
テーマ 「 池 」  
 庭園文化史での意味変遷、特に平安京における寺院・仏教との歴史的関係を観がみました。 
  池は早い時代から宮殿、別業の庭園に施された。  
 平安時代から徐々に日本特有に浸透し進化した 「浄土信仰」の表現となった。   
 その後、意味を変化させながらも、武家庭園で欠かせない存在となり、禅寺から離宮、大名、邸宅庭園に継承。 
 今回、日本固有の庭園文化において、「池」の始まりとなる平安時代に焦点、発祥と仏教的意味を再確認します。 

 「 池 」  「庭園文化」との関係  

２０１３年４月２１日 

参考リンク 

歴史ページ へ 

４月このメールアドレスに変更 

http://www.daigoji.or.jp/history/history_engi.html
http://www.tenryuji.com/
http://www.byodoin.or.jp/byoudouin.html
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunka/murin_an/about/index.html
http://www.city.kyoto.jp/bunshi/nijojo/nenpyo.html
http://www.tenryuji.com/
http://nakamuranina.jimdo.com/京都新発見-newperspective/
http://www.kyotokanko.co.jp/garden/index.html


花洛往古図 

延長３(925)年 

藤原忠平が法性寺（ほっしょうじ）を創建。  
(現、東福寺から、稲荷山、鴨川一帯の大寺）  
 のちに「平将門の乱」の影響か、「五大堂」も 
建立されるがその後、衰退縮小 現在、東福寺塔頭。 

   永観3(985)年  この頃、源信 『往生要集』  脱稿。  死後に極楽往生するには、一心に仏を想い念仏の行をあげる以外に
方法はないと説き、浄土教の基礎を創る。 また、この書物で説かれた厭離穢土、欣求浄土（おんりえど、ごんぐじょうど）の
精神は貴族・庶民にも普及、徳川家康や後の文学思想にも大きな影響を与えた。 
   現存する「平等院」が、池を配し、西方浄土を表現したことは周知、しかし、浄土思想表現の寺院作庭は、今は石碑のみ
残す「無量寿院」が起源であったことを、ここで再確認したい。 
  その「池」、伽藍配置は、最盛期の藤氏長者（とうしのちょうじゃ）藤原道長が、浄土信仰を表現、往生を試みた舞台です。   

創建当初は法相宗（後に天台宗）の寺で広大な 
境内には四本の川が流れ、・金堂・五大堂・灌頂堂 
三昧堂等々を含む百棟を超える堂宇を持ち、東福寺 
周辺から稲荷山（伏見区）、西は鴨川までの広がりを 
持っていたとされる。 

幻の『 無量寿院 』再現 と 歴史的価値  「池」の意味への提起 

【参考】 

法性寺 
 （ 現、東福寺から、稲荷山、鴨川一帯の大寺 ）  

歴史ページ へ 
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寛政3(1791)年に五百年前の京都の様子を復元して木版で出版したもの。 

４（１０２０）年  

道長「御堂関白」 が、「 無量寿院 」（ のちの法成寺 )    
うじょうじ） の造営を始めた。  （のち焼失)  

2町・南北3町に及び、伽藍は豪壮を極めた。 

花物語』に、阿弥陀堂、金堂、五大堂、などの様子が描かれている。 

(1052)年3月 

通が宇治別荘を 「平等院 」とし創建。 

鳳凰堂を造営。  

承暦１（1077 ）年   

白河（岡崎）に「 法勝寺 」（ほっしょうじ）が創建。 

「六勝寺」の初め。   

藤原氏の別荘地（白河別業）を、藤原師実が白河天皇に献上。 
 毘廬舎那仏を本尊とする金堂の落慶供養。 
永保3年（1083年）高さ約80メートルの八角九重塔と愛染堂が完成。 
応仁の乱～戦国時代に焼失、安土桃山時代に廃絶  

2年１０２２年    『 権記 』  藤原行成著より    治安二年七月十五日 

日、癸未。（『諸寺供養類記』による）巳剋ばかり、法成寺に参る。時に輦車を三后の御所に差す。
姫宮・尚侍・北方六所、相御す。阿弥陀堂の西を経、南中門より入る。先づ阿弥陀堂を礼す。 

で金堂、次いで五大堂、次いで三昧堂、次いで十斎堂、次いで経蔵。鐘楼、又、同じく上層に登る。
相次ぐ。日、漸く傾き、還御す。更に常行堂に御す<上の御堂なり。>。即ち還御す。阿弥陀堂の東渡殿
り給ふ。諸卿、退き、阿弥陀堂に候ず。禅閤、出で給ふ。催さるるに依りて、先づ南廊の饗に著す<実経、
す。>。次いで又、永昭、釈経す。次いで例の念仏あり。余、此の間、退出す。時に夜半。 閉じる  

に鳳凰堂と呼称されるのは江戸時代中期で 

は阿弥陀堂と呼ばれていた、と平等院の 
文彰師は言われる。 

の死   

４年１０２７年、死病を患った道長は、東の五大堂から東橋を渡って中島、さらに西橋を渡り、西の阿
堂に入った。そして、九体の阿弥陀如来の手から自分の手まで糸を引き、釈迦の涅槃と同様、北枕西
に横たわった。僧侶たちの読経の中、自身も念仏を口ずさみ、西方浄土を願いながら往生したといわれ

る。     この１０年前、１０１７年に 源信も同じ方法で往生した 

賀茂川 

     」 

http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_1.html
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_1.html
http://www4.ocn.ne.jp/~yamamtso/newpage113.htm
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_474.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%AD%89%E9%99%A2
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%9D%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%9D%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%88%90%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%88%90%E5%AF%BA
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/kyoto/hottusyou.htm
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https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=35.022168,135.768861&spn=0.004068,0.006899&iwloc=0004c2922b1c8ddfd87e4
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https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=35.014049,135.786713&spn=0.004068,0.006899&iwloc=0004da760a73b4f604aca


大般若経 

般若心経 

般若経 

維摩経 

法華経 

無量寿経 

（日本）浄土三部経とは 
・（仏説）阿弥陀経 （小経・鳩摩羅什(くまらじゅう)訳） 
  １世紀ころ、北インド成立したと推定される。 
  サンスクリット原典、漢訳、チベット訳が現存。  
  日本では、一般に『仏説阿弥陀経』（鳩摩羅什訳）を指す。   
・（仏説）観無量寿経 （観経・疆良耶舍 (きょうりょう やしゃ)訳） 
   サンスクリット原典、 チベット語訳が発見されていないため 
   中国撰述説もある。 
   『仏説観無量寿経』の注釈書として、善導『観無量寿経疏』 
  （かんむりょうじゅきょうしょ）撰述。 
   4-5世紀頃に中央アジアで大綱成立、伝訳に際して中国的 
   要素が加味されたと推定。 
  中国・日本の浄土教には大きな影響。法然・親鸞も影響、 
  「浄土宗」の根本となる。 
・（仏説）無量寿経 （大経・康僧鎧 こうそうがい 訳） 

602年- 664年、 
玄奘三蔵  
インドで唯識を学ぶ。 
帰朝後、弟子により法相宗 
日本伝播、奈良時代 にさかんに 
学ばれ南都六宗のひとつに。 
興福寺・法隆寺・薬師寺、清水寺 

中期大乗経典  
   
   
 ３世紀 中観派 
 龍樹 『中論』  
 空の思想体系化 

初期大乗経典  後期大乗経典  
 
 
５世紀  唯識派 
弥勒が発祥 
無着・世親 
  
６世紀  密教 
 
インドでは仏教衰退 
ヒンズー主流に 

９世紀初頭、 最澄、空海   
真言宗が密教専修、 
天台宗は天台・密教・戒律・禅の 
四宗相承。 山岳信仰とも結び 
修験道など「神仏習合」の主体 

阿弥陀経 

インドにおいて、浄土教の成立時期は、 
大乗仏教が興起した時代である。 
紀元100年頃に『無量寿経』と『阿弥陀経』 
編纂され、広く展開。浄土往生の思想を 
強調した論書として、龍樹『十住毘婆沙論』 
「易行品」、天親（4-5世紀）『無量寿経優婆 
提舎願生偈』（『浄土論』・『往生論』）。 
しかし、インドでは宗派としての浄土教が 
成立されたわけではない。 観無量寿経 

インド 中国  日本 

中国、２世紀後半浄土教経典伝播、 
５世紀初め慧遠が念仏結社、初期 
浄土教主流に。  
曇鸞、影響を受けた道綽（562年 –  
645年）が、『仏説観無量寿経』を解釈 
『安楽集』撰述。弟子である善導（613 
年 - 681年）が、『観無量寿経疏』撰述、 
「称名念仏」を勧める。  
「称名念仏」を中心に浄土思想が確立。 
しかし中国では主流とはならなかった。 
  
その後、慧日（680年 - 748年）、善導の 
浄土教を基盤に、「浄土」と「禅」を並行 
して修法することを主張。後、中国の 
「禅」の大勢となる「念仏禅」の源流。 

 

『 大乗仏教 』 浄土信仰 と 「 池 」 との関係 
  

永観2年（984年）11月、師・良源が病におかされ、これを機に『往生要集』の撰述に入る。 
永観3年（985年）1月3日、良源は示寂。  
寛和元年（985年）3月、『往生要集』脱稿する。  
寛弘元年（1004年）、藤原道長が帰依し、権少僧都となる。 
 
【 引用経典 】 仏説無量寿経 仏説観無量寿経 を 主とした大乗仏教経典 
 

  仏説観無量寿経 
  中国や日本の浄土教の依経(えきょう)すなわち拠り所とされる経典、 
  極楽浄土へ往生する為のマニアルとも言える経典 
 

釈迦の示した教えは定善観と散善観の所謂、定散二善である。 

定善とは浄土世界を十三段階の情景を観想して往生する。 
散善は浄土に往生する九種の方法(九品)を述べる、三福十六観  
三福とは父母に孝養・慈悲心・三帰を受持して戒の威を守る・菩提心等を浄業と言う。 
 

十六観とは「惣想観(そうそうかん)」とも言い以下の様になる。 
１、 日想観(日没を見て浄土を観想‐‐定善観）  

２、 水想観（水を見て瑠璃の輝く浄土を観想‐‐定善観）  
3、 地想観（浄土の土を観想‐‐定善観）  
4、 宝樹観(宝石に輝く浄土の樹木を観想‐‐定善観）  

５、 宝池観（宝の水を湛えた池を観想‐‐定善観）  
6、 宝楼観（宝楼閣を観想‐‐定善観）  
7、 華座想観（阿弥陀如来の華座を観想‐‐定善観）  
8、 像想観（像を見て阿弥陀如来を観想‐‐定善観）    
 総ての人は仏心を持っており観想により往生が叶うとされ重要視。 
9、 無量寿佛観（弥陀の奥の真実を観想‐‐定善観）  
10、観世音観（観音菩薩を観想‐‐定善観）  
11、大勢至観（勢至菩薩を観想‐‐定善観）  
12、普観想観（如来、菩薩、浄土を観想‐‐定善観）  

１３、自在身観（丈六佛を池に観想‐‐定善観） 以上を定心（精神が定まる状態） 
14、上輩観(上品三生を観想‐‐散善観）       以下を散心（精神が定まらない状態）   
15、中輩観（中品三生を観想‐‐散善観）  
16、下輩観(下品三生を観想‐‐散善観）        
     散心（さんじん）とは凡夫の信者が行く場所を言う。 

 998年 宇治殿 

1052年 平等院 

源信 1005年 恵心院 

源信 再興「恵心院と、藤原家 

宇治別業、寺院との関係 

出典元リンク 

歴史ページ へ 

１世紀以降 

ブータン 

   浄土信仰は、インドで発祥し、中国で進化するも衰退。 しかし、日本では、平安時代を起源に、鎌倉・室町時代と
宗派として成長し、現在は信徒最多である。 元来の自然信仰、呪術（まじない）慣習を素地とし、当時の地震、飢
饉と末法思考の時代からのちの乱世まで、日本独自に発展したと考察。  
 ここでは、「 仏教宗派と変遷 」を振り返り、浄土信仰の根幹となる経典と「池」との関係。 その点につき、藤原家
始め、平安国風文化やその後に大きく影響した 源信 『往生要集』を手がかりに  概説を試みます。  

浄土信仰 中国、善導の教えを、
源信が 解釈した『往生要集』。 
その中で実用として極楽浄土へ
の往生方法において、『 池 』 は、 
不可欠な装置と判断される。  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E6%95%99
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/jinnmei/Gennsinn.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%80%E7%94%9F%E8%A6%81%E9%9B%86
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/kyoten/kanmk.htm
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/kyoten/kanmk.htm
http://www.kuniomi.gr.jp/togen/iwai/esin-in.html
http://www.bukkyosho.gr.jp/PDF/%E4%BB%8F%E6%95%99%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81.pdf
nakamura
スタンプ

https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=34.891651,135.810113&spn=0.008149,0.013797&iwloc=0004c18416ee2d02250a5


散善義 観経正宗分散善義 巻第四 

2 上輩観  2.2 上品上生釈  

2.2.3 回向発願心釈  

   2.2.3.1 二河白道譬喩  

また一切の往生人等にまうさく、いまさらに行者のために一の譬喩を説きて、信心を守護して、
もつて外邪異見の難を防がん。何者かこれなるや。  

 

たとへば、人ありて西に向かひて百千の里を行かんと欲するがごとし。 忽然として中路に二の
河あるを見る。 一にはこれ火の河、南にあり。 二にはこれ水の河、北にあり。 二河おのおの
闊さ百歩、おのおの深くして底なし。 南北辺なし。 

  

まさしく水火の中間に一の白道あり。 闊さ四五寸ばかりなるべし。 この道東の岸より西の岸に
至るに、また長さ百歩、その水の波浪交はり過ぎて道を湿し、その火炎また来りて道を焼く。 

水火あひ交はりて、つねにして休息することなし。 この人すでに空曠のはるかなる処に至るに、
さらに人物なし。 多く群賊・悪獣ありて、この人の単独なるを見て、競ひ来りて殺さんと欲す。 

この人死を怖れてただちに走りて西に向かふに、忽然としてこの大河を見て、すなはちみづか
ら念言す。 

  

「この河は南北に辺畔を見ず。 中間に一の白道を見るも、きはめてこれ狭小なり。 二の岸あひ
去ること近しといへども、なにによりてか行くべき。 今日さだめて死すること疑はず。 まさしく到
り回らんと欲すれば、群賊・悪獣漸々に来り逼む。 まさしく南北に避り走らんと欲すれば、悪
獣・毒虫競ひ来りてわれに向かふ。 まさしく西に向かひて道を尋ねて去かんと欲すれば、また
おそらくはこの水火の二河に堕せん」と。 時に当りて惶怖することまたいふべからず。 

