年としたのは山口宗之著『ああ若き日の
光榮は－七高時代回顧－』による。

雲鷹丸記念歌

北原白秋 作詞 山田耕作 作曲 昭和四年

一
それ北洋の夏の航海
雪はかヽれりスタノボイ
將や輝く海の幸
聞きし勳功は幾何ぞ
極光のもとに何時か又
鳴呼燃えたたん郷愁
雲鷹丸 雲鷹丸
二
夕日かがやく珊瑚礁
椰子の葉末の春の月
友よ土人と團樂して
打し鼓は何處方ぞ
想は遠し今更に
あヽ憧憬の赤道下
雲鷹丸 雲鷹丸
三
雲と翼の名も白く
これや我らが母の船
夢は果てなきマドロスを
生みし歴史は幾年ぞ
戰ひ疲れ老ひ朽ちて
あヽ時過ぎぬ今むなし
雲鷹丸 雲鷹丸

1
sore hokuyauno natsuno tabi
kumo‘a kakareri sutanoboi
hataya kagayaku umino sachi
kikishi isawo‘a ikubakuzo
ohrorano motoni itsuka mata
aa moettatan nosutaruzha
un’youmaru un’youmaru
2
yuuhi kagayaku sangoseu
yashino hazueno haruno tsuki
tomoyo dozhinto madowishite
uchishi tdudzumi‘a idzukatazo
omo‘i‘a to‘oshi imasarani
aa akogareno sekidauka
un’youmaru un’youmaru
3
kumoto tsubasano namo shiroku
koreya wareraga hahano fune
yume‘ hatenaki madorosuwo
umishi rekishi‘a ikutoshizo
tataka‘itsukare o‘ikuchite
aa toki suginu ima munashi
un’youmaru un’youmaru
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戰友

眞下飛泉・作詞 三善和氣・作曲 明治三十八年

１）此處は御國を何百里

離れて遠き滿州の

赤い夕陽に照らされて

友は野末の石の下

２）思へば悲し昨日まで

眞っ先驅けて突進し

敵を散々懲らしたる

勇士は此處に眠れるか

３）嗚呼戰の最中に

鄰に居りし我が友の

俄にはたと倒れしを

我は思はず驅け寄りて

４）軍律嚴しき中なれど

是が見捨てゝ置かれうか

「確りせよ」と抱き起し

假繃帶も彈丸の中

５）折から起る吶喊に

友は漸う顏上げて

「御國の爲だ構はずに

後れて呉れな」と目に涙

６） 後に心は殘れども

殘しちやならぬ此の體

「それぢや行くよ」と別れたが

永の別れとなつたのか

７） 戰濟んで日が暮れて

探しに戻る心では

どうか生きて居て呉れよ

物等言へと願ふたに

８）空しく冷えて魂は

故 へ歸つたポケットに

時計許りがコチコチと

動いて居るも情無や

９）思へば去年船出して

御國が見えず爲つた時

玄界灘で手を握り

名を名乘つたが始めにて

1) koko‘a okuniwo nambyakuri
hanarete to‘oki manshiuno
akai yu‘uhini terasarete
tomo‘a nozuweno ishino shita
2) omo‘eba kanashi kino‘umade
massaki kakete tosshinshi
tekiwo sanzan korashitaru
yuushi‘a kokoni nemureruka
3) aa tataka‘ino saichuuni
tonarini worishi wagatomono
ni‘akani hatato ta‘ureshiwo
ware‘a omo‘azu kakeyorite
4) gunritsu kibishiki nakanaredo
korega misutete okareuka
shikkariseyoto dakiokoshi
karihautaimo tamanonaka
5) worikara okoru tokkanni
tomo‘a yauyau ka‘o agete
okunino tameda kama‘azuni
okurete kurenato meni namida
6) atoni kokoro‘a nokoredomo
nokoshicha naranu konokarada
soreja yukuyoto wakaretaga
nagano wakareto nattanoka
7) tataka‘i sunde higa kurete
sagashini modoru kokorode‘a
douka ikite witekureyo
mononado i‘eto nega‘utani
8) munashiku hiete tamashi‘i‘a
kuni‘e ka‘etta pokettoni
tokeibakariga kochikochito
ugoite wirumo nasakenaya
9) omo‘eba kyonen funadeshite
okuniga miezu nattatoki
genkainadade tewonigiri
nawo nanottaga hazhimenite
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10）それより後は一本の
煙草も二人で分けて喫み

