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ABSTRACT 

This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage 

studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net 

Society which went in "the Yoshimizu Shrine" which is Yoshino District, NARA, an area of Sacred 

Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range. About shrine environment, the writer 

analyzed data by a scientific management method. 

Yoshimizu Shrine is former Kissuiin. The foundation is priests' living quarters of the Yoshino 

mountaineering asceticism sect of Giyoja Enno in the Hakuho year 1,300 years ago.Yoshimizu Shrine 

was founded as Kimpusen-ji monk, kissuiin, Anshitu of Ennogyousha's rest.When Nanboku-chō 

period, 96th Emperor Go-Daigo Senkou to Yoshino, Karimiya was set up in Kissuiin with the help 

of Soushinhouin and set as temporary residence. 

96th Emperor Go-Daigo, the former palace of Nanchō, has enshrined Kusunoki Masashige and 

kissuiin-Soushin-Houin who were faithful. Yoshimizu Shrine has haishi Kusunoki Masashige and 

kissuiin-Soushin-Houin which were loyal subjects of Nanchō. In the year 1399, Emperor Go-Daigo was 

fighting Ashikaga Takauji, Escaped from Kazanin in Kyoto, former Yoshimizuin to The Southern Court 

(Nanchō), It was decided as Karimiya.Yoshimizu Shrine was former palace of former Kissuiin Nanchō 

under the aus of kissuiin - Soushin. After that, Go-Daigo Emperor, Go-Murakami Emperor, Chōkei 

Emperor and Go-Kameyama Emperor became Yoshinochou-koukyo over Nanchō's 4th (60 years). 

The oldest Shoin in the history of housing Construction in Japan was registered as a World Heritage 

Site by UNESCO. Shoin architecture is an early Shoin masterpiece as an important cultural asset. 

Genoshi Genoshi escaped persecution of his older brother Yoritomi, lived in Yoshimizuin hiding 

behind. In Shoin there are "between Yoshitsune Hiding" and "During Benkeing thought". 

 The world heritage of Yoshimizu Shrine is "Reijou and Sankeimiti of Kii-santi" and the oldest 

school in the history of architecture. 
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１.はじめに 

本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査

の一部である。本稿は、奈良県吉野郡吉野町吉野山にある吉水神社、古代の地域である。所在地は、北緯 34

度 22 分 2.5 秒 東経 135 度 51 分 42.8 秒で、標高：標高：7.7ｍｍである。吉水神社は元吉水院である。神社は、

1300 年前、白鳳年間に役行者の創建、吉野修験宗の僧坊である。明治維新の神仏分離(明治 8（1875）年)の際、神

社と改まり、やがて、社格は村社に列した。主祭神は後醍醐天皇であり、祭神は楠木正成, 吉水院宗信法印であ

る。 

勧請神は、南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に潜幸したとき、宗信法印の援護を受けて吉水院に行宮を設け、

一時居所とした。役の行者の休息の庵室として創立した。世界遺産は、「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つであ

る。さらに、日本住宅建築史上 古の書院は、ユネスコより世界遺産として登録された。「吉」の正確な表記は

（「土」の下に「口」、つちよし）である。 

古事記・日本書紀には神武天皇東遷の通過地として登場する。古代の宮都である飛鳥・藤原京・平城京の真南に

位置し、応神天皇を始めとする天皇・貴族の遊興の地であり、宮滝には離宮（吉野宮）が置かれていた。特に持統天

皇の行幸は多数回にわたっている。天武天皇が、天智天皇崩御の直前隠遁し、のちこの地から挙兵した。（壬申の

乱）。奈良時代に役行者が、この地で修験道を開いた。平安時代中期に藤原道長が金峰神社に訪れている。 

吉野朝皇居は、延元元(1336)年、足利尊氏との戦いで京を逃れた後醍醐天皇が、京都花山院から逃れ、元吉

水院を南朝の行宮と定めた。その後、後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇と南朝４代 60 年にわたる。

文化財-宝物展は、吉水神社をを参照して白鳳年間（650〜654 年）、文治年間（1185～1189 年）、南北朝年間

（1336～１392）と安土桃山年間（1573～1603）を時代別に考察した。 

本稿は、国家の命運を決定づけた舞台としての吉水神社を多角的にとらえた実証研究の報告である。既存

の神社の関連資料情報を収集して、調査の規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示す

事実を明らかにしたい。住民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有して

いるかという検討が重要である。今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて所見を整理した

い。さらに、短時間の調査であったため、未解明の事項が少なくない。今後も、調査を継続する予定であるが、

とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。国際化時代に相応すべく、神社の由来については英語の翻訳

を添付した。 後に、神社の年表と内容を纏めることができた。 

 

２.吉水神社の資料 

2-1.吉野町輪の環境と規模と歴史 

吉野町は奈良県中部に位置し、桜で有名な吉野山があり、近隣の吉野山地（紀伊山地）から切り出され

る吉野杉・檜の集散地でもある。2012 年に「日本で最も美しい村」連合に加盟。規模は面積:95.65 km²、総

人口:7,004 人（推計人口、2017 年）と人口密度:73.2 人/km² である。隣接自治体は桜井市、宇陀市,吉野郡東吉
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野村、川上村、黒滝村、下市町、大淀町と高市郡明日香村である。吉野町の地理は、吉野郡の北に位置し、東には

台高山脈にあり、北は竜門山地が東西に走り、南は大峰山系山々である。吉野川は、上流（川上村）から津風呂川

が流れている。江戸時代中期の水害により、北側が崩れて南側は中州となり、人家は北岸と南岸の丹治に移った。

昭和 34（1959）年の伊勢湾台風水害により、この中州が浸かると、二つに分かれていた吉野川を一つに、今日の地

形に至っている。自然として、山:竜門岳（904m）、青根ヶ峰（857m）、高城山（698m）、妹山、背山川:吉野川、高見川

湖:津風呂湖（ダム湖）がある。https://ja.wikipedia.org/wiki/。 

歴史：古事記・日本書紀には神武天皇東遷の通過地として登場する。古代の宮都である飛鳥・藤原京・平城京の

真南に位置し、応神天皇を始めとする天皇・貴族の遊興の地であり、宮滝には離宮（吉野宮）が置かれていた。特に

持統天皇の行幸は多数回にわたっている。天武天皇が、天智天皇崩御の直前に隠遁し、のちこの地から挙兵した。

（壬申の乱）。奈良時代に役行者が、この地で修験道を開いた。平安時代中期に藤原道長が金峰神社を訪れてい

る。平安時代末期の治承・寿永の乱（源平合戦）の折には、源義経が兄の源頼朝の追及から逃れるため、この地を

経由して奥州平泉へ逃走した。南北朝時代には、南朝の拠点で、後醍醐天皇が朝廷を置いた（吉野行宮）。安土桃

山時代には、豊臣秀吉が「吉野の花見」見学を行った。 

 

