源氏物語研究享受資料二題
稲

賀 敬

タ

フ

二T

いとほいな‑て至ら

サ

マ

もので'時には板木をそのまま綴じこんであったりする3 1七六冊

聴等しというのを拝見した︒宮崎成身という幕臣がこまめに集めた

そのもののようである︒﹁おもひ﹂まであって'以下の﹁きこえ捨

中に︑大島雅太郎氏蔵伝二条為氏筆木は'まさにこの弘兜が見た木

うせて﹂いたというのだがt F拡氏物語大成j所収の河内木諸本の

系の本文を僻えながら﹁おもひ﹂以下の部分が﹁紙のつぎめはなれ

に見える本文である3加えて弘児が出初に見た為氏乃木は︑河内水

系統の諸本へ弘資が記しているのは河内本および別本系の東山文川

相木巻末の本文が﹁はひゐざりなど﹂で終っているのは背表紙木

に記し'最後に﹁文政四年正月源弘賢刻﹂と記している︒

と由来を述べて'相木巻末の本文を﹁志望ま布佐末の﹂云々と丁寧

シ

脚の字をあつめうつして班にひろめ侍りぬ

さてこそかゝる木もありけれとよろこぼしさのあまりに'行成

?smi田1H訂

ぬくまなくたづねもとめtからうじてその末をもとめ柑たり︑

はなれうせて'おもひといふ詞までありへ

‑ ﹁源氏物語性文﹂ と﹃絵本姫文庫﹄

一'源弘賢の﹁源氏物語侠文﹂
‑江戸時代の版本には︑後に﹁何某先生著述目録﹂という類の広告
があげてあることが多い︒そんな中には必ず源氏物語の注釈らしい
名前が含まれている︒しかしそれが本当に刊行されたのかへ広告だ
け出して本屋の方が逃げてしまったのか'小数部数で私どもの口に
人らぬのか︑そのあたりがさっぱりわからないという例によ‑ぶつ
かる︒源氏物語研究・事受史の奥行の広さである︒

という大部なものだが︑その中の第7四四冊目に︑源弘賢﹁源氏物

先日'内閣文庫でF内関文帥未刊史料細目3という 鎚にあるF視

語侠文﹂というのがあった︒1丁表・真の短文で'次のようなこと
若菜下巻にへまかびるさなのと書きさしたるはさもありなん︑

見た完本の河内本相木巻はどんな本だったろうか3弘賢のような学

う︒弘田が見た時は巻子本改装前の形であったであろうかo弘田が

は本来大和綴であったものを後に巻子本に仕立て直したものだとい

て﹂云々は落丁と大成は注している︒大成の凡例によると伝為氏木

相木巻にt はひゐざりなどとまりLをばいかにぞやと︑咋比疑

者の再き残して‑れたメモは'短いものでも研究火染料としていろ

が書いてあった︒

はしかりLを'為氏卿︒の本には此下に数十字ありへ いとめづ

m

(!>f)

らしとおもひっゝよみもて行しかば'それも猶末は紙のつぎめ
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いろな事を教えて‑れる例である︒
lr ﹁絵本姫文庫﹂の源氏享受資料
題目だけ見たのでは枇氏物語の事受虫料であるとは容易に気づか
ぬ種類のものがある︒朔日坪の店頭で仙然手に入れた端本の﹁絵本如
文俳﹂︒F国讃総目録﹄によれば'五冊'月間卵ヨ柵(円下)画だと
ある︒国会図書館に宝膳八年板'京都大学に宝僻十二年板がある︒
﹁日本歴史図絵﹂ (大正九年十月'国民図芸刊) に活字本があると

両と第二丁去半分にかけて給へ残る半分の二丁衣左半に桧解lYJの読

尽:4'りなき封が光のか‑しこそ出る朝日ものどけかりけり (班字

明文を配し'絵の右上に和歌7首を記す.和歌とは'

にはすべて訓みがつけてあるが'繁雑になるので︑以下すべて
略した)

以下へ桧に対する説明文を史料として紹介するために<1文引川し'

次に絵の図柄との対応について若干の解説を加える形式で'放場I
を肘次見て行‑こととする︒

‑(卯TT滋・第二丁襲'説明左半一光出のおとなび姶ふにつけ

)

いるわけではないようである︒架蔵のものは第1冊だけの端本だが'

もいうが'まだ見たことがない︒坂本といってもそう沢山伝存して

蝣

て'いと愛敬づきて御すがたいや高くましませLに︑父みかどの御

!