着いた手紙も見せ合ふて

身の上話繰り返し

11）肩を抱いては口癖に
どうせ命はないものよ

死んだら骨を頼むぞと

言い交はしたる二人仲

12）思ひもよらず我一人
不思議に命永らへて

赤い夕陽の滿州に

友の塚穴掘らうとは

13）隈無く晴れた月今宵
心染み染み筆執って

友の最期を細々と

親御へ送る此の手紙

14）筆の運びは拙いが
行燈の陰で親達の

讀まるゝ心思ひ遣り

思はず落とす一雫

10) soreyorinochi‘a ipponno
tabakomo futaride waketenomi
tsuita tegamimo misea‘ute
minouebanashi kurika‘eshi
11) katawo daite‘a kuchiguseni
douse inochi‘a naimonoyo
shindara kotsuwo tanomuzoto
i‘ika‘ashitaru futarinaka
12) omo‘imo yorazu ware hitori
fushigini inochi nagara‘ete
akai yu‘uhino manshiuni
tomono tsukaana horauto‘a
13) kumanaku hareta tsuki koyo‘i
kokoro shimizhimi fude totte
tomono saigowo komagomato
oyago‘e okuru konotegami
14) fudeno hakobiha tsutanaiga
andono kagede oyatachino
yomarurukokoro omo‘iyari
omo‘azu otosu hitoshidzuku

梅ヶ枝節 明治十一年

梅ヶ枝の手水鉢

叩いてお金が出るならば

もしもお金が出た時は

そのときや身請けをそれたのむ

青柳の風の絲

結んで縁になるならば

もしも縁になるならば

櫻の色香をそれたのむ

この頃の米相場

當たってまうけになるならば

もしもまうけになるならば

そのときゃ藝者衆をそれたのむ

umegaeno teudzubachi
tataite okanega derunaraba
moshimo okanega detatoki‘a
sonotokya miukewo sore tanomu
aoyagino kazeno ito
musunde enishini narunaraba
moshimo enishini narunaraba
sakurano irokawo sore tanomu
konogorono komesauba
atatte maukeni narunaraba
moshimo maukeni narunaraba
sonotokya geishashuwo sore tanomu
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すててこ 明治十三年頃

向ふ横町のお稻荷さんへ

一錢あげて

ざっと拜んでお仙の茶屋へ

腰をかけたら

澁茶を出した

澁茶よくよく

横目でみたらば

米の團子か土の團子か

團子團子でこいつあ又いけねえ

muka‘uyokochauno oinarisan‘e
issen agete
zatto ogande osenno chaya‘e
koshiwo kaketara
shibuchawo dashita
shibucha yokuyoku
yokomede mitaraba
komeno dangoka tsuchino dangoka
dangodangode koitsua mata ikenee

ハイカラ節 明治四十二年頃

ゴールド眼鏡のハイカラは

西の都の目白臺

女子大學の女學生

片手にバイロンゲーテの詩

口には唱へる自然主義

早稻田の稻穗がサーラサラ

魔風戀風そよそよと

チリリンリンと出てくるは

自轉車乘りの時間借り

曲乘り上手と生意氣に

兩手放したしゃれ男

あっちへいっちゃあぶないよ

こっちへいっちゃあぶないよ

あああぶないと言ってる間に

それ落っこった

カチカチカチと音するは

當世流行の玉突きで

寄せ玉上手と生意氣に

ハイカラ當世の洒落男

あっちへ寄って玉ぬけた

こっちへ寄って玉ぬけた

ああぬけたと言ってる間に

それ負けた

gohrudo meganeno haikara‘a
nishino miyakono mezhirodai
joshidaigakuno jogakusei
katateni bairon gehteno shi
kuchini‘a tona‘eru shizenshugi
wasedano inahoga sahrasara
makaze ko‘ikaze soyosoyoto
chiririnrinto detekuru‘a
zhitenshanorino zhikangari
kyokunori zhauzuto namaikini
ryaute hanashita sharewotoko
atchi‘e itcha abunaiyo
kotchi‘e itcha abunaiyo
aa abunaito itterumani
sore okkotta
kachikachikachito otosuru‘a
tousei hayarino tamatsukide
yosedama zhauzuto namaikini
haikara touseino sharewotoko
atchi‘e yotte tamanuketa
kotchi‘e yotte tamanuketa
aa nuketato itterumani
sore maketa
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美しき天然
武島羽衣作詞・田中穗積作曲 明治三十五年