2-2.南北朝時代の後醍醐天皇と楠木正成 

①後醍醐天皇：後醍醐天皇は、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：（1318-1339）」となった。（表 2-1）。 

表 2-1.鎌倉時代終末（南北朝時代）の第９６代後醍醐天皇の経歴 

 

 

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。鎌倉幕府を倒して建武の新政を実施し、

間もなく足利尊氏の離反に遭ったために大和吉野へ入り、南朝政権（吉野朝廷）を樹立した。第９１代後宇

多天皇（1274-1287）の第二皇子として、正応元年(1288)年に誕生した。後醍醐天皇が自己の子孫に皇位

を継がせることを否定されたことに不満を募らせた。元亨元（1321）年、後宇多天皇は院政を停止して、後醍

醐天皇の親政が開始される。 
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②後醍醐天皇の倒幕：正中元年（1324 年）、後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒計画が発覚して、六波羅探題（鎌倉

幕府の京の出張期間）が天皇側近の日野資朝らを処分する正中の変が起こる。天皇は、その後も密かに倒幕を

志し、醍醐寺の文観や法勝寺の円観などの僧を近習に近づけ、元徳 2 年（1329 年）には中宮の御産祈祷と称し

て密かに関東調伏の祈祷を行い、興福寺や延暦寺など南都・叡山の寺社に赴いて寺社勢力と接近する。後醍

醐天皇は、次第に窮地に陥ってゆく。元弘元年（1331 年）、再度の倒幕計画が側近の吉田定房の密告により発

覚し身辺に危険が迫ったため、急遽、京都脱出を決断、三種の神器を持って挙兵した。はじめ、比叡山に拠ろう

として失敗し、笠置山（現京都府相楽郡笠置町内）に籠城するが、圧倒的な兵力を擁した幕府軍の前に落城し

て捕らえられる。これを元弘の乱（元弘の変）と呼ぶ。 

③赤坂城の戦い(北朝軍の勝利）：決戦時期は、元弘元（1331）年９-１０月、決戦場所は河内国赤坂城である。

南朝と北朝はそれぞれ南朝(大覚寺統)と北朝(持明院統)である。指揮官は護良親王・楠木正成（1294？-1336）

と北条貞直との対立である。交戦戦力は、後醍醐天皇勢力対鎌倉幕府である。戦力は南朝軍５００名対北朝軍

約２０-３０万名である。損害は、南朝軍では赤坂城陥落、護良親王・楠木正成逃亡、北朝軍では死傷者：約

1,000以上である(表2-2)。 

➃元弘の乱：後醍醐天皇を中心とした勢力による鎌倉幕府討幕運動である。鎌倉幕府が滅亡に至るまでの

一連の戦乱である。1331-1333 年に起きた元弘の変とも呼ぶ。 

 

表 2-2.赤坂城の戦い(北朝軍の勝利）と元弘の乱（元弘の変） 

 

 

元弘の乱について、決戦時期は元弘元年（1331）～元弘3（1333）年。決戦場所は、六波羅と鎌倉他である。指揮

者（官）は北条高時・北条仲時対足利高氏・新田義貞・楠木正成である。交戦戦力は、鎌倉幕府と後醍醐天皇勢力

である。損害では、後醍醐天皇勢力の勝利で、鎌倉幕府の滅亡に至った (表2-2)。 

⑤後醍醐天皇の流罪と復帰：幕府は、後醍醐天皇が京都から逃亡すると、ただちに廃位し、後伏見上皇の

第３皇子の量仁親王（光厳天皇）（1313-1364）を光厳天皇(北朝1）として即位させた。捕虜となった後醍醐は、

承久の乱の先例に従って謀反人とされ、翌、元弘２・正慶元（1332）年３月には隠岐島に流された。この時期、

後醍醐天皇の皇子の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

していた。このような情勢の中、後醍醐は元弘３・正慶2（1333）年２月、名和長年ら名和一族を頼って、隠岐島
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から脱出し、伯耆船上山（現・鳥取県東伯郡琴浦町内）で挙兵する。これを追討するため幕府から派遣された

足利高氏（尊氏）が丹波国篠村八幡宮で、後醍醐天皇によりの綸旨を受け、後醍醐方に寝返り、赤松則村、千

種忠顕らと共に京の幕府の六波羅探題を攻略した。その直後、東国で挙兵した新田義貞は稲村ケ崎の海辺

沿いから鎌倉の攻め入り陥落させて北条高時らが自刃し、同日、9代将軍・守邦親王が将軍職を辞し、幕府を

滅亡させる。 

⑥千早城の戦い（南朝軍の勝利）：決戦時期は、元弘・正慶２（１３３３）年２月、決戦場所は、千早城ある。指

揮者（官）は楠木正成・楠木正季・平野将監対名越宗教・安東円光・阿蘇治時・長崎高貞・大仏家時・工藤高景

の交戦である。主戦力は楠木正成対鎌倉幕府である。戦力は１００人(南朝軍)対１００万人(北朝軍)である。損害

は楠木正成軍の籠城戦による勝利である(表 2-3)。 

 

表 2-3.千早城の戦い(南朝軍の勝利）と中先代の乱（南朝軍の勝利） 

 

 