拡氏物語事受史とのかかわりからいえば︑この一冊だけで充分なの

蝣

みてるをか‑のならひにて'末に乱るゝ色やあらん︑人tEに下川さ

!

いつ‑しみかぎりな‑て'春宮ともとおばしめせば︑博士めして考

せ拾ひて天が下のかためとならせたまはんこそ行末めでた‑おはし

<

である.他は古今尖などで源氏物語と直接関係はない︒
敷しまのふみは名にLをふならの葉の宮に集拾ひし万の言の濃

まさんと申ぬれば'みかども'かしこくも考へ申せLと思しめして'

Sn3

へさせ給へば'松桜を占出したりぬ'拙文に余に上なき卦にはれば'

に始り草の琵しきは伊勢源氏の物かたりにし‑はなしこれを絵

源の姓を約ひて︑御年十二にて元服ましまし'大蔵相冠奉られLよ

この本︑表紙見返しに'次のように記しているO

に写しおふなの子にあたへてあし引の山高‑上りわたつ海の探

き'その節から取り出したとおばしき相子を1冊間いて'何やら弁

公卿が対賭し︑その間に折良帽子姿の男が右脇に5i﹂りの大邪をa

︹解説︺ この以前の絵は︑右に粥形の光淋氏'左に御脱を門に

けり一例点脱文のまま︒句読点は私につけた)

しまさゞりけり'占のどと‑行末いとやんごとな‑さかへさせ姶ひ

じんじゃうにひかりかゝやきてt やうぎじんたいたぐふべ‑もおは

り御装束あらため黙させ拾ひし'御ありさまゝことにすぐれていと

きことわりを柑てん物と舶文伸と越し世に弘ることしかり
題名の由来はこれで明かであろう︒
三'冒頭六条の翻刻︑解説
卯1丁表には﹁千城慕紫封貞烈﹂と大讃する︒これは﹁上﹂の扉
に当るもの'﹁中﹂のはじめには同じように﹁月桁明石中秋夜﹂な
以下'第一丁真と第二丁表の見開きに1場山を当て︑第 h真金

どとある︒
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じている︒おそら‑正面の御節の中に桐壷帝︑これに正対して勘文

文庫は'子女にわかりやすい場面ということで'高斑相人を避け'

