
	 

『蛍（蛍の光）』注釈	 

20010/11/06	 

中西	 光雄	 

	 

文部省音楽取調掛編《小学唱歌集初編》（1881）	 

	 

一	 

ほたるのひかり、まどのゆき、	 

書よむつき日、かさねつ 	ヽ 

いつしか年も、すぎのとを、	 

あけてぞけさは、わかれゆく。	 

	 

【通釈】	 

蛍の光や、窓越しの雪あかりに照らして、	 

書物を読んだ月日を、重ね重ねして、	 

いつのまにか年も、過ぎてしまったが、	 

この学舎の杉の戸を、開けて、	 

夜が明けた今朝、わたしたちは別れてゆく。	 

	 

【語釈】	 

＊ほたるのひかり、まどのゆき…家が貧乏で苦学すること｡晋の車胤と孫康は､貧乏で油が買えないため､車胤は蛍の光で､孫康は雪あかりに照らして

読書した。その故事に基づく表現。	 

＊書…ふみ。書物のこと。	 

＊すぎのと…杉の戸。「すぎ」は「過ぎ」と「杉」との掛詞。和歌・雅文の影響が強く感じられる。この歌で唯一の修辞的表現。「杉戸（すぎと・

すぎど）」は、江戸時代以降しばしば用いられた言葉で、質朴なイメージが喚起される。	 

＊あけてぞけさはわかれゆく…「ぞ」は係助詞。「わかれゆく」が連体形で結ばれ、係り結びが完結している。	 

	 

二	 

とまるもゆくも、かぎりとて、	 

かたみにおもふ、ちよろづの、	 

こころのはしを、ひとことに、	 

さきくとばかり、うたふなり。	 

【通釈】	 

この学舎にとどまる者もまた巣立ってゆく者も、今日が別れの日だということで、	 

お互いの心に浮かぶ、無数の、	 

心の一端を、ひとことにこめ、	 

将来幸福であれと祈って、この歌を歌うのである。	 

【語釈】	 

＊	 とまるもゆくも…「とまる」「ゆく」は、いわゆる連体形の準体用法。直後に「人」を補う。「とまる人」も「ゆく人」もの意。	 

＊	 かぎり…限り。「最後・別れのとき」の意。	 

＊	 かたみに…「おたがいに」の意。「とまる人」と「ゆく人」とがお互いを大切に思うのである。	 

＊	 ちよろづ…千万。「数が限りなく多いこと」の意。	 

＊	 こころのはし…「心の一端」の意。	 

＊さきく…「しあわせに・変わりなく・平穏無事に」の意。『万葉集』巻五「つつみなく	 さきくいまして	 はや帰りませ」（山上憶良）のように

用いられた。明治期の文語詩で好んで取り入られた表現。	 

＊うたうなり…「うとうなり」と音便形で歌う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



三	 

つくしのきわみ、みちのおく、	 

うみやまとおく、へだつとも、	 

そのまごころは、へだてなく、	 

ひとつにつくせ、くにのため。	 

【通釈】	 

筑紫の果ての地、陸奥と、	 

海山遠く、別れ隔ったとしても	 

その真心は、分け隔てなく	 

ひとつになってつくせ、国のために。	 

【語釈】	 

＊	 「つくしのきわみ」…ここで「つくし」は九州全体の呼称として用いられている。「九州地方の果て」の意味。	 

＊	 「みちのおく」…「磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥」の五カ国を含む東北地方のこと。	 

	 