⑦中先代の乱（南朝軍の勝利）：建武2（1335）年7月、北条高時（鎌倉幕府第14代執権）の遺児の北条時行

が、諏訪頼重らに報じられ、信濃で反乱を起こし，関東各地で、足利直義(尊氏の弟)の軍は、北条時行に敗れ、

一時的に鎌倉は北条軍により奪回される。その後，京より足利尊氏は弟の直義の残兵と合流し、鎌倉へと下向。

決戦時期は、建武２（1335）年8月である。決戦場所は、関東周辺（武蔵国、下野国、駿河国、遠江国、相模国）

である。指揮官は足利尊氏対北条時行である。交戦戦力は建武新政軍対旧鎌倉幕府軍である。損害は建武

新政軍の勝利で、旧鎌倉幕府軍の鎌倉からの撤退である(表2-3)。 

⑧後醍醐天皇の建武の新政：帰京した後醍醐天皇は、自らの即位と光厳天皇の即位及び在位を否定し、

光厳朝で行われた人事を全て無効にするとともに幕府・摂関を廃して、いわゆる「建武の新政」を開始する。ま

た、持明院統のみならず大覚寺統の嫡流である邦良親王の遺児たちも皇位継承から外し、本来、傍流であっ

たはずの自分の皇子の恒良親王を皇太子に立て、父の遺言を反故にして、自らの子孫により皇統を独占する

意思を明確にした。 

⑨後醍醐天皇と足利尊氏の離反（延元の乱）：建武2（1335）年、中先代の乱の鎮圧のため勅許を得ないま

ま東国に出向いた足利尊氏が、乱の鎮圧に付き従った将士に、鎌倉で独自に恩賞を与えるなど、新政から離

反する。京都で新田義貞は、楠木正成や北畠顕家らと連絡して足利軍を破る。尊氏は九州へ落ち延びるが、

翌年には、九州で態勢を立て直し、５月、厳島で、光厳上皇の院宣を得たのち、西国の武士を多く傘下に収め、



6 
 

再び京都へ迫る。楠木正成は、後醍醐天皇に尊氏との和睦を進言するが、後醍醐天皇はこれを退け、義貞と

正成に尊氏追討を命じる。しかし、新田・楠木軍は湊川の戦いで敗北し、正成は弟の正季と共に自刃し、義貞

は都へ逃れる。 

表2-4は､南北朝時代（9６代から１０２代、北朝初代～６代）において、南朝(大覚寺統)の96代後醍醐天皇と

北朝(持明院統)の関係を表示した。元弘元（１３３１）年赤坂城の戦い、鎌倉幕府軍は楠木正成に逃亡された。

それによって、北朝1光厳天皇は南北朝統一の天皇に成っている。正慶元（１３３2）年正成逃亡の翌年は、北

朝の政権であった。１３３３年、元弘の乱と千早城の戦い、楠木正成と鎌倉幕府軍の対立である。その結果、六

波羅探題が没落したとの報せが、千早城を包囲していた幕府軍に伝わると、その包囲を解き、撤退し始め 

その結果、楠木正成の南朝が勝利し、鎌倉幕府を滅亡させた。 

 

表 2-4.南北朝時代（9６代から１０２代、北朝初代～６代） 

 

 

建武2（1335）年、中先代の乱で、南朝が勝利した。延元元（1336）年、湊川の戦いで北朝勝利、楠木正成は

死亡した。正平３（1338）年、四條畷の戦いでは北朝勝利、楠木正行が死亡した。 

⑩南北朝時代の戦い：足利軍が入京すると、後醍醐天皇は比叡山に逃れて抵抗するが、足利方の和睦の

要請に応じて三種の神器を足利方へ渡し、尊氏は、光厳上皇(北朝1)の院政のもとで、持明院統から光明天皇

(北朝2)を新天皇に擁立し、建武式目を制定して幕府を開設する（太平記、後醍醐天皇は比叡山から下山する

に際し、先手を打って恒良親王(96代天皇の子)に譲位）。廃帝の後醍醐は幽閉されていた花山院を脱出し、

尊氏に渡した神器は贋物であるとして、吉野（現・奈良県吉野郡吉野町）に自ら主宰する朝廷を開き、京都朝

廷（北朝）と吉野朝廷（南朝）が並立する南北朝時代が始まる。後醍醐天皇は、尊良親王(96代天皇の子)や恒

良親王らを新田義貞に奉じさせて北陸へ向かわせ、懐良親王を征西将軍に任じて九州へ、宗良親王を東国

へ、義良親王を奥州へと、各地に自分の皇子を送って北朝方に対抗させようとした。しかし、劣勢を覆すことが

できないまま病に倒れ、延元4年・暦応2（1339）年、奥州に至らず、吉野へ戻っていた義良親王（後村上天皇）

に譲位し、翌日、吉野金輪王寺で朝敵討滅・京都奪回を遺言して、崩御したのが享年52（満50歳）である。 

 

2-3.平安時代末期の源義経と静御前 
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■源義経：源 義経（ﾐﾅﾓﾄ-ﾉ-ﾖｼﾂﾈ、源義經）は、平安時代末期の武将。鎌倉幕府を開いた源頼朝の異母弟。

仮名は九郎、実名は義經（義経）である。河内源氏の源義朝の九男として生まれ、幼名は牛若丸（ｳｼﾜｶﾏﾙ)と呼

ばれた。平治の乱で、父が敗死したことにより鞍馬寺に預けられるが、後に平泉へ下り、奥州藤原氏の３代目当

主・藤原秀衡の庇護を受ける。■静御前：静御前（ｼｽﾞｶｺﾞｾﾞﾝ、生没年不詳）は、平安時代末期から鎌倉時代初

期の女性、白拍子。母は白拍子の磯禅師。源義経の妾。 

 

2-4.戦国時代から安土桃山時代の豊太閤（豊臣秀吉） 

豊臣秀吉（トﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ）、または羽柴秀吉（ﾊｼﾊﾞﾋﾃﾞﾖｼ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大

名。天下人、（初代）武家関白、太閤。三英傑の一人。初めは、木下氏を名字とし、羽柴氏に改める。本姓として

は、初め平氏を自称するが、近衛家の猶子となり藤原氏に改姓した後、豊臣氏に改めた。尾張国愛知郡中村郷

の下層民の家に生まれたとされる。当初、今川家に仕えたが出奔した後に、織田に仕官し、次第に頭角を現し、

主君の信長没後、大坂城を築き、政散の柴田勝家の「賤ヶ岳の入」で勝利後、信長の後継者として、関白・太政

大臣に就任し、豊臣姓を賜り、日本全国の大名を臣従させて天下統一を果たした。天下統一後は、太閤検地や

刀狩令、惣無事令、石高制などの全国に及ぶ多くの政策で国内の統合を進めた。理由は諸説あるが中国大陸

の明王朝の征服を決意して朝鮮半島に出兵した慶長の役の 中に、嗣子の秀頼を徳川家康ら五大老に託して

病没した。文禄４（1595）年、秀吉の死後に台頭した内府の職にあった徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利して、天

下を掌握し、豊臣家は凋落。慶長１９（1614）年～20（1615）年の大坂の陣で大坂城を居城としていた豊臣家は

江戸幕府に滅ぼされた。 

３.奈良県 吉水神社の由来と現在 

３-１.吉水神社の和文由来と現在 

1.主祭神：96 代後醍醐天皇 

2.創建と勧請神：吉水神社は元吉水院と称した。創建は 1300 年前、白鳳年間に役行者の吉野修験宗の僧

坊である。当時は、金峯山寺の僧坊・吉水院で、役の行者の休息の庵室として創立した。南北朝時代、後醍

醐天皇が吉野に潜幸したとき、宗信法印の援護を受けて吉水院に行宮を設け、一時居所とした。明治維新

の神仏分離｛(明治 8（1975)年)の際、神社と改まった。やがて村社に列した。 

3.神社の合祀：南朝の元宮である後醍醐天皇の忠臣であった楠木正成、吉水院宗信法院印を合祀している。

南朝方の忠臣であった楠木正成と吉水院宗信法印を配祀している。延元元年(1336)、足利氏との戦いで京を逃

れた後醍醐天皇が吉野に御潜幸になった。延元元(1336)年、足利尊氏との戦いで京を逃れた後醍醐天皇が、

京都花山院から逃れ、元吉水院を南朝の行宮と定めた。吉水院宗信の援護のもとに元吉水院を南朝の行宮と

定められた。それ以降、後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇と南朝 4 代 60 年にわたり、吉野朝皇