お次の絵の説明とあわせ見られたい︒

博士の大和相の方を図柄にえらんだものであろうか︒この点は︑な

図柄へ説明文の両者からわかるように︑この場面は﹁源氏物語﹂

を説明する博士'その左右に光源氏と侍臣を配した図柄である︒

2 (第二丁裏︑第三丁表'説明上欄) 源氏北山へおはしませし折

の桐壷巻'帝が皇子の将来を決定するために︑良子を相する所であ
る︒源氏原典では'光源氏の観相は高瓦の相人によってなされる︒

のまだおさな‑て尼封の御かたにおはせLが上脱しきに見とれ給ひ

て'めのとの小約言にむつびよりて︑都に迎へて見奉らぼやとの給

から例の御好こゝろなれば'そこら忍びありかせ給ひしに'紫の上

とあるから'﹁姫文純﹂は高皿の相人の方は省略Lt大和相の切を

‑て'姫岩を具し奉りて都の二条院へうつりぬ︑おとなし‑なり拾

その後で﹁帝かしこき御心に大和相をおはせて﹂という段取りにな

図柄にえらんだことになる︒そしてこの博士の大和相は'上なき位
に昇ると﹁末に乱るゝ色やあらん'人臣に下居させ拾ひて天が下の

源氏限りな‑めでさせ給ひぬ'源氏の時めかせ給ふにつけて︑いと

るのであって︑図柄の説明によると﹁博士めして考へさせ給へば﹂

かた功とならせたまはんこそ行末めでた‑おはしまさん﹂という結
論だったのだから'その内容は'源氏原文で高髭の相人が申したこ

めでた‑さかへさせたまひけり

端に惟光'良清らしい侍臣二人へ その間に紫上と乳母少納言を配す

︹解説︺ この切面の絵は'桜の咲いた山道の左端に光源氏へ右

ふにつけて御姿もいとみやびかに御心のほどもやさしかりければ'

ヘビへ小約言も此事いかゞあらんと占て'松桐を指たりしかば嬉し

ととはば一致したということになる︒
であり'その﹁卦﹂は﹁松桜﹂というあたりは'﹁姫文腿﹂の完全

らは遠い︒大阪女子大本﹁源氏物語絵詞﹂が若紫巻で示している絵

を伸して乳母の袖をおさえて︑意中を語る図柄である︒源氏原典か

ここまでは'そういうふうに何とか説明がつ‑が'大和相は﹁占﹂
な創作である︒
大阪女子大学蔵﹁源氏物語絵詞﹂は室町時代の筆で'﹁汲氏物語﹂

の場面指図は次のようである︒

る︒光源氏一行と紫上一行とが山道で行き軍っ瞬間︑光源氏は左腕

の各巻々の絵にするに通した場面と'その図柄を説明した興味探い
月)︒これにも﹁かうらい人の相人に源氏

史料でありtT既に社製がある (大阪女子大学EI文学科紀要﹁女子大
文学﹂第19号へ昭和

柱によりゐてとあり︑女房たち二人子共あるペLへすゞめの子

きやうそ‑のうへにきやうをよむ四十あまりのうば君也︑中の

斗卸供にてのぞき給ふ'すだれすこしまきあげ花をたてまつる'

○北山に比三月末'卯月1日比也へ柴がきあるべし︑源氏'惟光

源七つ八つ比か﹂とあって︑高濫相人観相の場は図柄として定着し

も多く作かわし給ふ'ろ‑共天子よりも相人よりもたがひに奉る'

をにがしたるをしたふて︑むらさきの上の衣束白き衣'山吹な

をみせ給ふ'右大弁つきて行︑東寺の辺欺'弁も相人も源氏も句ど

ていたようだし'絵入源氏物語の類もここを扱ったものが多い︒姫
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O
f
)
はすぐれぬ朝顔の花のさかりはすぎやしぬらんなど読て通しなど︑

折につけつゝ恋渡らせ給ヘビ︑朝顔の君末々の事もいかゞやあらん

どのなれたるきて'かみはあふぎをひろげたるやうにとあり
これは若紫巻の中で鼓も背名な域再往の子を逃がした時の紫上の

と・占j姶ひて'松橘を柑拾ひぬれば'いよいよ御こゝろかた‑ましま

くもてなさせ給ひしによりて'世の人に見おとさるゝこともな‑︑

して︑おもしろき卿かへしなどは折に付てありぬれど'一生つれな

様である︒
などに火とばし有へLt僧都は三昧堂にてしよ夜おこなゐ給ふ'

みさはめでた‑きこへさせ給ひぬ︑五十m帖の内にて烈女にぞおは

〇個都の所へ源氏行拾ふて'朽木色々'やり水'月なき比へ燈餌
源氏は共間にうば封とものかたりの所也︑次にびやう風あるべ

しましけり

︹解説︺ この場面の絵は'部屋の中央に二人の女性が柏対して

し'共形にむらさきのうへあるペLt源扇子あるべし
以下六場面については引用することを略す︒

氏からの文であろう︒これだけでは絵にならないものだから左の空

いる︒1人は立ち姿︑1人は膿まづいて文箱を差し出している︒源

紫上が二条院へ迎えられた事の二点でまとめ'簡略を旨とする︒し

らぬ道具立て'朝顔の脈ガが柿を飼っていたとは'源氏原文にもち

間に犯を1匹すわらせている︒獅は女三宮物語‑らいでなければい

ともかく﹁姫文挿﹂の説明は'若紫巻の光源氏と紫上との出会い'
かも附略にしたはずの説朋の中に'またもや﹁占﹂の話が出て来る︒

∵i'^‑.‑1'.!