四	 

千島のおくも、おきなわも、	 

やしまのうちの、まもりなり。	 

いたらんくにに、いさをしく、	 

つとめよわがせ、つヽがなく。	 

【通釈】	 

千島の最北端も、沖縄の地も、	 

大八州日本のうちの、防衛域である。	 

派遣された地で、勇気を持って、	 

国のためにつくしてくれ、わが夫・恋人よ、どうかご無事で。	 

【語釈】	 

＊	 「千島のおく」…一八五五（安政元）年の日露和親条約で、日露国境は千島の得慰撫島と択捉島の間とされていたが、一八七五（明治八）年の

樺太・千島交換条約によって、樺太の放棄を条件に、日本が占守島までの北千島全域の領有することとなった。ここで「千島のおく」とわざわ

ざ表現されていることには、領有権をめぐる政治的な意味があることに注目したい。	 

＊	 「おきなわ」…一八七九（明治十二）年、琉球王国が日本政府によって強引に編入される、いわゆる「琉球処分」が行われた。この曲が作詞さ

れるわずか三年前のことであった。	 

＊	 「やしま」…日本国の別名。「大八州・八州国」ともいう。新しく領土に編入された北千島と沖縄を、あえて「やしまのうち」と呼ぶことで、国

家意識を称揚しようとする意図が見え隠れしている。	 

＊	 「いたらんくに」…中央から見た辺境の地。明らかに、中央政府から派遣される国境警備の軍人たちのことを意識した表現。	 

＊	 「いさをしく」…「勇ましい・功績がある」の意。軍人の志気を鼓舞する言葉。	 

＊	 「わがせ」…主として女性が、夫・恋人・兄弟を親しんでいう語。『万葉集』で好んで用いられた。このあたりの表現は、明らかに防人歌を下敷

きにしている。軍人を辺境の地に送り出した女性の立場からの呼びかけという形式をとる。	 

＊	 「つつがなく」…「無事だ。障りがない」の意。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



「蛍の光」歌詞の変遷	 

	 

Ⅰ	 

第十二図	 唱歌	 

文部省音楽取調掛	 

明治十三（一八八〇）年十二月二十日提出	 

	 

第一曲	 

蛍のあかり	 雪のまど	 	 	 	 	 →	 	 蛍のひかり	 雪の窓	 

ふみよむ日数	 かさねつ 	ヽ 	 	 

いつしかとしも	 すぎのとを	 	 →	 	 はやとしつきも	 すぎのとを	 

あけてぞ今朝は	 わかれゆく	 

	 

第二曲	 

とまるもゆくも	 かぎりとて	 	 

かたみにくだく	 ちよろづの	 	 

こころのはしを	 ひとことに	 

さきくとばかり	 うたふなり	 

	 

第三曲	 

つくしのきわみ	 みちのおく	 	 

わかるヽみちは	 かはるとも	 	 

かはらぬこヽろ	 ゆきかよひ	 	 

ひとつにつくせ	 くにのため	 	 

	 

第四曲	 

千島のおくも	 おきなわも	 	 

やしまのそとの	 まもりなり	 	 

いたらんくにに	 いさをしく	 	 

つとめよわがせ	 つヽみなく	 	 →	 つとめよわがせ	 つつがなく	 

	 

出典	 東京芸術大学附属図書館蔵『音楽取調掛時代文書綴	 巻61	 掛図原稿』（1881-1885）	 

	 	 	 東京芸術大学附属図書館蔵『音楽取調掛時代文書綴	 巻7	 回議書類	 上』（明治13年2月‐明治14年6月）	 

	 

筆で修正されている歌詞が、Ａ明治十四（一八八〇）年五月二十四日皇后宮の東京女子師範学校に行啓の折歌唱されたものと同一である。	 

	 

Ⅱ	 

第十三号掛図	 

第二十	 

文部省音楽取調掛	 

明治十四（一八八一）年五月二日提出	 

	 

第一歌	 

蛍のひかり	 窓の雪	 

ふみよむ月日	 かさねつ 	ヽ 

いつしかとしも	 すぎのとを	 	 

あけてぞ今朝は	 わかれゆく	 

	 

第二歌	 

とまるもゆくも	 かぎりとて	 	 

かたみにくだく	 ちよろづの	 	 

こころのはしを	 ひとことに	 

さきくとばかり	 うたふなり	 



	 

第三歌	 

つくしのきわみ	 みちのおく	 	 

わかるヽみちは	 かはるとも	 	 

かはらぬこヽろ	 ゆきかよひ	 	 

ひとつにつくせ	 くにのため	 	 

	 

第四歌	 

千島のおくも	 おきなわも	 	 

やしまのそとの	 まもりなり	 	 

いたらんくにに	 いさをしく	 	 

つとめよわがせ	 つヽみなく	 	 

	 

出典	 東京芸術大学附属図書館蔵『音楽取調掛時代文書綴	 巻7	 回議書類	 上』（明治13年2月‐明治14年6月）	 

	 