空にさえずる鳥の聲

峯より落つる瀧の音

大波小波たうたうと

響き絶えせぬ

海の音

聞けや人々

面白き

此の天然の音樂を

調べ自在に彈き給ふ

神の御手の尊しや

春は櫻のあや衣

秋は紅葉の唐錦

夏は涼しき月の絹

冬は眞白き雪の布

見よや人々美しき

此の天然の織物を

手際見事に織り給ふ

神のたくみの尊しや

うす墨ひける四方の山

くれなゐ匂ふ横がすみ

海邊はるかにうち續く

青松白砂の美しさ

見よや人々たぐいなき

此の天然のうつしえを

筆も及ばずかきたまふ

神の力の尊しや

朝に起る雲の殿

夕べにかかる虹の橋

晴れたる空を見渡せば

青天井に似たるかな

仰げ人々珍しき

此の天然の建築を

かく廣大にたてたまふ

神の御業の尊しや

sorani sa‘edzuru torino kowe
mineyori otsuru takino oto
o‘onami konami tautauto
hibiki taesenu
umino oto
kikeya hitobito
omoshiroki
kono tennenno ongakuwo
shirabe zhizaini hikitama‘u
kamino onteno ta‘utoshiya
haru‘a sakurano ayagoromo
aki‘a momizhino karanishiki
natsu‘a suzushiki tsukino kinu
fuyu‘a mashiroki yukino nuno
miyoya hitobito utsukushiki
kono tennenno orimonowo
tegi‘a migotoni oritama‘u
kamino takumino ta‘utoshiya
usuzumi hikeru yomono yama
kurenawi ni‘o‘u yokogasumi
umibe harukani uchitsudzuku
seishou hakushano utsukushisa
miyoya hitobito tagu‘inaki
kono tennenno utsushiewo
fudemo oyobazu kakitama‘u
kamino chikarano ta‘utoshiya
ashitani okoru kumono tono
yu‘ubeni kakaru nizhino hashi
haretaru sorawo miwataseba
aotenzhauni nitarukana
a‘uge hitobito mezurashiki
kono tennenno kenchikuwo
kaku kaudaini tatetama‘u
kamino miwazano ta‘utoshiya
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われは湖の子さすらいの（三高琵琶湖周航の歌）
小口太郎作詞 吉田千秋作曲（イギリス民謠「ひつじ草」を下敷） 明治四十三年

一

われは湖の子 さすらひの

旅にしあれば しみじみと

昇る狹霧や さざなみの

滋賀の都よ いざさらば

二

松は緑に 砂白き

雄松が里の 乙女子は

赤い椿の 森蔭に

はかない戀に 泣くとかや

三

波の間に間に 漂へば

赤い泊燈 懷しみ

行方定めぬ 浪枕

今日は今津か 長濱か

四

瑠璃の花園 珊瑚の宮

古い傳への 竹生島

佛の御手に 抱かれて

眠れ乙女子 安らけく

五

矢の根は深く 埋もれて

夏草しげき 堀のあと

古城にひとり 佇めば

比良も 伊吹も夢のごと

六

西國十番 長命寺

汚れの現世 遠く去りて

黄金の波に いざこがん

語れ我が友 熱き心

1
ware‘a uminoko sasura‘ino
tabinishi areba shimizhimito
noboru sagiriya sazanamino
shigano miyakoyo iza saraba
2
matsu‘a midorini suna shiroki
womatsugasatono wotomego‘a
akai tsubakino morikageni
hakanai ko‘ini nakutokaya
3
naminomanimani tadayo‘eba
akai tomaribi natsukashimi
yuku‘e sadamenu namimakura
ke‘u‘a imadzuka nagahamaka
4
rurino hanazono sangonomiya
furui tsuta‘eno chikubushima
hotokeno miteni idakarete
nemure wotomego yasurakeku
5
yanone‘a fukaku udzumorete
natsukusa shigeki horino ato
kozhauni hitori tatazumeba
hiramo ibukimo yumeno goto
6
saikoku zhi‘uban chaumeiji
kegareno utsushiyo to‘okusarite
koganenonamini izakogan
katare wagatomo atsuki mune
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七里ケ濱の哀歌

三角錫子 作詞 ジェレミー・インガルス 作曲 明治四十三年

眞白き富士の根

緑の江の島

仰ぎ見るも 今は涙

歸らぬ十二の

雄々しきみたまに

捧げまつる 胸と心

ボートは沈みぬ

千尋の海原

風も浪も 小さき腕に

力もつきはて

呼ぶ名は父母

恨は深し 七里が濱邊

み雪は咽びぬ

風さへ騷ぎて

月も星も 影をひそめ

みたまよ何處に

迷ひてをはすか

歸れ早く 母の胸に

みそらにかがやく

朝日のみ光り

暗にしづむ 親の心

黄金も寶も

何しに集めん

神よ早く 我も召せよ

mashiroki fuzhinone
midorino enoshima
a‘ugimirumo ima‘a namida
ka‘eranu zhi‘unino
wowoshiki mitamani
sasagematsuru muneto kokoro

bohto‘a shidzuminu
chihirono unabara
kazemo namimo chisaki udeni
chikaramo tsukihate
yobuna‘a chichihaha
urami‘a fukashi shichiriga hamabe

miyuki‘a musebinu
kazesa‘e sawagite
tsukimo hoshimo kagewo hisome
mitamayo idzukoni
mayo‘ite wo‘asuka
ka‘ere hayaku hahano muneni

misorani kagayaku
asahino mihikari
yamini shidzumu oyano kokoro
koganemo takaramo
nanishini atsumen
kamiyo hayaku waremo meseyo
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奈良丸くづし 明治四十五年