芋︑

t

を通じて評価はさだまっているが'﹁姫文肺﹂にいう﹁烈女﹂とも

げ一

引用の誤りである︒朝顔の姫封を﹁みさはめでたく﹂へ貞女であると

説明文中の﹁見し折の﹂の歌は第二句﹁露はすぐれぬ﹂とする︒

ろん所見はない︒

乳母の少納言は︑紫上を都へ迎えたいという源氏の申出に対する判
断を﹁占﹂に求め'﹁松桐を柑﹂て'富と判断し︑二条院へ移った
のだという︒源氏原典で'源氏が急に紫上を串で二条院へ迎える時
は︑﹁少納言とどめ甲乙む方なければ'よペ縫ひし御衣どもひきさ
げて'みづからもよろしき衣着かへて﹂串に乗るのであって︑とて

なると'現代人の語感ではついて行けない︒
特に注意されるのは'胡既の姫君が源氏に対応するのは︑ここで

も﹁占﹂などする暇はないのである︒

も﹁占﹂で決めたとある点である︒﹁占給ひて松橘を得給ひぬれば﹂'

なおへこの絵の右端には次の歌がある︒
行末はたとへ遠‑と植ぬればかひある春に花や咲らむ(以下'

らせ給ひしに'加茂祭の折柄'忍んでかたらひ給ひし女のかたゆか

4(第四丁表︑第五丁表︑説別上欄)源氏中川のほとりの忍び通

源氏へ拒否姿勢を貫く決意をしたとある.

歌は引く事を略すことにする)

析ガにて'御すがたならびな‑おはしませLが'御心ばせやさし‑

5(罪三丁裏'第四丁表'説明左端)朝がほの邪は式部肺の宮の
情のみちにもうとからぬに'源氏こ〜ろをよせ拾ひて﹁見し折の露
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らひしやどの朽枇はと巾ければ'内にはわかやかなる声して打をは

へして'是みつしてか‑なん﹁おちかへりゑぞ忍れぬ時鳥ほのかた

を和紙ひたりしかば'今は討てもよしなしと思せど'またおほしか

ぎすE̲?てわたる'もよほし悶えがほなれば'占牧出て見給ふに梅竹

もこの作は1こともふれてはない︒説明の前半は末摘花巻であるが'

