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2013.11.10 H.TsubakiNo.31

備忘録小論攷週刊

いまから30年ほど前の写真

左から、

私の長女(妻の兄の長男をだっこしている)

妻の妹の長女

私の長男

妻の妹の長男

漢籍あれこれ
【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑨海鹹河淡 鱗潛羽翔◆カイカム、カタム リンセム、ウシヤ57 27】

ウ◆ ＝ （しお）からい。鹹も鹽も （ろ）を含む字。鹵は岩塩。海水からとるものを という。鹹 鹽 鹵 塩

2013.09.16◆鱗は魚や竜のたぐい。羽は飛鳥のたぐい。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑩龍師火帝 鳥官人皇◆リヨウシ、クワテイ テウクワン、ジ58 28】

羲（フッキ）・炎帝・小皞（コウ）」を指す◆「 」、ンクワウ◆ 龍師・火帝・鳥官 は 伝説上の帝王 伏 人皇「 」 、 「

2013.09.16「三皇（天皇(ﾃﾝｺｳ)・地皇・人皇）」を代表させる。李暹注は春秋左氏伝を引く。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑪始制文字 乃服衣裳◆シセイ、モンジ ナイフク、イシヤウ59 29】

◆「乃」はこの場合漢音で「ダイ」とよむべきであろうが 「千字文音決」では呉音の「ナイ」とな、

2013.09.21っている。そこで岩波文庫版は「ナイ（ 」とする。ママ）

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑪始制文字 乃服衣裳◆意味するところの大要は 「伏羲の王60 29】 、

朝になり始めて文字をつくり、黄帝の御世になって衣裳を着用するようになった 」◆李注には「文。

2013.09.21字を作った 「衣服を作った岐伯(ｷﾊｸ)」の逸話あり。割愛す。蒼頡(ｿｳｹﾂ)」、

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑫推位讓國 有虞陶唐◆スイヰ、ジヤウコク イウグ、タウタ61 30】

ウ◆舜(有虞)と堯(陶唐)は、夫々の位を推しすすめ國を臣下に譲った。◆定位は、堯(ぎょう）→舜

2013.09.24（ ） （ ）、 。 。しゅん →禹 う の順◆ 堯舜の逸話は次回 字におさめてみようと思う李注の 140

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑫つづき◆帝は、自分の子に帝たる資格がないと、徳のある者62 31】

に帝位を譲る◆歴代の皇帝がそうした事例は皆無。◆そんなことを理想だとして麗々しく言い立てる

のを「神話」という◆「神」＝《脳の非理性的活動の産物》であるから 「神話」とは言い得て妙で、

2013.09.26ある。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑬弔民伐罪 周發殷湯◆テウミン、バツサイ シウハツ、イン63 32】

桀王を伐ったのが殷の湯王（殷王朝の祖）→暴君紂（殷の最後の王）を伐ったのが周の武王タウ◆夏の暴君

2013.09.26（發）◆武王をたすけたのが太公望と伊尹（後述67）◆「 」は「タミヲアハレミ」と訓する。弔民

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑭坐朝問道 垂拱平章◆サテウ、ブンタウ スイキヨウ、ヘイ64 33】

シヤウ◆朝廷にいて道を求め、手を拱(ｺﾏﾈ)いて公正に民を治める。◆天子は謙虚に道を求め、上座

にいて手を拱いて(余計なことをせずに)いるのが、百姓（ヒャクセイ）平章の要諦である（李注）

2013.09.26
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【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑮愛育黎首 臣伏戎羌◆アイイク、レイシユ シンフク、ジウ65 34】

キヤウ◆「黎（くろ）い首」＝「庶民」＜無冠で黒髪のままだから。◆「戎羌」は 「東夷、西戎、、

北狄、南蛮」をいう （ 羌」は中国北西部の民族。五胡の一つ）◆こんな短文にも庶民蔑視・中華。「

2013.10.03思想が

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑯遐邇壹體 率賓歸王◆カジ、イツテイ ソツヒン、クヰワオ66 35】

◆遐（遠くの）者も邇(近くの)者も一体となって、率（みんな）賓（従い）王に歸す（服す）◆明王

2013.10.03が国を治めると、遠近の民が連れだって来て帰順することだという （李注）。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑰鳴鳳在樹 白駒食場◆メイホウ、サイシユ ハクク、ショク67 36】