笹や笹笹 笹や笹

笹はいらぬか すす竹を

大高源吾は橋の上

あした待たるる 寶船

赤の合羽に饅頭笠

降りくる雪も いとはずに

赤垣源藏は千鳥足

酒にまぎらす いとま乞ひ

胸に血を吐く南部坂

忠義にあつき大石も

心を鬼にいとま乞ひ

寺坂來たれと雪の中

sasaya sasa sasa sasaya sasa
sasa‘a iranuka susudakewo
o‘otaka gengo‘a hashinou‘e
ashita mataruru takarabune
akano kappani manjugasa
furikuru yukimo ito‘azuni
akagaki genzau‘a chidoriashi
sakeni magirasu itomago‘i
muneni chiwohaku nambuzaka
chuugini atsuki o‘oishimo
kokorowo onini itomago‘i
terasaka kitaredo yukinonaka

カチューシャの唄

島村抱月 相馬御風 作詞 中山晋平作曲 大正三年

カチューシャかはいやわかれのつらさ

せめて淡雪とけぬ間と

神に願ひをララかけませうか

カチューシャかはいやわかれのつらさ

今宵一夜に降る雪の

明日は野山のララ路かくせ

カチューシャかはいやわかれのつらさ

せめて又逢ふそれまでは

おなじ姿でララゐてたもれ

カチューシャかはいやわかれのつらさ

つらいわかれの 涙のひまに

風は野を吹くララ日はくれる

カチューシャかはいやわかれのつらさ

ひろい野原を とぼとぼと

ひとり出ていくララあすの旅

kachuhsha ka‘aiya wakareno tsurasa
semete a‘ayuki tokenumato
kamini nega‘iwo rara kakemaseuka
kachuhsha ka‘aiya wakareno tsurasa
koyo‘i hitoyoni furuyukino
asu‘a noyamano rara michi kakuse
kachuhsha ka‘aiya wakareno tsurasa
semete mata a‘u soremade‘a
onazhisugatade rara witetamore
kachuhsha ka‘aiya wakareno tsurasa
tsurai wakareno namidano himani
kaze‘a nowo fuku rara hi‘a kureru
kachuhsha ka‘aiya wakareno tsurasa
hiroinoharawo tobotoboto
hitori deteiku rara asunotabi
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ゴンドラの唄

吉井勇 作詞 中山晋平 作曲 大正四年

いのち短し 戀せよ少女

朱き唇 褪せぬ間に

熱き血潮の 冷えぬ間に

明日の月日は ないものを

いのち短し 戀せよ少女

いざ手をとりて 彼の舟に

いざ燃ゆる頬を 君が頬に

ここには誰れも 來ぬものを

いのち短し 戀せよ少女

波に漂ふ 舟の樣に

君が柔手を 我が肩に

ここには人目も 無いものを

いのち短し 戀せよ少女

黒髮の色 褪せぬ間に

心のほのほ 消えぬ間に

今日はふたたび 來ぬものを

inochi mizhikashi ko‘iseyo wotome
akakikuchibiru asenumani
atsukichishi‘ono hienumani
asuno tsukihi‘a naimonowo
inochi mizhikashi ko‘iseyo wotome
iza tewotorite kanofuneni
iza moyuru ho‘owo kimiga ho‘oni
kokoni‘a daremo konumonowo
inochi mizhikashi ko‘iseyo wotome
namini tadayo‘u funenoyauni
kimiga ya‘atewo wagakatani
kokoni‘a hitomemo naimonowo
inochi mizhikashi ko‘iseyo wotome
kurokamino iro asenumani
kokorono hono‘o kienumani
ke‘u‘a futatabi konumonowo

籠の鳥 大正十三年

逢ひたさ見たさに恐さを忘れ

暗い夜道をただ一人

逢ひに來たのになぜ出てあはぬ

ぼくの呼ぶ聲忘れたか

あなたの呼ぶ聲忘れはせぬが

出るにでられぬ籠の鳥

籠の鳥でも知惠ある鳥は

人目しのんで逢ひに來る

人目しのべば世間の人は

怪しい女と指ささん

指をささりょと恐れはせぬが

わたしゃ出られぬ籠の鳥

a‘itasa mitasani ko‘asawo wasure
kurai yomichiwo tada hitori
a‘ini kitanoni naze dete a‘anu
bokuno yobukowe wasuretaka
anatano yobukowe wasure‘a senuga
deruni derarenu kagono tori
kagono toridemo chiearu toriha
hitome shinonde a‘ini kuru
hitome shinobeba sekenno hito‘a
ayashii wonnato yubisasan
yubiwo sasaryoto osore‘a senuga
watasha derarenu kagonotori
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金色夜叉

