
あい ２５０　哀悼の詞 ――――――――――――――本宮三香（続絶日７６） うち ３８４　雨中花に対す―――――――――――――釈 　義堂（吟全日７５）
あお １８９　青葉の笛 ――――――――――――――松口月城（続絶日７９） うち ６１２　内山峡 ――――――――――――――――渋沢栄一（律堂SSE）
あお ４２０　青葉の笛 ――――――――――――――松口月城（続絶日７９） うち ６１３　内山峡　其二――――――――――――渋沢栄一（堂SBE）
あか ２２１　赤馬が関舟中の作 ――――――――――伊形霊雨（絶日２０） うみ 　７３　海に泛ぶ ――――――――――――――王 　守仁（絶中５３）
あか ５９９　赤馬が関舟中の作 ――――――――――伊形霊雨（絶日２０） うみ ５８４　海に泛ぶ ――――――――――――――王 　守仁（絶中５３）
あか ３０１　暁に発っす ―――――――――――――月田蒙斎（続絶日３６） うみ 　９６　海を望む ――――――――――――――藤井竹外（続絶日３５）
あか ３３０　赤馬が関懐古 ――――――――――――菅　 茶山（律日１１） えい ６０６　詠史――――――――――――――――佐久間象山（絶日４９）
あぐ ２９９　阿嵎嶺 ―――――――――――――――頼　 山陽（続絶日２４） えい ６１１　詠史――――――――――――――――板垣退助（堂ITA）
あさ ４２４　浅間馬子唄――――――――――――――松口月城（松詩集２２） えき 　　５　易水送別 ――――――――――――――駱　 賓王（絶中１）
あし ５１３　足利義政に賜う――――――――――――後花園天皇（侍１３１） えき ４７０　易水送別 ――――――――――――――駱　 賓王（漢パス０７８）
あそ 　７９　阿蘇山 ―――――――――――――――安達漢城（続絶日６７） えじ ３０４　埃及懐古 ――――――――――――――塩谷節山（絶日７７）
あべ ５４６　阿部野――――――――――――――――広瀬旭荘（絶日４５） えっ １０７　越中覧古 ――――――――――――――李　　　白（続絶中２０）
あま ２８３　天草洋に泊す ――――――――――――頼　 山陽（律日２０） えの １７３　絵の島 ―――――――――――――――菅　 茶山（続絶日１３）
いえ ５９６　家に帰る――――――――――――――藤井竹外（竹外２１） おう 　２０　太田道灌蓑を借るの図に題す ―――――作者不詳（絶日４２）
いく ２４６　生田に宿す ―――――――――――――菅　 茶山（絶日２１） おう ５１９　太田道灌 ――――――――――――――作者不詳（絶日４２）
いく ６１８　生田に宿す ―――――――――――――菅　 茶山（絶日２１） おう 　９８　近江八景 ――――――――――――――大江敬香（律日５２）
いし ３１６　石鎚山 ―――――――――――――――海量法師（続絶日９） おう ４１６　近江八景 ――――――――――――――大江敬香（律日５２）
いそ １０８　磯浜望洋楼に登る ――――――――――三島中洲（続絶日４２） おう １２７　奥羽道中 ――――――――――――――榎本武揚（続絶日５０）
いそ １２６　磯原客舎 ――――――――――――――吉田松陰（律日４３） おう １３９　応制天の橋立 ――――――――――――釈 　希世（続絶日５）
いそ ５３６　磯原客舎 ――――――――――――――吉田松陰（律日４３） おう １６９　桜花の詞 ――――――――――――――作者不詳（律日６２）
いち １４１　一の谷懐古 ―――――――――――――梁川星巌（律日２５） おう １７１　汪倫に贈る ―――――――――――――李　　　白（絶中１４）
いち ３２７　一乗寺に遊ぶ ――――――――――――伊藤仁斎（律日６） おう ５１８　汪倫に贈る ―――――――――――――李　　　白（絶中１４）
いつ 　４６　逸題 ――――――――――――――――橋本左内（律日４５） おう １７６　大阪城 ―――――――――――――――松口月城（律）
いつ １９７　逸題 ――――――――――――――――西郷南洲（律） おう ２２６　桜祠に遊ぶ ―――――――――――――広瀬旭荘（絶日４５）
いつ ５１７　逸題 ――――――――――――――――西郷南洲（律） おう ３８９　懊濃の歌―――――――――――――――劉　　　基（吟全中４１）
いつ ２１７　逸題 ――――――――――――――――篠原国幹（絶日６３） おう ４２９　太田持資蓑を借るの図―――――――――藤井竹外（竹外詩５０）
いつ ２５６　逸題 ――――――――――――――――山内容堂（絶日５７） おう ５２０　櫻花の詞 ――――――――――――――作者不詳（律日６２）
いつ ４０５　逸題―――――――――――――――――勝　 海舟（吟全日５３） おう ６２０　応制天の橋立 ――――――――――――釈 　希世（続絶日５）
いど ６１７　医道論 ――――――――――――――北里柴三郎北里柴三郎（つKSS） おけ ２１８　桶狭間を過ぐ ――――――――――――太田錦城（続絶日１８）
いな １５０　稲叢懐古 ――――――――――――――太宰春台（絶日１６） おけ ６０５　桶狭間を過ぐ ――――――――――――太田錦城（続絶日１８）
いな ６３０　稲叢懐古 ――――――――――――――太宰春台（絶日１６） おだ ２５８　小田原懐古 ―――――――――――――作者不詳（律）
いに 　２４　古に擬す ――――――――――――――河野鉄兜（続絶日４１） おや 　４７　親を夢む ――――――――――――――細井平洲（絶日１９）
いに ６１９　医に贈る――――――――――――――北里柴三郎福沢諭吉（慶FZY） かい 　８７　海南行 ―――――――――――――――細川頼之（絶日６）
いわ ２００　岩崎谷の洞に題す ――――――――――西郷南洲（絶） かい ４４０　海南行 ―――――――――――――――細川頼之（絶日６）
いわ ３００　岩崎谷の洞に題す ――――――――――西郷南洲（絶） かい ３３４　甲斐の客中―――――――――――――荻生徂徠（続絶日７）
いん ５６１　飲酒―――――――――――――――――陶　　　潜（律中２） かい ４９８　界浦の舟中 ―――――――――――――藤井竹外（竹外詩０３１）
うい ２８９　烏衣巷 ―――――――――――――――劉 　兎錫（絶中２９） がい ３０３　垓下の歌 ――――――――――――――項　　　籍（律中１）
うこ 　３３　烏江亭に題す ――――――――――――杜　　　牧（絶中３９） がい ４６５　垓下の歌 ――――――――――――――項　　　羽（漢パス０７５）
うこ ５６２　烏江亭に題す ――――――――――――杜　　　牧（絶中３９） がい ３３２　凱旋 ――――――――――――――――乃木希典（続日５９）
うご １３０　雨後登楼 ――――――――――――――釈　 絶海（絶日７） かが 　　７　鏡に照らして白髪を見る ――――――――張　 九齢（絶中４）
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かが ３６８　鏡に照らして白髪を見る――――――――張 　九齢（絶中４） きく 　９５　菊花 ――――――――――――――――白 　居易（絶中３２）