  

すなはちみづから思念す。 「われいま回らばまた死せん。 住まらばまた死せん。 去かばまた
死せん。 一種として死を勉れずは、われむしろこの道を尋ねて前に向かひて去かん。 すでに
この道あり。 かならず度るべし」と。   （中略） 

次に喩へを合せば、「東の岸」といふは、すなはちこの娑婆の火宅に喩ふ。  

「西の岸」といふは、すなはち極楽の宝国に喩ふ。 「群賊・悪獣詐り親しむ」といふは、すなはち
衆生の六根・六識・六塵・五陰・四大に喩ふ。 

 「無人空迥の沢」といふは、すなはちつねに悪友に随ひて真の善知識に値はざるに喩ふ。 

 「水火二河」といふは、すなはち衆生の貪愛は水のごとく、瞋憎は火のごとくなるに喩ふ。 

 「中間の白道四五寸」といふは、すなはち衆生の貪瞋煩悩のなかに、よく清浄の願往生心を生
ずるに喩ふ。 

 すなはち貪瞋強きによるがゆゑに、すなはち水火のごとしと喩ふ。 

 善心微なるがゆゑに、白道のごとしと喩ふ。   （中略） 

仰ぎて釈迦発遣して指して西方に向かはしめたまふことを蒙り、また弥陀悲心をもつて招喚した
まふによりて、いま二尊（釈尊・阿弥陀仏）の意に信順して、水火の二河を顧みず、念々に遺るる
ことなく、かの願力の道に乗じて、捨命以後かの国に生ずることを得て、仏とあひ見えて慶喜す
ることなんぞ極まらんといふに喩ふ。  

 

九品往生（くほんおうじょう） 
仏教（特に浄土教）では、衆生の機根の違いによって、同じ極楽浄土へ往生するにも、
9つのパターンがあると『観無量寿経』に説かれている。またこれを九品往生ともいう。  

 九品のそれぞれはこれは「○品○生」（○は上・中・下）と言い、「○生」の読みはそれ
ぞれ上生（じょうしょう）、中生（ちゅうしょう）、下生（げしょう）である。  

のちに、善導は九品皆凡といい、一切衆生は本質的にみな迷える存在であると捉えた。
また上下の差を大乗・小乗の乗教や悪などとの接触による相違に帰するという独自の

解釈を唱え、これが法然や親鸞などに大きく影響を与え、また継承された。 
 上品（じょうぼん）・中品（ちゅうぼん）・下品（げぼん）の3つに大きく分け、これら一品
ずつにまたそれぞれ上中下の三品があるとした。これを三三九品ともいう。 

九品（くほん）とは、物質や人の性質を3×3で分類したもの。三三品（さんさんぼん）。  

現在俗にいわれる上品・下品（じょうひん・げひん）の語源とされる。 

二河白道 （ にがびゃくどう ）の意味 
  極楽浄土に往生したいと願う人の、入信から往生に至る道筋をたとえたもの。 

  「二河」は南の火の川と、北の水の川。火の川は怒り、水の川はむさぼる心の象徴。 

その間に一筋の白い道が通っているが、両側から水火が迫って危険である。 

しかし、後ろからも追っ手が迫っていて退けず、一心に白道を進むと、ついに浄土にたどり 

ついたという話。 

 煩悩にまみれた人でも、念仏一筋に努めれば、悟りの彼岸に至ることができることを説く。 

 九体阿弥陀堂  平安時代の代表的な阿弥陀堂建築 

 平安中期に末法思想が流布し、人々は浄土教の教えにより、死後に極楽浄土に生まれ変わることを願って、
方三間の阿弥陀堂、九体阿弥陀堂などが数多く造られました。 

藤原道長が1022年に法成寺に無量寿院を造立したのが、九体阿弥陀堂の始まり。 

極楽往生の仕方は、生前の業により九段階あり、九体の阿弥陀様を祀ることにより救済を願った。 

九体阿弥陀堂は３０棟ほど造られたが、現存するのはこの本堂だけ。 
この阿弥陀堂、身舎は９間あり中央に阿弥陀如来坐像、その左右に４体ずつの脇仏、合計９体の阿弥陀仏
が安置されています。伽藍中央の宝池を挟んだ東側の三重塔には東方瑠璃光浄土の教主薬師如来が、
人々に現世で生きる知恵と力を与えて送り出し、釈迦如来の教えにより煩悩の火と水の二つの川を渡りきる
と、西方の阿弥陀仏が浄土に迎え入れてくれるという三世三仏思想による伽藍の配置です。 

平等院と同じく定朝系仏師作 

歴史ページ へ 

浄土経典 と 浄土寺院の「 池 」 との関係を深く探る 
  往生要集の原点である  『   』  を 読み解くことで、 浄土寺院の 『 池 』 また、 

その中島の意味が、理解できる。 また、同時に、典型的な浄土寺院 阿弥陀堂の意味も理解できる。    

http://labo.wikidharma.org/index.php/%E8%A6%B3%E7%B5%8C%E7%96%8F%E3%80%80%E6%95%A3%E5%96%84%E7%BE%A9_(%E4%B8%83%E7%A5%96)
http://labo.wikidharma.org/index.php/%E8%A6%B3%E7%B5%8C%E7%96%8F%E3%80%80%E6%95%A3%E5%96%84%E7%BE%A9_(%E4%B8%83%E7%A5%96)
http://labo.wikidharma.org/index.php/%E8%A6%B3%E7%B5%8C%E7%96%8F%E3%80%80%E6%95%A3%E5%96%84%E7%BE%A9_(%E4%B8%83%E7%A5%96)
http://labo.wikidharma.org/index.php/%E8%A6%B3%E7%B5%8C%E7%96%8F%E3%80%80%E6%95%A3%E5%96%84%E7%BE%A9_(%E4%B8%83%E7%A5%96)
http://imagedb.narahaku.go.jp/archive_search/search/viewer.action?requestArtCd=0000000047
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%93%81
http://www010.upp.so-net.ne.jp/teiryu/Ky25.html
nakamura
スタンプ

https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=34.792942,135.874786&spn=0.261079,0.441513&iwloc=0004d8a16f64d25a840d7
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建築・彫刻 建築・彫刻 宗 歴史人 寝殿造系庭園 浄土式庭園 書院造・回遊式庭園 枯山水　 書・文学・経（聖）典・その他 書家　歌人　小説家　思想家 絵画 絵師 茶人・茶器・工芸・茶道
寛平六年（894） 藤原時代　寛平六年（894）の遣唐使の廃止から平家が滅亡した寿永四年（1285）までをいう。 藤原時代

38 2 延喜5(905)年4月
最初の勅撰和歌集『古今和歌集』が完成。これ以降鎌倉時代初めの『新古今和歌集』まで八編の歌集が勅撰和歌集として編集
され，八代集と呼ばれた。　実際の完成は延喜12年（912年）ごろとの説もある。 『古今和歌集』

延喜5(905)年
延喜式 ： 醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂を始め、時平の死後は藤原忠平が編纂に当たり、927年（延長5年）に一応完成した。その後も改訂が加えら
れ、40年後の967年（康保4年）より施行された。延喜式（えんぎしき）とは、平安時代中期に編纂された格式（律令の施行細則）で、三代格式の一つである。　代格
式のうちほぼ完全な形で残っているのは延喜式だけであり、かつ細かな事柄まで規定されていることから、古代史の研究では重要な文献となっている。

39 2 延喜13(913)年3月 亭子院で宇多法皇主催の歌合せが行われた。その多くが『古今和歌集』に採用され，後世の歌合せの模範になった。   

40 2 延長３(925)年
藤原忠平が法性寺を創建。　(現、東福寺から、稲荷山、鴨川一帯の大寺）　　のちに「平将門の乱」
の影響か、「五大堂」も建立される　　（ほっしょうじ） 法性寺　のち衰退縮小 古寺巡礼 Googl 国宝

927年（延長5年）
『延喜式』完成　905年（延喜5年）、醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂を始め、時平の死後は藤原忠平が編纂に当た
り、927年（延長5年）に一応完成した。その後も改訂が加えられ、40年後の967年（康保4年）より施行された。  『延喜式』

承平5（935）年 平将門の乱・藤原純友の乱

41 2 承平5（935）年 このころに紀貫之が『土佐日記』を著した。 紀貫之　『 土佐日記 』

42 2 天慶1(938)年 空也が市町《いちまち》で庶民に布教した。　踊り念仏で知られる市聖（いちひじり）

938年 盧山寺　紫式部邸跡、源氏の庭　円浄宗 盧山寺

940年 由岐神社　遷宮鞍馬へ　朱雀天皇　　「鞍馬の火祭」起源 由岐神社

43 2 天暦1(947)年6月 天神より託宣を受けた多治比文子が北野天満宮を創建した。 北野天満宮 Wp 国宝
44 1 天暦5(951)年10月 京都府下　現存最古の木造建築物である醍醐寺の五重塔(国宝)が完成。 醍醐寺の五重塔 醍醐寺の五重塔(国宝)

45 2 天禄1(970)年6月 はじめて祇園御霊会が官祭として行われ，以後毎年6月14日に行われるようになった。 祇園御霊会が官祭

977年

踊り念仏で知られる市聖（いちひじり）空也（くうや）が平安時代中期の天暦5年（951年）に造立した
十一面観音を本尊とする道場に由来し、当初西光寺と称した。　空也の死後、比叡山の僧・中信が
中興して天台別院とし、六波羅蜜寺と改称 六波羅蜜寺 のち、康勝「空也上人像」

天元5年（982年）

慶滋 保胤　『池亭記』を著す　当時の社会批評と文人貴族の風流を展開し、隠棲文学の祖ともい
われている。また、浄土信仰に傾倒して『日本往生極楽記』を著した。漢詩は『本朝文粋』（ほんちょ
うもんずい）及び『和漢朗詠集』、和歌は『拾遺和歌集』に作品が収載 慶滋 保胤　　『池亭記』

984年 真如堂 真如堂

985年

この頃、源信 『往生要集』脱稿。  死後に極楽往生するには、一心に仏を想い念仏の行をあげる以外に方法は
ないと説き、浄土教の基礎を創る。 また、この書物で説かれた厭離穢土、欣求浄土の精神は貴族・庶民らにも普及し、後の文学
思想にも大きな影響を与えた。 源信  『往生要集』

986年 清涼寺　嵯峨天皇皇子源融　山荘　「棲霞観」　　のち嵯峨念仏狂言 清涼寺

988年（永延2年）
太政大臣・藤原為光 が 落慶法要　（ 『日本紀略』『扶桑略記』 記載）

永暦2(1161)年　後白河法皇が、法住寺殿とし拡張　（ほうじゅうじ） 法住寺（のち法住寺殿）起源

991年 壬生寺（律宗）　のち壬生大念仏狂言　「炮烙割り」　奝然（宋帰国） 壬生寺 Wp  

991年
隨心院　京都市山科区小野にある真言宗善通寺派大本山の仏教寺院。小野流の開祖として知られる仁海（にんがい）の開基。本尊は如意輪観音。当寺の位
置する小野地区は、小野氏の根拠地とされ、小野小町ゆかりの寺として知られる。 隨心院

長徳1（995） 年 藤原道長が右大臣となる。

46 2 長保3(1001)年5月 疫神を祀るため紫野に今宮神社が創建された。　　　　やすらい祭 今宮神社 Wp  

47 2

長保3(1001)年～　寛弘7年
（1010年） このころ，清少納言　が　『枕草子』を著した。 清少納言　『 枕草子 』

48 2 寛弘1(1004)年12月 皮聖行円が一条北辺に行願寺(革堂)を建立し、　念仏を唱え布教した。 行願寺(革堂)

寛弘２(１００５)年

恵心院　（えしんいん）　真言宗智山派　　　山号：朝日山  ８２１年、真言宗開祖・弘法大師(空海、
774-835)によって開かれた。 唐の青龍寺に似て、創建当時は「龍泉寺」と。 １００５年に比叡山横川
の恵心僧都・源信(えしんそうず・げんしん)によって再興、朝日山・恵心院」と改名。 恵心院

寛弘3年（1006年）
藤原道長が法性寺に五大堂を建立。不動明王坐像を中尊と伝られる。
現在は東福寺塔頭　1444年創建「同聚院」に（公開塔頭） 法性寺　五大堂 康尚　不動明王坐像  

寛弘4(1007)年

晴明神社は安倍晴明を祀る。一条戻橋のたもと（北西）にあった晴明の屋敷跡に鎮座。1005年に晴
明が亡くなると、時の一条天皇は晴明の遺業を賛え、晴明は稲荷神の生まれ変わりであるとして、
1007年、その屋敷跡に晴明を祀る神社を創建 晴明神社 Wp

49 1 寛弘5(1008)年 紫式部日記にこのころ『源氏物語』が評判になっていたことが記される。 紫式部　　『 源氏物語 』
長和5（1016 ）年 道長が摂政となり　摂関政治　が始まる。

50 2 寛仁４(1020)年

藤原道長「御堂関白」 が、無量寿院(のちの法成寺)（ほうじょうじ）の造営を始めた。
1058年（天喜6年2月23日）に全焼、再建で本薬師寺から塔移築。1219年（建保7年/承久元年）にも
全焼廃絶。 法成寺起源　(のち焼失) Wp

1021年
御堂関白記、藤原道長が著した日記。　政権獲得した長徳元年（995年）から日記を始め、数回の中断を経、寛弘元年（1004年）からは継続。現存する

ものは、長徳4年（998年）から治安元年（1021年）の間の記事。近衛家陽明文庫が所蔵する自筆本十四巻、古写本十二巻が伝わり、国宝 『 御堂関白記 』
51 2 長久1(1040)年 『和漢朗詠集』が完成した。 『和漢朗詠集』

1047年（永承2年）
浄瑠璃寺の起源や歴史は、当寺に伝来する『浄瑠璃寺流記事』（じょうるりじるきのこと）という14世紀の記録が唯一のよりどころである。それによると、
当寺は1047年（永承2年）、当麻（たいま、現・奈良県葛城市）の僧・義明上人を開基（創立者）、阿知山大夫重頼を檀那（後援者）とし、薬師如来を本尊
として創建されたものであるという 浄瑠璃寺（加茂町） 国宝