宮島郁芳 後藤紫雲 作詞・作曲 大正七年

熱海の海岸 散歩する

貫一お宮の 二人連れ

共に歩むも 今日限り

共に語るも 今日限り

僕が學校 をはるまで

何故に宮さん 待たなんだ

夫に不足が 出來たのか

さもなきゃお金が 欲しいのか

夫に不足は ないけれど

あなたを洋行さすが爲

父母の教へに 從って

富山一家に 嫁かん

如何に宮さん 貫一は

これでも一個の 男子なり

理想の妻を 金に替へ

洋行するよな 僕ぢゃない

宮さん必ず 來年の

今月今夜 この月は

僕の涙で くもらして

見せるよ男子の意氣地から

ダイヤモンドに 目がくれて

乘ってはならぬ 玉の輿

人は身持が 第一よ

お金はこの世の まはり物

戀に破れし 貫一は

すがるお宮を つきはなし

無念の涙 はらはらと

殘るなぎさに 月さびし

ataminokaigan samposuru
kwan’ichi omiyano futaridzure
tomoni ayumumo ke‘ukagiri
tomoni katarumo ke‘ukagiri
bokuga gakkau wo‘arumade
nazeni miyasan matananda
wottoni fusokuga dekitanoka
samonakya okanega hoshiinoka
wottoni fusoku‘a naikeredo
anatawo yaukausasugatame
fubonowoshi‘eni shitagatte
tomiyamaikkani kazhidzukan
ikani miyasan kwan’ichi‘a
koredemo ikkono danshinari
risaunotsumawo kanenika‘e
yaukausuruyona bokujanai
miyasan kanarazu rainenno
kongetsukon’yano konotsuki‘a
bokunonamidade kumorashite
miseruyo wonokono ikijikara
daiyamondoni mega kurete
notte‘a naranu tamanokoshi
hito‘a mimochiga daiichiyo
okane‘a konoyono ma‘arimono
ko‘iniyabureshi kwan’ichi‘a
sugaru omiyawo tsukihanashi
munennonamida haraharato
nokorunagisani tsuki sabishi

ichigatsu zhi‘shichinich, miyasan, yoku oboete ooki. rainneno kongetsu
kon’ya‘a, kwan’ichi‘a dokode konotsukiwo mirunodaka! sarainenno kongetsu
kon’ya... zhi‘unengono kongetsu kon’ya... isshauwo to‘oshite boku‘a kongetsu
kon’yawo wasuren, wasurerumonoka, shindemo boku‘a wasuren’yo! yoika,
miyasan, ichigatsuno zhi‘ushichinichida. rainenno kongetsu kon’yani nat-
taraba, bokuno namidade kanarazu tsuki‘a kumorashite miserukara, tsukiga...
tsukiga... tsukiga... kumottaraba, miyasan, kwan’ichi‘a dokokade oma‘ewo
urande, kon’yano yauni naitewiruto omottekure
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パイノパイ節
大正八年頃流行

一

東京の中樞は丸の内

日々谷公園兩議院

嚴し館は警視廳

諸官省ズラリ馬場先門

海上ビルディング東京驛

ポッポと出る汽車どこへ行く

ラメチャンタラギッチョンチョンで

パイのパイのパイ

パリコトパナナデフライフライフライ

二

東京は日本のキャピタルで

丸の内に諸官省が

ならんでる

日々谷に淺草芝上野

まぐろにかつおに海苔に蕎麥

火事火事喧嘩騷ぎベランメ

コン畜生にヤッツケロ

五月の鯉の吹流し

ラメチャンタラギッチョンチョンで

パイのパイのパイ

パリコトパナナデスライフライフライ

三

京都で名所は宮と寺

織物染物紅白粉

鴨川育ちの女やさし

マツタケ筍ソードスエ

櫻もみじ嵐山

雪見も月見も東山

布團きてシッポリ千鳥聞く

ラメチャンタラギッチョンチョンで

パイのパイのパイ

パリコトパナナデフライフライフライ

1
toukyauno chuusuu‘a maruno-uchi
hibiyakouwen ryaugiwin
ikameshi yakata‘a keishichau
shokwanchau zurari babasakimon
kaizhau birudingu toukyaueki
poppoto derukisha doko‘e iku
ramechantara gitchonchonde
paino paino pai
parikoto pananade furai furai furai
2
toukyau‘a nihonno kyapitarude
maruno-uchini shokwanchauga
naranderu
hibiyani asakusa shiba ueno
maguroni katsuwoni norini soba
kazhi kazhi kenkwasa‘agi beramme
konchikushauni yattsukero
satsunino ko‘ino fukinagashi
ramechantara gitchonchonde
paino paino pai
parikoto pananade furai furai furai
3
kyautode meisho‘a miyato tera
orimono somemono benioshiroi
kamoga‘asodachino wonnayasashi
matsutake takenoko sohdosue
makura momizhi arashiyama
yukimimo tsukimimo higashiyama
futonkite shippori chidori kiku
ramechantara gitchonchonde
paino paino pai
parikoto pananade furai furai furai
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ストトン節 昭和三年