かく 　９３　客中の作 ――――――――――――――李　　　白（続絶中１５） きく ６１０　菊花 ――――――――――――――――白 　居易（絶中３２）
かく ５７８　客中の作 ――――――――――――― 李　　　白（続絶中１５） きじ ５４０　紀亊―――――――――――――――――梁川清巌（絶日３１）
かく 　９９　各舎の壁に題す ―――――――――――雲井龍雄（続絶日５６） きせ 　１０　帰省 ――――――――――――――――狄　 仁傑（律中６）
がく ３３３　岳陽楼に登る ――――――――――――杜　　　甫（律中２２） きせ ６０７　帰省 ――――――――――――――――狄　 仁傑（律中６）
かけ 　８１　家兄に寄せて志を言う ――――――――広瀬武夫（絶日７６） きょ ２０６　京都東山 ――――――――――――――徳富蘇峰（絶日７４）
かけ ５２１　家兄に寄せて志を言う ――――――――広瀬武夫（絶日７６） きょ ２５５　曲江 ――――――――――――――――杜　　　甫（律中１８）
かげ ２９７　花月吟 ―――――――――――――――藤野君山（律日５３） きょ ３４７　郷に回って偶書す―――――――――――賀　 知章（続絶中３）　
かご １５９　鹿児島客中の作 ―――――――――――亀井南冥（続絶日１２） きょ ３９３　京師にて家書を得たり―――――――――袁　　　凱（吟全中１５７）
かさ １５４　重ねて楓橋に宿す ――――――――――張　　　継（続絶中３１） きょ ４８４　曲江―――――――――――――――――杜　　　甫（漢パス０５６）
かじ １６１　夏日悟空上人の院に題するの詩 ――――杜 　荀鶴（続絶中４６） きょ ５０９　興を遣る吟――――――――――――――伊達政宗（侍２６）
かす １３５　春日山懐古 ―――――――――――――大槻磐渓（絶日４０） きり ３９６　羈旅の春に逢う――――――――――――中江藤樹（吟全日１６１）
かす ４２７　春日山懐古 ―――――――――――――大槻磐渓（絶日４０） きん １７７　金谷園 ―――――――――――――――杜　　　牧（絶中４１）
かち １９０　花朝澱江を下る ―――――――――――藤井竹外（絶日４７） きん ２０７　金州城下の作 ――――――――――――乃木希典（絶日６９）
かち ４０８　花朝澱江を下る――――――――――――藤井竹外（絶日４７） きん ４５２　金州城下の作 ――――――――――――乃木希典（絶日６９）
かひ 　６８　佳賓好主 ――――――――――――――佐藤一斎（続絶日２０） きん ２３７　金縷の衣 ――――――――――――――杜 　秋娘（絶中４２）　
かひ ４２３　佳賓好主 ――――――――――――――佐藤一斎（続絶日２０） きん ２４７　金陵の図 ――――――――――――――韋　　　荘（絶中４３）
がび 　６１　峨眉山月の歌 ――――――――――――李　　　白（絶中１８） きん ３６２　金陵の鳳凰台に登る――――――――――李　　　白（律中１３）
がび ４８７　峨眉山月の歌 ――――――――――――李　　　白（漢パス０３６） ぎん ３５８　吟心―――――――――――――――――　松口月城（続松２７３）
かぶ ２６４　冑山の歌 ――――――――――――――頼　 山陽（律日２１） ぐう 　７７　偶成 ――――――――――――――――大鳥圭介（続絶日３９）　
かま ５３９　鎌倉懐古―――――――――――――――服部南郭（律） ぐう １０６　偶感 ――――――――――――――――西郷南洲（絶日５８）
かり ４３４　雁を聞く―――――――――――――――韋 　応物（続絶中３０） ぐう ４７６　偶感 ――――――――――――――――西郷隆盛（漢パス０９９）
かわ 　１８　河内路上 ――――――――――――――菊地渓琴（絶日３４）　 ぐう １１３　偶成 ――――――――――――――――朱　　　熹（絶中５１）
かわ ４１７　河内路上 ――――――――――――――菊地渓琴（絶日３４）　 ぐう ４４２　偶成 ――――――――――――――――朱　　　熹（絶中５１）
かわ ５４９　川中島を望む―――――――――――――菊池渓琴（絶日３５） ぐう １６３　偶成 ――――――――――――――――新島 　襄（続絶日５５）
かん 　　３　漢江 ――――――――――――――――杜　　　牧（続絶中３８） ぐう ２４８　偶成 ――――――――――――――――木戸孝允（絶日６２）
かん ５７４　漢江 ――――――――――――――――杜　　　牧（続絶中３８） ぐう ４７５　偶成 ――――――――――――――――木戸孝允（漢パス０９８）
かん 　３４　勸学 ――――――――――――――――木戸孝允（絶日６１） ぐう ２６２　偶成――――――――――――――――松平春嶽（続絶日４３）
かん ５８５　勸学 ――――――――――――――――木戸孝允（絶日６１） ぐう ２７２　偶成 ――――――――――――――――横井小楠（続絶日３８）
かん 　５０　寒梅 ――――――――――――――――新島 　襄（絶日６８） ぐう ３９８　偶作―――――――――――――――――新井白石（吟全日１７３）
かん ５３０　寒梅 ――――――――――――――――新島 　襄（絶日６８） ぐう ４０１　偶然の作―――――――――――――――屈　　　復（吟全中１４５）
かん １１４　寒夜の即事 ―――――――――――――寂室元光（絶日４） ぐう ４９５　偶成 ――――――――――――――――伊達政宗（漢パス０８７）
かん ５８０　寒夜の即事 ―――――――――――――寂室元光（絶日４） ぐう ５１１　偶作 ――――――――――――――――武田信玄（侍４０）
かん １１５　感有り ―――――――――――――――山崎闇斎（絶日１２） くが 　　９　九月十五夜 ―――――――――――――菅原道真（律日４）
かん ５８７　感有り ―――――――――――――――山崎闇斎（絶日１２） くが ５２３　九月十五夜 ―――――――――――――菅原道真（律日４）
かん ２２９　鸛鵲楼に登る ――――――――――――王 　之渙（絶中６） くが １８１　九月十三夜陣中の作 ―――――――――上杉謙信（絶日９）　　
かん ３０２　咸陽城の東楼 ――――――――――――許　　　渾（律中３４） くが ３９０　九月十三夜陣中の作 ―――――――――上杉謙信（絶日９）　　
かん ３８１　歓学文――――――――――――――――朱　　　熹（吟全中８５） くが ２３２　九月十日 ――――――――――――――菅原道真（絶日３）
きが １１９　己亥の歳 ――――――――――――――曹　　　松（続絶中４５） くが ５０２　九月十日 ――――――――――――――菅原道真（漢パス０８５）
きが ５８８　己亥の歳 ――――――――――――――曹　　　松（続絶中４５） くが ３７０　九月九日山東の兄弟を憶う―――――――王　　　維（続絶中６）
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くが ３７９　九月十三夜月を翫ぶ――――――――――藤原忠通（日人漢６４） こう ５１０　江上の船 ――――――――――――――嵯峨天皇（続絶日２）