永承6年（1051年）
もと文章博士（もんじょうはかせ）で後に出家した日野資業（すけなり）が、薬師如来を安置する堂を建てたのが法界寺の始まりと
されている。薬師如来像の胎内には、日野家に代々伝わる、伝教大師最澄自作の三寸の薬師像を納入したという。 法界寺 国宝

52 1 永承7(1052)年3月 藤原頼通が宇治の別荘を寺院とし 平等院を創建した。翌年に鳳凰堂が造営。 平等院 国宝

定朝　平等院「阿弥陀如来
像」寄木造　　（京都）七条仏
所 平等院

1060年頃

宇治上神社　創建年不詳　（延喜式神名帳に既に掲載、延長5年（927年）にまとめられた『延喜式』
の巻九・十）。　本殿は1060年頃のもの（2004年2月、奈良文化財研究所や宇治市などの年輪年代
測定調査）とされ、現存最古の神社建築であることが裏付けられるとともに、1052年創建の平等院
との深い関連性が考えられている。 宇治上神社 Wp Googl 国宝

承暦１（1077 ）年

白河（岡崎）に法勝寺が創建される。「六勝寺」の初め。 　藤原氏の別荘地（白河別業）を、藤原師
実が白河天皇に献上。承暦元年（1077年）に毘廬舎那仏を本尊とする金堂の落慶供養。永保3年
（1083年）高さ約80メートルの八角九重塔と愛染堂が完成。　応仁の乱～戦国時代に焼失、安土桃
山時代に廃絶 法勝寺（のち廃絶）

53 2 承暦3(1079)年4月 このころ賀茂祭見物のために巨大な桟敷が造られ，しばしば禁止令が出された。

54 1 1086～1123年 白河上皇・鳥羽上皇が鳥羽殿（城南宮）創建 鳥羽殿（城南宮）  鳥羽殿（城南宮）

1093年

「栄華物語」成立　作者不詳歴史物語（複数の女性と見る説）　六国史の後継たるべく宇多天皇治世から起筆、摂関権力弱
体化した堀河朝寛治6年2月（1092年）まで、15代約200年間を扱う。村上天皇の御世藤原師輔の娘安子中宮し、師輔政権から
藤原道長死までの30巻と続編10巻。　『紫式部日記』の引用　『源氏物語』などの女流文学の投影　　最後に、15歳の忠実（師実
の孫）が春日大社の祭礼に奉仕する姿を描写して藤原一族の栄華を寿ぎ完。 「 栄華物語 」

応徳３（1086）年 白河上皇による院政がはじまる、鳥羽離宮を造営。 鳥羽離宮
55 2 永長1(1096)年6月 祇園御霊会にともない田楽が大流行し，庶民から貴族まで装束を競い，2か月余り日夜踊り狂った  (永長の大田楽)。 田楽　大流行  

56 2 嘉承1(1106)年 この年以後，『今昔物語集』が成立した。

57 1 嘉承2(1107)年 浄瑠璃寺 中島（荒磯）海辺の風景　　九体阿弥陀堂（本堂）建立　定朝系仏師 浄瑠璃寺（加茂町）本堂 浄瑠璃寺 中島（荒磯）海辺の風景

58 2 大治2(1127)年6月 祇園御霊会の行列が美麗を尽くし見物人を驚かせた。また祭礼に田楽が取り入れられ，以後，猿楽や風流などを伴う盛大な祭礼になった。  

大治５(1130)年 法金剛院　鳥羽上皇妃待賢門院（崇徳、後白河天皇母）創建。　「蓮の寺」 「青女の滝」「待賢門院桜」 初夏の紫陽花 法金剛院 法金剛院

59 2 1144年 青蓮院　粟田御所　「好文亭」1993年放火焼失、2年後復元　龍心池庭園（相阿弥）室町　霧島の庭（小堀遠州）江戸　　不動明王二童子像（蒼不動）国宝 青蓮院　門跡

60 2 久寿1(1154)年4月 紫野今宮社で「夜須礼」と号した疫病除けの舞踊が行われた    (やすらい祭の創始)。

保元元年（1156年） 保元元年（1156年） 7月9日、保元の乱起こる。 保元の乱 Wp

平治元年（1159年） 平治元年（1159年）12月9日、平治の乱起こる。 平治の乱 Wp

後白河天皇 1160年
妙法院　比叡山小寺最澄起源、15代後白河法皇、16代昌雲開山。18代尊性法親王（後高倉院皇子）が入寺し門跡寺院（天台門跡　三千院・青蓮院）　　三十三
間堂管理。　幕末、三条実美ら尊皇攘夷派公卿の京都追放「七卿落ち」の舞台 妙法院 国宝

61 2 永暦2(1161)年 後白河法皇が、法住寺殿を作り御所とした。　起源 988年藤原為光建立 法住寺殿 （法住寺一帯拡張） Wp Googl

長寛2年(1164)

平清盛、後白河法皇の法住寺殿の中に蓮華王院(三十三間堂)建立。80年後に焼失し、まもな
く後嵯峨上皇によって再建。　 その後も手厚く護持され、室町期・足利第六代将軍義教により本格
的な修復 蓮華王院(三十三間堂) 国宝 国宝

鎌倉初期　湛慶・行快
三十三間堂「千手観音像」

仁安２（1167 ）年 平清盛が太政大臣となる。

62 2 安元1(1175)年
この春，源空(法然)が初めて専修念仏(浄土宗)を唱えた。東山吉水、現、知恩院勢至堂付近草庵を起源とする。43歳、浄土宗の開宗を決意して比叡
山を下山。　死後、法然の廟が造られ、弟子が守っていたが、嘉禄3年（1227年）、延暦寺の衆徒によって破壊。文暦元年（1234年）、法然の弟子にあたる勢観房
源智が再興、四条天皇から「華頂山知恩教院大谷寺」の寺号を下賜。その後、永享3年（1431年）火災、応仁の乱などで焼失するが、その都度再興。 知恩院（起源） Wp 国宝

安元1(1175)年

法然上人がはじめて草庵を営まれた地である。　十五歳で比叡山に登られた上人が承安5年（1175年）四十三歳の時お念仏の教えを広めるために、山頂の石の
上でお念仏をされた時、 紫雲全山にみなぎり光明があたりを照らしたことから この地に草庵をむすばれた。これが浄土宗最初の寺院となった。もとは比叡山黒谷
の所領で、叡空入滅の時、黒谷の本房と白川の本房を法然に、後に法然は信空に与えた。その後岡崎の地を黒谷（くろだに）と呼ぶようになる。第5世恵顗の時に
堂を整え、法然の見た縁起にちなみ紫雲山光明寺と号した。第8世運空は後光厳天皇に戒を授けて、金戒の二字を賜り、金戒光明寺と呼ぶようになった 金戒光明寺（起源） Wp

治承１（1177 ）年 安元の大火　「太郎焼亡」　市街や大内裏の多くが焼ける。 安元の大火 Wp

治承２（1178 ）年
治承の大火　「次郎焼亡」　七条東洞院から出火。
人口密集地、前年の大火で焼け残った地域と重なり甚大な衝撃。 治承の大火 Wp

63 2 治承3(1179)年 後白河法皇が『梁塵秘抄』を編んだ。

治承４(1180)年 以仁王の平家討伐令旨　源頼政は宇治で自刃　　源行家伝達にて源頼朝が関東で挙兵。 Wp

治承５(1181)年 養和の大飢饉、天災が続き餓死者が続出する。

64 2 寿永元(1182)年 荒廃していた神護寺が後白河上皇・源頼朝の援助を受けて，文覚により再興された。 神護寺（再興）

64 2 寿永2年（1183年）7月25日
木曾義仲軍が京都に迫り、平氏は安徳天皇と剣璽を奉じ西国に。後白河法皇は留まり平氏追討と安徳天皇異母弟で孫の4歳尊成親王を後鳥羽天皇とし即
位を決める。

64 2 文治元年（1185年）
壇ノ浦の戦いで平氏滅亡、安徳天皇も入水自殺、神器のうち宝剣だけは海中沈み不明。皇位象徴の三種神器が揃わず後鳥羽天皇には「コンプレック

ス」に、治世批判にも表面化。克服のため、内外に対する強硬的な政治姿勢、承久の乱の遠因との見方。

鎌倉 1192年 鎌倉幕府　成立

64 2 1198年 光明寺　熊谷次郎直実　（自作）師法然像　母の手紙「張り子の手紙」 光明寺  

65 1 建仁2(1202)年 栄西が建仁寺を創建した。  (安土桃山後、安国寺恵瓊　寄進「矢の根門」勅使門） 建仁寺 「建仁垣」　「双龍図」2002年小泉淳８００年祭

建仁2(1202年12月

鹿ｹ谷草庵（現安楽寺）で法然弟子、住蓮房と安楽房が開いた六時礼讃（ろくじらいさん：1日を晨朝・日中・日没・初夜・中夜・後

夜の6回に別け、阿弥陀仏を讃え抑揚を付け唱えるお経）に魅了されてた後鳥羽上皇の女官、松虫姫と鈴虫姫の姉妹

出家。でき愛の姫二人が尼僧になり、怒った上皇は、法然を讃岐へ、親鸞も越後への流罪。二人は出発に際

し月輪寺の円証を訪ねて別れを惜しんだ。形見として法然、親鸞そして円証のそれぞれが自身の像を刻んでいる。「三
祖師像」と呼び月輪寺の寺宝となる。親鸞は別れを惜しみ桜を植え、現在その桜は「時雨桜」と呼ばれ境内に残る。

建仁3（1203年）

運慶・快慶たち
（奈良）東大寺南大門金剛力
士像

建永元年（1206年）

明恵、後鳥羽上皇から栂尾の地下賜、高山寺開山、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　華厳教学の研究
や坐禅修行などはげみ、戒律を重んじ顕密諸宗復興に尽力。　　中世以降、たびたびの戦乱や火災で焼失し、鎌倉時代の建物は石水院を残すのみとなってい

る。　　明恵中興当時、1230年作成の境内絵図（重文、神護寺蔵）が現存。　茶室「遺香庵」に小川治兵衛1931年作の茶庭、市文化財とし保存。　　境内に
は「日本最古」の茶園。　鎌倉時代初期に栄西が、当時南宋で種を得、明恵に贈ったもの。明恵は初め栂尾山に植え、その後宇治その他の土
地に広まる。 高山寺 Wp Googl 国宝 『新古今和歌集』　選定完了

67 2 建暦2(1212)年3月 鴨長明が 『方丈記』を完成させた。 鴨長明　『方丈記』

承久1(1219)年 源実朝に変わり北条政子が実権を握る。
68 2 承久1(1219)年 藤原信実が『北野天神縁起絵巻』(国宝)を描いた。  

承久3年（1221年）

承久の乱　　後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して討幕の兵を挙げて敗れた兵乱。　　武家政権、鎌倉幕府成立後、京都の公
家政権（治天の君）の二頭政治が続いていたが、この乱の結果、幕府が優勢、朝廷の権力は制限、幕府が皇位継承などに影響
力を持つ。　幕府が朝廷に勝利し政治的優位性の確立という画期的事件。多くの御家人が西国に恩賞を得、東国偏重の幕府支
配が、西国にも強く及ぶ。 承久の乱 Wp

1224年

親鸞 　建永2年（1207年）2月、後鳥羽上皇の怒りに触れ、専修念仏の停止（ちょうじ）と、法然と親鸞は流罪。　5年後、建
暦元年（1211年勅免の宣旨が順徳天皇より下る。　、法然に入洛許可。、法然再会を願うが、豪雪地帯の越後から京都へ戻
れず。親鸞は、京都に帰らずとどまった　この　「教行信証」　現、茨城県笠間市「「稲田の草庵」において4年、元仁元年
（1224年）に草稿本を撰述 親鸞 浄土真宗　「教行信証」

1227年

鎌倉時代初期の安貞元年（1227年）義空によって創建された。 義空は藤原秀衡の孫で叡山で修行の後ここを建立した。 本
堂は摂津の材木商の寄進をうけ完成した。本堂の建立に関して大工の妻の「おかめ」に関する伝説が伝えられている（後
述）。 倶舎（くしゃ）・天台・真言の三宗兼学を朝廷より許された。 この本堂は応仁文明の乱にも焼けることはなく創建当時の
もので洛中最古の建造物で国宝となっている。 大報恩寺（通称）千本釈迦堂 国宝

1229年 実相院 静基僧正が開基　1624年 足利義尋再興。 霊厳天皇皇子継ぎ、明治まで門跡寺院。 実相院
本殿等　東山中宮、承秋門院の女院御
所を移築、四脚門・車寄せも御所移築。 実相院「一仏八僧」枯山水

貞永元年（1232年）8月
「御成敗式目」、全51ヶ条からなる幕府の新しい基本法典が完成。「式条」や「式目」と呼ばれ、裁判基準としての意味で「御成敗式目」と呼ばれ

る。　日本最初の武家法典。それ以前の律令や、明治以降の各種法令が基本的に外国の法令を模範として制定された継承法であり、式目はわが国が独自制定
した法令である、日本の法史上画期的なもの。　江戸幕府が武家諸法度を制定するまで、武士の基本法として機能し続けた。 「御成敗式目」 Wp

天福元年（1233年）

道元，京都深草に興聖寺を開く（現、宝塔寺付近と推定）　 この頃、比叡山からの弾圧。寛元元年（1243
年）、道元が越前に下向して以降荒廃し、住持4代で廃絶した。その後慶安2年（1649年）、淀城主の永井尚政が万安英種を招聘
して5世住持とし、朝日茶園のあった現在地に復興したのが今ある興聖寺である。 興聖寺

1235年 藤原定家　「小倉百人一首」この頃に編纂　「名月記」完　　時雨亭「二尊院」もしくは「常寂光寺」前地  藤原定家　「小倉百人一首」「名月記」
69 2 仁治3(1242)年 泉涌寺境内に四条天皇陵が造営された。これ以降泉涌寺は皇室の香華所(菩提寺)として  「御寺」とよばれた。

～　1246年
現、天龍寺の地には、平安時代初期、 - 850年、檀林寺があった。約4世紀を経て荒廃した檀林寺の地に、後嵯峨天皇（在位1242年 - 1246年）と皇子亀
山天皇（在位1259年 - 1274年）は離宮を営み、「亀山殿」と称す 天龍寺創建地　亀山殿　