居となった。その後、後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇と南朝４代 60 年にわたる。 

4.神社の建築物：日本住宅建築史上 古のである。日本住宅建築史上 古の書院は、ユネスコより世界遺

産として登録され、初期書院造りの傑作といわれる書院建築である。源義経が兄の頼朝の迫害を逃れ、吉

水院に潜居した。書院内には「義経潜居の間」や「弁慶思案の間」などが残されている。 

５.世界遺産：世界遺産は「紀伊山地の霊場と参詣道」と建築史上、 古の書院である。 

 

表 3-1.奈良県吉野郡、吉水神社の和文詳細資料 
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1 主祭神 後醍醐天皇 

2 神社創建 
吉水神社は、元吉水院である。創建は 1300 年前、白鳳年間に役行者の吉野修験宗の僧

坊である。吉水神社は、明治維新の神仏分離(明治 8（1875）年)の際、神社と改まった。 

3 勧請神 
南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に潜幸した。その時、宗信法印の援護を受けて、吉水院

に行宮を設け、一時居所とした。役の行者の休息の庵室として創立。 

4 祭 神 南朝方の忠臣であった楠木正成と吉水院宗信法印を配祀している。 

5 社格等 旧村社.  

6 例 祭 9 月 27 日・2 月 20 日・11 月 23 日 

7 宮 司 佐藤一彦（素心） 

8 鎮座地 〒639-3115  579, Yoshinoyama, Yoshino-cho, Yoshino-gun, Nara. 

9 交通手段 
大阪方面から:近鉄大阪阿倍野橋駅から吉野駅(約 90 分)。京都方面から:近鉄京都駅か

ら橿原神宮前駅(乗り換え)から吉野駅(約 120 分) 

10 位 置 北緯 34 度 22 分 2.5 秒 東経 135 度 51 分 42.8 秒。標高：7.7ｍ。 

11 電 話 TEL：0746-32-3024、http://www.yoshimizu-shrine.com/ 

12 本殿/拝殿 拝殿に向って左手に書院と授与所がある。 

13 境内末社 恵比寿神社（蛭子神社）には、弁慶が、手で岩に打ち込んだ釘がある。 

14 世界遺産 
世界遺産には「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つである。日本住宅建築史上 古の書

院は、ユネスコより、世界遺産として登録された。 

15 吉野朝皇居 

延元元(1336)年、足利尊氏との戦いで京を逃れた後醍醐天皇が、京都花山院から逃れ、

元吉水院を南朝の行宮と定めた。その後、後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山

天皇と南朝４代 60 年にわたる。 

16 文化財 
① 重要文化財として初期の書院造りの傑作といわれる書院建築である。②色々威腹巻

は、源義経の鎧と伝わる。③伝後醍醐天皇宸翰消息。 

17 その他 
❖源義経が兄の頼朝の迫害を逃れ、吉水院に潜居した。書院内には「義経隠れ間」や「弁

慶思案の間」などがある。❖文禄三年（１５９４）、豊臣秀吉が、花見を行った。 

 

３-１.吉水神社の和文由来と現在 

1. Worshipped Gods：96ｔｈ Emperor Go-Daigo 

2. Foundation：Yoshimizu Shrine is former Kissuiin. The foundation is priests' living quarters 

of the Yoshino mountaineering asceticism sect of Giyoja Enno in the Hakuho year 1,300 years 

ago. Yoshimizu Shrine was founded as Kimpusen-ji monk, kissuiin, Anshitu of Ennogyousha's 

rest. When Nanboku-chō period, 96th Emperor Go-Daigo Senkou to Yoshino, Karimiya was set 

up in Kissuiin with the help of Soushinhouin and set as temporary residence. In the Meiji 8 

(1975), when the divine Buddha of the Meiji Restoration was separated, it became a shrine. 

Eventually we ran into a village company. 

3.Haishi：96th Emperor Go-Daigo, the former palace of Nanchō, has enshrined Kusunoki Masashige 

and kissuiin-Soushin-Houin who were faithful. Yoshimizu Shrine has haishi Kusunoki Masashige 

and kissuiin-Soushin-Houin which were loyal subjects of Nanchō. In the year 1399, Emperor Go-
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Daigo was fighting Ashikaga Takauji, Escaped from Kazanin in Kyoto, former Yoshimizuin to The 

Southern Court (Nanchō), It was decided as Karimiya.Yoshimizu Shrine was former palace of former 

Kissuiin Nanchō under the aus of kissuiin-Soushin. After that, Go-Daigo Emperor, Go-Murakami 

Emperor, Chōkei Emperor and Go-Kameyama Emperor became Yoshinochou-koukyo over Nanchō's 

4th (60 years).  

4. Shinto Architecture：The oldest Shoin in the history of housing Construction in Japan was 

registered as a World Heritage Site by Unesco. Shoin architecture is an early Shoin masterpiece 

as important cultural.Genoshi Genoshi escaped persecution of his older brother Yoritomi, lived 

in Yoshimizuin hiding behind. In Shoin there are "between Yoshitsune Hiding" and "During 

Benkeing thought". 

５.World Heritage：The world heritage of Yoshimizu Shrine is "Reijou and Sankeimiti of Kii-santi" 

and the oldest school in the history of architecture. 

 

表 3-1.奈良県吉野郡、吉水神社の英文詳細資料 

1 
Worshippe

d Gods 

96ｔｈ Emperor Go-Daigo 

2 
Shrine 

Foundation 

Yoshimizu Shrine is the House of former Yoshimizu. The foundation is 

priests' living quarters of the Yoshino mountaineering asceticism sect of 

Giyoja Enno in the Hakuho year 1,300 years ago. Yoshimizu Shrine was 

reorganized as a shrine during the Meiji restoration of the Shinto shrine 

(Meiji 8 (1875) year). 

3 
Enshrined 

Gods 

During Nanboku-chō period, 96th Emperor Go-Daigo Senkou to Yoshino. 

Emperor Godaigo received an aid from Soushinhouin and set up Anguu in 

Yoshimizuin, making it temporary. Yoshimizu Shrine was founded as 

Anshitu of En no Gyōja rest. 

4 Saishin 
Yoshimizu Shrine has haishi Kusunoki Masashige and kissuiin-Soushin-

Houin which were loyal subjects of Nanchō. 

5 Shakaku Sonsha (a village shrine).  

6 Reisai September 27, February 20, November 23 

7 Guuzi Satou Soshin(Kazuhiko)) 

8 Site 〒639-3115  579, Yoshinoyama, Yoshino-cho, Yoshino-gun, Nara. 

9 Access 

Osaka area: Kintetsu Osaka Abe Nobashi-Yoshino station (about 90 minutes)。

The Kyoto area: From Kintetsu Kyoto Station Kashiharajingumae Station 

(transfer)-Yoshino Station (120 minutes).  