くさ ３１１　草 ―――――――――――――――――白 　居易（律中２８） こう １３７　江畔独歩花を尋ぬ ――――――――――杜　　　甫（続絶中２５）
くだ 　７４　九段の桜 ――――――――――――――本宮三香（続絶日７５） こう １９３　黄鶴楼 ―――――――――――――――崔　　　顥（律中８）
くだ ５３１　九段の桜 ――――――――――――――本宮三香（続絶日７５） こう ３１５　庚寅歳晩雑詩 ――――――――――――鈴木豹軒（絶日７８）
くま ２５１　熊本城 ―――――――――――――――原 　雨城（続絶日７７） こう ３４４　江雪――――――――――――――――　　柳　 宗元（続絶中３５）　
くま ２９１　隈川雑詠　その一 ――――――――――広瀬淡窓（続絶日２８） こう ４９６　江夏にて宋之悌に別る ―――――――――李　　　白（漢パス０４４）
くま ２９２　隈川雑詠　その二 ――――――――――広瀬淡窓（続絶日２９） ごう ６３４　豪雄義経――――――――――――――松口月城（クラウン１４）
くも ２２７　雲 ―――――――――――――――――大窪詩仏（続絶日１９） ごく 　３２　獄中の作 ――――――――――――――頼 　鴨崖（律日３６）
けい 　７８　閨怨 ――――――――――――――――王 　昌齢（続絶中１０） ごく ４４４　獄中の作 ――――――――――――――頼 　鴨崖（律日３６）
けい １１２　桂林荘雑詠諸生に示す　その一 ――――広瀬淡窓（絶日２９） ごく 　３７　獄中感有り ―――――――――――――西郷南洲（律日４０）
けい ６０８　桂林荘雑詠諸生に示す――――――――――広瀬淡窓（絶日２９） ごく ５２９　獄中感有り ―――――――――――――西郷南洲（律日４０）
けい １２４　桂林荘雑詠諸生に示す　その三 ――――広瀬淡窓（続絶日２６） ごく 　９２　獄中の作 ――――――――――――――橋本左内（続絶日４５）
けい １５６　桂林荘雑詠諸生に示す　その二 ――――広瀬淡窓（絶日３０） ごく ５２５　獄中の作 ――――――――――――――橋本左内（続絶日４５）
けい １６５　桂林荘雑詠諸生に示す　その四 ――――広瀬淡窓（続絶日２７） ごく １１８　獄中の作 ――――――――――――――武市半平太（続絶日４４）
けい ３３１　京に入る使に逢う ――――――――――岑　　　参（続中２７） ごく ５９０　獄中の作 ――――――――――――――武市半平太（続絶日４４）
けい ３５０　恵崇の春江晩景―――――――――――蘇　　　軾（全絶中２７） ごく ２１６　獄中の作 ――――――――――――――高杉晋作（絶日６７）
けっ ２７９　結婚式 ―――――――――――――――安達漢城（続絶日６８） ここ １６０　志を言う ――――――――――――――藤田東湖（絶日４３）
けつ ２１３　訣別 ――――――――――――――――梅田雲浜（絶日５０） こじ １８７　児島高徳桜樹に書するの図に題す ―――斎藤監物（律日３３）
げっ ５５６　月下独酌  ――――――――――――――李　　　白（律中１２） こじ ５２６　児島高徳 ――――――――――――――斎藤監物（律日３３）
げつ １７０　月夜三叉口に舟を泛ぶ ――――――――高野蘭亭（絶日１８） こじ ２０２　湖上に飲す ―――――――――――――蘇　　　軾（続絶中５１）
げつ ４２２　月夜三叉口に舟を泛ぶ ――――――――高野蘭亭（絶日１８） こと 　９７　事に感ず ――――――――――――――于　　　濆（絶中４４）
げつ ２６３　月夜禁垣外を歩す ――――――――――柴野栗山（続絶日１１） こと ４３６　事に感ず ――――――――――――――于　　　濆（絶中４４）
げつ ２６９　月夜荒城の曲を聞く ―――――――――水野豊州（律日６０） こぼ ５７２　小督の局―――――――――――――――松口月城（クラ１９）
げつ ５０３　月夜 ――――――――――――――――杜　　　甫（漢パス０５４） ごや １１６　後夜仏法僧鳥を聞く ―――――――――空　　　海（絶日１）
げつ ５４２　月夜に梅花を見る―――――――――――菅原道真（絶） ごや ６０１　後夜仏法僧鳥を聞く ―――――――――空　　　海（絶日１）
けん ３２６　建徳江に宿る ――――――――――――孟 　浩然（絶）　 こん ２１２　金剛山 ―――――――――――――――山岡鉄舟（続絶日４９）
けん ３３７　剣門の道中にて微雨に遇う―――――――陸　　　游（絶中４９） こん ６３２　金剛山 ―――――――――――――――山岡鉄舟（続絶日４９）
げん 　２７　元二の安西に使いするを送る ――――――王　　　維（絶中９）　 さか ２４３　坂本龍馬 ――――――――――――――松口月城（律日６３）
げん ４１５　元二の安西に使いするを送る ――――――王　　　維（絶中９）　 さか ４０７　坂本龍馬―――――――――――――――松口月城（吟古詩３３８）
こい １１７　胡隠君を尋ぬ ――――――――――――高　　　啓（絶中５２） さか ２４４　坂本龍馬を思う ―――――――――――河野天籟（絶日７４）
こい ６４０　胡隠君を尋ぬ ――――――――――――高　　　啓（絶中５２） さけ 　５６　酒に対す ――――――――――――――白 　居易（絶中３１）
こう   　２　黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る ――李　　　白（絶中１９） さけ ３７６　酒に対す　其の一―――――――――――白 　居易（吟全中２１７）
こう ５７７　黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る ― 李　　　白（絶中１９） さけ ３３９　酒を酌んで裴迪に与う―――――――――王　　　維（律中１０）
こう 　３６　弘道館に梅花を賞す ―――――――――徳川景山（絶日３７） さけ ４８２　酒に對して賀藍を憶う（その一）――――――李　　　白（漢パス０４０）
こう ５７９　弘道館に梅花を賞す ―――――――――徳川景山（絶日３７） させ 　２９　左遷せられて藍関に至り姪孫湘に示す ――韓　　　愈（律中２７）
こう 　６９　香炉峰下の山居 ―――――――――――　白 　居易（律中３１） させ ４４１　左遷せられて藍関に至り姪孫湘に示す――韓　　　愈（律中２７）
こう 　８６　江南の春 ――――――――――――――杜　　　牧（絶中３６） ざっ 　４０　雑詩 ――――――――――――――――王　　　維（続絶中７）
こう ４３５　江南の春 ――――――――――――――杜　　　牧（絶中３６） さめ ３３８　鮫島生の東行を送る―――――――――横井小楠（続絶日３７）
こう １００　江楼にて感を書す ――――――――――趙　　　瑕（続絶中４１） さん 　２３　山中幽人と対酌す ――――――――――李　　　白（絶中２２）　
こう １０３　江上の船 ――――――――――――――嵯峨天皇（続絶日２） さん ４７８　山中にて幽人と対酌す ――――――――――李　　　白（漢パス０２４）　