70 1 建長7(1255)年

九条道家の祈願により創建。　９２５年藤原忠平創建の 「法性寺」内塔頭から拡張。嘉禎2年(1236)より着
手。　　国宝三門（空・無相・無作）・禅堂は最大最古　　子供の頼経(よりつね)を鎌倉幕府の将軍に送り込んだ配
慮からか臨済宗に帰依したとは言え栄枯盛衰の悲哀を感じざるを得ない。元応元年(1319)，建武元年(1334)，延
元元年(1336)と相次ぐ火災　貞和3年(1346)6月には前関白一条経道により仏殿の上棟が行われ，延元の火災
以降実に20余年を経て，再び偉観を誇る。建武被災の直前にはすでに京都五山　　のち「雲龍図」堂本印象　重
森三玲「八相の庭」 東福寺 国宝

文応元年（1260年） 日蓮、得宗（元執権）北条時頼に、「立正安国論」 提出 日蓮  「立正安国論」
1261年 万寿寺 浄土宗 十地覚空と弟子 東山湛照が東福寺円爾に帰依、臨済宗に　現東福寺塔頭 万寿寺

1268年
モンゴル帝国第5代大ハーンのクビライが高麗を通して朝貢を数年に数回要求。朝廷は対応を幕府へ一任、幕府は黙殺。　　この頃、時頼が死、得宗の地

位は子の北条時宗が継ぐ

71 2 文永9(1272)年 親鸞の娘覚信尼が，10年前に没した親鸞の遺骨を移して，吉水の北辺に仏閣を建てた(本願寺の創始)。東山大谷・・・石山本願寺 本願寺創始

文永10(1273)年

正伝寺　1260年、宋より来日した兀菴普寧(ごつたんふねい)禅師は、当初一条今出川の地に仏殿を創建。　また、1268年、
弟子・東巌慧安(とうがんえあん)が聖護院役僧・静成の帰依を受け、師・兀菴普寧を開山として一条今出川に創建したとも。
この年、現在地の舟形山山腹に賀茂の祠官・森経久が荘園を寄付し、諸堂、伽藍を造営（移築）　のち後醍醐天皇と足利義満 勅願寺　のち伏見城　御成殿遺構・
血天井（鳥居元忠　1600年、関ヶ原本戦の前哨戦「伏見城の戦い」で自刃）　狩野山楽襖絵「淡彩山水図」　血天井（鳥居元忠）、白砂枯山水「獅子の子渡し」（伝
小堀遠州） 正伝寺 Googl

1274年
元寇「文永の役」　幕府は朝廷と一体し、国家鎮護に当たる。　西国の警固を再強化、朝廷支配地から人員・兵
粮の調達が認められ幕府権力全国に。 元寇「文永の役」

72 2 文永11(1274)年 一遍が入京し，人々に念仏を勧めた　(時宗の創始)。

73 1 弘安2(1279)年3月 嵯峨清涼寺で融通大念仏が行われた　(嵯峨大念仏狂言の始まり)。 嵯峨清涼寺 融通大念仏  

1281年

元寇「弘安の役」　「日本神国」意識が生まれたが、御家人の恩賞給与は僅かに、元寇再来不安の中、1293年北
条貞時が継ぎ、実質的な得宗専制を一層強化、内管領から奪取。訴訟の迅速処理、合議制の引付衆を廃止、結果、独裁的判
決への反発。1297年（永仁5）、大彗星の世相不安。　　当時の徳政観念に従って、財物の無償帰属「永仁の徳政令」を発布。普
及途上の貨幣経済に深刻な影響、社会に動揺。　貧窮した御家人や、武士・百姓らは悪党化、社会変動一層進展 元寇「弘安の役」 -

正応三年(1290)年 東福寺「正覚庵」　五世山叟恵雲を開山として、伊達政宗先祖　伊達政依創建。本尊釈迦如来。江戸後期「筆塚」　別名「筆の寺」。　11月23日「筆供養」 東福寺「正覚庵」   

74 1 正応4(1291)年

亀山法皇が南禅寺を創建（離宮を禅林禅寺と称す）。無関普門禅師(大明国師)開山。正応２年(1289年)、亀山上皇は離宮禅林寺殿で落飾（出家）

され法皇、禅師に帰依。　正応４年離宮を禅寺とするも、同年末 禅師死去。　翌正応５年、第２世として規庵祖圓禅師(南院国師)を選任、創建開山。入寺
から15年（1307年）で伽藍完成。　途中、ほぼ完成した嘉元３年（1305）9月15日、亀山法皇は嵯峨の亀山殿で御歳57歳で崩御。　御陵は亀山殿の跡地建立の天
龍寺境内。　のち大方丈（御所清涼殿移築）障壁画「二十四孝図」狩野派 　　枯山水「虎の子渡し」小堀遠州　小方丈襖絵「竹虎図」狩野探幽　のち「雲龍図」今尾
景年　　発祥地は南禅院 南禅寺・南禅院 国宝

南禅寺：三門（日本三大門）２２ｍ　1628
年大阪夏の陣慰霊で籐堂高虎再建　日
本三大門　知恩院（浄土宗） 　身延山久
遠寺（日蓮宗）　　　　　　　　　　　　三門
は空門・無相門・無願門の三境地を経て
仏国土に至る門、三解脱門（さんげだつ
もん）を表すとされる

南禅院：（池泉回遊式）亀山上
皇OR夢窓疎石（国師）作庭  京
都三名勝史跡庭園（天龍寺・
苔寺）

75 2 永仁2(1294)年
日蓮の高弟日像が入京。五条西洞院の柳酒屋は深く聖人に帰依し、未亡人は邸内に一宇を建立して聖人を請じ、卯木山妙法
蓮華寺と称した。これが妙蓮寺の縁起、以後，法華宗(日蓮宗)が京都民衆に広まった。 （本山）妙蓮寺 Wp  

正和２（1313）年

規庵祖圓は一宇もなかった禅寺としての南禅寺の伽藍建立に生涯を捧げられた。南院国師を創建開山と呼ばれるゆえん。正和２年（1313）４月２日、 53歳の生
涯を終る。　遺骨は禅師の遺言により帰雲院に納め塔所となりました。のち後醍醐天皇はその功績をたたえて南院国師の号を謚られました。　 帰雲院のある場
所は南院国師と亀山法皇が好んで訪れたといわれています。　ここは、東山三十六峰に抱かれたところで、 山鳥は夕ぐれになると　雲の流れと共に山の彼方へ
帰っていきます。 南禅寺 「帰雲院」

文保（2）1318年

悪党、寺社の強訴に対し、1311年貞時死去で、子の北条高時が継ぎ、高圧姿勢で対処。各地域の動きは抑制

ならず矛盾拡大。　この年、後醍醐天皇即位、天皇中心の政治体制再構築を企てた。皇位継承問題で幕
府得宗専制と衝突、1324年（正中1）、後醍醐の蜂起計画が露呈、側近の公家が処罰（正中の変）。

元亨元（1321）年

日像、後醍醐天皇より寺領を賜り、今小路に妙顕寺を建立する。　天文５年（1536）、法華宗の隆昌を妬む比叡山天台宗、諸宗

僧俗１０万人によって襲撃、妙蓮寺や日蓮門下２１本山は、灰燼に帰し堺に退いた。　天文１１年（1542）大宮西北小路に復興、天正１５年
（1587）、秀吉の聚楽第造営に際し現在地移転。　当寺は、１k㎡の境内に塔頭２７ヶ院を有する大寺院、天明大火で大半焼失、わずか
に宝蔵・鐘楼を残す。　　寛政元年より漸次復興、現在に至り、塔頭８ヶ院を残す。 （本山）妙顕寺 Wp  

1321年 東福寺「分陀院」　関白一条経通創建。　のち（江戸）「図南亭」 東福寺「分陀院」 東福寺「芬陀院」　：　室町後期　雪舟作庭（雪舟
寺）　1420年（応永27年） - 1506年（永正3年）

正中1（1324）年
後醍醐天皇即位、天皇中心の政治体制再構築を企てた。皇位継承問題で幕府得宗専制と衝突、1324年（正中1）、後醍醐の蜂起計画が露呈、側近の公家が処

罰（正中の変）。 正中の変

正中2（1325）年
大徳寺 大燈国師　宗峰妙超（しゅうほうみょうちょう）正式創立　花園上皇帰依　後醍醐天
皇保護　　　　　　　　　　　   　　　　                       　　　億劫須臾（涅槃寂静） 大徳寺 Wp 国宝

元徳1(1330)年頃
『吾妻鏡』または『東鑑』（あずまかがみ、あづまかがみ）は、鎌倉時代に成立した日本の歴史書。鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から第6代将軍・宗尊親

王まで6代の将軍記という構成で、1180年（治承4年）から1266年（文永3年）までの幕府の事績を編年体で記す。編纂者は幕府中枢の複数の者と見られている。 『吾妻鏡』成立 『吾妻鏡』成立

76 2 元徳1(1330)年～1331年 吉田兼好が『徒然草』を完成。 吉田兼好　『徒然草』

76 2 元徳2(1331)年

「元弘の乱」　元弘元年（1331年）再度の倒幕計画が密告発覚し京都脱出挙兵。比叡山に拠ろうとし

失敗、笠置山（現京都府相楽郡笠置町内）に籠城するが、幕府軍の前に落城し捕らわる。後醍醐
天皇は隠岐に流される。 「元弘の乱」　 Wp

南北朝 元弘1(1331)年

百万遍知恩寺　もと比叡山功徳院の里坊で、平安時代前期に円仁創建。賀茂社との関わり深く神宮寺として、御所の北、現在の相国寺付近にあった。所在
地から「賀茂の河原屋」。法然入滅後、弟子の源智がつぎ、功徳院神宮堂とし、法然御影を安置し、開山第一世とした。如空のとき功徳院知恩寺。1331年（元弘
元年）疫病蔓延し、後醍醐天皇の勅により七日念仏百万遍を行い治めたことから「百万遍」号が下賜。1662年（寛文2年）現在の北白川の地に移転。境内に土佐
光起、鳥居元忠の墓。毎１５日、フリーマーケット。　「秋の古本まつり」（会期は概ね10月末から11月初めまで）の会場 百万遍知恩寺

元弘1(1331)年

現存の京都御所はもとは里内裏の一つで、土御門東洞院殿（つちみかどひがしのとういんどの）と言い、1331年（元弘元年、元徳3年）、北朝の光厳天
皇が最初に使用した内裏。　初は、一町四方の敷地であった。ここにあった内裏は江戸時代だけで8回再建されており（うち6回は火災焼失による再建）、現存
する建物は江戸末期の1855年（安政2年）、平安様式にならって再建されたもので安政内裏と呼ばれるものである 御所

元弘3　(1333）年
楠木正成、足利尊氏、佐々木道誉や赤松則村らにより六波羅探題制圧。
新田義貞らが鎌倉攻め幕府滅亡。

1333年
（元弘3年/正慶2年）

建武の新政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌倉幕

府滅亡後の1333年（元弘3年/正慶2年）6月に後醍醐天皇が「親政」（天皇が自ら行う政治）を開始した事により成立した政権及びその新政策（「新政」）である。建
武の中興 建武の新政

78 1 建武元(1334)年8月 二条河原に落書が掲げられ，世相を風刺した。  

   
   
（ほうじょう やすとき） 

寿永2年（1183年）～

仁治3年6月15日

（1242年） 
鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕

府第2代執権・北条義時の長男。

鎌倉幕府第3代執権である。（在

任：1224年 - 1242年）御成敗式

目を制定した人物で有名。 

 

 

 

 

 

 

 

1221年、承久の乱で39歳泰

時は幕府軍の総大将として

上洛、後鳥羽上皇方の倒幕

軍を破って京へ。 

戦後、新設された六波

羅探題北方に就任、

南方には叔父北条時房

が就任。 

以降京に留まって朝廷監

視、乱後処理や畿内近国

以西の御家人武士を統

括。  

貞応3年（1224年）6月、

父・義時が急死、鎌倉に

戻る。 

貞永元年（1232年）8月、

全51ヶ条からなる幕府の

新基本法典が完成。裁判

の基準としての意味で

「御成敗式目」と呼ばれる 

 

リンク 

 

『徒然草』 
（つれづれぐさ）は、清少納言の『枕草子』、鴨長明

の『方丈記』と合わせて日本三大随筆の一つ。 

鎌倉時代末期、1330年8月から1331年9月頃との説。

明確な証拠はない。序段を含め244段。和漢混淆文、

仮名文字が中心の和文混在。兼好の思索や雑感、

逸話。隠者文学の一。歌人、古典学者、能書家など

を反映し多岐、双が丘（ならびがおか）が居し、仁和

寺の説話が多い。 

兼好没後、兼好弟子の命松丸と親交、室町幕府九

州探題の今川貞世（了俊）が編さんに関わった。 

執筆後約百年間は注目されず、室町中期に僧・正

徹が注目、自ら書写した写本に兼好のものと注。江

戸時代には加藤磐斎『徒然草抄』（1661年、寛文1

年）、北村季吟『徒然草文段抄』（1667年、寛文7年）

和泉式部 
天元元年（978年）頃 - 没年不

詳）は平安時代中期の歌人であ

る。越前守・大江雅致の娘。中

古三十六歌仙、女房三十六歌

仙の一人。 

和泉守・橘道貞の妻となり、夫と

共に和泉国に下る。後の女房名

「和泉式部」は夫任国と父官名

を合わせたもの。娘・小式部内

侍は母譲りの歌才。帰京後は道

貞と別居、冷泉天皇の第三皇

子・為尊親王との熱愛、身分違

いの恋で親から勘当。  

為尊親王の死後、同母弟・既婚

敦道親王から求愛。敦道親王の

召人として一子・永覚を儲ける

が、親王は寛弘4年（1007年）に

早世。寛弘年間の末（1008年 - 

1011年頃）、一条天皇の中宮・

藤原彰子に女房として出

仕。長和2年（1013年）頃、主人・

彰子の父・藤原道長の家司で武

勇者藤原保昌と再婚し夫任国・

丹後に。万寿2年（1025年）、娘

の小式部内侍が死去した折に

はまだ生存、晩年の動静は不明。 

 
桓武平氏 １１代 

1118 

1181(64) 

 

1159 

1189(31) 