ストトンストトンと通はせて

いまさら厭とはどうよくな

厭なら厭だと最初から

言へばストトンで通はせぬ

ストトンストトン

今日は會社の勘定日

お金もしこたまもらったし

藝者買ふか女郎買ふか

嫁に相談してどつかれた

ストトンストトン

二十三連隊の營門で

ハンカチくはへて目に涙

どうぞスウちゃんに逢はせてよ

私のスウちゃん十二中隊

ストトンストトン

あなたみたいないい男

私みたいなお多福が　

提燈釣り鐘釣り合はぬ

見捨てられても無理はない

ストトンストトン

うちの父ちゃんはげ頭

鄰の父ちゃんもはげ頭

はげとはげとが喧嘩して

どちらも怪我せんでよかったね

ストトンストトン

向ふ通るハイカラ美人

横目でチョクチョク僕を見る

こいつてっきりお出でだと

よく見りゃなんだい藪にらみ

ストトンストトン

ストトンストトンと働いて

親父の日給が八十五錢

物價高いのにやりきれぬ

お嫁毎日質屋通ひ

ストトンストトン

sutoton sutotonto kayo‘asete
imasara iyato‘a douyokuna
iyanara iyato saishokara
i‘eba sutotonde kayo‘asenu
sutoton sutoton
ke‘u‘a kaishano kanjaubi
okanemo shikotama morattashi
geisha ka‘uka jorau ka‘uka
kakani saudanshite dotsukareta
sutoton sutoton
niji‘usan-rentaino eimonde
hankachi ku‘a‘ete meni namida
douzo suuchanni a‘aseteyo
watashino suuchan ji‘uni-chuutai
sutoton sutoton
anatamitaina iiwotoko
watashimitaina otafukuga
chauchin tsurigane tsuria‘anu
misuteraretemo muri‘a nai
sutoton sutoton
uchino touchan‘a hageatama
tonarino touchammo hageatama
hageto hagetoga kenkwashite
dochiramo kegasende yokattane
sutoton sutoton
muka‘u to‘oru haikara bizhin
yokomede chokuchoku bokuwo miru
koitsu tekkiri oidedato
yokumirya nandai yabunirami
sutoton sutoton
sutoton sutotonto hataraite
oyajino nikkyuga hachiji‘ugo-sen
bukka takainoni yarikirenu
okaka mainichi shichiyagayo‘i
sutoton sutoton
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東京行進曲
西條八十作詞・中山晋平作曲 昭和四年

（一）昔戀しい銀座の柳

あだな年増を誰が知ろ

ジャズで踊ってリキュルで更けて

あけりゃダンサーの涙雨

（二）戀の丸ビルあの窓あたり

泣いて文かく人もある

ラッシュアワーに拾ったばらを

せめてあの娘の思ひ出に

（三）廣い東京戀ゆえせまい

いきな淺草忍び逢ひ

あなた地下鐵私はバスよ

戀のストップままならぬ

（四）シネマ見ませうか

お茶のみませうか

いっそ小田急で逃げませうか

變る新宿あの武藏野の

月もデパートの屋根に出る

(1) mukashi ko‘ishii ginzano yanagi
adana toshimawo darega shiro
zhazude odotte rikyurude fukete
akerya dansahno namidaame
(2) ko‘ino marubiru anomadoatari
naite fumikaku hitomo aru
rasshuawahni hirotta barawo
semete anokono omo‘ideni
(3) hiroi toukyau ko‘iyue semai
ikina asakusa shinobia‘i
anata chikatetsu watashi‘a basuyo
ko‘ino sutoppu mamanaranu
(4) shinema mimaseuka
ocha nomimaseuka
isso odakyude nigemaseuka
ka‘aru shinzhuku ano musashinono
tsukimo depahtono yaneni deru

サーカスの唄
西條八十 作詞 古賀政男 作曲 昭和九年

旅のつばくろ 淋しかないか

おれもさみしい サーカス暮らし

とんぼがへりで 今年もくれて

知らぬ他國の 花を見た

昨日市場で ちょいと見た娘

色は色白 すんなり腰よ

鞭の振りよで 獅子さへなびくに

可愛いあの娘は うす情

あの娘住む町 戀しい町を

遠くはなれて テントで暮らしゃ

月も冴へます 心も冴える

馬の寢息で ねむられぬ

朝は朝霧 夕べは夜霧

泣いちゃいけない クラリオネット

ながれながれる 浮藻の花は

明日も咲きませう あの町で

tabino tsubakuro samishikanaika
oremo samishii sahkasu gurashi
tomboga‘eride kotoshimo kurete
shiranutakokuno hanawo mita
kino‘u ichibade choitomita musume
iro‘a irozhiro sunnarigoshiyo
muchino furiyode shishisa‘e nabikuni
ka‘ai anoko‘a usunasake
anoko sumumachi ko‘ishii machiwo
to‘okuhanarete tendode kurasha
tsukimo sa‘emasu kokoromo sa‘eru
umanoneikide nemurarenu
asa‘a asagiri yu‘ube‘a yogiri
naichaikenai kurarionetto
nagarenagareru ukimonohana‘a
asumo sakimaseu anomachide
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滿州娘
石松秋二 作詞 鈴木哲夫 作曲 昭和十三年