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さん 　４５　山行 ――――――――――――――――杜　　　牧（絶中３７） しゃ １９９　社友小集 ――――――――――――――福沢諭吉（続絶日４６）
さん ５７５　山行 ――――――――――――――――杜　　　牧（絶中３７） しゃ ６２３　社友小集 ――――――――――――――福沢諭吉（続絶日４６）
さん 　６４　山亭夏日 ――――――――――――――高　　　駢（続絶中４２） しゅう 　５４　舟中子規を聞く ―――――――――――城野静軒（絶日３９）
さん ５６８　山亭夏日 ――――――――――――――高　　　駢（続絶中４２） しゅう ５２２　舟中子規を聞く ―――――――――――城野静軒（絶日３９）
さん 　７５　山中の月 ――――――――――――――藪 　狐山（続絶日１０）　 しゅう １０５　修学 ――――――――――――――――夢窓疎石（続絶参１）
さん 　８０　山房春事 ――――――――――――――岑　　　参（続絶中２８） しゅう １２９　秋思 ――――――――――――――――張　　　籍（続絶中３２）
さん ５０４　山房春事 ――――――――――――――岑　　　参（続絶中２８） しゅう ４６８　秋思 ――――――――――――――――張　　　籍（漢パス０６９）
さん ５０７　山房春事 其一 ――――――――――――岑　　　参（続絶中２８） しゅう １８２　秋思 ――――――――――――――――劉 　兎錫（絶中３０）
さん １１０　山行同志に示す ―――――――――――草場佩川（絶日２８） しゅう ４１４　秋思 ――――――――――――――――劉 　兎錫（絶中３０）
さん ４３９　山行同志に示す ―――――――――――草場佩川（絶日２８） しゅう ２１４　秋浦の歌 ――――――――――――――李　　　白（絶中２1）
さん １４５　山中問答 ――――――――――――――李　　　白（続絶中２１） しゅう ２１５　秋思の詩 ――――――――――――――菅原道真（律日２）
さん ４６０　山中問答―――――――――――――――李　　　白（漢パス０３５） しゅう ２２５　秋思 ――――――――――――――――許　　　渾（絶中３５）
さん １６２　山中の月 ――――――――――――――真 　山民（律中４２） しゅう ５９２　秋思 ――――――――――――――――許　　　渾（絶中３５）
さん ４２８　山中の月 ――――――――――――――真 　山民（律中４２） しゅう ２３８　秋日偶成 ――――――――――――――程　　　顥（律中３６）
さん １９８　山間の秋夜 ―――――――――――――真 　山民（絶中４６） しゅう ３６７　秋日友人に別る――――――――――――巨勢識人（文華秀８１）　
さん ４４６　山間の秋夜 ―――――――――――――真 　山民（絶中４６） しゆう ２７４　子由の澠池懐旧に和す ――――――――蘇　　　軾（律中３７）
さん ２０４　三樹の酒亭に遊ぶ ――――――――――菊池渓琴（絶日３５）　 じゅう 　５３　従軍行 ―――――――――――――――乾 　隆帝（続絶中６２）
さん ３５９　山中諸生に示す　その五――――――――王　 守仁（続絶中５９）　 じゅう １３４　従軍行 ―――――――――――――――王 　昌齢（絶中１２）
さん ４３２　山陽先生浪速に遊ぶを澱江に送る――――藤井竹外（高連竹２） しゅく １２３　祝賀の詞 ――――――――――――――河野天籟（律日５６）
ざん ５６５　残月杜鵑 ――――――――――――――菊池三渓（続絶日５４） しゅさ ２２２　出塞行 ―――――――――――――――王 　昌齢（絶中１３）
じえ ４５４　侍宴 ――――――――――――――――大友皇子（漢パス０２２） しゅっ １６７　出郷の作 ――――――――――――――佐野竹之助（絶日６６）
じお ２８８　慈恩塔に題す ――――――――――――荊　　　叔（続絶中４４） しゅっ ５２４　出郷の作 ――――――――――――――佐野竹之助（絶日６６）
しか 　１１　四海波 ―――――――――――――――本宮三香（絶） じゅっ ２６１　述懐 ――――――――――――――――頼　 山陽（律日１５）
じが ３０７　自画に題す ―――――――――――――夏目漱石（続絶日７３） じゅっ ２７５　述懐 ――――――――――――――――雲井龍雄（律）
しし ３５５　志士平野國臣―――――――――――――松口月城（律松１０７） じゅっ ５１６　述懐 ――――――――――――――――雲井龍雄（律）
しじ ３５４　四十七士を詠ず――――――――――――坂井虎山（律日２８） じゅっ ２９４　述懐 ――――――――――――――――　蒲生君平（律日１４）
しじ ５４３　四十七士―――――――――――――――大塩平八郎（絶） しゅん   ３０　春行して興を寄す ―――――――――――李　　　華（続絶中１１）
じし ２５７　自訟 ――――――――――――――――杉浦重剛（続絶日６１） しゅん 　３１　春流 ――――――――――――――――北条時頼（続絶日４）
じじ ３５７　時事偶感――――――――――――――杉浦重剛（続絶日６２）　 しゅん ３８０　春流 ――――――――――――――――北条時頼（続絶日４）
しず ２８６　静御前 ―――――――――――――――頼　 山陽（律日１６） しゅん 　５２　春風 ――――――――――――――――白 　居易（続絶中３３）
しず ４００　静――――――――――――――――――頼 　山陽（吟全日２９９） しゅん ４４３　春風 ――――――――――――――――白 　居易（続絶中３３）
じせ １５８　辞世 ――――――――――――――――吉田松陰（絶日６０） しゅん 　６７　春簾雨窓 ――――――――――――――頼　 鴨厓（絶日５５）　
じせ ４２５　辞世 ――――――――――――――――吉田松陰（絶日６０） しゅん ５６３　春簾雨窓 ――――――――――――――頼　 鴨厓（絶日５５）　
じち ６２５　自著時事小言の後に題す―――――――福沢諭吉（堂FZY） しゅん 　９４　春日家に還る ――――――――――――正岡子規（続絶日７１）
しつ １４４　失題 ――――――――――――――――古荘嘉門（続絶日５３） しゅん １２０　春望 ――――――――――――――――杜　　　甫（律中１７）
しつ ３３６　失題――――――――――――――――勝 　海舟（律日３５） しゅん ５０６　春望 ――――――――――――――――杜　　　甫（漢パス０５５）
しつ ５４７　失題―――――――――――――――――渋沢栄一（堂４５） しゅん １３２　春夜洛城に笛を聞く ―――――――――李　　　白（絶中１６）
じに ２６６　児に示す ――――――――――――――陸　　　游（絶中５０） しゅん ４８９　春夜洛城に笛を聞く ―――――――――李　　　白（漢パス０３８）
しめ ５００　四明峰 ―――――――――――――――藤井竹外（竹外詩０７１） しゅん １５７　春日偶成 ――――――――――――――夏目漱石（絶日７５）
しも ５５９　下田の開港を聞く―――――――――――釈　 月性（絶日５１） しゅん １８４　春夜 ――――――――――――――――蘇　　　軾（絶中４７）