10 Position 34°22'N 2.5 seconds 135°51'E 42.8 seconds. Altitude: 7.7m. 

11 TEL TEL：0746-32-3024、http://www.yoshimizu-shrine.com/ 

12 Haiden Shoin and Juyosho are on the left towards Haiden. 

13 Massha In Ebisu Shrine, Benkei has a nail driven into the rock by hand. 
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14 
World 

Heritage 

"Reijou and Sankeimiti of Kii-santi" are one world heritage. The oldest Shoin 

in the history of housing construction in Japan was registered as a World 

Heritage by UNESCO. 

15 
Yoshinoch
ou-koukyo 

In the year 1399, Emperor Go-Daigo was fighting Ashikaga Takauji, Escaped 

from Kazanin in Kyoto, former Yoshimizuin to The Southern Court (Nanchō), It 

was decided as Karimiya. After that, Go-Daigo, Go-Murakami, Chōkei, Emperor 

Go-Kameyama ran across nan-chō jidai's 4th generation (60 years). 

16 

Cultural 
Property 
(Japan) 

①Shoin architecture is an early Shoin masterpiece as an important cultural asset. 

②Various Haramaki is transmitted as body-armor of Minamoto no Yoshitsune. 

③An imperial letter by the Emperor Godaigo. 

17 EtCetera 

❖Genoshi Genoshi escaped persecution of his older brother Yoritomi, lived in 

Yoshimizuin hiding behind. In Shoin there are "between Yoshitsune Hiding" and 

"During Benkeing thought".  ❖Bunrusu3 (1594), Toyotomi Hideyoshi did a 

cherry-blossom viewing. 

 

４.吉水神社の社殿と末社と鳥居 

4-1.吉水神社の社殿と末社 

   

写真 4-1.拝殿横の勝手神社 写真 4-2.吉水神社の拝殿 写真 4-3.吉水神社の拝殿前 

 

写真 4-1 は拝殿横の勝手神社で、写真 4-2 は吉水神社の拝殿で、写真 4-3.吉水神社の拝殿前で

ある。 

 

   

写真 4-4.後醍醐天皇野祭壇の正面、拝殿と入口 
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写真 4-4 は後醍醐天皇野祭壇の正面、拝殿と入口である。 

 

  

写真 4-5.楠正成の拝殿 写真 4-6.末社恵比寿神社 写真 4-7.吉水神社石碑 

 

写真 4-5 は楠正成の拝殿で、写真 4-6 は末社恵比寿神社で、えびす神社は、えびす或いはヒル

コ或いは事代主を祭神とする神社。えびす神社は全国に点在し、夷神社、戎神社、胡神社、蛭子神

社、恵比須神社、恵比寿神社、恵美須神社、恵毘須神社などと表記する。また正式名では「えびす」

の語を含まない神社である。祭神が、えびすである場合「○○えびす神社」と通称されることもある。ま

た、おもに関西地域では、えびっさん、えべっさん、おべっさんなどとも呼称される。写真 4-7 は吉水

神社の石碑である。 

 

4-2.吉水神社の門と鳥居 

  

 

 

写真 4-8.神社正門 写真 4-9.神社北闕門 写真 4-10.石材鳥居 写真 4-11.尊稲荷大社 

 

写真 4-8 は吉水神社の正門で、写真 4-9 は邪気払い所(北闕（ほっけつ）門で、書院の庭の北側には、

後醍醐天皇が京都へ向かって祈られた邪気（じゃき）が祓われると言われる。吉水院(現、吉水神社)は、大峯

山への入山許可書を発行する場所であった。さらに、古来より、山伏（やまぶし）達は、ここで無事平穏を祈り行

ったと言われている吉水神社の北闕門で、北闕（ほっけつ）とは、宮城の北門、あるいは宮城そのもの

（皇居、禁中）を意味する。吉水神社は、後醍醐天皇の南朝皇居でもあったことから、北闕門という名

前がある。吉野から見て、北に位置する京都への強い思いも感じられる。さらに、邪気払い門で、吉

水神社（旧吉水院)は大峯山ㇸ の入山許可書を発行する場所である。平穏無事を祈り九字による邪

気祓いを行った所である。写真 4-10 は吉水神社の石材鳥居で、写真 4-11 は吉水神社の近くにある

後醍醐天皇尊稲荷大社の鳥居である。 
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５.吉水神社の文化 

世界遺産・吉水神社（旧吉水院）は、後醍醐天皇・南朝皇居（中千本） 左・書院、右・本社である。吉水神社

の書院は日本 古の書院建築であり、内部には国宝、重文級の宝物が多く展示されている。吉水神社の書院

には、源義経の鎧、襖絵・「群鶴」・狩野山雪作・桃山時代後期、屏風絵・「桜の図」・狩野永徳作・桃山時代前

期の変遷が感じられる。後醍醐天皇のほか、源義経や豊臣秀吉ゆかりの地でもあり、多くの文化財が所蔵され

ている。本殿は旧吉水院護摩堂である。隣接する書院には、後醍醐天皇の玉間と源義経が潜居したと伝えら

れる間があり、重要文化財に指定されている。 

 

５-1.白鳳年間（650〜654 年） 

日本の 古の書院は、日本

住宅建築史上 古の書院とし

て、ユネスコより世界遺産とし

て登録された書院である（写

真 5-1）。現在の日本住宅の

源流をなす 古の実例として

数々の珍しい手法が見られ、

初期の書院造の代表的なも

のである。義経潜居（よしつね

せんきょ）の間は、室町初期

の改築で、床棚書院（とこだな

しょいん）の初期の様式を伝

える古風な遺構（いこう）である。 

 

吉水神社・書院・日本 古書院建築・内部には国宝、重文級の宝物

が多く展示されている。主な特長を紹介する。 

② 「床の間」 古の床で、間口の広い奥行きの浅い特殊な構造は

全國でも類例がなく、現在床の間の元祖である。 

② 「建棚」この棚は、上下の間を束で支えない珍しい方法で、これ

も全国的に唯一の中世風の古い作りである。 

③「柱」には、すべて面取柱で 四寸角に８分の面があり、面の広さで

年代の古さを表し、広い面取である。 

③ 「釘隠」六葉型の釘隠は、鉄や銅製でなく、すべて木製で細工

され、当書院の誇る日本一の釘隠である。 

⑤「天井板」はヘギ板と称し特殊なヤリ鉋（かんな）削りであること。 

⑥「鴨居」は、長押（なげし）に直接三本の桜木を打ちつけた初期の作。吉水神社は元吉水院として、今からお

よそ 1300 年前に役行者（えんのぎょうじゃ）が創立した、格式の高い修験宗（しゅげんしゅう）の僧坊（そうぼう）

で、奥の部屋には鬼を従えた役行者像が祀（まっ）られている（写真 5-2）。 

  

写真 5-1.日本 古の書院建築（ユネスコより世界遺産） 

 

写真 5-2.役行者像 
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５-２.文治年間（1185～1189 年） 