チヤウ◆「鳳凰は木の上でなき、白駒は畑で草を食べる」というのが一般的な解釈。◆古文に、鳳凰

は「 」とある。◆鳳凰が降りた「樹」は竹林であろう梧桐に非ざれば棲まず、竹実に非ざれば食せず

2013.10.11か。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑱化被草木 賴及萬方◆クワヒ、サウモク ライキフ、バンハ68 37】

ウ◆「化」は、王化・徳化のこと 「頼」は王化を享受すること。◆「王が聡明で徳に厚ければ、王、

2013.10.11化は草木にまで及び、近隣の諸国も従う 」というほどの意味か。。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑲蓋此身髪 四大五常◆カイシ、シンハツ シタイ、ゴシヤウ69 38】

◆蓋は助辞「そもそも 、此「われわれの 、身髪＝身体髪膚◆四大（地水火風 、五常＝五徳（仁義」 」 ）

礼智信）◆人は四大よりなっていて、五常をそなえているのだからそれを実践すべきである。

2013.10.15

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆⑳恭惟鞠養 豈敢毀傷◆キヨウヰ、キクヤウ キカム、クヰシ70 39】

ヤウ◆「恭(つつしんで）惟（おもう 「鞠養(養い育てる)」◆「豈敢（どうして、敢えて 「毀）」、 ）」、

2013.10.15傷(身体を傷つける) ◆身体髪膚受之父母 不敢毀傷 孝之始也 孝経 由来であろう」 、 、 。（ ） 。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )女慕貞絜 男效才良◆絜は潔に同じ「女は貞潔を慕い」◆71 40 21】

效は効（ならう・まなぶ）に同じ 「男は有能・有徳の人を見習う」◆李注は、夫の死後再婚をしな。

いと誓った沛（はい）の人周都の妻と日南の張重の故事を載せる （典拠を調べるのはパスする）。

2013.10.21

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )知過必改 得能莫忘◆チクワ、ヒツカイ トクノウ、バク72 41 22】

バウ◆過ちに気付いたら、必ず改め 大切なことを学んだら、忘れるな◆李注は、論語学而「子曰、

」 。 （ ） 。…過則勿憚改 を引く ◆学んだことを忘れるのは子貢の言った三費 三つの浪費 の一つだという

2013.10.21

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )罔談彼短 靡恃己長◆バウタム、ヒタン ビシ、キチヤウ73 42 23】

◆他人（彼）の欠点（短）をあげつらう（談）なかれ（罔 、自己の長所を誇る（恃）なかれ（靡））

2013.10.28◆「恃」は「タノム」と訓ずる。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )信使 可 覆 器欲 難 量◆信（まこと）は覆（かえ）ス74 43 24】 レ レ レ レ

ベカラシメ 器は量（はか）リガタカラムト欲ス◆覆は復（くり返す）◆約束したことはくり返し守

2013.10.28り、自らの器量・度量は他人にははかりがたいほどでありたいものだ。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )墨悲絲染 詩讃羔羊◆ボクヒ、シゼム シサン、カウヤウ75 44 25】

◆墨 羔（こひつじ）羊の温翟（戦国時代の思想家）は糸（人間の本質をさす）が染まるのを悲しみ、詩経は

2013.11.03順さを讃える。

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )景行維賢 剋念作聖◆ケイカウ、ヰケン コクネム、サク76 45 26】