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しゅん ２３６　春暁 ――――――――――――――――孟 　浩然（絶中８）　 しん 　　６　新正口号 ――――――――――――――武田信玄（絶日８）
しゅん ４６１　春暁 ――――――――――――――――孟 　浩然（絶中８）　 しん ３８８　新正口号―――――――――――――――武田信玄（絶日８）
しゅん ２３９　春暁 ――――――――――――――――日柳燕石（絶日５２） しん １１１　秦淮に泊す ―――――――――――――杜　　　牧（絶中４０）
しゅん ６２６　春暁 ――――――――――――――――日柳燕石（絶日５２） しん ３１９　新涼書を読む ――――――――――――菊池三渓（絶日５４）
しゅん ４６２　春暁 ――――――――――――――――大田南畝（漢パス０９０） しん ５５２　新緑―――――――――――――――――武田信玄（絶）
しゅん ５６４　春暁 ――――――――――――――――菊池三渓（絶日５４） しん ５５８　清国より帰朝して作有り―――――――――伊藤博文（絶）
しゅん ５０１　春夜 ――――――――――――――――蘇　　　軾（漢パス０７３） すい ３９４　酔余口号―――――――――――――――伊達政宗（日漢２４５）
しゅん ２７８　春初感を書す ――――――――――――安積艮斎（絶日３３） すい ３９５　睡起偶成―――――――――――――――王　 守仁（吟全中３８７）　
しゅん ３１４　春日山荘 ――――――――――――――有智子内親王（律日１） すい ４０４　酔後口占―――――――――――――――張 　問陶（吟全中３８９）
しゅん ３２９　春怨　その― ――――――――――――　　　　劉　 方平（絶）　 すう ４７３　数日来鶯檐前に鳴きて去らず此を賦して鶯に贈る①―――高杉晋作（漢パス０９６）
しゅん ３５３　春夜雨を喜ぶ―――――――――――――杜　　　甫（律漢詩２０） すう ４７４　数日来鶯檐前に鳴きて去らず此を賦して鶯に贈る②―――高杉晋作（漢パス０９６）
しゅん ４３１　春寒の江上――――――――――――――藤井竹外（竹外詩５８） すま ６３３　須磨禅昌寺にて楓を見る―――――――伊藤博文（堂THB）
しゅん ４４９　春雨魚を捕る―――――――――――――藤井竹外（竹外詩２９１） せい 　６３　西宮秋怨 ――――――――――――――　　王 　昌齢（続絶中９）
しゅん ４８３　春日李白を憶う――――――――――――杜　　　甫（漢パス０５２） せい 　９０　西南の役陣中の作 ――――――――――佐々友房（続絶日６０）
しょう 　５１　銷夏の詩 ――――――――――――――袁　　　枚（続絶中６１） せい １５２　清明 ――――――――――――――――杜　　　牧（続絶中３９）
しょう ４３８　銷夏の詩 ――――――――――――――袁　　　枚（続絶中６１） せい ５７３　清明 ――――――――――――――――杜　　　牧（続絶中３９）
しょう １０４　焦心録後に題す ―――――――――――高杉晋作（続絶日５１） せい １７２　清平調詞　その一 ――――――――――李　　　白（続絶中１２）
しょう ６３６　焦心録後に題す ―――――――――――高杉晋作（続絶日５１） せい ４４５　清平調詞　その一 ――――――――――李　　　白（続絶中１２）
しょう １０９　鐘山即事 ――――――――――――――王 　安石（絶中４５） せい １９１　静夜思 ―――――――――――――――李　　　白（絶中１５）
しょう ２９３　小楠公の母を詠ず ――――――――――本宮三香（律日５９） せい ２４９　清平調詞　その二 ――――――――――李　　　白（続絶中１３）
しょう ２９６　松竹梅 ―――――――――――――――松口月城（続絶日８０） せい ３３５　清平調詞　その三 ――――――――――李　　　白（続絶中１４）
しょう ５９８　松竹梅の図 ―――――――――――- 藤井竹外（竹外２９５） せい ４４８　星巌先生を墨水に訪う―――――――――藤井竹外（竹外詩１３）
じょう 　５８　城東の荘に宴す ―――――――――――崔　 敏童（続絶中４） せき ２４２　磧中の作 ――――――――――――――岑　　　参（絶中２５）
しょか １４６　書懐 ――――――――――――――――西郷南洲（律日３９） せき ２５２　惜春詞 ―――――――――――――――小野湖山（律日３２）
しょか １５５　書懐 ――――――――――――――――篠原国幹（続絶日４８） せき ３７３　赤壁―――――――――――――――――杜　　　牧（中漢２３５）
しょか ６２２　書懐 ――――――――――――――――篠原国幹（続絶日４８） せつ １２５　雪梅 ――――――――――――――――方　　　岳（続絶中５６）
しょか ３７８　初夏即事―――――――――――――――王　 安石（続絶中５０）　 せつ ３８３　雪梅―――――――――――――――――方　　　岳（続絶中５６）
しょく ３１７　蜀相 ――――――――――――――――杜　　　甫（律中１９） せつ ２３１　折楊柳 ―――――――――――――――楊   巨源（絶中２７）
しょく ３２３　蜀中九日 ――――――――――――――王　　　勃（絶中２） ぜっ 　１５　絶句（江碧） ―――――――――――――杜　　　甫（絶中２４）
しょく ３６１　蜀中九日 ――――――――――――――王　　　勃（絶中２） ぜっ ４５１　絶句（江碧） ―――――――――――――杜　　　甫（絶中２４）
しょく ３９２　織女惜別―――――――――――――――直江兼続（吟全日３５９） ぜっ 　７６　絶句（兩箇） ―――――――――――――杜　　　甫（続絶中２４）
しょせ １７９　諸生と月を見る ―――――――――――中江藤樹（続絶日６） ぜっ ４７９　絶句（遲日） ―――――――――――――杜　　　甫（漢パス０２８）
しょせ １９４　諸生に示す ―――――――――――――安積艮斎（律日２７） ぜつ ２６８　絶命の詞 ――――――――――――――黒沢忠三郎（続絶日５２）
じょや １８０　除夜の作 ――――――――――――――高　　　適（絶中２３） ぜつ ６３８　絶命の詞 ――――――――――――――黒沢忠三郎（続絶日５２）
じょや ４９０　除夜の作 ――――――――――――――杜　　　甫（漢パス０６５） せん 　　８　泉岳寺 ―――――――――――――――　　坂井虎山（絶日３６）
しょを ２９５　書を観て感有り ―――――――――――朱　　　熹（続絶中５４） そう ２５９　桑乾を渡る ―――――――――――――賈　　　島(絶中３４)
しょを ３２５　暑を山園に避く ―――――――――――王 　世貞（続絶中６０） そう ４１３　桑乾を渡る――――――――――――――賈　　　島(絶中３４)
しろ ２１０　城山 ――――――――――――――――　　西　 道僊（絶日６４） そう ４８８　壮遊（部分） ―――――――――――――杜　　　甫（漢パス０４８）
しろ ５８６　城山 ――――――――――――――――　　西　 道僊（絶日６４） そう ５３４　草庵雪夜の作―――――――――――――良      寛（絶日２４）