栄西   

              
（えいさい、ようさい）      永

治元年（1141年）～建保3年

（1215年） 享年75（満74歳没）で

病没  平安時代末期から鎌倉

時代初期の僧  明菴 栄西（み

んなん えいさい、みんなん よう

さい）とも呼ばれる。臨済宗の開

祖、建仁寺の開山。天台密教葉

上流の流祖。また、喫茶の

習慣を日本に伝えた  吉備

津神社の権禰宜賀陽貞遠の子 

リンク 
建仁寺リンク 

栄西    
 

（えいさい、ようさい）    永

治元年（1141年）～建保3年

（1215年） 享年75（満74歳

没）で病没  平安時代末期

から鎌倉時代初期の僧  明

菴 栄西（みんなん えいさい、

みんなん ようさい）とも呼ば

れる。臨済宗の開祖、建仁寺

の開山。天台密教葉上流の

流祖。             

喫茶の習慣を日本に伝

えた  吉備津神社の権禰宜

賀陽貞遠の子。 建仁2年

（1202年） 源頼家の外護によ

り京都に建仁寺を建立。 建

仁寺は禅・天台・真言の三宗

兼学の寺であった。    道

元は、入宋前に建仁寺で修

行しており、師の明全を通じ

て栄西とは孫弟子の関係に

なる。道元は栄西を非常に尊

敬、 道元の弟子永平寺2世

の孤雲懐奘が記した道元の」

夜の説法を集め『正法眼蔵

随聞記』から伺える。 

リンク 

建仁寺 

                              

小野道風・ 藤原佐理（すけまさ）・ 藤原行成（ゆきなり） 

鴨長明 

1155 

1216(61) 

法然     
                   
（ほうねん、長承2年（1133年） - 

建暦2年（1212年））は、平安時代

末期から鎌倉時代初期の日本の

僧である。はじめ山門（比叡山）で

天台宗の教学を学び、1175年（承

安5年）、もっぱら阿弥陀仏の誓い

を信じ「南無阿弥陀仏」と念

仏を唱えれば、死後は平

等に往生できるという専修

念仏の教えを説き、のちに浄土

宗の開祖   

日本仏教史上 

初めて、一般の女性にひ

ろく布教をおこ 

なったのも法然で 

あり、かれは国家 

権力との関係を 

断ちきり、個人 

の救済に 

専念する姿勢 

を示した 

リンク 

日本史 

概要 

親鸞       

  
1173年 - 1262年）、浄土真宗の宗

祖   著した浄土真宗の根本聖典

である『教行信証』の冒頭に釈尊の

出世本懐の経である『大無量寿経』

が「真実の教」であるとし、阿弥陀

如来（以降「如来」）の本願（四十八

願）と、本願によって与えられる名

号「南無阿弥陀佛」（なむあみだぶ

つ、なもあみだぶつ〈本願寺派〉）を

浄土門の真実の教え「浄土真宗」

であると示した。如来の本願によっ

て与えられた名号「南無阿弥陀

仏」をそのまま信受することに

よって、ただちに浄土へ往生

することが決定し、その後は報

恩感謝の念仏の生活を営むものと

する。このことは名号となってはた

らく「如来の本願力」（他力）に

よるものであり、我々凡夫の

はからい（自力）によるもので

はないとし、絶対他力を強調   

                      

親鸞は、師との再会を願うものの、

時期的に豪雪地帯の越後から京

都へ戻れず。建暦2年（1212年）1月

25日、法然は京都で80歳で入滅。

親鸞は、師との再会叶わないと知

り、子供幼く、京都に帰らず越後に

とどまる 
 

リンク 

本願寺 

白川 
天皇   

上皇 

1053 

1129(77) 平忠盛 

1096 

1153(58) 

1123 

1160(38) 

源義朝 

禅林墨跡 

水墨画 

如拙   
（じょせつ、生没年不

詳）は、南北朝時代

から室町時代中期の

画僧。道号は大巧（た

いこう）。絶海中津

（ぜっかいちゅうしん）

が『老子』の「大巧は

拙なるが如し」にちな

んで名づけたという。 

リンク 

 
              
（にちれん）（貞応元年(1222

年)2月16日 - 弘安5年(1282

年)10月13日 。 鎌倉仏教の

宗旨のひとつ日蓮宗（法華

宗）の宗祖。  安房国長狭

郡東条郷片海（現在の千葉

県鴨川市、旧・安房郡天津

小湊町）の小湊で誕生。  

１１才で（天福元年）天台宗 

清澄寺の道善房に入門。 

２０～３０才まで比叡山、三

井寺、薬師寺、高野山、仁

和寺、天王寺、東寺へ遊学。 

３８才、文応元年（1260年）

得宗（元執権）北条時頼に、 

 

「立正安国論」 
に提出、相次ぐ災害の原因は

正法である法華経を信じず

に浄土宗などの邪法信仰と

して対立宗派を非難、内乱

が起こり外国からは侵略を

受けると唱え、法華経を中

心とすれば（「立正」）国家も

国民も安泰となる（「安国」）

と主張。浄土宗徒による襲

撃、禅宗を進行の北条時頼

からも「政治批判」とされ伊

豆流罪。 元寇不安。さらに

２回『立正安国論』を提出、３

回の「国家諫暁」（弾圧や迫

害を恐れず権力者に対して

率直に意見） 

 

リンク 

立正  安国

論 

菅原 道真  
 

リンク 
菅原院       天満宮神社 

北野天満宮 

1127 

1192(65) 

後白川          
天皇     

上皇 

  
 （こうしょう、生没年未詳）は、平

安時代中期の仏師。「仏師職の

祖」と称される。光孝源氏で、日向

守・源康行の子。定朝の父。  官

人として従五位下・尾張介に至る

が出家。 東福寺同聚院不動明

王坐像は伝康尚作とされる。 

リンク 

   

 

 じょうちょう、生年不明 - 天喜5年

8月1日（1057年9月2日））  は平安

時代後期に活躍した仏師。寄木造

技法の完成者とされる。 

リンク 

運慶      
      

 （うんけい、生年不詳 - 貞応2年

12月11日（1224年1月3日））は、平

安時代末期、鎌倉時代初期に活

動した仏師。 運慶の現存最古作

は、安元2年（1176年）に完成した

奈良・円成寺の大日如来像である

[3]。寿永2年（1183年）には、以前

から計画していた法華経の書写を

完成した。この法華経は現在「運

慶願経」と呼ばれている（京都・真

正極楽寺蔵および個人蔵、国宝）。   

治承4年（1180年）に平家の兵火

により、奈良の東大寺・興福寺が

焼亡。興福寺の再興造像は、円

派、院派と呼ばれる京都仏師と、

康慶・運慶らの属する奈良仏師と

が分担、 初期代表作 京都・六

波羅蜜寺 地蔵菩薩坐

像（重要文化財）運慶が京都に

建立した地蔵十輪院の旧像とする

説がある 

リンク 

  
 

 

（ふじわら の ただひら、 

元慶4年（880年） - 天暦3

年8月14日（949年9月14

日））は、平安時代の公卿。

藤原基経の四男。  延

長5年（927年）、時平の遺

業を継いで『延喜格式』を

完成させた。農政などに

関する忠平の政策は、兄

時平の行った国政改革と

合わせ「延喜の治」と呼

ばれる。 兄・時平の早

世後に朝政を司り、延喜

の治と呼ばれる政治改

革を行った。朱雀天皇の

ときに摂政、次いで関白
に任じられる。以後、村

上天皇の初期まで長く政

権の座にあった。兄・時
リンク 藤原北家 

造仏師 

                      
（ むらさきしきぶ、生没年不詳）

は、平安時代中期の女性作家、

歌人。『源氏物語』の作者と考え

られている。中古三十六歌仙、

女房三十六歌仙の一人。『小倉

百人一首』にも「めぐりあひて 見

しやそれとも わかぬまに 雲がく

れにし 夜半の月かな」で入選。    

屈指の学者、詩人である藤原為

時の娘。藤原宣孝に嫁ぎ、一女

（大弐三位）を産んだ。夫の死後、

召し出されて 

一条天皇の中宮・藤

原彰子に仕えている間に、

『源氏物語』を記した。 

リンク 

    清少納言                    
（せいしょうなごん、康保3年頃

（966年頃） - 万寿2年頃（1025

年頃）） 

歌人。随筆「枕草子」は有名。 

梨壺の五人の一にして著名歌

人。 清原元輔（908年 - 990年）

の晩年の娘。曽祖父（一説では

祖父）は『古今和歌集』の代表的

歌人清原深養父。 

中古三十六歌仙・女房三十六歌

仙の一人『清少納言集』。『後拾

遺和歌集』以下、勅撰和歌集に

15首入集。漢学にも通ず。    

正暦4年（993年）冬頃から、私的

女房として中宮定子に仕

えた。主君定子の恩寵を、公卿

や殿上人との応酬うまく、宮廷

社会に令名を残した。藤原実方

（? - 998年）ら、源宣方（? - 998

年）らと親交。実方と恋愛想定 

  『枕草子』は長徳2年（996年）

頃から本格的に書かれ、長保2

年（1000年）に中宮定子が出産

時亡くなり、宮仕えを辞め再婚

相手・藤原棟世の任国摂津。 

最終稿は長保3年（1001年）から

寛弘7年（1010年）の間に完成 

晩年は亡父元輔山荘があった

東山月輪の辺りに住み、藤原公

任ら宮廷の旧識や和泉式部・赤

染衛門ら中宮彰子付の女房とも

消息を交わしていたという 

リンク 

藤原北家 

近衛家 九条家 

五摂家 

リンク 

祇園 

女御 

？ 

？ 

鳥羽天皇 

1103 

1156(53) 

定子 

  

              
（さいぎょう）、元永元年（1118年） - 

文治6年2月16日（1190年3月23日）は、

平安時代末期から鎌倉時代初期に

かけての武士・僧侶・歌人。 父は左

衛門尉佐藤康清、母は監物源清経

女。同母兄弟に仲清があり、子に隆

聖、女子（単に西行の娘と呼ばれる）

がある。俗名は佐藤 義清（さとう の

りきよ）。憲清、則清、範清とも記され

る。出家して法号は円位、のちに西

行、大本房、大宝房、大法房とも称

す。 

リンク 

藤原 忠実 

1078 

1162（85) 

藤原 忠通 

1097 

1164（68) 

建礼門院 

徳子 

1155 

1213(58) 

平家滅亡 

文覚    

            
（もんがく、保延5年（1139年） 

- 建仁3年7月21日（1203年8

月29日））は、平安時代末期

から鎌倉時代初期にかけて

の武士・真言宗の僧。

父は左近将監茂遠（もちとお）。

俗名は遠藤盛遠（えんどうもり

とお）。文学、あるいは文覚上

人、文覚聖人、高尾の聖とも

呼ばれる。                  

弟子に上覚、 孫弟子に

明恵らがいる。 

摂津源氏傘下の 

武士団渡辺党・遠藤氏の出身、

北面武士で鳥羽天皇皇女に

仕えて 

いたが、19才出家 

和気清麻呂・空海 

縁の高尾山神護寺 

の再興を後白河 

天皇に強訴した 

ため伊豆国に配流 
、伊豆国蛭ヶ島に 

配流の身だった 

源頼朝と知遇し 

平家討伐を示唆。 

 

リンク 

   
 
（みなもと の みつゆき） 

長寛元年（1163年）-寛元2年2月17

日（1244年3月27日） 

平安時代末期から鎌倉時代初期に

かけての政治家・文学者・歌人。源

氏物語の研究者であり、河内方の創

始者に位置付けられる。 

寿永2年（1183年）に京にいた光行は、

平家方であった父の源光季の謝罪と

助命嘆願のため、鎌倉に下向。 結

果不明だが、頼朝に才能を愛されブ

レーンとなり、鎌倉幕府が成立後、政

所の初代別当、  

 

朝廷と幕府との円滑関係の

為、鎌倉・京都間を往復。 
一方、朝廷からも河内守、大和守に

任命され、結果承久の乱では迷い、

後鳥羽上皇方に従い敗北も、才能を

惜しむ助命嘆願で、免刑。 

 

源氏物語の研究者で、注釈書

『水原抄』著者、また河内本と呼ばれ

る本文を定めた。  

北条泰時の命で和歌所・学問所など

を設置した。 

リンク 

文化遺産 オ

ンライン 

河内本   源

氏物語 

源 融  
リンク 

道元   
                     （ど

うげん） 正治2年（1200年）～建

長5年（1253年）      鎌倉時

代初期の禅僧。日本曹洞宗の

開祖。晩年に希玄という異称も

用いた。同宗旨では高祖と尊称

される。諡号は、仏性伝東国師、

承陽大師。一般には道元禅師と

呼ばれる。  徒（いたずら）に見

性を追い求めず、座禅してい

る姿そのものが仏であり、修行

の中に悟りがあるという修証一

等、只管打坐の禅を伝えた。『正

法眼蔵』は、和辻哲郎、ハイデッ

ガーなど西洋哲学の研究家から

も注目を集めた。 

リンク 
永平寺 

明恵      
 

（みょうえ） 承安3（1173）年1

月8日 - 寛喜4（1232）年1月

19日（旧暦）、鎌倉時代前期

の華厳宗の僧。法諱は高弁

（こうべん）。明恵上人・栂尾

上人とも呼ばれる。現在の和

歌山県有田川町出身。 

華厳宗中興の祖。 

紀伊国有田郡で生まれる。 

治承4年（1180年）、9歳で両

親を失い、翌年、高雄山神

護寺に文覚弟子で

叔父上覚に師事、華

厳五教章・倶舎頌を読んだ。

16歳出家、文治4年（1188年）、

東大寺で具足戒を受けた。法

諱は成弁。仁和寺で真言教

を、東大寺で倶舎宗を、悉曇

を尊印に、禅を栄西に学び、

将来を嘱望された。 

上覚からは伝法灌頂を受け、

学問研究と実践修行の統一

を図る。無欲無私にして清廉、

世俗権力・権勢を怖れるとこ

ろ無し。打ち立てた華厳密教

は俗人理解やすく工夫。 

釈迦思慕が深く、天竺（イン

ド）へ渡り仏跡巡礼企画した

が断念。遁世僧となり、建永

元年（1206年）、後鳥羽上皇

から栂尾の地下賜、高山寺

開山、華厳教学の研究や坐

禅修行などはげみ、戒律を重

んじ顕密諸宗復興に尽力 

リンク 

  
          
（にちぞう、文永6年

8月10日（1269年9

月7日）- 康永元年/

興国3年11月13日

（1342年12月11

日））は、鎌倉時代

後期から南北朝時

代にかけての日蓮

宗の僧。俗姓は平

賀氏。下総国の出

身。房号は肥後房。

肥後阿闍梨と称さ

れる。四条門流の

祖。 

初め日蓮六老僧の

一人日朗に師事し

たが、その後日蓮

の弟子となり経一

丸の名を与えられ、

本尊を授けられた。

1293年（永仁元

年）日蓮の遺命に

より京都での布教

を決行した。 

 
日蓮の遺命を受け、

京都布教中の日像

が後醍醐天皇より

寺領を賜り、妙顕

寺を建立した。

京都における法華

宗の根本をなす寺

院となった。 

 