文治（ぶんじ）は、日

本の元号の一つ。元暦

の後、建久の前である。

1185 年から 1189 年まで

の期間を指す。この時代

の天皇は後鳥羽天皇。

文治元（1185）年、兄の

源頼朝（ﾖﾘﾄﾓ）の追手に

逃れた源義経（ﾐﾅﾓﾄﾉﾖ

ｼﾂﾈ)と静御前（ｼｽﾞｶｺﾞｾﾞ

ﾝ）は弁慶（ﾍﾞﾝｹｲ）等と

共に吉水院に隠れ住まわれる（写真 5-3）。そして、哀しくもここが義経と静御前（源義経の妾）が、 後に過ご

した場所となっている。悲運に生きた一代の英雄と、佳人（ｶｼﾞﾝ）とのロマンスの舞台となった吉水院には、この

悲恋物語を、後世へ伝えてきた数々の遺品が残されています。吉水神社書院は源義経の鎧がある（写真 5-

4）。 

 

５-３.南北朝年間（1336～１392） 

延元（えんげん）元（1336）年、京の花山院（かざ

んいん）から行幸（ぎょうこう）された後醍醐天皇が、

吉野に御潜幸（ごせんこう）になり吉水宗信（ﾖｼﾞﾐｽﾞ

-ｿｳｲﾝｲﾝ)の援護のもとに、僻地の吉永院を南朝の

皇居。南朝４代 57 年の歴史は、この地より始めら

れ、現存する南朝唯一の行宮（あんぐう）となってい

ます。写真 5-5 は、吉水神社・書院・後醍醐天皇玉

座の間である。 

 

５-4.安土桃山年間（1573～1603） 

    

写真 5-6.太閤（豊臣秀

吉）が花見襖 

写真 5-7.豊臣秀吉が桃

山様式の修繕 

写真 5-8.狩野山

雪の襖絵 

写真 5-9.豊臣秀吉が愛用し

た金屏風 

 

 

写真 5-３.源義経（ﾐﾅﾓﾄﾉﾖｼﾂﾈ)、潜居の間 写真 5-4.義経の鎧 

 

写真 5-5.後醍醐天皇玉座の間 
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写真 5-6 は太閤（豊臣秀吉）が花見襖で、写真 5-7 は豊臣秀吉が桃山様式の修繕で、写真 5-8 は狩野山

雪の襖絵で、写真 5-9 は豊臣秀吉が愛用した金屏風である。豊臣秀吉が吉野の大花見をした時に、吉水神

社は花見の本陣となった。この花見に際して、秀吉自ら基本設計を行った庭園で、安土桃山時代の華やかさ

を今に伝える｢桃山様式の日本庭園｣である。文禄（ぶんろく）３年(1594)太閤(たいこう豊臣秀吉)が吉野で盛大

な花見の宴をした際に吉水院を本陣とされ数日間滞在された。歌の会、お茶の会、お能の会などを開いて天

下に権勢（けんせい）を示されました。一世の英雄

が、おのが春を謳歌（おうか）する豪傑（ごうけつ）な

一面を、展示された様々な豪華（ごうか）絢爛（けん

らん）な寄贈物などから感じられる。また、秀吉が修

理した後醍醐天皇（ｺﾞﾀﾞｲｺﾞ-ﾃﾝﾉｳ）玉座（ぎょくざ）

の間は、桃山時代の特徴を残した。 

 

５-５.文化財-宝物展 

時代の移り変わりの中で、戦火を免れ大切に残さ

れてきた数々の文化財を、昔のままの書院の中に素朴に展示しています。それぞれの時代にタイムスリップす

るかのように日本の国軸（こくじく）である奈良・吉野の悠久の歴史に浸ることのできる展示空間である（写真 5-

10）。 

 

   

写真 5-11.吉水神社の宝物殿 写真 5-12.吉水神社の宝物殿の能衣装 

 

写真 5-11 は吉水神社の宝物殿の衣装である。写真 5-12 は吉水神社の宝物殿の能衣装である。 

 

５-６.門前の十字の歌の意味 

天は、越王（ｴﾂｵｳ)・勾践(ｺｳｾﾝ)（中国春秋時代の王)に対するように、決して帝をお見捨てにはなりません。

必ずや范蠡（ﾊﾝﾚｲ）のような忠臣（ﾁｭｳｼﾝ）が現れ、帝をお助けする事でしょう。どうかご安心ください。元弘（げ

んこう）の変に敗れ、隠岐（おき）に流される途中、後醍醐天皇へ｢児島高徳（ｺｼﾞﾏﾀｶﾉﾘ）｣という忠義の武士が

桜の木に刻んだ十字の詩である。後醍醐天皇の南朝皇居である、吉水神社では十字の漢詩を後世に大切に

残すために、この吉野の行宮の門前に掲げている（写真 5-13）。 

 

写真 5-10.文化財・宝物展示場 
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５-７.楠木正行の辞世の句 

後醍醐天皇の側近として忠誠を尽くした楠木正成の長男である楠木

正行(ｸｽﾉｷ-ﾏｻﾂﾗ)。彼もまた、父の正成の遺志を継いで南朝に仕え、正

平２（1347）年１２月、足利尊氏の家臣・高師直（ｺｳﾉﾓﾛﾅｵ）との「四条畷

の戦い」に出陣した。正平３（1348）年１月５日、その際、死を覚悟した正

行は、一族郎党１４３名とともに如意輪寺の後醍醐天皇陵を詣で、本堂で

ある如意輪堂の壁板に全員の名前を記し、「かへらじとかねて思へば梓

弓なき、数に入る名をぞとどむる」という辞世の句を、鏃（矢じり）で書きつ

けました。これは「梓弓で放たれた矢のように、私たちも生きて帰ってくる

ことはないでしょう。死んで亡き者の仲間に入る者たちの名前をここに残

します」という意味で、今もこの句が彫られた如意輪堂の扉が、宝物殿に

残されている。 

 

６.おわりに 

６-１.南北朝時代の後醍醐天皇墓陵 

後醍醐天皇陵：元弘３（１３３３）年、専横の北条に支えられた鎌倉幕府を倒し、建武の中興をなしとげた後醍醐

天皇は、延元元（１３３6）年、足利氏との争いのため京都を逃れ、吉野に行幸、以来、吉野宮にて過ごされた。当山

は叡信特にあつく吉野町の勅願所となった。延元４（１３３９）年、天皇は病床につかれ「身はたとへ南山の苔に埋む

るとも、魂魄は常に北闕の天を望まん」と都をあこがれつつ、ついに崩御された。天皇の御遺骸を、そのまま当時の

裏山に葬られたのが、塔尾稜である。 

 

 

 

 

写真6-1.後醍醐天皇陵墓と吉水神社 写真6-2.後醍醐天皇の札舎と陵墓の参道 

 