しを ５４１　史を読みて感有り―――――――――――草場佩川（絶日２８） そく ６２９　即事 ----――――――――――――― 夏目漱石（堂NSS）
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ぞく ５３３　賊に逢ふ―――――――――――――――良　　　寛（絶日２３） つと ５９５　早に白帝城を発す ――――――――――李　　　白（絶中１７）
そだ １７５　蘇台覧古 ――――――――――――――李　　　白（絶中２０） つと １６８　早に深川を発す ―――――――――――平野金華（続絶日８）
そだ ６１６　蘇臺覧古 ――――――――――――――李　　　白（絶中２０） つま ４８６　内に贈る―――――――――――――――　李　　　白（漢パス０３７）
そん １２１　村夜――――――――――――――――白 　居易（続絶中３４） てん １４０　天門山を望む ――――――――――――李　　　白（続絶中１９）
たい ３２２　太平洋上作有り ―――――――――――安達漢城（続絶日６６） てん ３４２　天意を識る――――――――――――――西郷南洲（律日４１）
たい ３６０　太平洋上作有り ―――――――――――安達漢城（続絶日６６） でん ５５１　澱江子文を送る――――――――――――藤井竹外（絶日４７）
たい ４６７　大風の歌 ――――――――――――――劉　　　邦（漢パス０７６） とう 　２１　董大に別る ―――――――――――――高　　　適（続絶中２３）
だい １８５　大楠公 ―――――――――――――――徳川景山（絶日３８） とう １７４　冬夜書を読む ――――――――――――菅 　茶山（絶日２２）
だい ５２８　大楠公 ―――――――――――――――徳川景山（絶日３８） とう １９５　登高 ――――――――――――――――杜　　　甫（律中２１）
だい ２０８　大楠公 ―――――――――――――――河野天籟（律日５７） とう ２２４　藤樹書院に過る ―――――――――――伊藤東涯（絶日１５）
たか 　１２　宝船 ――――――――――――――――藤野君山（続絶日６３） とう ３８７　東城―――――――――――――――――趙　 孟頫（吟全中４９５）
たか ５８１　宝船 ――――――――――――――――藤野君山（続絶日６３） とう ４０９　冬暁澱江の舟中――――――――――――藤井竹外（竹外詩１２０）
たけ ４１１　竹――――――――――――――――――藤井竹外（竹外詩１３４） とう ４５３　桃夭 ――――――――――――――――作者不詳
たけ ４４７　竹を哭す―――――――――――――――藤井竹外（竹外詩１１４） どう ２３３　洞庭湖に遊ぶ ――――――――――――李  　  白（続絶中１８）
たて １８３　立山を望む ―――――――――――――国分青厓（絶日７３） どう ５９４　道済村の漁家 ――――――――――― 藤井竹外（竹外４５）
たて ６０３　立山を望む ―――――――――――――国分青厓（絶日７３） どう ２６５　道歌「親思う｣ ――――――――――――吉田松陰
たん ２７０　短歌「たわむれに」 ――――――――――石川啄木 どう ２６７　道歌「明日ありと」 ――――――――――作者不詳
だん 　４１　壇の浦夜泊 ―――――――――――――木下犀潭（続絶日３４） どう ２８４　道歌「語るなと」 ―――――――――――作者不詳
だん ２２８　壇の浦を過ぐ ――――――――――――村上仏山（絶日４８） どう ２８５　道歌「徒に」 ―――――――――――――作者不詳
ちく １９６　筑前城下の作 ――――――――――――広瀬淡窓（律日２４） どう ３０９　道歌「堪忍は」 ――――――――――――作者不詳
ちく ２５４　竹里館 ―――――――――――――――王　　　維（絶中１０） どう ３１０　道歌「気もつかず」 ――――――――――作者不詳
ちゅ １３６　中庸 ――――――――――――――――元田東野（絶日５３） どう ４５０　道歌「世の中は」 ――――――――――――作者不詳
ちゅ １４３　中秋月を望む ――――――――――――王　　　建（続絶中３６） とき ２１１　常磐孤を抱くの図に題す ――――――――梁川星巌（絶日３２）
ちゅ １６６　中秋の月 ――――――――――――――蘇　　　軾（続絶中５２） とき ５９３　常磐孤を抱くの図に題す ――――――――梁川星巌（絶日３２）
ちゅ ３９７　中元の夜枕上にて憶う有り―――――――袁 　宏道（吟全中４６１） とき ２２３　時に憩う ――――――――――――――良　　　寛（絶日２３）
ちょ 　１７　長安主人の壁に題す ―――――――――張　　　謂（続絶中２９） どく １４８　独柳 ――――――――――――――――杜　　　牧（絶中３８）
ちょ １６４　長城 ――――――――――――――――汪　　　遵（続絶中４３） なご ３１２　名古屋城 ――――――――――――――松口月城（続絶日８１）
ちょ ２８０　長安春望――――――――――――――盧　　　綸（律中２５） なだ ６３５　灘の浦眺望―――――――――――――伊藤博文（堂NSS）
ちょ ３６６　晁卿衡を哭す―――――――――――――李　　　白（絶） なら ５１５　寧楽懐古―――――――――――――――太宰春台（律日９）
ちょ ４５６　長恨歌（1/4）―――――――――――――白 　楽天（漢パス０２０） なん 　５５　楠公墓前の作 ――――――――――――吉田松陰（律日４２）
ちょ ４５７　長恨歌（2/4）―――――――――――――白 　楽天（漢パス０２０） なん ５３５　楠公墓前の作 ――――――――――――吉田松陰（律日４２）
ちょ ４５８　長恨歌（3/4）―――――――――――――白 　楽天（漢パス０２０） なん 　７２　楠公を詠ず ―――――――――――――　　藤田東湖（律）
ちょ ４５９　長恨歌（4/4）―――――――――――――白 　楽天（漢パス０２０） なん ４２１　楠公詠史 ――――――――――――――　　藤田東湖（律日府黄１５）
ちょ ４７２　長征 ――――――――――――――――毛 　沢東（漢パス０８０） なん １３３　楠公を詠ず ―――――――――――――日柳燕石（続絶日３）
つい 　１４　追悼の詩 ――――――――――――――安達漢城（続絶日６９） なん ６２８　楠公を詠ず ―――――――――――――日柳燕石（続絶日３）
つき ３５６　月に対して感有り―――――――――――王　 守仁（続絶参４）　 なん １８８　楠公子に訣るるの図に題す ――――――頼 　山陽（絶日２７）
つく １２２　筑波山の絶頂に登る ―――――――――安積艮斎（続絶日３２） なん ５２７　楠公子に訣るるの図に題す ――――――頼 　山陽（絶日２７）
つく ５３８　筑波山の絶頂に登る ―――――――――安積艮斎（続絶日３２） なん ３８２　楠公の図に題す――――――――――――西郷南洲（吟全日４８１）
つち ６１５　己巳の年元旦の感慨 を書きつける―――渋沢栄一（堂SBE） にっ   　１　日本刀 ―――――――――――――――　大鳥圭介（続絶日４０）　
つと 　８５　早に白帝城を発す ――――――――――李　　　白（絶中１７） にっ ２５３　日本刀を詠ず ――――――――――――徳川光圀（絶日１３）

