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明治₃₈年︵日露戦争︶時の軍事郵便の一部

軍事郵便
戦地から郷土に宛てて出された手紙やはがきを軍事郵
便といい、宛名面に「軍事郵便」の朱印が押されていま
す。文章だけの手紙が多いのですが、絵はがきや絵入り
の用紙を使用したものもあります。

遅れたことへのおわびから始められます。続いて、家族の無事を喜ぶとと

もに、自分も
「戦務」
に従事し、兵士としてのつとめをはたしているので安心

日本軍は軍事行動を開始し、八日に仁川に上陸を開始、海上でも仁川港外で

た。日本は六日にロシアに対して外交関係の断絶を通告しました。ただちに

一九〇四年
（明治三十七）
二月四日の御前会議で日露の開戦が決定されまし

か。また、成瀬の書簡には差出日に
「征露元年」（一九〇四年のこと）
のように

確認の手段としての意味をもっていたことを示しているのではないでしょう

ことが一つの書式となっていたと考えられます。軍事郵便はなによりも生存

ます。つまり、冒頭にお互いの無事を確認しあい、安心しあえる内容を書く

日露戦争期の軍事郵便について

日露両艦隊が交戦しました。この後、十日に日露両国はそれぞれ宣戦布告を

記されています。従軍兵士の意識がこのようなところから垣間見えて興味深

してほしいといったように近況を報告する文面をつづるものが多くみられ

行うに至ります。開戦から約一年七か月後の一九〇五年九月に講和条約が調

いところです。

時には、餅つきをするなど出征前の生活とほとんどかわらないこともあった

さて、
戦地での生活は軍事郵便にはどのように記されていたのでしょうか。

印されるまでの間に戦闘に参加した軍人・軍属は日本側では一〇八万人をこ
え、ロシア側ではシベリア鉄道で輸送された者だけで一二九万人をこえたと
いわれています。

第一に、厳しい気候条件です。北の大地での越冬はたいへん過酷だったよ

ようです。しかし、軍事郵便の記述からは、戦地でそのような生活を送れた

大陸を北上します。そして、翌年三月には日露戦争で最大の犠牲者を出した

うです。成瀬はその寒さを
「指ヲ墜
（おと）
ス程ノ寒気」
と表現しました。野村

当時、豊田市域で徴兵された人びとは、名古屋に司令部をおく第三師団に

奉天会戦に参戦しました。この間に出征した兵士たちは、戦地から郷土に宛

は、寒気がゆるんだ三月においても、気温は
「零以下五度ないし十五度位」
で

のは稀で、いくつもの点で戦地は郷土での生活とは異なっていたことがうか

てて手紙やはがきを書き送っています。これが軍事郵便です。日露戦争期に

あったために、
弁当も氷ってしまい食べられなかったと記しています。ただ、

所属することになっていました。第三師団には一九〇四年三月に動員が発令

取り扱われた軍事郵便の件数は、約四億六〇〇〇万通にのぼるといわれてい

野村によればこの年の冬は例年に比べれば暖冬で、それは
「神国の我軍を迎

がわれます。

ます。豊田市域にも日露戦争中に戦地から発せられた軍事郵便が残されてい

ふる国土の神の対
（待）
遇」
によるものであると考えていたようです。ちなみ

され、第二軍に編成されます。第二軍は五月に遼東半島に上陸した後、中国

ます。これらの軍事郵便は、戦地と郷土のやりとりや、出征兵士の戦地で

に、第二軍では十二月と一月の二か月間で約一〇〇名の凍傷患者が出たとい

第二には、やはり戦闘です。不幸にして同郷の従軍者が戦死した場合、そ

のさまざまな体験を一〇〇年あまりの時を越えて現在に伝える貴重な史料で
所属した成瀬米吉と、堤村
（高岡地区）
から第三師団野戦電信隊に所属する軍

の情報は軍事郵便によって郷土に伝えられることもありました。日付を欠い

われています。