 

 

上洛して京都の有

力民衆の帰。 公家

出身の大覚を弟子

とし、南朝及び北朝

と接近したことなど、

日蓮が全ての権力

に対し批判的であっ

たのに対して思想

的な隔たりがある。 

リンク 

吉田 兼好                      
（よしだ けんこう、弘安6年（1283年）

頃か -文和元年/正平7年（1352年）以

後）は、鎌倉時代末期から南北朝時

代にかけての官人・遁世者・歌人・随

筆家。治部少輔卜部兼顕の子。本名

は卜部兼好（うらべ かねよし/うらべ 

の かねよし）。 

卜部氏の嫡流は後の時代に吉田家、

平野家などに分かれ、兼好は吉田家

の系統であったことから江戸時代以

降は吉田兼好と通称。 

出家したことから兼好法師（けんこう

ほうし）と表す。 

後宇多天皇(在位1274-1287)に武士と

仕え、正中元年(1324)崩御し前後３０

才頃に出家。修学院や比叡山横川で

仏道修行、和歌精進、鎌倉を経て、双

丘に居。歌人名高く、和歌四天王に数

える 

日本三大随筆の一つとされる 

『徒然草』の作者で、また 

私家集『兼好法師家集』がある。 

 

 

兼好が仕えた後宇多天皇は後醍醐天

皇のお父さんで、文永の役・弘安の役

という未曾有の国難を亀山上皇・北条

時宗とともに乗り切った、苦労の人で

す。 

後宇多院が亡くなった1324年は正中

の変があった年で、兼好はその後の

鎌倉幕府の倒壊の状況をずっと見て、

世の無常を強く実感したものと思われ

ます。 

徒然草が成立した時期はそのまさに

鎌倉幕府が滅亡への道をたどってい

た、乱世の中です。 

 

元寇をしのいだ名執権・北条時宗が

1284年にわずか34歳で亡くなると、鎌

倉幕府は音を立てるように崩壊してい

き、50年後の1333年後醍醐天皇の許

で建武中興が成立します。しかしその

後武士の処遇を巡って新政府は分裂、

1336年足利尊氏が室町幕府を開き、

南北朝時代が始まります。 

 

徒然草 

リンク 

 
 
治承4年（1180年）～延応元年

（1239年）隠岐 
平安時代末期から鎌倉時代初期に

かけての第82代天皇（在位：寿永2年

8月20日（1183年9月8日） - 建久9年

1月11日（1198年2月18日））。諱は尊

成（たかなり）。 

建久3年（1192年）3月までは、後白

河法皇による院政。後白河死後は関

白・九条兼実が朝廷を指導し、源頼

朝の征夷大将軍の授与を実現した

がその後失脚。 

建久9年（1198年）、土御門天皇に譲

位、承久3年（1221年）まで、3代23年

間に亘り上皇として院政。 

 

正治元年（1199年）頼朝死後も台頭

する鎌倉幕府に強硬路線。 

建仁2年（1202年）に九条兼実が出

家、既に後白河法皇・源頼朝も死

去、後鳥羽上皇が名実治天の

君となった。 

承久元年（1219年）1月、3代将軍源

実朝が甥の公暁に暗殺、後継者に

皇室親王を求むが上皇拒否。 

内裏内焼失再建に東国の地頭拒絶

等で 

承久の乱敗北、隠岐

流罪にて崩御。 
 

多芸多才で『新古今和歌集』を自ら

撰するなど学芸に優れる、武芸に通

じ狩猟を好む異色の天皇、 

北面武士に加え西面武士を設置し

軍事力強化 

刀工の鍛冶に好みの兵庫鎖拵えを

打たせた。また自らも刃紋を入れそ

れに十六弁の菊紋を入れた（菊一文

字）。「御所焼」「菊御作」と呼ばれる。

天皇家の菊紋のはじまりである。 

リンク 

  
作者は、九条兼実に仕えていた家司で中山（藤原氏）中納言顕時の孫である下野守藤原行長ではないかとの推定が主流 
 

以下、源氏物語研究者 織田百合子氏説 
 

『平家物語』編纂の舞台となった慈円の大懺法院の建立（１２０８年 青蓮院内）。 『新古今和歌集』とほぼ軌を同時期。 

後鳥羽院は、一方で定家らに『新古今和歌集』の撰集を命じ、一方では慈円らと『平家物語』の編纂を推進していた。  

光行の帰洛はそれに合わせてだったのでしょう。光行は以後、後鳥羽院や慈円らとともに京都で『平家物語』編纂に携わる。 

そのため、承久の乱では、源光行は後鳥羽院方となり、鎌倉幕府方を激怒させた。 
 

 

京都散策 

 源氏～保元平治～平家物語 

紫文幻想 
リンク 

源頼信 

968 

1048 

 
 

1039 

1106 

源義忠 

源為義 

河内源氏 

武家子孫 

源頼義 

988 

1075 

河内源氏 

２代目 

清和源氏 

５代目 

 

1147 

1199(51) 

河内源氏 

７代目 

  
 

康保3年（966年） 

万寿4年（1027年） 

病没。享年62  

平安時代中期の公卿。従一位・摂政・太政大

臣・准三后。京都生まれ。 藤原兼家の五男

（四男という説もある）で、母は摂津守藤原中正

の娘・時姫、京都生まれ。   父の兼家が摂政

になり権力栄達。 道長継承し藤原北家の全盛

期を築き、摂関政治の崩壊後も彼の子孫（御堂

流）のみが摂関職を代々世襲し、本流から五摂

家と九清華のうち三家（花山院・大炊御門・醍

醐）を輩出した。 一条天皇に長女の彰子を入

内させ皇后（号は中宮）となす。次の三条天皇

には次女の妍子を入れて中宮、後一条天皇に

は三女の威子を入れて中宮となし、「一家立三

后」と驚嘆された。晩年は壮大な法成寺の造営

に精力。     

  「この世をば わが世とぞ思ふ 望

月の 欠けたることも なしと思へば」 
 

リンク 藤原家 

平維衡 

？ 

？ 

伊勢平氏 

源平家系 

平将門 
高望の孫 

？ 

940 

平氏その後 

夢窓 疎石             

（むそう そせき、道号が夢窓、法諱が

疎石、建治元年（1275年） - 観応2年/

正平6年9月30日（1351年10月20日））

は、鎌倉時代末から南北朝時代、室

町時代初期にかけての臨済宗の禅僧。

七朝帝師。父は佐々木朝綱、母は平

政村（北条政村か？）の娘。 

伊勢国（三重県）出身。幼少時に出家

し、母方の一族の争い(霜月騒動？)

で甲斐国（山梨県）に移住。 8才、

1283年に市川の天台宗寺院平塩寺

に入門して空阿に師事、真言宗や天

台宗などを学ぶ。 16才、1292年に奈

良東大寺で受戒。京都建仁寺の無隠

円範に禅宗を学ぶ。 鎌倉へ赴き、円

覚寺の桃渓徳悟、23才、1299年には

建長寺の一山一寧のもとで首座を勤

めるも嗣法には及ばず、 27才、1303

年に鎌倉万寿寺の高峰顕日に禅宗を

学び、29才、1305年に浄智寺で印可

を受ける。 ３６才、応長元年（1311

年）～甲斐、美濃、土佐、上総、相模

など各地で寺庵創建・滞在 

５０才、1325年には後醍醐天皇要望

で上洛、勅願禅寺南禅寺の住持。翌

1326年には北条高時に招かれ、伊勢

国で善応寺を開き、鎌倉円覚寺に滞

在。高時や北条貞顕からの信仰を得

る。1330年甲斐に恵林寺を開き、1333

年鎌倉幕府が滅亡後、建武の新政を

開始した後醍醐天皇に招かれて上洛、

南禅寺に再住、臨川寺・西芳寺の開

山にも迎えられ国師号を授けられた。 

建武政権から離反した足利尊氏や弟、

直義らは北朝擁立し京都室町に武家

政権（室町幕府を設立。夢窓は足利

家とも縁あり、足利家の内紛である観

応の擾乱で調停、北朝方の公家や武

士が帰依。 

 

64才、暦応2年（1339年）、松尾大社の

宮司藤原親秀（ちかひで）の招請で禅

寺として西芳寺再興。（西方寺と穢土

寺を統一） 

 

67才、1342年、建設資金調達のため

に天龍寺船の派遣を献策し、尊氏は

資金を得、１３４５年、京都嵯峨野に

天龍寺を建立、７０才、夢窓 疎石

はその開山。 

リンク 

佐々木 導誉      

/京極 導誉 
永仁4年（1296年）～文中2年/

応安6年（1373年）                  
（ささき どうよ/きょうごく - ）または

佐々木 高氏/京極 高氏（ - たかう

じ）は、鎌倉時代末期から南北朝時

代の武将、守護大名。若狭・近江・

出雲・上総・飛騨・摂津守護。導誉

は法名で、諱は高氏。一般的に

「佐々木佐渡判官入道（佐々木判

官）」や「佐々木道誉」の名で知られ

る。 

 

鎌倉幕府創設の功臣で近江を本拠

地とする佐々木氏一族の京極氏に

生まれ、執権北条高時に御相供衆

として仕える。後醍醐天皇の綸旨を

受け鎌倉幕府を倒すべく兵を挙げ

た足利尊氏に従い、武士の支持を

得られなかった後醍醐天皇の建武

の新政から尊氏と共に離れ、尊氏

の開いた室町幕府において政所執

事や6ヶ国の守護を兼ねた。 

ばさらと呼ばれる南北朝時代の美

意識を持つ婆沙羅大名として知ら

れ、『太平記』には謀を廻らし権威を

嘲笑し粋に振舞う導誉の逸話を多く

記している。 

 

リンク 

佐々木 氏信 
承久2年（1220年）～永仁3年5月3

日（1295年6月16日） 

 

（ささき うじのぶ）は鎌倉時代中期

の武将。佐々木氏支流 

京極氏の始祖であり、 

京極 氏信（きょうごく うじのぶ）とも

呼ばれる。父は佐々木信綱、母

は北条義時の娘とされる。大原重

綱、高島高信、六角泰綱の弟。子に

頼氏、範頼、満信、宗綱。 

後に近江の守護へと任ぜられる 

佐々木信綱の4男として生まれ。 

仁治3年（1242年）に父が死去し、江

北に在る高島、伊香、浅井、坂田、

犬上、愛智の六郡と 

京都の京極高辻の館を

継ぐ。これにより子孫は後に

京極氏と呼ばれる。 
江南と京都の六角堂近くの館を継

いだ三兄の泰綱は佐々木本家を継

ぎ六角氏の祖。 

長兄の重綱と次兄の高信も坂田郡

大原庄と高島郡田中郷を相続、大

原氏・高島氏の祖 

   ----------------------------

- 

祖の佐々木秀義は，「保元の乱」

で、後白河天皇方源義朝軍に属し

て崇徳上皇を打つ。「平治の乱」で

も義朝軍に属すが敗北。伯母夫の

藤原秀衡を頼し奥州落ちの途中、

相模国渋谷重国の庇護を受ける。

その後、秀義の4人の子定綱、経

高、盛綱、高綱は、乱後に伊豆国流

罪なる義朝の嫡子頼朝の家

人となる。 
治承4年（1180年）、頼朝が伊豆で

平家打倒挙兵、佐々木4兄弟は参じ

活躍、功労とし重用、本領である近

江始め17ヶ国の守護へ 

上皇と幕府が争った 「承久の乱」

で、京に近い近江に在り検非違使と

山城守の定綱の嫡子、広綱を始め

大半は後鳥羽上皇方へ属し、鎌倉

に在り執権の北条義時の婿となっ

ていた広綱の弟の佐々木信綱は幕

府方に属し勝利。広綱斬首し 

信綱が総領となる。 

リンク 
京極氏 

佐々木氏 

（近江源氏） 

尊円法親王             
（ そんえんほうしんのう、永仁6年

6月23日（1298年8月1日） - 正平

11年/延文1年9月13日（1356年

10月7日）は、青蓮院第十七世門

跡。伏見天皇の第6皇子。母は

三善俊衡の娘。初名は守彦親王。

尊円入道親王とも。                                    

1308年（延慶元年）に青連院に入

り、1310年（延慶3年）に親王宣下

を受ける。1311年（延慶4年）法門

に入り、名を尊円と改めて青連

院門跡に就任した。1314年

（正和3年）から1329年（元徳元

年）まで門跡管領を止められたが

再び門主となり、1331年（元徳3

年）には天台座主に任じられてい

る。この前後4回にわたり天台座

主隣、その間四天王寺別当を歴

任している。 

 

 

和歌をはじめ世尊寺行房に学び、

行房が南朝方として北国の金沢

で戦死すると、その弟行尹に学

んだ。小野道風・藤原行成

などの上代様の書法を研

究、それに南宋の張即之

の書風を加味し、尊円流

または青蓮院流と称され

る書法を作り出した。 

 

 

日本の書流 

リンク 

源信     
                                                               （げ

んしん）天慶5年（942年） - 寛仁元年6月

10日（旧暦） （942年 ― 1017年7月6日

〈新暦〉）、平安時代中期の天台宗の僧。  

恵心僧都 （えしんそうず）と尊称さ

れる。  浄土真宗では、七高僧の第六祖

とされ「源信和尚」・「源信大師」と尊称さ

れる。横川僧都）ともいわれる。大和国

に生まれた。950年、9歳で比叡山

の良源に学び、955年、得度した。

956年、15歳で『称讃浄土経』を講じ、第

62代・村上天皇により法華八講の講師

の一人に選ばれる。だが、母の諫言(か

んげん、いさめる言葉)を守り横川の恵

心院に隠棲し続けた。1004年、公卿・藤

原道長の帰依により、一年のみ権少僧

都となる。その臨終にあたり、阿弥陀如

来像の手に結んだ糸を手にし、合掌しな

がら入滅したという。   

 