私ぁ十六 滿州娘

春よ三月 雪解けに

迎春花が 咲いたなら

お嫁に行きます 鄰村

王さん待ってて 頂戴ネ

ドラや太鼓に 送られ乍ら

花の馬車に 搖られてく

恥かしいやら 嬉しやら

お嫁に行く日の 夢ばかり

王さん待ってて 頂戴ネ

雪よ氷よ 冷たい風は

北のロシヤで 吹けばよい

晴着も母と 縫うて待つ

滿州の春よ 飛んで來い

王さん待ってて 頂戴ネ

watasha zhi‘uroku manshiumusume
haruyo sangatsu yukidokeni
inchunhowaga saitanara
oyomeni yukimasu tonarimur
wansan mattete chaudaine
doraya taikoni okurarenagara
hanano mahchoni yurareteku
hadzukashiiyara ureshiyara
oyomeni yukuhino yumebakari
wansan mattete chaudaine
yukiyo ko‘oriyo tsumetai kaze‘a
kitano roshiyade fukebayoi
haregimo hahato nuutematsu
manshiuno haruyo tondekoi
wansan mattete chaudaine

誰か故郷を想はざる
西條八十 作詞 古賀政男 作曲 昭和十五年

花摘む野邊に 日は落ちて

みんなで肩を 組みながら

唄をうたった 歸りみち

幼馴染みの

あの友この友

あゝ誰か故郷を想はざる

ひとりの姉が 嫁ぐ夜に

小川の岸で さみしさに

泣いた涙の なつかしさ

幼馴染みの

あの山この川

あゝ誰か故郷を想はざる

都に雨の 降る夜は

涙に胸も しめりがち

遠く呼ぶのは 誰の聲

幼馴染みの

あの夢この夢

あゝ誰か故郷を想はざる

hanatsumu nobeni hi‘a ochite
minnade katawo kuminagara
utawo utatta ka‘erimichi
wosananazhimino
anotomo konotomo
aa dareka kokyauwo omo‘azaru
hitorino anega totsuguyoni
woga‘ano kishide samishisani
naita namidano natsukashisa
wosananazhimino
anoyama konoyama
aa dareka kokyauwo omo‘azaru
miyakoni ameno furuyoru‘a
namidani munemo shimerigachi
to‘oku yobuno‘a darenokowe
wosananazhimino
anoyume konoyume
aa dareka kokyauwo omo‘azaru
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君待てども

東辰三 作詞・作曲 昭和二十三年

一

君待てども 君待てども

まだ來ぬ宵 わびしき宵

窓べの花 一つの花

蒼白きバラ

いとしその面影

香り今は失せぬ

あきらめませう

あきらめませう

わたしはひとり

二

君待てども 君待てども

まだ來ぬ宵 おぼろの宵

そよ吹く風 つめたき風

そぞろ身にしむ

待つ人の影なく

花片は舞ひ來る

あきらめませう

あきらめませう

わたしはひとり

三

君待てども 君待てども

まだ來ぬ宵 嘆きの宵

そぼ降る雨 つれなき雨

涙もうるむ

待つひとの音なく

きざむ雨の雫

あきらめませう

あきらめませう

わたしはひとり

1
kimimatedomo kimimatedomo
madakonu yo‘i wabishiki yo‘i
madobeno hana hitotsuno hana
awozhiroki bara
itoshi sono omokage
kawori ima‘a usenu
akiramemaseu
akiramemaseu
watashi‘a hitori
2
kimimatedomo kimimatedomo
madakonu yo‘i oborono yo‘i
soyofuku kaze tsumetaki kaze
sozoro mini shimu
matsuhitono kagenaku
hanabira‘a ma‘ikuru
akiramemaseu
akiramemaseu
watashi‘a hitori
3
kimimatedomo kimimatedomo
madakonu yo‘i nagekino yo‘i
sobofuru ame tsurenaki ame
namidamo urumu
matsuhitono otonaku
kizamu ameno shidzuku
akiramemaseu
akiramemaseu
watashi‘a hitori
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デカンショ節