医として従軍した野村尚之が郷土に送った軍事郵便の一部を紹介します
（な

ているため特定は難しいのですが、
成瀬の同郷兵士がある戦いで戦死します。

す。ここでは、武節村
（稲武地区）
から出征し、第三師団第七連隊第七分隊に

お、
「」
で引用した軍事郵便の本文中は読みやすさを考慮してルビや句読点な

彼は遺族に対して弔意を伝えたいと願うとともに、自らはその死を
「国家の

ため名誉」
であるとしてうけとめようとしました。

どを付し、かな表記に改めた部分があります）
。
戦地から送られた軍事郵便の多くは、郷土からのたよりへのお礼や返事が

－2－

伊藤竹松宛成瀬米吉書簡

います。

機密情報がもれないようにされて

○攻撃」のように伏せ字にして、

かるとおり、具体的な地名は
「○

されてはいますが、写真からもわ

れています。奉天会戦の経過も記

瀬自身は無事であったことが記さ

分悽惨
（せいさん）
を極めた」
が成

と、隊では一二名が死傷し、
「随

送に従事し非常に多忙であったこ

書いています。そこには、弾薬輸

郷里に宛てた手紙で激戦の様子を

便もあります。成瀬は奉天会戦後、

経過を郷土に報告している軍事郵

個別の戦闘が終った後に、その

うか。この手紙のように、従軍兵士が目の当たりにした状況を伏せることな

師でもあるという、従軍兵士の複雑な内面が表われているのではないでしょ

がら、ロシアの負傷兵を
「気の毒」
と気遣うところには兵士であるとともに医

のまなざしはロシア兵にも向けられます。奉天駅の放火を
「壮観」
と表現しな

流して喜んだそうです。同時に、野村は
「敵の傷者は気の毒です」
と続け、彼

日本軍が収容することになり、野村が見舞いに行くと日本側の負傷者は涙を

どが日本兵だったとのことです。奉天会戦後、
病院の負傷者は日露双方とも、

二つあり、いずれも負傷者を三、
四〇〇名収容しており、その内二〇〇名ほ

院の様子が伝えられていることです。野村によると、奉天には壮大な病院が

体が山をなすほど多かったことがわかります。もう一つは、奉天にあった病

もロシア兵が射撃をしたため、救助活動が夜に行われたことや、塹壕内の遺

する際の状況です。野村の手紙からは、負傷者を救助する衛生隊にむかって

に目撃したであろう独特な戦場体験も記されています。一つは負傷者を救助

全焼させた様子を書きつづっています。加えて、野村の手紙には、軍医ゆえ

らざるはなし。壮観此の上もなし」
と、奉天駅で汽車や倉庫などに火を放ち、

軍は奉天を占領」
といったように、

に奉天を包囲の形になし 」
、
「我

が異なります。この手紙では
「遂

村が郷土に宛てた手紙は少し様相

便が伝えられているものと考えています。近代部会ではこれからも史料の調

ができていません。また、今回紹介した史料の他にも市内には多くの軍事郵

現在までのところ郷土から戦地に送られた手紙やはがきなどは発見すること

重で重要な役割を果たしていたことがうかがわれます。ただ、残念ながら、

今回紹介できたわずかな史料からでも、軍事郵便が郷土と戦地をつなぐ貴

く記述した軍事郵便は珍しいように思われます。

地名が一切伏せられることなく記

査を続けていきますので、史料について情報などをお持ちでしたら事務局ま

一方で、同じく奉天会戦後に野

されています。さらに、野村は
「今

でお知らせいただければ幸いです。

（近代部会 執筆協力員 井筒康人）

回の戦斗
（闘）中余が目撃せし記
事」
として、奉天の
「停車場」
にお
いて
「皆な火を放て火災中汽車も
糧食積んで山をなせる者数百、器
具材料倉庫数百棟何れも火災に罹
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で三三日など、男女で差があるのが普通でした。