浄土宗の基礎となった 

『往生要集』(985)の編者。 

『源氏物語 宇治十帖』中、

宇治川に入水した浮舟を助

けた「横川の僧都」のモデ

ルといわれている。 

リンク 

明恵   
 

（みょうえ）  

承安3（1173）年1月8日 

- 寛喜4（1232）年1月19

日（旧暦）、鎌倉時代前期の

華厳宗の僧。法諱は高弁（こ

うべん）。明恵上人・栂尾上

人とも呼ばれる。現在の和歌

山県有田川町出身。 

華厳宗中興の祖。 

紀伊国有田郡で生まれる。 

治承4年（1180年）、9歳で両

親を失い、翌年、高雄山神

護寺に文覚弟子で

叔父上覚に師事、華

厳五教章・倶舎頌を読んだ。

16歳出家、文治4年（1188年）、

東大寺で具足戒を受けた。法

諱は成弁。仁和寺で真言教

を、東大寺で倶舎宗を、悉曇

を尊印に、禅を栄西に学び、

将来を嘱望された。 

上覚からは伝法灌頂を受け、

学問研究と実践修行の統一

を図る。無欲無私にして清廉、

世俗権力・権勢を怖れるとこ

ろ無し。打ち立てた華厳密教

は俗人理解やすく工夫。 

釈迦思慕が深く、天竺（イン

ド）へ渡り仏跡巡礼企画した

が断念。遁世僧となり、建永

元年（1206年）、後鳥羽上皇

から栂尾の地下賜、高山寺

開山、華厳教学の研究や坐

禅修行などはげみ、戒律を重

んじ顕密諸宗復興に尽力 

リンク 

一遍     

  延応元年（1239年）-正応2年

（1289年）  

伊予国（ほぼ現在の愛媛県）の豪

族、別府通広（出家して如仏）の第

2子として生。 天台宗継教寺で出

家、法名は随縁。 建長3年（1251

年）13歳になると大宰府に移り、法

然の孫弟子に当たる聖達の下で

10年以上にわたり浄土宗西山義

を学ぶ。 

 時衆を率いて遊行（ゆぎょう）を

続け、民衆（下人や非人も含む）を

賦算（ふさん）と踊り念仏とで極楽

浄土へと導いた。その教理は他力

による「十一不二」に代表される。

浄土教の深奥をきわめたと柳宗悦

に高く評せられるが、当人は観念

的な思惟よりも、ひたすら六字の

念仏を称える実践に価値を置いた。

寺院に依存しない一所不住の諸

国遊行 

和歌や和讃によるわかりやすい教

化や信不信・浄不浄を問わない念

仏勧進は、仏教を庶民のものとす

る大いなる契機となった。 

リンク 

九条兼実 
 

 

延暦寺管主を四度

務めた慈円の実兄

で、法然最大の守

護者 
 

 
 

1149 

1207（59） 

源頼政 

1104 

1180.(77) 

源頼光 

948 

1021 

摂津源氏 

空也  

 
（くうや）延喜3年  903年 - 天禄3年9月11日

972年10月20日 、平安時代中期の僧。 

（醍醐天皇第二皇子）  

 

天台宗空也派において祖と仰がれる。阿

弥陀聖（あみだひじり）、市聖（いちのひじ

り）、市上人と称される。民間での

浄土教の先駆者と評価。  

踊念仏、六斎念仏の開祖とも仰がれるが、

空也自身がいわゆる踊念仏を修したとい

う確証はない。 門弟は、高野聖など中世

以降に広まった民間浄土教行者「念仏

聖」の先駆となり、鎌倉時代一遍

に影響。 

  922年頃、尾張国の国分寺（尾張国分

寺）にて出家、空也と 

938年、京都で念仏を勧める 

948年、比叡山で天台座主・延昌に受戒、

「光勝」の号。（ただし、空也は生涯超宗派

的立場、天台宗よりもむしろ奈良仏教界、

特に思想的には三論宗との関わりが強い

という説） 

951年、十一面観音像ほか諸像造立（梵

天・帝釈天像、四天王のうち三体、六波羅

蜜寺に現存）。963年、鴨川岸で、金字大

般若経供養会を修する。これらを通して藤

原実頼、藤原師氏ら貴族との関係も深め

る。 

 

月輪寺ふもとで修業した 「空也

の滝」 
 

リンク 

六波羅蜜寺 空也（くうや）が平安時代中期の天暦

5年（951年）に造立した十一面観音を本尊とする道場に

由来し、当初西光寺と称した。空也は疫病の蔓延（まん

えん）する当時の京都で、この観音像を車に乗せて引き

ながら歩き、念仏を唱え、病人に茶をふるまって多くの

人を救ったという。   空也は応和3年（963年）に鴨川

岸に僧600名を集めて大規模な大般若経供養会を行っ

たが、この時をもって西光寺の創建とする説もある。 

当時、鴨川の岸は遺体の捨て場であり、葬送の場で

あった。                         六波羅

蜜寺と改称後、天台宗。 桃山時代に真言宗智積院の

末寺。 平安末にはこの付近に、六波羅殿と呼ばれた

平清盛ら平家一門の屋敷が営まれた、 

またのちに鎌倉幕府によって六波羅探題が置かれたの

もこの付近 

春屋妙葩

（しゅんのく

みょう）   応

長元年12月22日

（1312年1月31日） - 

元中5年/嘉慶2年8月

12日（1388年9月12

日））は、室町時代の

臨済宗の禅僧である。

室町幕府の帰依を得

て臨済宗相国寺の第

二世となるが事実上

の開山国師。五山文

化の発展に寄与した。

ほかに天龍寺や臨川

寺の住職となる。春屋

は道号、別号に芥室、

不軽子など。諡号は

知覚普明国師。 

 

 
 

          

 

リンク 

安倍 晴明 
（あべ の せいめい/ はるあ

き/ はるあきら、延喜21年

〈921年〉 - 寛弘2年〈1005年） 

 

平安時代の陰陽師。「晴明」

を「せいめい」と読むのは有

職読みであり、本来の読み

方は確定していない。鎌倉時

代から明治時代初めまで陰

陽寮を統括した安倍氏（土御

門家）の祖。官位は従四位

下・播磨守。 

 

摂津国阿倍野（現・大阪市阿

倍野区）に生まれたとされる。

幼少、陰陽師賀茂忠行・保憲

父子に陰陽道を学び、天文

道を伝授 

。 

948年（天暦2年）大舎人。 

 

960年（天徳4年）当時天文得

業生であった晴明は村上天

皇に占いを命ぜられており、

占いの才能は既に貴族社会

で認められていた。、天文博

士に任ぜられる。 

979年（天元2年）、59歳の晴

明は当時の皇太子師貞親王

（後の花山天皇）の命で那智

山の天狗を封ずる儀式。 花

山天皇の信頼を受ける。花

山天皇の退位後は、一条天

皇や藤原道長の信頼を集め

る、『御堂関白記』など 

 

良源 
 

（延喜12年9月3日（912年10

月15日） - 永観3年1月3日

（985年1月26日））は、平安

時代の天台宗の僧。諡号

は慈恵大師（じえだいし）。

一般には通称の元三大師

（がんさんだいし）の名で知

られる。比叡山延暦寺の中

興の祖として知られる。 

 

良源は、第18代天台座主

（てんだいざす、天台宗の

最高の位）であり、実在の

人物であるが、中世以来、

独特の信仰を集め、21世紀

に至るまで「厄除け大師」な

どとして、民間の信仰を集

めている。 

リンク 

 
                       

『古今和歌集』           

『後撰和歌集』 

 『拾遺和歌集』   

             以上三大集                      

『後拾遺和歌集』                  

『金葉和歌集』(きんよう

わかしゅ)          

『詞花和歌集』(しいか

わかしゅう)         

『千載和歌集』 『新古

今和歌集』 
 
 

  平安時代中期から

鎌倉時代初期にかけ

て撰集された8つの勅

撰和歌集の総称で，八

代集という区分は，早く

は南北朝時代の武将・

歌人今川了俊(いまが

わりょうしゅん，貞世，

1326～？)の諸著に見

ることができます。  

これらの和歌集は，前

代の漢文学の象徴とも

いえる六国史(りっこく

し)や勅撰漢詩文集の

美意識や表現方法を，

我が国固有のものへと

昇華させたもの    

                         

『古今和歌集』   

醍醐天皇(885

～930)の命を受け，

我が国最初の勅撰和

歌集。紀貫之が編

集の中心。                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『新古今和歌

集』   後鳥羽上

皇(1180～1239)

の命により，藤原定

家(ふじわらのさだいえ)

らが，建仁元(1201)年7月

から元久2(1205)年3月ま

での間に撰した和歌集。 

歌の修正、切継をした時

期。承元四年（1210年）－

建保四年（1216年）の間

に最終的に完成   

リンク 

  
 
（ふじわら の さだいえ） 

応保2年（1162年）～仁治2年8月20

日（1241年9月26日） 

鎌倉時代初期の公家・歌人。諱は

「ていか」と音読みされることが多い。

藤原北家御子左流で藤原俊成の二

男。 

平安時代末期から鎌倉時代初期と

いう激動期、御子左家の歌道家とし

て地位不動。代表的な新古今調歌

人。俊成の「幽玄」をさらに深化させ

て「有心（うしん）」をとなえ、後世の

歌に極めて大きな影響。 

勅撰集、『新古今和歌集』、『新勅撰

和歌集』を撰進。 

宇都宮頼綱に依頼され『小倉百人一

首』を撰  

、「来ぬ人を まつほの浦の夕凪に 焼

くや藻塩の 身もこがれつつ」 

『源氏物語』『土佐日記』などの古典

の書写・注釈にも携わった（この際に

用いた仮名遣いが定家仮名遣のもと

となった 

18歳から74歳までの56年にわたる克

明な日記『明月記』（平成12年（2000

年）、国宝に指定）を残した 

藤原道長の来孫（5代後の子孫）にあ

たるが、摂関家の嫡流から遠く、御

子左流は他流比し不振、歌道での名

声関わらず官位に恵まれず。 

リンク 

百人一首 

名月記 

慶滋 保胤  
             
よししげ の やすたね 承

平3年（933年）以後[1] - 長保4年10

月21日（1002年11月27日）、平安時

代中期の文人・儒学者。字は茂能。

唐名は定潭。父は陽家・賀茂忠行で

あるが、家学陰陽道を捨て紀伝道を

志し、姓の賀茂を読み替えた。 

文章博士菅原文時に師事、964年

（康保元年）念仏結社『勧学会』の

結成に力。若く仏教信仰、986年）出

家、比叡山横川に住。念仏結社に関

わる。法名寂心。諸国を遍歴後、洛

東如意輪寺で没。   藤原道長に

戒を授け、保胤が没した際、道

長が供養。 

 

 

『池亭記』ちていき、社会批評

と文人貴族風流を展開、隠棲文学の

祖。浄土信仰に傾倒『日本往生極楽

記』。漢詩『本朝文粋』（ほんちょうも

んずい）『和漢朗詠集』、和歌は『拾

遺和歌集』に収載 

池亭記 リンク 

 

北条時政 
 
 
 
 

文治元年（1185

年）の平家滅亡、源

義経失脚後、頼朝の

命を受け、一千騎を

率いて上洛し、守護

と地頭の設置を認め

させるべく、朝廷との

交渉（文治の勅許）。

朝廷人事にも干渉、

頼朝に理解を示す公

卿を中枢に取り立て

るよう差配、宮中不満

無し。同年11月25日、

京都守護。 

正治元年（1199年）、

頼朝が死去後、嫡子

の二代将軍 源頼家を

修善寺で、その弟、三

代将軍実朝も殺害を

画策。 
 
 
 

1138 

1215(51) 

リンク 

  
（ほうじょう よしとき）、

平安時代末期から鎌

倉時代初期にかけて

の武将。鎌倉幕府の

第2代執権。伊豆国

の豪族・北条時政の

次男。源頼朝の正室・

北条政子の弟。 得

宗起源 

京都から九条頼経を4

代将軍に迎え（摂家

将軍）、将軍の地位を

名目的なものとし、 

承久の乱 勝利によ

り、京方についた旧

将軍独裁時代の勢力

は一掃され、執権義

時の幕府内での最高

権力者たる地位が確

定したのみならず、義

時の主導する鎌倉

政権が公家政権

に対して支配的地

位を持って朝幕関

係を完全に逆転さ

せる事に成功 
 
 
 

11６３ 

1224(62) リンク 

 

 

リンク 

   

  
建長3年（1251年）5月15日、相模国鎌倉、安達氏

の甘縄邸に生まれる。 

モンゴル帝国（大元朝）の日本に対する圧力が高

まるなかで執権に就任。内政にあっては得宗権力

の強化を図る一方、モンゴル帝国（大元

朝）の2度にわたる侵攻を退け（元寇）、

後世には日本の国難を救った英雄と

も評される。 
モンゴルからの度々の国書には一切返事を与え

ず、朝廷作成の返牒案も採用せず、黙殺を続けた。

また服従勧告の２度の使節も殺害。 

文永11年（1274年）、『立正安国論』を幕府に上呈

した日蓮を佐渡に配流した。 

後嵯峨法皇の遺言により、亀山天皇と後深草上皇

の治天の君選定で、時宗が執権を務める幕府が

案、亀山天皇は皇子の後宇多天皇に譲位して院

政、時宗は後深草上皇の皇子である熙仁親王（後

の伏見天皇） の立太子を実現させた（両統迭立）。 

弘安7年4月4日（1284年4月20日） 享年34（満32歳

没） 

自らが開いた鎌倉山ノ内の瑞鹿

山円覚寺に埋葬。 リンク 

  
             

 （あしかが たかうじ） 

嘉元3年（1305年）～延文3年/正平13年

（1358年８月18日） 
鎌倉時代後期から南北朝時代の武将。室町幕府

の初代征夷大将軍（在職：1338年 - 1358年）。足

利将軍家の祖。  

 
足利貞氏の次男として生まれる。はじめ得宗・北条高時

の偏諱を受け高氏と名乗った。元弘3年（1333年）に後醍

醐天皇が伯耆船上山で挙兵した際、その鎮圧のため幕

府軍を率いて上洛したが、丹波国篠村八幡宮で幕府へ

の叛乱を宣言、六波羅探題を滅ぼした。幕府滅亡の勲

功第一とされ、後醍醐天皇の諱・尊治（たかはる）の偏

諱を受け、名を尊氏に改める 

 