写真6-1は後醍醐天皇陵墓と吉水神社である。写真6-2は後醍醐天皇の札舎と陵墓の参道である。 

 

６-２.南朝を開いた後醍醐天皇の勅願所 

この静かな古刹の如意輪寺には、南北朝時代（1336 年～1392 年）の哀しい歴史が伝わっている。南北朝時

代とは、皇室が南と北に分裂した時代で、吉野の地に南朝を開いた後醍醐天皇は、如意輪寺を“勅願所（ちょ

くがんしょ）”とした。勅願所とは、「天皇が、神様にお願い（祈願）をする神社や寺」のことで、後醍醐天皇は、如

 
写真 5-13.門前の十字の歌 
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意輪寺で再び京の都へ戻ることを祈っていた。その願いは叶わず、「玉骨は、たとえ南山の苔に埋ずむるとも、

魂魄は常に北闕の天を望まんと思ふ」との遺言を残して、延元４/暦応２（1339）年、病のために 52 才の生涯を

閉じました。「玉骨」は「貴人の骨」という意味で後醍醐天皇自らの骨を指し、「南山」は吉野の山、北闕とは皇居

の北の正門で、北の京都へ本当に帰りたかった。後醍醐天皇の遺骸は如意輪寺の裏山に埋葬され、「塔尾陵

（とうのおのみささぎ）」となっています。その願い通り、塔尾陵は、天皇家の墓陵として唯一“北向き（京都向き）”

の御陵である。 

 

６-３.南北朝時代の楠木正成の墓 

■大楠公の生涯：楠木正成公（大楠公）は、永仁2（1294年）、河内国赤坂水分（大阪府千早赤阪村）でお生まれ

になった。この地の豪族の出身で、元弘元（1331年），正成公38歳の折、鎌倉幕府を倒して天皇自らが政治をとり、

よりよい国をお造りになろうとされた後醍醐天皇のお召しにより、天皇の許に馳せ参じられた。正成公はじめ、鎌倉幕

府打倒に立ち上がる武士は少なくなったが、幕府軍の力は、なお侮（あなど）りがたく、後醍醐天皇は捕らえられて、

隠岐島（おきのしま）（島根県）に配流になる。 

 

 

しかし、後醍醐天皇が配流になった後も、臆（おく）せず、なお戦い続けた武将がいた。それが正成公でした。河

内国の千早城では、さんざん敵を悩ます戦を続けられた。正成公の目覚ましい戦いぶりは、諸国の武士を驚かせ、

勤王軍への加勢を促した。ふがいない大軍を蕹した幕府軍の様子を見て、北条氏率いる幕府軍の打倒に立ち上が

った武士等の蜂起が各地に相次ぎ、やがて、幕府軍が敗退し、建久3年（1192年）から続いた鎌倉幕府はついに、

滅亡した。 

写真6-3は大楠公墓所(左観心寺と右湊川神社)で、写真6-4は四條畷市の小楠公墓所と説明文である。河

内国讃良郡南野村字雁屋に「楠塚」と呼ばれる楠木正行の墓があった。明治期になると、明治政府によって南

朝が正統とされ、正行の父である楠木正成が大楠公(ﾅﾝｺｳ)として神格化されると、その父の遺志を継いで南

朝のために戦い、命を落とした嫡男の正行も小楠公と呼ばれ崇められるようになった。それに伴い、明治11

（1878）年に楠塚は、「小楠公御墓所」と改められ、規模も拡大した。同じ頃、南野村飯盛山の山麓にある住吉

平田神社の神職らが中心となり、楠木氏らを祀る神社の創建を願い出た結果、明治22（1889）年に、神社創立

と別格官幣社四條畷神社の社号の宣下が勅許され、翌明治23（1890）年に住吉平田神社の南隣の地に創建

した。 

この墓地は、南北朝時代の忠臣楠木正成の長子の正行公が足利尊氏の執事高師直の大軍と戦い、戦死し、

葬られた所である。正平3（1348）年1月、今から670年程前で、その後、ここに小さな石碑が建てられていた。そ

    

写真6-3.大楠公墓所(左観心寺と右湊川神社) 写真6-4.四條畷市の小楠公墓所と説明文 
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の後、100年余りして、何人かが碑の近くに二本の楠の木を植えたが、これがその二本合し、石碑をはさみこみ、

このような大木(樹齢約550年)となった。今も、正行たちの忠誠を永遠に称えている。楠の木の下にある小さい

石が墓所であった。 

 

６-４.吉水神社の桜桜 

吉野山には、古来、桜が多く、シ

ロヤマザクラを中心に、約 200 種３

万本の桜が密集している。山桜が、

尾根から尾根へ、谷から谷へと山

全体を埋め尽くしている。シロヤマ

ザクラは、下・中・上・奥の４箇所に

密集しており、「一目で千本見える

豪華さ」という意味で「一目千本」と

も言われる。吉野山の桜は下千本、中千本、上千本と奥千本と呼ばれ、例年４月初旬から末にかけて、下→中

→上→奥千本と、山下から山上へ順に開花してゆくため、長く見頃が楽しめられる。また、桜の開花に合わせ

て夜桜のライトアップも行われており、あたりは昼間とは、また違った幽玄な雰囲気に包まれる（写真 6-5）。 

 

 

南朝の皇居であった吉水神社の主祭神は後醍醐天皇であり、副祭神は楠木正成。境内からは中千本と上

千本の山桜を一望でき、「一目千本」と呼ばれる観桜の名所になっている。後醍醐天皇玉座を中心とする書院

には、南朝にちなむ御物や、義経の鎧などが展示されている。ここは、源義経と静御前が別れた「義経千本桜」

の舞台でもある（写真 6-6）。 

 

謝 辞 

 論文作成時には、吉水神社の栞を参照し、関係の方から助言を頂きました。一方、査読には大阪経済法科

大学客員教授と大阪府神社庁の関係各位に感謝申し上げます。 

  (2017 年 12 月 1 日受稿、2018 年 1 月 25 日掲載決定)  

 

 

  

写真 6-5.吉水神社の桜桜・一目千本の桜 

   

写真 6-6.吉水神社のに咲く素晴らしい桜に感動と感謝 
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別表.奈良県吉野、吉水神社年表 

和歴 西暦 吉水神社年代順の内容 

建久 3 1192 鎌倉幕府の創設年は 1180 年、1183 年、1185 年、1190 年、1192 年と諸説あり 

正応元 1288 11 月、第９６代後醍醐天皇の生誕。 

永仁 02 1294 楠木正行の父の正成（大楠公）は河内国赤坂水分（大阪府千早赤阪村）に誕生 

延慶元 1308 元服し、名を楠木正成(15 歳)と改名。 

文保 02 1318 

第 95 代花園天皇（持明院統・は伏見天皇の第三皇子として誕生）の譲位により、後宇多天皇

（大覚寺統）の第２子の尊治（ﾀｶﾊﾙ）親王が、第９６代後醍醐天皇として即位。在位期間

（1318-1339）  

元亨元 1321 
第９１代後宇多天皇（1274-1287）の法皇としての院政が終わり隠居。後醍醐天皇が新政を始

める。 

元亨 02 1322 正成(２９歳)、紀伊国安田庄司の湯浅氏を討伐。 

正中元 1324 
後醍醐天皇の鎌倉幕府打倒計画が発覚して、六波羅探題が天皇側近の日野資朝らを鎌倉へ

連行後、佐渡後に配流（正中の変）。 
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嘉歴元 1326 楠正行、河内国赤坂に誕生 1337 年、当時１１歳 父の｢桜井の別れ｣ 