母屋で出産する場合、ヘヤとかナンドと呼ばれた寝室が用いられました

水を汲んだり、外に出て日の光を浴びたりすることはすべて禁じられました

お産の今昔
かつて、お産はケガレであると言われ、日常とは隔離されたところで出産

し、川を渡ったりよその家を訪れたりすることももちろん禁止です。神仏を

が、忌みの期間はここから出ることがはばかられました。火を扱ったり井戸
する慣わしがありました。豊田市域の北部山間地では、こうしたしきたりが

祀る部屋への立ち入りも許されませんでした。大野瀬町では
「オビヤ
（産の忌

み）
が明けるまでは風呂に入ってはいけない。また、デイ
（仏さんのところ）

あったことを地域の話者から聞書きすることができます。
小原北町では、ヒマヤとかウブヤと呼ばれる建物が各家にあり、産気づい

昔のお産は命がけのものでもありました。子どもを取り上げるのも専門の

には入ってはいけなかった。お勝手の食べ物をかまう
（調理する）
こともでき

た。昔は座って出産したため、屋根裏から綱を下げてこれにつかまり、力ん

助産婦
（産婆）
が家に来てくれるのではなく、長年の経験に基づいて近所のお

た女性はここに入って出産し、一か月くらいの間はヒマヤで生活したと言い

で子どもを産んだと言います。下には藁ゴザとボロ布を敷くだけでした。ヒ

ばあさんやオキモリと呼ばれる仲人の奥さんがおこなうものでした。則定町

なかった。けがれているので、よその家にも行ってはいけなかった。昔は、

マヤは横になるほどの広さはなかったので、壁にもたれて寝ていたといいま

の明治三十九年
（一九〇六）
生まれのある話者は、お産は嫁ぎ先のヘヤ
（寝室）

ます。ヒマヤは二畳くらいの小さな小屋で、薮のそばなど
「むさい
（汚い）
と

す。ヒマヤの土間のところには鍋ややかんが吊り下げられ、これで家族とは

でおこないましたが、昔は畳ではなく筵が敷いてあるだけでした。ここに古

畳の上にも寝かせてもらえなかったという」
と伝えられています。

別に煮炊きをして食事をとりました。焚き物はクリの木に決まっていたそう

い着物などを敷いて出産し、オセワニンのおばあさんが子どもを取り上げて

ころ」
に建てられていました。窓はなく、真ん中は土間、両端が板の間でし

です。ケガレは火によって伝染すると考えられていたため、家族と別の火で

くれたと言います。阿蔵町の昭和十一年
（一九三六）
生まれの話者によれば、

布団を壊したものの中に二〇センチくらいに藁灰を入れたもので、この上に

のりさだ

調理をすることが大切でした。こうしたことは大正時代まではおこなわれて

子どもの取り上げは姑の仕事で、寝室の隅に灰布団を準備しました。これは

この他、大平町でも大正時代にはソトヤという六畳と物置くらいの建物が

座ってお産をしました。
正座をして足を開いた格好で、
お尻をおろすと赤ちゃ

あ ぞう

いて、ヒマヤの建物は昭和になってからも残っていました。
あり、ここで出産したといいます。産後はヒ
（忌み）
が明けるまで家族と一緒

んが出られないので腰を浮かせて力を入れたと言います。

おおだいら

に食事をすることはなく、産婦だけで一人で自炊をしていました。このため

こうしたお産のあり方は江戸時代から続くものと言ってよいでしょう。今

かわもて

のカマドは泥でその時々に作り、終われば壊してしまいました。川面町にも

から思えば不衛生で危険な行為に見えますが、
医療施設が整っていない時代、

ヒマヤに住まないまでも、産後に忌み籠りが求められることはつい最近ま

ばかる意識がケガレや忌みの観念を生んだと言えます。産後はしっかりと休

た。しかし、それは命の危険を伴う神聖な行為でもあり、そうしたことをは

きり

昔は出産のための小さな小屋があり、切
（組）
ごとに持っていたと言います。

昔の人たちにとってのお産は日常生活の延長線上でおこなわれる行為でし

で各地でおこなわれており、昭和一桁生まれの話者たちからもその話を聞く

養をとることが必要ですが、親たちは
「血の道が収まるまでよく休め」
と言っ

むしろ

中は筵が敷いてあるだけの粗末なものでした。

ことができます。忌みの期間は女の子を産んだときで二八日、男の子の場合
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うに、この一〇〇年足らずの間に大きく変わりました。思えばこれは一大変