Ⅲ	 

第二十『蛍』	 

文部省音楽取調掛	 

明治十四（一八八一）年八月二十四日提出	 

	 

一	 

蛍のひかり	 窓の雪	 

ふみよむ月日	 かさねつ 	ヽ 

いつしかとしも	 すぎのとを	 	 

あけてぞ今朝は	 わかれゆく	 

	 

二	 

とまるもゆくも	 かぎりとて	 	 

かたみにくだく	 ちよろづの	 	 

こころのはしを	 ひとことに	 

さきくとばかり	 うたふなり	 

	 

三	 

つくしのきわみ	 みちのおく	 	 

わかるヽみちは	 かはるとも	 	 

かはらぬこヽろ	 ゆきかよひ	 	 

ひとつにつくせ	 くにのため	 	 

	 

四	 

千島のおくも	 おきなわも	 	 

やしまのそとの	 まもりなり	 	 

いたらんくにに	 いさをしく	 	 

つとめよわがせ	 つヽみなく	 	 

	 

	 

出典	 東京芸術大学附属図書館蔵『音楽取調掛時代文書綴	 巻7	 回議書類	 下』（明治14年6月‐明治15年12月）	 

	 

表紙に「明治十四年六月刊行」とある版本に、明治十四年八月の日付の入った「緒言」（伊澤修二）を加え、さらに筆で加筆修正を加えたもの。	 

	 

	 

	 

	 

	 



Ⅳ	 

第二十『蛍』	 

文部省音楽取調掛	 

明治十四（一八八一）年十二月十九日提出	 

	 

一	 

蛍のひかり	 窓の雪	 

ふみよむ月日	 かさねつ 	ヽ 

いつしかとしも	 すぎのとを	 	 

あけてぞ今朝は	 わかれゆく	 

	 

二	 

とまるもゆくも	 かぎりとて	 	 

かたみにくだく	 ちよろづの	 	 →	 	 かたみにおもふ	 ちよろずの	 

こころのはしを	 ひとことに	 

さきくとばかり	 うたふなり	 

	 

三	 

つくしのきわみ	 みちのおく	 	 

わかるヽみちは	 かはるとも	 	 →	 うみやまとほく	 へだつとも	 

かはらぬこヽろ	 ゆきかよひ	 	 →	 そのまごヽろは	 へだてなく	 

ひとつにつくせ	 くにのため	 	 

	 

四	 

千島のおくも	 おきなわも	 	 

やしまのそとの	 まもりなり	 →	 やしまのうちの	 まもりなり	 

いたらんくにに	 いさをしく	 	 

つとめよわがせ	 つヽみなく	 	 

	 

	 

出典	 東京芸術大学附属図書館蔵『音楽取調掛時代文書綴	 巻7	 回議書類	 下』（明治14年6月‐明治15年12月）	 

	 	 	 三五「唱歌集ノ件伺」（号外一号）	 

	 

	 	 最終的な修正	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



Ａ	 

『蛍の光』（歌唱記録）	 

	 

伊澤修二『唱歌略説』に掲載された歌詞	 

「皇后宮の東京女子師範学校に行啓の際本科生徒及び小学校生徒の唱ふ所の歌曲の条理を略説せるものなり。」	 

明治十四（一八八〇）年五月二十四日	 

	 

一	 

蛍の光	 窓の雪	 

ふみよむ日数	 かさねつ 	ヽ 

はや年月も	 すぎの戸を	 	 

あけてぞ今朝は	 わかれゆく	 

	 

二	 

とまるも行くも	 かぎりとて	 	 

かたみに砕く	 千万の	 	 

こヽろのはしを	 一言に	 

さきくとばかり	 うたふなり	 

	 

三	 

筑紫のきわみ	 みちのおく	 	 

別るヽみちは	 かはるとも	 	 

変らぬ心	 ゆきかよひ	 	 

ひとつにつくせ	 くにの為め	 	 

	 

四	 

千島のおくも	 おきなわも	 	 

八嶋のそとの	 まもりなり	 	 

至らん国に	 いさをしく	 	 

勤めよわがせ	 つヽがなく	 	 

	 

	 

出典	 信濃教育会	 『伊澤修二選集』	 信濃教育会出版部	 一九五八年七月二十五日	 

	 