6



にっ ３５１　日出――――――――――――――――伊藤博文（日漢４８９） ひら ３７５　平泉懐古―――――――――――――――大槻磐渓（絶日４１）
にれ 　８２　爾霊山 ―――――――――――――――乃木希典（続絶日５７） びわ ３２４　琵琶湖上の作 ――――――――――――室 　鳩巣（律日８）
にれ ４９２　爾霊山 ―――――――――――――――乃木希典（漢パス０１０） ひん 　４８　貧交行 ―――――――――――――――杜　　　甫（律中１６）
にん ５４８　仁義村春遊――――――――――――――菊池渓琴（絶日３４） ひん ４８１　貧交行 ―――――――――――――――杜　　　甫（漢パス０３０）
のう ２０１　農を憫む ――――――――――――――李　　　紳（続絶中３７） ふう 　３８　楓橋夜泊 ――――――――――――――張　　　継（絶中２６）
のう ３４０　濃州の僧に寄す――――――――――――武田信玄（絶日５６） ふう ４２６　楓橋夜泊 ――――――――――――――張　　　継（絶中２６）
のぎ ２４０　乃木将軍を挽す ―――――――――――杉浦重剛（絶日７２） ふう ３４１　風林火山―――――――――――――――孫　　　子（朗漢絶１２６）
ばい 　５９　梅花 ――――――――――――――――王 　安石（続絶中４９） ふが 　　４　富嶽 ――――――――――――――――　乃木希典（絶日７０）
ばい ３４８　梅花――――――――――――――――王　 安石（続絶中４９）　 ふし ２９８　不識庵機山を撃つの図に題す ―――――頼 　山陽（絶日２５）
はく ２８１　白楽天の江州司馬に左降せらるるを聞く―元　　　稹（絶中３３） ふし ４７１　不識庵機山を撃つの図に題す ―――――頼 　山陽（漢パス０９２）
はく ３２８　伯夷叔斉を詠ず ―――――――――――山田方谷（絶） ふじ 　６６　富士山を詠ず ――――――――――――柴野栗山（律日１０）
ばじ ４０３　馬上偶成―――――――――――――――高杉晋作（吟全日５０７） ふじ ５９１　富士山を詠ず ――――――――――――柴野栗山（律日１０）
はち 　２２　八幡公 ―――――――――――――――頼　 山陽（続絶日２３） ふじ ３０５　富士山 ―――――――――――――――石川丈山（絶日１１）
はち ４１２　八幡公 ―――――――――――――――頼　 山陽（続絶日２３） ふじ ５３７　富士山 ―――――――――――――――安積艮斎（絶日３２）
はち ５７１　八陣の図―――――――――――――――杜　　　甫（続絶中２６） ふね 　１６　舟由良港に到る ―――――――――――吉村寅太郎（絶日６５）
はつ ３６３　初夢――――――――――――――――本宮三香（遊吟１４３） ふね 　３９　舟大垣に発し桑名に赴く ――――――――頼 　山陽（絶日２６）
はな 　２８　花を惜しむ ――――――――――――――福沢諭吉（続絶日４７） ふね ５９７　舟大垣に発し桑名に赴く ――――――――頼 　山陽（絶日２６）
はな ６２１　花を惜しむ ――――――――――――――福沢諭吉（続絶日４７） ふね １３８　舟八島を過ぐ ――――――――――――正岡子規（続絶日７２）
はな ２４１　花に対して旧を懐う ――――――――――釈 　義堂（絶日５）　 ふね ４３７　舟八島を過ぐ ――――――――――――正岡子規（続絶日７２）
はな ４９７　花の井 ―――――――――――――――藤井竹外（竹外詩００６） ふる ５６７　古寺に花を看る――――――――――――武田信玄（絶）
はは １４２　母を奉じて嵐山に遊ぶ ――――――――頼 　山陽（続絶日２５） ぶや 　７１　武野の晴月 ―――――――――――――林 　羅山（絶日１０）
はは １４７　母 ―――――――――――――――――松口月城（律） ふよ 　８９　芙蓉楼にて辛漸を送る ――――――――王　 昌齢（絶中１１）
はは ５３２　母 ―――――――――――――――――松口月城（律） ぶん ３６９　文友に留別す―――――――――――――小野岑守（日漢５６９）
はは ４１０　母を奉じて天保山に遊ぶ―――――――――藤井竹外（竹外詩２８７） へこ １９２　兵児の謡 ――――――――――――――末松青萍（律日５０）
はは ５７０　母を憶う―――――――――――――――頼 　山陽（ク１９） へこ ６０２　兵児の謡 ――――――――――――――末松青萍（律日５０）
ばら ５６６　薔薇　其の一　――――――――――――武田信玄（堂３２） へん ３１８　辺詞 ――――――――――――――――張 　敬忠（続絶中２）
ぱり ６１４　巴里　其一―――――――――――――渋沢栄一（堂SSE） ほう 　６５　豊公の旧宅に寄題す ―――――――――荻生徂徠（絶日１４）
はる 　２５　春を探る ――――――――――――――戴　　　益（続絶中４７） ほう ５０５　豊公の旧宅に寄題す ―――――――――荻生徂徠（漢パス０８９）
はる ２７６　春の花を尋ぬ ――――――――――――管 　三品（続絶日３） ほう ２７１　法庫門営中の作 ―――――――――――乃木希典(続絶日５８）
はん 　４２　半夜 ――――――――――――――――良　　　寛（絶日２４） ほう ６０４　砲術を演ず ―――――――――――――佐久間象山（絶日４９）
はん ４６４　半夜 ――――――――――――――――良　　　寛（漢パス０９５） ぼう 　６２　某楼に飲す ―――――――――――――　伊藤博文（続絶日５４）
ひこ ２６０　彦山 ――――――――――――――――広瀬淡窓（続絶日３０） ぼう ２１９　望湖楼酔書 ―――――――――――――蘇　　　軾（絶中４８）
びじ ６００　美人山の山躑躅を観る ――――――――藤井竹外（竹外２５） ぼう ６２４　望湖楼酔書 ―――――――――――――蘇　　　軾（絶中４８）
ひと １０２　独り敬亭山に座す ――――――――――李　　　白（続絶中１６） ぼう ２３４　亡友月照十七回忌辰の作 ―――――――西郷南洲（絶日５９）
ひと ４８０　独り敬亭山に座す ――――――――――李　　　白（漢パス０２５） ぼう ３４５　邙山――――――――――――――――沈　 佺期（絶中３）
ひの ５６０　甲寅秋日偶作―――――――――――――釈　 月性（絶日５１） ほく ５４５　北濃に遊ぶ――――――――――――――頼 　山陽（絶日２６）
ひゃ ２２０　百忍の詩 ――――――――――――――中江藤樹（続絶参２） ぼく ２８７　墨水秋夕 ――――――――――――――安積艮斎（律日２６）
ひょ ５５７　兵庫常盤楼上の口占――――――――――伊藤博文（絶） ぼく ６２７　墨竹に題す ―――――――――――――夏目漱石（堂NSS）
ひら １０１　平野國臣 ――――――――――――――松口月城（律） ほし ４６９　歩出夏門行――――――――――――――曹　　　操（漢パス０７７）
ひら ２０９　平泉懐古 ――――――――――――――大槻盤渓（絶日４１） ぼし ６０９　戊辰の作―――――――――――――　板垣退助（堂ITA）