る場と人が変わっています。そしてこのことは、人が最期を迎える場面でも

て、産婦がいろいろと気を遣って動かなくてもよいよう、忌み籠りの期間が
忌みが持つ本来の意義が忘れられるとケガレの観念だけが前面に打ち出さ

同じことが言えます。自宅葬から寺院・葬祭場へと場所は変わり、家族・親

革です。大きく見れば自宅から専門の場へ、素人から専門家へと、生を委ね

れるようになり、産の忌みは
「おとましい
（うっとうしい）
」
ものと感じられる

戚・近隣の関与が薄れるとともに葬祭業者の存在感が高まっているのが昨今

設けられていたのです。

ようになりました。そうして、いろいろと理屈を付けては禁を破ることが許

産のケガレの観念は、姑から嫁へと伝えられるものでした。そこには、も

の状況です。確かに便利になり、出産については格段に安全になりました。

しきたりです。大平町では、
「隣の家にも行けず、門口をまたいだりしては

ともとは産婦の体を気遣う優しさが込められていたはずです。仕事に明け暮

されるようになります。
「火や水を扱うときは塩を撒けばよい」
とか、
「外に

いけなかったが、
もしもまたいだときは
『犬だ犬だ』
と逃げてくればよかった」

れなければならなかったかつての農家の嫁にとって、産後はつかの間の休養

しかし、その中で失われてしまったものも数多くあるように思えます。

などとも語られています。こうしたことは、出産に助産婦が立ち会い、合理

のときで、ヒアケをすれば実家に里帰りすることもできました。それがケガ

出るときは笠をかぶれ」
というのはそういうときの抜け道として用意された

的なものの考え方を広めていったことと関連があります。そして、病院での

間もしたら血が上るのを防ぐため鉢巻を締めて働くようになった」
とか
「産ん

レの観念が薄れてくると、産後も早くに仕事をするようになります。
「一週

豊田市域では、昭和三十年代になると各地に助産院が作られてゆきます。

で二〇日で田の草取りに出たところ、目が回った」
などという話者の言葉を

ヤや寝室に籠っていた時代とは一線を画

退院となり、一か月の長きに渡ってヒマ

りましたし、昔なら助からないような状況で産まれた子どもも無事に成長で

ものになっているという指摘があります。確かに母親の命の危険は少なくな

現在のお産は母親が子どもを産むのではなく、医師によって産ませられる

と言われていたものが、三人目の子は助

忘れられようとしている先人の知恵や心を記録することにあります。そうし

民俗学の目的は、聞書きというもっとも素朴な方法により、今の時代には
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出産が当たり前の時代になると、産のケガレの観念は消え去ってゆきます。
樹木町では昭和三十六年
（一九六一）
、六人の助産婦が集まって
「樹木助産院」