であるが'ここでは絵にもごく自然な姫君の容貌が描かれ'説明に

花といえば'普賢背離の乗物(聖 に似た界が容貌の特色をなすの

とになろうか︒傍に燈火がともっているから夜なのであろう︒末摘

前に座るもう1人の女性は'説明と対応するとすれば乳母というこ

︹解説︺ この場所の桧は'中央に末摘花と思われる女性'その

ひけhソ

めきて﹁はとゝぎす節とふ声はそれなれどあなおほっかな五月雨の

後半は源氏が須磨へ行った後へ蓮生怨にかかわるものである︒好走

しくおぼし出られ'すぎがてにやすらひ給ひしに'おりしもはとゝ

空とばかり云出して'また音もせずなりければ'これみつも此女の

的に解すれば﹁姫文川﹂の作者は末摘花巻の慨女の像より'慈生怨

のいじらしい彼女の方に苅点をFjいて諮いたとも言えるが'やはり

︹解説︺ この場面の桧は'左の垣根の門の所に惟光らしい男が
立ち'方に光源氏と随身らしい符則した男とが'空を仰いでいる︒

えば教訓の題材にあうHEiを強調することだったのであろう.もう

基本にあるのは︑困苦に耐えて源氏の帰洛を待つ彼女へ いや更に言

外にこゝろのうつりぬると思ひ'うへしかきねもとばかり云て出ぬ

1以面3ここでも源氏は﹁占取出て見拾ふに'梅松を得﹂て︑﹁今

7少ふみこんでいえば'彼女が自分の迅命を﹁占﹂に肺けた場所を

空には鳴いて過ぎる時鳥が7羽描いてある︒巷としては花散坦巻の
は 竺Jもよしなし﹂と判断を下している︒

かど︑ほどな‑封はすまへ‑)‑Jすらへ給ひぬ︒おやはらからもおはし

ざしのいとやさし‑おはしませLが'源氏に逢なれまいらせ給ひし

内容を塑ホしない例はこの次の均丙も同様なので'もう7つだけ'

邦﹂の内容が'先々のように明示してないのである︒実は﹁卦﹂の

比の卦を得たりしかば﹂とは㌫いているけれども︑﹁占﹂の﹁此の

ただ'この末摘花の場合は'前の三例とちがって︑﹁占せ拾ふに︑

作り出すことが眼目だったのかもしれない︒

まrJゞりしかば'かゝりし後は灘とふ人もなく次第におとろへさせ

実例を眺めてみることとしよう︒

5一節五丁表'第六丁表'説̲〃j上欄)末つむはなの君は御こゝろ

*?5ひしかば'めのとなどもtか‑ておはしまさんよりまたこと人に
ろふべ‑もおはしまさねば'占せ姶ふに'此卦を得たりしかば︑た

もおぼしなされて'おそれおぼしめLをはしけるに'あかしの国へ

かどの御けしきたがひぬれば︑月やあらぬ花やあらぬと詠しかたに

る (第六丁襲'第七丁滋'説明上欄)折氏瞳月夜の御事にて'み

も和み給へかしなどす〜めまいらするに︑いとゞ物うくて世になか

ださへ御こゝろのかたきに'いみ ‑ みさはを守り給ひて源氏を符

さすらへ給へばへいとゞこゝろばそく'いつしか都の空を詠る叫もあ

i>ォ.ォ

的ふに︑ほどな‑めしかへされ給ひ︑あれたる家居などつくろはせ

51]由E:

御こ〜ろの正しきにめで1'むかしにもまさりててうあひせさせ拾

‑48‑‑

へを比んと此勲写っらなひ得たりしかば'か〜る御告のあればと末

りなんやとおぼせば'わが身さへつれな‑せんかた陀て'神のおし
たのもしくおぼして,なをなを住吉の神‑に祈りLLるLにや'

二

・

主⁚'小早

"=‑蝣蝣.'・蝣蝣・'蝣>':

され的ひ,むかしにもまさりてめでた‑さかへさせ拾ひけり

鴫におはせしかどみとせの後︑みかどの御こ1ろ和らぎてめしかへ

前説i

配した中に,馬上の光源氏をかこんで︑馬の口取りへ式など︑従者
計四人が,海浜を行‑様である︒説明の文との照応でいえば源氏の
須磨下向(説明の文に'須磨のことばはなく﹁あかしの国へさすら

応ここまでにして'以上見て来た所をまとめへその問題点にしぼっ

て,以後の部分を参考にしつつ'若干の祁注を加えることにしょう︒

四'﹁占い﹂で行動する登場人物たち

﹁舶文帥﹂の源氏解説の特色は'以上の例文でわかるように'各

埼11‑‑で発以する人物についてへ必ず﹁占い﹂の記事が加えられてい
る点である︒その﹁占い﹂は﹁松桜﹂のように﹁占い﹂の内容が具

体的に塑ホしてあるものと'そうでないものとあった︒今'その状

l 光源氏の将来﹁松桜﹂・︹絵・松松︺

況を'全体的に照即してみよう︒

2 紫上の将来﹁松桐﹂・∩絵・松梅︺

3 朝顔姫粥の決断﹁松橘﹂・︹絵・松橘︺

4 源氏︑中川の女を占う﹁梅松﹂・∩絵・梅松︺

5 末摘花の将来﹁(ナシ一﹂・︹絵・梅梅︺
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へ給へは﹂とのみあるのは'先の5で既に須磨下向のことにふれた
からであろう︒あるいは明石上へ通う図か︒)須磨まで馬で旅した
光艇氏というのもいかがかと思うが'説明の文中に﹁月やあらぬ﹂
の業平の歌を引いて文飾としている点から見ると'これはどうも業