後醍醐の独裁体制である建武の新政が急速に人心を

失っていく中、中先代の乱により窮地に陥った弟・足利

直義救援のため東下し、乱を鎮圧したあとは、そのまま

鎌倉に留まり独自の政権を樹立する構えを見せた。これ

により天皇との関係が悪化し、上洛して一時は天皇を比

叡山へ追いやった。天皇側の反攻によりいったんは九

州に没落、再び太宰府天満宮を拠点に上洛して京都を

制圧、光明天皇を擁立して征夷大将軍に補任され新た

な武家政権（室町幕府）を開いた。後醍醐天皇はいった

んは捕虜となったものの吉野に逃亡し南朝を創始するこ

とになった。 

幕府を開いてのち弟・足利直義と二頭政治を布いたが、

後に対立し観応の擾乱を引き起こす。直義の死により乱

は終息したが、その後も南朝など反対勢力の打倒に奔

走し、統治の安定に努めた。後醍醐天皇の崩御後はそ

の菩提を弔うため天竜寺を建立している。新千載和歌

集は尊氏の執奏により後光厳天皇が撰進を命じたもの

であり、以後の勅撰和歌集は、二十一代集の最後の新

続古今和歌集まですべて将軍の執奏によることとなった。 

天皇に叛旗を翻したことから皇国史観のもとで「逆賊」と

位置づけられていた時代（明治時代中期～昭和時代前

期）もあった一方、戦後（昭和時代中期～平成時代以

降）は一転して肯定的に再評価されているように、歴史

観の変遷によってその人物像が、甚だしく激しく大きく変

化している。 

リンク 

    

リンク 

 
（ごだいごてんのう） 

正応元（1288年）～延元4年 / 暦応2（1339年） 
鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけての第96代天皇

にして、南朝の初代天皇（在位：文保2年2月26日（1318年3月

29日） - 延元4年/暦応2年8月15日（1339年9月18日））。ただ

し、以下で記述するとおり、歴史的事実としては在位途中に

二度の廃位と譲位を経ている。諱は尊治（たかはる）。鎌倉

幕府を倒して建武新政を実施したものの、間もなく足利尊氏

の離反に遭ったために吉野入りし、南朝政権（吉野朝廷）を

樹立した。          幕府承認が、自身の皇位につき、

長兄従兄の皇太子「邦良親王」が成人までの中継ぎであるこ

とに不満。 

正中元年（1324年）には側近（六波羅探題が鎮圧）、元徳2年

（1329年）興福寺や延暦寺など南都・叡山の寺社勢力に接近

するも、大覚寺統や持明院統の貴族や幕府も皇太子「邦良

親王」支持したため, 

次第に窮地に。 邦良親王薨去、持明院統の嫡子量仁親王

が幕府指名で皇太子、退位圧力強まる。 

 

 元弘元年（1331年）再度の倒幕計画が密告発覚し京都脱

出挙兵。比叡山に拠ろうとし失敗、笠置山（現京都府相楽郡

笠置町内）に籠城するが、幕府軍の前に落城し捕らわる。元

弘の乱。 

 

流罪、そして復帰 

幕府は後醍醐天皇が京都逃亡すると廃位、量仁親王（光厳

天皇）を即位。後醍醐は、翌元弘2年 / 正慶元年（1332年）隠

岐島。この期、後醍醐天皇の皇子護良親王や河内の楠木正

成、播磨の赤松則村（円心）ら反幕勢力（悪党）が各地で活動。 

このような情勢の中、後醍醐は 

 

元弘3年 / 正慶2年（1333年）、 

名和一族を頼って隠岐島脱出し、伯耆船上山（現鳥取県東

伯郡琴浦町内）で挙兵。追討のため幕府から派遣された足

利高氏（尊氏）が後醍醐方に味方して六波羅探題を攻略。そ

の直後に東国挙兵した新田義貞は鎌倉を陥落、北条

氏滅亡。 

 

帰京した後醍醐天皇は即位、光厳天皇の即位・関係人事を

否定、幕府・摂関を廃して建武の新政。持明院統・大覚

寺統の嫡流遺児たちを皇位継承外し、傍流の自身皇子恒良

親王を皇太子にし、父の遺言を反故とし、子孫皇統を独占す

る表明。 

表面は復古的、内実は中国的天皇専制を目指す。性急な改

革、恩賞の不公平、朝令暮改を繰り返す法令や政策、貴族・

大寺社から武士にいたる広範な勢力の既得権侵害、頻発す

る訴訟不備、増税を財源とする大内裏建設計画、紙幣発行

計画のような非現実的経済政策など、政権批判へ。武士・公

家の多くは政権に反発、無能批判、権威失墜。 

建武2年（1335年）、中先代の乱の鎮圧に勅許を得ず東国出

向した足利尊氏が、鎌倉で乱鎮圧の恩賞を与え新政離反。

後醍醐天皇は新田義貞に尊氏追討を命じ、義貞は箱根・竹

ノ下の戦いでは敗れるものの、京都で楠木正成や北畠顕家

らと連絡し足利軍を破る。尊氏は九州へ落ち延び、翌年に九

州で態勢戻し、光厳上皇の院宣を得て京都へ迫る。楠木正

成の和睦進言するが、義貞と正成に尊氏追討を命じるが、新

田・楠木軍は湊川の戦いで敗北、正成は討死し義貞は都へ

逃れる。 

足利軍入京、後醍醐天皇は比叡山に逃れて抵抗、和睦要請

に応じて三種の神器を足利方へ、尊氏は光明天皇を新天皇
リンク 

 
 

鎌倉時代末期頃から北条氏は南

宋にならい五山制度を導入し鎌倉

の寺院を中心とする五山を選定し

た。その構成は定かではないが、

京都の寺院では建仁寺が当初の

五山に含まれていたとされている。 
 

鎌倉時代後期に後醍醐天皇は討

幕運動を起し、幕府滅亡後に後醍

醐による建武の新政が開始される

と五山も南禅寺と大徳寺を筆頭と

する京都本位に改められた。 
 
                           

宇多天皇 
貞観9年5月5日（867年6月10

日） - 承平元年7月19日

（931年9月3日））は、日本の

第59代天皇（在位：仁和3年8

月26日（887年9月17日） - 

寛平9年7月3日（897年8月4

日））。 諱は定省（さだみ）。

後の佐々木氏などに代表さ

れる宇多源氏の祖先にもあ

たる 

 

即位に際し、藤原基経へ
リンク 

清和源氏 

   

   

   

清盛 

   
   

   

  
 
（たいら の なおかた、安和2年（969

年） - 天喜元年（1053年））は、平安時

代中期の武将。父は平維時。兄弟は

中方 
 

子は維方、阿多美聖範。本拠は鎌倉。

摂関家の家人として在京軍事貴族で

もあった。 

平忠常の乱の際には、追討使を命じ

られるほどの剛の者であった。 
 

源頼義の舅(しゅうと)でもある。 

直方の娘と、源頼義の間からは源

義家、源義綱、源義光の兄弟が生

まれている。 
 
 

日本の中世史の舞台・鎌倉

は、彼が鎌倉に居館を構え

たことに始まる。 

969 

1053 

（鎌倉） 

リンク 

   

   

   
   

 

   

https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=35.041803,135.787582&spn=0.14195,0.308647
http://www.kokuhoworld.com/akyouto.html
http://www.kokuhoworld.com/akyouto.html
http://www.kokuhoworld.com/akyouto.html
http://www.kokuhoworld.com/bbkyouto.html
http://www.kokuhoworld.com/bbkyouto.html
http://kanagawabunnkaken.web.fc2.com/index.files/kihon/jidai/fujiwara.html
http://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka04.html
http://www.city.kyoto.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka04.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
http://everkyoto.web.fc2.com/report181.html
http://everkyoto.web.fc2.com/report181.html
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/kyoto/hottusyou.htm
https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=34.979465,135.77179&spn=0.009301,0.01929
http://www.kokuhoworld.com/bb10.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E6%97%A5%E8%A8%98
http://kitanotenmangu.or.jp/goyuisho/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E9%87%8E%E5%A4%A9%E6%BA%80%E5%AE%AE
http://www.kokuhoworld.com/040.html
http://www.rokuhara.or.jp/
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%B1%A0%E4%BA%AD%E8%A8%98/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%80%E7%94%9F%E8%A6%81%E9%9B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BD%8F%E5%AF%BA_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
http://www.mibudera.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%9F%E5%AF%BA
http://www.kyoto-jinjacho.or.jp/shrine/03/019/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%95%E8%8D%89%E5%AD%90
http://www.kuniomi.gr.jp/togen/iwai/esin-in.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%B4%E6%98%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E6%B0%8F%E7%89%A9%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%88%90%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%88%90%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%A0%82%E9%96%A2%E7%99%BD%E8%A8%98
http://www.kokuhoworld.com/060.html
http://www.kokuhoworld.com/056.html
http://www.byodoin.or.jp/
http://www.kokuhoworld.com/057.html
http://www.y-morimoto.com/kyoto_isan/ujikami.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://maps.google.co.jp/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=34.890842,135.811626&spn=0.004479,0.009645
http://www.kokuhoworld.com/058.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%8B%9D%E5%AF%BA
http://www.jonangu.com/history.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E8%8A%B1%E7%89%A9%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E9%9B%A2%E5%AE%AE
http://www.shorenin.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E5%85%83%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B2%BB%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://www.kokuhoworld.com/043.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BD%8F%E5%AF%BA_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=34.987693,135.774364&spn=0.00465,0.009645
http://sanjusangendo.jp/
http://www.kokuhoworld.com/042.html
http://www.kokuhoworld.com/bb09.html
http://www.chion-in.or.jp/01_honen/nen.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E6%81%A9%E9%99%A2
http://www.kokuhoworld.com/046-2.html
http://www.kurodani.jp/about/index.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%88%92%E5%85%89%E6%98%8E%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%83%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%81%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%89%BF%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%81%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A5%E4%BB%81%E7%8E%8B%E3%81%AE%E6%8C%99%E5%85%B5
http://www.kosanji.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E5%AF%BA
https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=35.060414,135.679039&spn=0.004435,0.009645
http://www.kokuhoworld.com/054.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E4%B8%88%E8%A8%98
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%BF%E4%B9%85%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E6%95%99%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E6%96%87%E9%A1%9E
http://www.kokuhoworld.com/041.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%88%90%E6%95%97%E5%BC%8F%E7%9B%AE
http://www.tofukuji.jp/index2.html
http://www.kokuhoworld.com/045.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%AD%A3%E5%AE%89%E5%9B%BD%E8%AB%96
http://everkyoto.web.fc2.com/report124.html
https://maps.google.com/maps/ms?msid=217759409855830701886.0004b60e8ab27cfdc8caf&msa=0&ll=35.066254,135.740762&spn=0.017738,0.038581&iwloc=0004c38fd9e9a7ab54e34
http://www.rinnou.net/cont_03/07daitoku/index.html
http://www.kokuhoworld.com/047.html
http://www.eonet.ne.jp/~myorenji/enkaku.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E8%93%AE%E5%AF%BA_(%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82)
http://kiunin.com/aboutus.htm
http://www.eonet.ne.jp/~myorenji/enkaku.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%99%E9%A1%95%E5%AF%BA
http://www.rinnou.net/cont_03/07daitoku/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BE%B3%E5%AF%BA
http://www.kokuhoworld.com/050.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E9%8F%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%92%E7%84%B6%E8%8D%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%BC%98%E3%81%AE%E4%B9%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E6%89%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E6%AD%A6%E3%81%AE%E6%96%B0%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B3%B0%E6%99%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B8%85%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E7%B5%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E8%A5%BF
http://www.kenninji.jp/yousai/chaso.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E8%A5%BF
http://www.kenninji.jp/yousai/chaso.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%84%B6
http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es003/hounen.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E9%B8%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%BF%A0%E7%9B%9B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E8%88%9F%E5%BE%B3%E6%B8%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E7%94%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%82%E6%8B%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%AD%A3%E5%AE%89%E5%9B%BD%E8%AB%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E5%8E%9F%E9%81%93%E7%9C%9F
http://jinjajin.jp/modules/newdb/detail.php?id=1061
http://kitanotenmangu.or.jp/goyuisho/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%B7%E5%B0%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E6%85%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BF%A0%E5%B9%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%8C%97%E5%AE%B6
http://www10.ocn.ne.jp/~mk123456/hibutu/syzoku.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AB%E5%BC%8F%E9%83%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%B0%91%E7%B4%8D%E8%A8%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%8C%97%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E6%B3%89%E5%BC%8F%E9%83%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E5%A5%B3%E5%BE%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%A1%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BF%A0%E5%AE%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%BF%A0%E5%AE%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%BE%B3%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E8%A6%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E5%85%89%E8%A1%8C
http://bunka.nii.ac.jp/SearchDetail.do?heritageId=23164
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%9C%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E8%9E%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%85%83
http://www.sotozen-net.or.jp/soto/honzan
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%81%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%93%AE
http://www.tsurezuregusa.com/index.php?title=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%85%BC%E5%A5%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://www3.ocn.ne.jp/~mh23/
http://www.odayuriko.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E5%BF%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E7%BE%A9%E5%BF%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E7%BE%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E9%81%93%E9%95%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%B6%AD%E8%A1%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B9%B3%E6%B0%8F
http://keizusoko.yukihotaru.com/keizu/another/genpei/genpei.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%B0%86%E9%96%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A2%E7%AA%93%E7%96%8E%E7%9F%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E9%81%93%E8%AA%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E6%B0%8F%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%9B%B8%E6%B5%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%86%86%E6%B3%95%E8%A6%AA%E7%8E%8B
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_474.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_392.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page2/c-pg2.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_563.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_075.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_154.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_001f.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E4%BF%A1_(%E5%83%A7%E4%BE%B6)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%81%B5
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_589.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E9%81%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%9D%A1%E5%85%BC%E5%AE%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E5%85%89
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E4%B9%9F
http://shinku.nichibun.ac.jp/kokiroku/
http://tois.nichibun.ac.jp/chizu/santoshi_1.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E5%B1%8B%E5%A6%99%E8%91%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%89%AF%E6%BA%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E6%92%B0%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%AE%9A%E5%AE%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%9C%88%E8%A8%98
http://minoma.moe-nifty.com/hope/2009/12/post-9973.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E6%BB%8B%E4%BF%9D%E8%83%A4
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_125.html
http://www.nichibun.ac.jp/meisyozue/kyoto/page7/km_01_549.html
http://www.arch.eng.osaka-cu.ac.jp/~design/nakatani/kozin/niwa/sakuteiki/sakuteiki.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%99%82%E6%94%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E7%BE%A9%E6%99%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F
http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/bk_map/map_top.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%99%82%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E5%B0%8A%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A4%9A%E5%A4%A9%E7%9A%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%92%8C%E6%BA%90%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%B9%B3%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%9B%B4%E6%96%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F
http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/bk_map/mapcase/genpei.pdf
http://ocyaocya.blog.so-net.ne.jp/2010-06-24

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	Text3: 「薬師堂」説有り