聞くと、ケガレの意識は母体を守るために大切なのものだったのであり、昔

じゅもく

を作りました。木造平屋の建物に一〇部屋くらいの個室があり、ベッドで過

すことになります。
長興寺のある話者は、

きるようになりました。しかし、お産が神聖なものであるという気持ちや、

の人の知恵だったことを思い知らされます。

上の子たちの時には産後三五日目のヒア

生に対する畏敬の念もまた薄れてしまったような気がします。

ごすことができました。出産後一週間で

ケまで外に出て日に当たってはいけない
産院で出産したため、ケガレのことは何

たことは、世の中の
「進歩」
に対し、このままで本当によいのかを見つめ直す

聞書き調査をしています。豊田市域には古い時代のしきたりを今に伝えるム

材料となります。民俗部会では、月に一度のペースで市域の各ムラを訪れて
ヒマヤと近所のおばあさん、各家の寝室

ラがたくさんあり、
これからの調査が楽しみです。

（副部会長 服部誠）

と助産婦、助産院や病院と医師というよ

人が生を得る場とそれに関わる人は、

も言わなくなったと語っています。

小原北町集落

第五回 市史講座

セキ石と呼ばれる石
（安山岩など）
が多く使用され
ていますが、これはこの地域における特徴といえ

資料を探しています

現在まで伝わっている歴史が正確であるかを確認

豊田市における歴史的な出来事を知るためや、

地域から運びこまれていたことなどをお話しいた

するために、皆さんが所有されている豊田市の歴

ます。このように、さまざまな石材が、いろんな

川添和暁執筆委員
だきました。

豊田市域の縄文文化
纐纈茂執筆協力員

上もあります。今回は、そうした遺跡の中から出

リンナ遺跡をはじめ、縄文時代の遺跡が三〇〇以

豊田市内には全国的に有名な草創期の酒呑ジュ

加されました。

史講座を開催しました。講座には五〇名の方が参

平成二十二年九月二十五日、中央図書館にて市

遷について説明がありました。土器の胎土・形

形や文様の変

と縄文土器の

その時代区分

イ メ ー ジ や、

という時代の

からは、縄文

資料の素材がもろくなり、保存が困難になってい

また、
このような資料は長い年月が経つうちに、

田市の歴史を紐解くための貴重な資料です。

の日記、町内会の記録など日常的なものこそ、豊

いっても難しいものではありません。おじいさん

祭りの記録、写真、古い本などです。歴史資料と

戦争に関するもの、お宮やお寺に関するもの、お

史に関する資料を探しています。

土する土器や石器などの遺物についてお話しいた

状・作り方・使い方などをよく観察すると、いろ

きます。市史編さん室は、
『新修豊田市史』
を刊行

纐纈協力員

だきました。

いろな情報を得ることができます。土器の形状は

するだけでなく、大切な資料を次の世代に伝えて

蔵にしまってあ

て き た も の、 お

大切に保管し

たとえば、古文書や明治・大正・昭和の記録、

川添委員からは、石製の遺物で実用的な道具で

よく似ていても、作り方の順序の違いによって、

いくお手伝いにも力をいれています。

しゃちのみ

ある石器の種類について説明がありました。石器

東海と関東など地方による違いがみられることな

たい ど

は、機能や用途によって使用している石材に違い

どをお話しいただきました。

第六回市史講座のお知らせ

がみられます。その石材は、黒曜石は長野県の和
田峠、サヌカイトは奈良県の二上山などから運ば
れてきましたが、このことから人の動きがわかり

るものを
『新修豊

田市史』
に活かし

と き 三月十三日
（日）
午後一時半～三時半
（午後一時開場）

て み ま せ ん か？

ます。また、豊
田市周辺から出

ところ 豊田市中央図書館
（参合館）
七階会議室

もしお持ちの方

だ せい せき

土した
「 打製石

講 演 「豊田の民俗と祭礼芸能」（仮）

は、 お 気 軽 に 市

れっ き

伊藤良吉氏／民俗部会部会長

ふ

斧」「礫器」など
の石材は、遺跡

史編さん室まで

ご連絡ください。

鬼頭秀明氏／民俗部会執筆委員
定 員 八〇人 入場無料、申込み不要

に程近い河原で
簡単に拾えるイ
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活動記録
７月

（平成 年７月～ 月）

、資料調査
３日 古代・中世部会
（第 回︶
近代部会定例資料調査
自然部会生物調査中間報告会
︵第１回︶
建築部会
︵第 回︶
４日 原始部会資料調査
︵足助︶
日 古代・中世部会雲版調査
︵保見︶
自然部会地形調査
︵藤岡、小原︶
美術・工芸部会彫刻調査
︵第 回 保見︶
日 原始部会
︵第 回︶
、原稿読合せ

日 自然部会生物調査検討会
︵第 回︶
、
中間報告会
︵第２回︶

日 古代・中世部会資料調査
︵松平︶

日 現代部会統計資料調査
︵愛知県庁︶
民俗部会定例聞取り調査
︵旭︶

日 近世部会定例資料調査

８月
７日 近代部会定例資料調査、資料調査
︵鉄道博物館︶
美術・工芸部会彫刻調査
︵第 回 高橋︶
日 近代部会資料調査
︵～ 日 外務省外交史料館ほか︶
日 近世部会資料調査
︵～ 日 稲武︶

日 自然部会気象ヒートアイランド調査

日 近世部会
︵第 回︶
、資料調査
︵～ 日 稲武︶
︵～ 日 稲武︶

日 近代部会定例資料調査、巡検
自然部会
︵第 回︶
民俗部会
︵第９回︶
、定例聞取り調査
︵～ 日 旭、足助︶

日 古代・中世部会資料調査
︵挙母︶

９月
４日 自然部会水文調査
︵～ 日︶
日 専門委員会
︵第 回︶
現代部会
︵第 回︶
日 民俗部会定例聞取り調査
︵稲武︶
日 原始部会
︵第 回︶
、原稿読合せ
日 近世部会資料編第１巻打合せ
日 市史講座
︵第５回︶
日 近世部会
︵第 回︶
、定例資料調査
月