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ほと １５３　子規を聞く ―――――――――――――正岡子規（続絶日７０） よし ３４３　芳野に遊ぶ――――――――――――――頼　 杏坪（続絶日１５）　
ほと ３８６　仏の成道―――――――――――――――釈 　一休（吟全日５９９） よし ３４６　芳野懐古――――――――――――――梁川星巌（絶日３１）
ほん ２３５　本能寺 ―――――――――――――――頼 　山陽（律日１８） よし ５５０　芳野懐古―――――――――――――――野田笛浦（絶日４６）
まさ 　４３　将に東遊せんとして壁に題す ――――――釈 　月性（絶日５１） よし ４０２　吉田義卿を送る（後編）―――――――――佐久間象山（日漢詩）
まさ ３０８　将に小梅に徙らんとして感有り ―――――藤田東湖（絶） よせ 　２６　余生 ――――――――――――――――良　　　寛（続絶日１７）
まつ 　８８　松島 ――――――――――――――――岩渓裳川（絶日７１） よる 　４４　夜墨水を下る ――――――――――――服部南郭（絶日１７）
まつ １５１　松島 ――――――――――――――――釈 　南山（続絶日１６） よる ２８２　夜受降城に上って笛を聞く ―――――――李　　　益（絶中２８）
まつ ５８２　松島 ――――――――――――――――釈 　南山（続絶日１６） らい ５７６　頼子成の訃音を聞く――――――――――梁川清巌（絶日３２）
まつ ３４９　松山城―――――――――――――――小原六六庵（続絶日８３） らっ 　５７　落花 ――――――――――――――――徳富蘇峰（続絶日６４）
まん   ６０　漫述 ――――――――――――――――佐久間象山（絶日４９） らっ ５８３　落花 ――――――――――――――――徳富蘇峰（続絶日６４）
みず ２４５　自ら遣る ――――――――――――――李　　　白（続絶中１７） らん １８６　嵐山に遊ぶ ―――――――――――――頼 　山陽（続絶日２２）　
みず ４０６　自ら小像に題す――――――――――――魯　　　迅（吟全中５９７） らん ４９４　嵐山に遊ぶ ―――――――――――――頼 　山陽（漢パス０９４）
みず ４９３　自ら肖像に題す――――――――――――新井白石（漢パス０８８） らん ４９９　嵐山の春夕 ―――――――――――――藤井竹外（竹外詩２７９）
みと ２３０　水戸八景 ――――――――――――――徳川景山（律日２９） らん ５１４　乱を避け舟を江州湖上に泛かぶ―――――足利義昭（侍９０）
むだ ２７７　無題 ――――――――――――――――阿部仲麻呂（続絶日１） りょ 　１９　涼洲詞 ―――――――――――――――王　　　翰（絶中５）
むだ ３６５　無題――――――――――――――――阿部仲麻呂（続絶日１） りょ ４１９　涼洲詞 ―――――――――――――――王　　　翰（絶中５）
むだ ３２１　無題 ――――――――――――――――夏目漱石（律日５４） りょ １２８　涼州詞 ―――――――――――――――王 　之渙（絶中７）　　
むだ ４７７　無題 ――――――――――――――――夏目漱石（漢パス１００） りょ １３１　両英雄 ―――――――――――――――徳富蘇峰（続絶日６５）
むだ ４５５　無題 ――――――――――――――――田中越山（漢パス０８２） りょ ３７１　旅夜懐を書す―――――――――――――杜　　　甫（律中２０）
むだ ５１２　無題 ――――――――――――――――寂室元光（絶日４） りょ ３９１　涼夜―――――――――――――――――高　　　啓（吟全中６７３）
めい 　１３　名槍日本号 ―――――――――――――松口月城（続絶日７８） りょ ５５３　旅館に杜鵑を聴く――――――――――――武田信玄（絶）
もん 　９１　問梅閣 ―――――――――――――――高　　　啓（続絶中５８） りょ ５４４　竜盤―――――――――――――――――菅　 茶山（絶日２２）
もん ４３３　問梅閣―――――――――――――――高　　　啓（続絶中５８） りん ３９９　臨清の大雪――――――――――――――呉　 偉業（吟全中６８５）
もん ３７４　門を出でず――――――――――――――菅原道真（律日３） るう ４８５　路易二世―――――――――――――――森 　鴎外（漢パス０８０）
やう ４６６　夜雨北に寄する――――――――――――李 　商隠（漢パス０７２） れい 　８３　零丁洋に過ぐ ――――――――――――文 　天祥（律中４３）
やざ １７８　夜坐 ――――――――――――――――藤田東湖（絶日４４） ろう ４３０　籠鶯を聞く―――――――――――――――藤井竹外（竹外詩１２）
やま 　７０　山の夜 ―――――――――――――――嵯峨天皇（絶日２） ろく ３１３　鹿柴 ――――――――――――――――王　　　維（続絶中８）　
やま ３７２　山の夜――――――――――――――――嵯峨天皇（絶日２） ろざ 　３５　廬山の瀑布を望む  ――――――――――李　　　白（続絶中２２）
やま ６３１　山路に楓を観る ―――――――――――夏目漱石（堂NSS） ろざ ５５５　廬山の瀑布を望む  ――――――――――李　　　白（続絶中２２）
ゆう ３２０　幽居即時 ――――――――――――――石川丈山（律日５） わか ２０３　和歌｢白鳥は｣ ――――――――――――若山牧水
ゆう ４６３　幽州の臺に登る歌―――――――――――陳　 子昴（漢パス０６４） わか ２０５　和歌｢敷島の｣ ――――――――――――本居宣長
ゆう ４９１　友人に送る――――――――――――――　李　　　白（漢パス０２６） わか ３０６　和歌「晴れて」「田子の浦」 ―――――――作者未掲載
ゆき ２９０　容奇 ――――――――――――――――新井白石（律日７） わか ３５２　和歌「浮世とは」 ―――――――――――伊藤博文（日漢４９０）
よう ２７３　酔うて祝融峰を下る ―――――――――朱　　　熹（続絶中５５） わか ３６４　和歌「さし出づる」 ―――――――――――本居宣長（遊吟１４０）
よう ３８５　揚子江――――――――――――――――文 　天祥（吟全中６３５） わか ３７７　和歌「夜をこめて」 ―――――――――――清少納言（私百１３８）
よう ５０８　楊柳枝詞―――――――――――――――劉 　兎錫（続絶中２８） わか ４１８　和歌「銀も」――――――――――――――山上憶良（万葉集5-803）
よし 　４９　芳野 ――――――――――――――――河野鉄兜（絶日５６） わか ５５４　和歌「大君の」―――――――――――――月　　　照（絶日５９）
よし ５６９　芳野 ――――――――――――――――河野鉄兜（絶日５６） わか ５８９　和歌「箱根路を」―――――――――――源　実朝（クラ２０）
よし 　８４　芳野に遊ぶ ―――――――――――――菅　 茶山（続絶日１４） わか ６３７　和歌「色いと白く」―――――――――― 樋口一葉（NATU）
よし １４９　芳野懐古 ――――――――――――――藤井竹外（絶日４６） わか ６３９　和歌「夜の雨」――――――――――― 樋口一葉（NATU）
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