セイ◆景行＝りっぱな行い、維＝コレ、剋＝克＝能く（よく 、作＝（ト）ナル◆りっぱな行いをす）

2013.11.03る人は賢人であり、よく考える人は聖人となる。



- 3 -

【漢籍あれこれ（ 『千字文』 ◆( )德建名立 形端表正◆トクケン、メイリフ ケイタン、ヘ77 46 27】

ウセイ◆徳建タバ名立ツ、形（身体）端（＝正）ナレバ表（容貌）正シ◆徳がたしかに定まれば、名

2013.11.03声もあがり、身体の動きも容貌も端正になる。

【第３回】枕冊子より
【枕冊子 】◆第６段「大進生昌が家に」⑨◆清少納言の博学にすっかり敬服した生昌は、兄の中26

納言にも話し、中納言がやはり感心したことを彼女に伝えるためにわざわざやってくる。◆「兄の中

納言」とは平惟仲のこと。藤原有国とともに、摂政藤原兼家から「我が左右の目なり」といわれたほ

2013.09.06どの才人。

【枕冊子 】◆第６段⑩◆ただし、平惟仲は俊才であったが藤原公任から「故実を知らず」といわ27

れたことがある、という （朝日日本歴史人物事典）◆詳細に立ち入ったらきりがないので、そうい。

2013.09.06う評価もあったということにしてこの項は終わる。

【枕冊子 】◆第６段⑪◆しかし、ほめられても清少納言は、いっこうにうれしがらず、生昌の行28

動を批判がましく言う。中宮は生昌の実直さを弁護して、清少納言によいようにとりなす。というと

2013.09.06ころで第６段がおわる。

【枕冊子 】◆第６段⑫◆中宮「おのがここちにかしこしと思ふ人の誉(ﾎ)めたる、うれしとや思ふ29

2013.09.06と告げ聞かするならむ」とのたまはする御けしきも、いとめでたし （第６段おわり）。

【枕冊子 】◆第７段うへにさぶらふ御猫は◆一条天皇が可愛がっている猫（ 命婦のおとど」とい30 「

う名の猫）が縁先で寝ていたのをみた馬の命婦が「まあ行儀の悪いこと。翁丸(犬の名前)、咬んでお

やり」と冗談を言ったところ、翁丸はほんとうにとびかかった。 というのが話の発端である。----

2013.09.14

【枕冊子 】◆第７段うへにさぶらふ御猫は②◆一条天皇のかわいがっていた「命婦のおとど」と31

いう猫をいじめたので、翁丸は罰として犬島へ追放されることになり、陣外にすてられた。◆翁丸が

追放された後、女宮たちがそれを追憶していると、三、四日たった日に、犬のひどく泣く声がする。

2013.09.14

【枕冊子 】◆第７段③◆御厠人をしている者がやってきて、追いはらった犬を蔵人が打っている32

というので翁丸だと思ってとめにやったが、死んだので捨てたという。その夕方腫れあがってみじめ

。 、 。なようすの犬が歩いている 翁丸をよく知っている右近まで呼び出して見せるが 違うだろうという

2013.09.14

【枕冊子 】◆第７段④◆あくる朝、作者が中宮様の御 櫛（けずりぐし）に奉仕していると、昨33 梳

夜の犬が柱の下にうずくまっているので、作者が「ああ、昨日は翁丸をかわいそうな目にあわせた」

というと、その犬がぽろぽろ涙を流して泣き出した。それではやはり翁丸だったかと気がつく。

2013.09.14

【枕冊子 】◆第７段⑤◆翁丸は天皇の怒りをはばかって、人間のように恐縮していたのだと、た34

いそうほめられ、前のおとがめも許されたのである。◆ 以上が第７段の要旨。◆犬好きの私には----

2013.09.14身につまされる話である。

【枕冊子 】◆第７段⑥◆一条は「この翁丸打ちてうじて、犬島へつかはせ。ただいま」といった35

とある。◆清少納言は「心中かわいそうでならなかった」と書いている 「あはれ･･･かかる目見む。

2013.09.18とは思はざりけむなどあはれがる」
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【枕冊子 】◆第７段⑦◆当時（長保２年 「一条」は 歳、中宮定子は 歳、清少納言36 1000AD 21 25）