２日 近代部会定例資料調査
５日 建築部会
︵第 回︶
６日 原始部会聞取り調査
︵下山︶
日 民俗部会定例資料調査
︵挙母︶
日 原始部会石材調査
︵旭︶
日 古代・中世部会
︵第 回︶
、巡検
日 近世部会定例資料調査
美術・工芸部会彫刻調査

月

３日 原始部会原稿読合せ

７日 近世部会巡検
（稲武）

９日 古代・中世部会棟札調査
︵稲武︶

日 近代部会定例資料調査

日 近世部会定例資料調査

日 近世部会資料調査
︵恵那市明智町︶

自然部会地質機械ボーリング調査
︵猿投︶

日 自然部会
︵第 回︶

日 自然部会生物調査検討会
︵第 回︶

日 近世部会資料編第１巻打合せ

日 専門委員会
︵第 回︶

日 民俗部会
︵第 回︶
、定例聞取り調査
︵松平︶

13

日 原始部会現地調査
（下山）
月

２日 古代・中世部会金石文調査
（上郷）

３日 近世部会資料調査
（恵那市明智町）

４日 美術・工芸部会彫刻調査

︵～５日 第 回 猿投︶

日 近代部会定例資料調査

●概要版部会原稿読合せ

回

●自然部会水文雨水調査 ６回

●美術・工芸部会彫刻絵画予備調査

回

回

日 近世部会
︵第 回︶
、定例資料調査

日 民俗部会定例聞取り調査
︵藤岡︶

16

14

21

●建築部会
（社寺・民家）
調査

40

日 第５回新修豊田市史編さん委員会

︵第 回 上郷・松平︶

16

16

10

18
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自然部会水文調査
︵～ 日︶
25

26 25 24 20 19

12

14

12

10
30 24 23 17

22

12

16

10
17 11
24 21 18
11
20 16 12

新修豊田市史概要版

﹃ 豊 田 市 の あ ゆ み ﹄の 刊 行 に つ い て
平成二十三年三月に市制六〇周年を記念し、ま
た平成十七年の合併で大きくなった豊田市の自
然、現況、歴史、文化について、いち早く市民の
皆さんに知っていただくため、新修豊田市史概要
版を刊行する予定です。書名も
『豊田市のあゆみ』
に決定し、平成二十二年春頃より進めていた編集
作業も現在、佳境を迎えています。
現在の豊田市の面積は、約九一八平方キロメー
トルで、愛知県の一七パーセント余りを占める広

単にご理解いただくのにふさわしい書籍となるよ

・頁

・体

数：約五〇〇頁

裁：Ｂ５判／ソフトカバー

新修豊田市史概要版﹃豊田市のあゆみ﹄

う工夫していますが、市外にお住まいの皆さんに

・頒布価格：二、
一〇〇円

申し込みについて

購入予約をご希望の方は、支所などの公共施設

にあるパンフレットの申込書をお送りいただく

か、次の項目をハガキ、ファックスまたはＥメー

ルにご記入の上、市史編さん室までご送付くださ
い。

●購入希望冊数

●送付先
（住所、氏名、電話番号）

●購入方法

①配送による購入
（送料は購入者負担）

②支所での引換購入

（入金確認後、引換券を発送）

③直接購入
（取扱施設での直接購入）

取扱施設

・郷土資料館
（陣中町）

・民芸館
（平戸橋町）

・近代の産業とくらし発見館
（喜多町）

・市史編さん室
（陣中町）

平成二十三年一月発行

﹃新修豊田市史だより﹄第７号

豊田市教育委員会

文化財課 市史編さん室

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

E-Mail:shishihensan@city.toyota.aichi.jp
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大な地域となり、地形などの自然環境はもちろん
のこと、それぞれの土地が持つ歴史や文化も種々
の様相を呈しているため、記載する内容は膨大な
量になります。
これらを簡単にまとめ、数多くの写真や図表と
共に掲載することで、自然、歴史、文化、そして
現況を見て、読んでいただける誌面を目指して編
集しています。

も、豊田市を身近に感じていただける内容だと思

・頒布開始予定日：平成二十三年三月中旬以降

市民の皆さんがお住まいの地域以外について簡

いますので、発刊の際には是非ご利用ください。

『豊田市のあゆみ』
版面イメージ（実際の刊行本と異なる場合があります）