6 汲氏︑須磨での占い﹁(ナシ)﹂六絵・梅橘︺

7 源氏へ随月夜の君との縁を占う﹁(ナシ)﹂・∩給・橘松∪

平の図柄にヒソトをえたものであろう︒業平の東下りの図を摸した
ものかと思われる︒
ここでも都から退居した光源氏は'我が身の将来を﹁占﹂にまか

8 源氏の扇合﹁(ナシ)﹂六絵・松梅∪

匂官'六の対と契る﹁楓橘﹂・︹桧・楓橘∪

茄︑大君との仲を占う﹁楓梅﹂・︹絵・楓梅︺

玉輿初瀬参謂を決意﹁楓松﹂・︹絵・楓松∪

源氏へ紫上を夕霧の垣間見Lを知る﹁梅橘﹂・︹絵・梅橘∪

放氏︑秋好中宮に対し自制﹁梅菊﹂・︹絵・梅菊︺

明石上'姫君を二条院へ渡す﹁(ナシ)﹂・︹絵・橘菊U

英上の祭見物﹁(ナシ)﹂・︹絵・橘橘︺

すのだが,﹁此卦を﹂と書きながらへその﹁卦﹂の具体的を内容を
mI﹂いていないo前条と同様である︒
﹁姫文狸はこの須磨の怨のあたりで'物語の筋の上での1段落
をつける︒第七丁表一面を使って﹁琴の音も及し物を四つの緒をひ
き伝てし須桝の浦風﹂と歌1首'続‑第八丁表には﹁月活側石中秋
攻﹂と大書する︒この節八丁表の形式は'鐸﹁丁表と同様'次の部
分の扉に当るもので'版外のどにも第七丁某が﹁上ノ十﹂'罪八丁
班が﹁中ノことある︒私の﹁姫文建本文へ絵の紹介︑翻刻は一

9
15 14 13 12 ll 10

16 宇治富の雛封の井へ
大君﹁竹梅﹂'中射﹁竹松﹂・∩絵・竹松︒伯し絵を一葉追加し
ここに竹松︺
17 常陸守'左近少将を的取る﹁竹橘﹂ ︹絵・竹橘U
以上を通覧してわかるように'">‑3は﹁占い﹂の具体的な内容を
塑ホせずに﹁占ひ姶ひて此卦を指拾ひぬ﹂という形で書かれている︒

る︒とすれば'各場面の絵に加えられた歌も'場面に即した歌であ

るよりは'占いに付随する性格が強いのであろう︒今でも'おみ‑

じに'道歌めいたものが付されているのと同じ発想かと思われる︒

五'教科書としては不合格の﹁絵本姫文庫﹂

﹁姫文庫﹂の著作意図が'本稿の冒頭に引用した表紙見返しに言

によって高い身分となる運命を予見すること︑﹁わたつ海の探きこ

とわりを得﹂るとは﹁占い﹂によって天地自然の命数を察知できる

う所と背反しないためには︑﹁あし引の山高‑上り﹂とは﹁占い﹂

気づ‑︒今列挙した諸例の最後に︹絵︺としてあげたのがそれであ

いう和解をしな‑てはならない︒オカルトブームに火をつけへ売卜

という郡に気づかせる ‑ そういう意味で﹁姫文姉﹂は書かれたと

しかし'﹁占い﹂の内容が明示されている例について見ると'その

って'1桐壷巷の例のように︑絵の場面の中に書き入れられ'障壁

具体的な草木の組み合わせが︑絵の方に書き入れられていることに

画として﹁松﹂が舛lIかれているかと錯覚されるものもあるが︑大部

m

この作者は︑だから先へ進むに従って﹁源氏物語﹂の知識のあや

業者の商売を助ける宣伝のために'この本は作られたのかもしれな

しさを紅里する.先にあげた十七項目の場面からも既にお気づきの

分は'桧の一隅に(多‑は枠でかこって)かかけられている歌のま
致しないもの T2)もあるが'ォ^d‑^は完全は一致しする︒

郡と思うが'8源氏の扇合などという場面が作られる︒話はこうで

わりに古き入れられている︒﹁占い﹂の説明文中の叩木が'桧と合
従って説明文に算木名を塑ホしないL0‑2も'実は絵の方で祈って
28﹁絵・松柏﹂が7致しているかへ2は本文に﹁松桐﹂とある