デカンショデカンショで
半年暮らす ア ヨイヨイ
あとの半年寝て暮らす
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
丹波篠山山家の猿が
ア ヨイヨイ
花のお江戸で芝居する
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
酒は飲め飲め
茶釜でわかせ ア ヨイヨイ
お神酒あがらぬ神はなし
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
灘のお酒はどなたが造る
ア ヨイヨイ
おらが自慢の丹波杜氏
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
踊り踊るなら浮かれて踊れ
ア ヨイ ヨイ
明日の仕事は明日の事
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
雪がちらちら丹波の宿に
ア ヨイヨイ
猪がとびこむ牡丹鍋
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
丹波篠山鳳鳴の塾で
ア ヨイヨイ
文武きたへし美少年
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
どうせやるならでっかいことなされ
ア ヨイ ヨイ
奈良の大仏 屁で飛ばせ
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
校長校長と
威張るな校長 ア ヨイ ヨイ
校長 先生の成れの果て
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
どうせ死ぬなら桜の下よ
ア ヨイ ヨイ
死ねば屍に花が散る
ヨーイ ヨーイ デッカンショ
いろは いろはと 習ったけれど
ア ヨイ ヨイ
はの字忘れて色ばかり
ヨーイ ヨーイ デッカンショ

dekansho dekanshode
hantoshi kurasu a yoi yoi
atono hantoshi nete kurasu
yoh’i yoh’i dekkansho
tamba sasayama yamagano saruga
a yoi yoi
hanano oedode shibawisuru
yoh’i yoh’i dekkansho
sake‘a nome nome
chagamade wakase a yoi yoi
omiki agaranu kami‘a nashi
yoh’i yoh’i dekkansho
nadano osake‘a donataga tsukuru
a yoi yoi
oraga zhimanno tambatozhi
yoh’i yoh’i dekkansho
wodori wodorunara ukarete wodore
a yoi yoi
asunoshigoto‘a asunokoto
yoh’i yoh’i dekkansho
yukiga chirachira tambano yadoni
a yoi yoi
shishiga tobikomu botannabe
yoh’i yoh’i dekkansho
tamba sasayama houmeino zhukude
a yoi yoi
bumbu kita‘eshi biseunen
yoh’i yoh’i dekkansho
douse yarunara dekkaikoto nasare
a yoi yoi
narano daibutsu hede tobase
yoh’i yoh’i dekkansho
kauchau kauchauto
wibaruna kauchau a yoyoi
kauchu senseino narenohate
yoh’i yoh’i dekkansho
douse shinunara sakurano shitayo
a yoi yoi
shineba kabaneni hanaga chiru
yoh’i yoh’i dekkansho
iroha irohato narattakeredo
a yoi yoi
hanozhi wasurete irobakari
yoh’i yoh’i dekkansho
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佛説摩訶般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深
般若波羅蜜多時
照見五
皆空
度一切苦厄
舍利子
色不異空空不異色
色即是空空即是色
受想行識亦復如是
舍利子
是諸法空相
不生不滅不垢不淨
不増不減是故空中
無色無受想行識
無眼耳鼻舌身意
無色聲香味觸法
無眼界乃至無意識界
無無明
亦無無明盡
乃至無老死
亦無老死盡
無苦集滅道無智
亦無得以無所得
故菩提薩õ
依般若波羅蜜多
故心無\�無\�
故無有恐怖
遠離一切顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛
依般若波羅蜜多
故得阿(多羅
三Ð三菩提
故知般若波羅蜜多
是大神呪是大明呪
是無上呪是無等等呪
能除一切苦眞實不虚
故説般若波羅蜜多呪
即説呪曰
羯諦羯諦波羅羯諦
波羅僧羯諦
菩提娑婆訶般若心經

kwanzhihzai bohsahtsu gyauzhin
hannyah hahrah mittazhih
seuken goh’un kaikuu
doh issai kuh’yaku
shahrihshih
shiki fuh’ihkuu kuu fuh’ihshiki
shikisoku zehkuu kuusoku zehshiki
zhuhsaugyaushiki yaku buhnyohzeh
shahrishih
zeh shoh’ha‘ukuusau
fuhshaufuhmetsu fuhkuhfuhzhau
fuhzoufuhgen zehkoh kuuchuu
muhshiki muhzhuhsaugyaushiki
muhgennihbihzesshinnih
muhshikishaukoumihsokuho‘u
muhgenkai naishih muh’ihshikikai
muhmuhmyau
yaku muhmuhmyauzhin
naishih muhraushih
yaku muhraushihzhin
muhkuhshi‘umetsudau muhchih
yaku muhtoku ih muhshohtoku
koh bohdaisattah
eh hannya harahmihtah
koh shinmuhkehgeh muhkehgeh
koh muh’uhkuhfuh
wonrih issai tendau muhsau
kuhkyau nehhan sanzehshohbutsu
eh hannyah hahrahmihtah
koh toku ahnokutahrah
sammyakusambohdai
koh chih hannyahhahrahmihtah
zehtaishinshuh zehdaimyaushuh
zehmuhzhaushuh zehmutoutoushuh
noujoh issaikuh shinzhitsu fuhkoh
kohsetsu hannyahhahrahmihtahshuh
sokusetsushuh’wah
gyahtehgyahteh haragyahteh
harasougyahteh
bojiso‘akah hannyashingyau