元弘元 1331 

５月、後醍醐天皇の再度の倒幕計画が側近吉田定房の密告により発覚「元弘の変・8 月）。9

月、楠木正成(３8 歳)が赤坂城で挙兵。身辺に危険が迫ったため急遽京都脱出し、笠木山で、

三種の神器を持って挙兵した。 

元弘 02 1332 

南北朝時代（96～10２代）、楠木正成(３9 歳)。南朝の後醍醐天皇と北朝 1 の光厳天皇。３月、

幕府が後醍醐天皇（1318-1339）を隠岐へ送る。11 月、護良親王、吉野へ挙兵、楠木正成は

千早城に再挙兵。12 月赤坂城を奪回。 

元弘 03 1333 

南北朝時代（96～10２代）、南朝の 9６代後醍醐天皇（1318-1339）。１月河内、和泉の守護地

頭を打ち破る。天王寺に陣を張る。赤松則村が播磨国で挙兵。２月幕府軍、赤坂城を攻め、城

内への水を引く路を止められ千早城を攻め赤坂城落成する。千早城の戦いは籠城戦の末、 

南朝軍が勝利。６月正成は 7000 騎を率いて天皇を兵庫に迎える、道中警護役となり京都に

帰られる。１４０年にわたった鎌倉幕府は滅亡。建武政権が成立。 

建武元 1334 
10 月、第 9６代後醍醐天皇（1318-1339）は、護良親王を、足利尊氏討伐の令旨を無断で発し

たことをとがめ、身柄を尊氏に引き渡す。 

建武 02 1335 ７月、中先代の乱（朝廷の勝利）。12 月、後醍醐天皇と足利尊氏の離反（延元の乱） 

延元元 1336 

南北朝時代（96～10２代）、南朝の後醍醐と北朝２の光明天皇。１月官軍（天皇側）と足利軍と

戦う。足利尊氏、京都に入る。２月尊氏は豊島河原合戦（摂津国）にも敗れ、九州へ逃れ、３月

多々良浜の戦い（筑前国）に勝利し、４月九州博多から攻め上がる。５月 25 日父、 

湊川の戦い（摂津国）で、正成が足利尊氏と激戦で敗れて自害・死亡。12 月第 9６代後醍醐天

皇（1318-1339）が吉野に移られ、吉野の朝廷始まる。吉水院に難を避けた後醍醐天皇は、金

峯山寺・蔵王堂の西にあった実城寺を皇居とし、寺号を金輪王寺と改めた。 

延元 02 1337 南北朝時代、３月、金ヶ崎の戦い (越前国） 

延元 03 1338 
南北朝時代、１月下旬、青野原の戦い（美濃国）、５月石津の戦い（和泉国）、藤島の戦い（越

前国）において、南朝方が敗れる。 

延元 04 1339 
第９６代後醍醐天皇（1318-1339）が８月吉野の崩壊・死没。後、第７子の義良親王が、第 97 代

後村上天皇（1339-1368）即位。敵も大軍を集めて攻めた。正行（14 歳）。 

延元 05 1340 
南北朝時代（96～10２代）、正行（15 歳）。南朝の 9７代後村上天皇（1339-1368）と北朝 1 光厳

天皇（1332-1334）と北朝２光明天皇（1336-1348）。 

正平 02 1347 

正行（22 歳）で挙兵、8 月墨田城を攻略。９月藤井寺で（藤井寺の戦い）と 11 月 26 日の天王

寺で、瓜生野の戦いで細川顕氏を破る。12 月天皇に拝謁する。父の正成公ゆずりの見事な打

撃を敵方にあたえた。 

正平

03/貞和

04 

1348 

正行（23 歳）、南北朝時代、１月５日、四條畷の戦い（河内国）で、深野池の東野崎に構える高

師直・師泰兄弟率いる幕府の６万人の大軍との戦いで、四條畷に進出し、師直を討ち果たし

たかと思ったが、上山某なる替玉であった。楠木正行と共に弟の正時と差し違えて自害。 

観応元 1350 -1352 年、南北朝時代、足利政権の内紛が起こる。観応の擾乱。 

応安元 1368 
３月、第 97 代後村上天皇が住吉行宮で死去。在位期間（1339-1368）。第 98 代長慶天皇が

即位（南朝３代）。 
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吉野にあった南朝の神器は、賀名生（あのう）、金剛寺を経て、半世紀後、南朝４月代後亀山

天皇が、北朝６代、後小松天皇（1382－1392）に譲位するかたちで、南北朝の合体により、京

都に戻された。 

永禄 02 1559 

11 月 20 日、楠木氏は第 106 代正親町天皇在位（1557-1586）より朝敵の赦免を受け。後に楠

木正虎は能書家として織田信長や豊臣秀吉からも重用された。正虎の家系は北畠氏に仕えた

伊勢の国人・楠木氏の末裔が河内に移住して正成の末裔を名乗り、正成との血縁関係はない

とも言われている。 

永緑 11 1568  ２月、足利義昭（幕府第 15 代将軍、1568-1588） 

慶長 19 1614 ～同 20 年（1615 年）の大坂夏の陣で豊臣家は滅亡。 

明治４ 1871 ５月に五条県が吉水院を神社に改めて吉野神社とする案を太政官政府に提出した。 

明治６ 1874 12 月 17 日に後醍醐天皇社の名で神社になることが太政官に承認された。 

明治８ 1875 2 月 25 日に吉水神社に改称し、やがて村社に列した。 

明治 11  1878 

南野村飯盛山の山麓にある住吉平田神社（四條畷市）の神職らが中心となり、楠木氏らを祀る

神社の創建を願い出た。三日間除幕式建碑遷靈祭を行ひたり。楠塚は「小楠公御墓所」と改

められ、規模も拡大した 

明治 18 1885 大墓碑の後に親建、其の英靈を弔び、是より先、御祭神の大墓碑未だ成らざるに先立ち 

明治 22 1889 
12 月 16 日に明治天皇より神社創立と社号を与えられた。別格官幣社(主に国家の忠臣を祀

る)に列格され、社号『四條畷神社』で創建された。 

明治 23 1890 楠木氏らを祀る神社を、住吉平田神社の南隣の地に創建。 

   

 

 

 