あることになる︒

木名をS示していないために起った現象か︑あるいは'6が歌を記

占はせ拾ひぬれば︑御心もさわやかになりて'思しうかみぬるまゝ

光琳氏もそのメンバIとなった︒﹁戯に此拙文とりいでゝ'此卦を

﹁桐砧のおゝんみかどの御・2︑内には扇合を好ませ拾﹂うたので︑

ある︒

した相の左上に﹁梅﹂'左下に﹁橘﹂を配するのに対して'12が枠

に'細やかなる只骨のいとじんじゃうなる扇に︑菜の餌のおかしき

のが正しいのであろう︒^の﹁梅橘﹂の7敦は'6が説明文に草

の右上に﹁梅﹂'左上に﹁橘﹂を配するという'配朋jの仕方で封も

はしぐ‑吉て出させ給へば'自余の'こゝろをつくせし扇も見おと

ら‑絵合巻からヒソトをえての創作である︒

りせられて'此君のざへを称歎したりけり﹂というのである︒おそ

変るという邪であろうか︒
ともかく12に本文と絵の不7敦があるけれども﹁姫文頗﹂は'
﹁占い﹂について異常な関心を持って古かれていることは明確であ
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ない.国語科教育史の材料になるか石かも不明のまま'この資料を

こか別の所にあるのかもしれない︒その本音'意図の所在は明確で

野山硯家教授の退席記念に捧げたい︒

11淋氏が秋好中宮に対して自制心を働かしたという場面の絵も面
ox

江入楚﹂と讃いてある︒﹁源氏物語﹂の登場人物たちの他界に'既

(本学文学部教授一

白い︒秋好中富の居室にかざってある本箱には'れいれいしく﹁明

16宇治の姫㍍たちの碁というのもおかしな話である︒﹁宇治の宮

に﹁源氏物語﹂の注釈書が出廻っているというわけである︒
の脈封達'井を打的ひて'三ばんに数壱つ勝給ん方に花をよせてん
と戯れ聞え拾ふ﹂というのだからへ実は八宵の射れたちの市ではな
17常陸守が左近少将を婿取る場面というのも面白い︒﹁ひたちの

‑'竹河巻の玉賓の姫封たちの話である︒

て'わか上達部などけさうしあへる中に︑左近の少将とて廿二三は

守が小娘のいとわか‑愛敬づきて'情の道にもうとからぬを伝へ聞
かりのほどにて'こゝろばせしめやかたに才ありといふ方は人にゆ
るされたる人の'みやぎといふ女を中立に頼てさま!1いゝよりけ
れは︑ひたち占敬いでゝ見るに︑竹橘を柑たりしかば'やがて少将
を封にとりて'千代を寿‑さかづきに'相生の松に色そひて︑なみ
におめでたいお話3 ここでは浮舟のおかれた境遇などは彫かたちも

はこすとも替らじと'むすぶゑにしぞめてたかりけり﹂という'誠
ないOなかだちの﹁みやぎといふ女﹂などはどこから思いついた事
﹁脈文旅﹂冒頭の効能古きによれば'これもl種の子女教育の教

なのであろうか.

こで紹介されている淋氏物語の説明内容には相当なでたらめが含ま

科湘Hの役割りを荷うものである︒しかも以上述べて来たように'こ
れている︒当世の文部省検定教科書弛みに行けば'合格おぼつかな
い内木水準である3教科詔だとうたうのは建前であって'本音はど