は ＋α歳。◆一条の資質がかいま見える。ここから読み取れる彼の資質の特徴を分析するのも面35

2013.09.18白い。

【 】 、 、 。 、 。枕冊子 ◆第８段◆正月一日 三月三日は いとうららかなる 五月五日は 曇り暮らしたる37

七月七日は、曇り暮して、夕方は晴れたる空に、月いと明く、星の数も見えたる。◆一、三、五、七

2013.09.22… 日本人の奇数好きが表れていると思う ◆対照的に中国人は 八 が大好きみたい、 。 「 」 。

【枕冊子 】◆第８段②も奇数（９です）◆九月九日は、暁方より雨すこし降りて、菊の露もこち38

たく、おほひたる綿なども、いたく濡れ、うつしの香ももてはやされたるつとめてはやみにたれど、

2013.09.22なほ曇りて、ややもせば降り落ちぬべく見えたるも、をかし。

【枕冊子 】◆第９段◆よろこび奏するこそをかしけれ。後をまかせて、御前の方に向かひて立て39

るを。拝し舞踏しさわぐよ。◆舞踏（ぶたふ）は、拝礼の作法の一つ。朝賀・即位・節会・叙位・任

2013.10.01官・録を賜るときなどにおこなう拝舞。

笏、立左右左、居左右左、取笏小拝、立再【枕冊子 】◆第９段②◆「拾芥抄」には「舞踏事、再拝置40

拝」とあるという（ ）◆庭におりる→はじめ再拝→笏を右の地上に置く→立って左右左と身をひ岩波文庫の註

2013.10.01ねる→座って左右左と身をひねる→笏を取って拝す→立ってまた再拝する。

【 】 【 】 （ ）。 。 、枕冊子 ◆第９段③◆しゅうがいしょう 拾芥抄 中世日本の類書 百科事典 全 巻 歳時41 3

経史、和歌、風俗、百官、年中行事など 部。中世公家の一般的教養や諸制度、習俗などがよくわ99

2013.10.01かる。◆国立国会図書館デジタル化資料で第３巻が見られる。http://p.tl/EzzH

【枕冊子 】◆第１０段 今内裏のひむがし（東）をば、北の陣といふ。◆清少納言と権中将(源成42

信)の会話が軸。◆話題になるのは、背の高い定澄僧都のこと。◆ ６月に内裏が焼失し、太政999AD

2013.10.05官庁に仮皇居。その東を北の陣とよび、高い楢の木がある。

【枕冊子 】◆第１０段②定澄◆「大日本史料」長保２年( )３月１７日の条に「僧事、……43 1000AD

律師定澄を興福寺別当に補す」◆ 長保４年( )６月１５日「権少僧都定澄をして、大和室生龍1002AD

2013.10.05穴社に雨を祈らしむ」

【枕冊子 】◆第１０段③定澄（つづき）◆寛弘１年( )１２月３日「道長、大僧都定澄をし44 1004AD

て、土御門第に於て、大般若経等を供養せしめ……」◆長和４年( )１１月１日「興福寺別当1015AD

2013.10.05大僧都定澄寂す 、とある。」

45 669AD 710AD【枕冊子 】◆第１０段④山階（やましな）寺◆ 藤原鎌足、山城に山階寺を創建◆

山階寺を奈良に移し、興福寺と改称。◆奈良時代、平安時代をとおして興福寺は山階寺とよばれてい

たようだ。◆本文に「 定澄が）山階寺の別当になりて」とあるのは長保４年( )のこと。（ 1002AD

2013.10.05

枕冊子 ◆第１０段⑤権中将－源成信 村上天皇皇子致平親王の子◆ 大日本史料 長保( )【 】 。 「 」46 1001AD

３年２月４日の条に「従四位上右近衛権中将兼備中守源成信……出家す」◆寛弘３年( )２月1006AD

2013.10.05１１日「源成信の昇殿を聴す（ゆるす 」とある。）

【 】 「 （ ） （ ） 」枕冊子 第１０段⑥◆ 定澄僧都 じょうちょうそうず の枝扇 えだおうぎ にせさせばや47

と◆源成信が 定澄は背が高いので 高い楢の木を伐って 扇の枝にすればお似合いだ と言った の「 、 、 」 （

2013.10.13を清少納言が聞いていた 。）

【枕冊子 】第１０段⑦◆定澄が参内したとき「高き屐子（けいし＝下駄）をさえ履きたればゆゆ48

しく高」かった。私（清少納言）が、権中将（源成信）に「どうしてあの楢の木の枝扇を定澄に持た

されないのですか」と言ったら、◆権中将「もの忘れせぬ （あなたは物忘れしない人だねェ）と笑」

2013.10.13いたまふ。


