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～中江藤樹 

生誕 400 周年～ 

今なお「藤樹先生」「藤樹さん」

と親しみを込められ慕われ続け

る中江藤樹。 

平成 20 年（2008 年）は中江

藤樹生誕400周年にあたります。

 

中江藤樹は備前藩（現岡山県）、

藩政改革を進めた熊沢蕃山を始め、

多くの門人を育てました。 

 また「日本陽明学の開祖」と言わ

れ、のちに「近江聖人」と讃えられ

て近世思想史に大きな足跡を残し

ています。 



中江藤樹の生い立ちと生涯 

中江藤樹は慶長13年（1608年）3月 7日に近江高島郡小川村（現高島市安曇川町上

小川）に生まれました。名は原
げん

、字は惟
これ

命
なが

、通称は与右衛門
よ え も ん

と言います。藤樹という名は、

自宅に藤の木があったことから、門人たちが「藤樹先生」と呼んだことに由来します。 

9歳の時に父母と別れて故郷小川村を後にし、米子藩（現鳥取県米子市）に仕えていた祖

父吉長の養子となって米子に行きました。翌年には藩主の転封によって、大洲
お お ず

藩（現愛媛

県大洲市）に移り住みます。 

藤樹 11歳の時、彼の人生を決定づける『大学』に出会います。その「身分に関係なく、

身を正しくするのが人間としての本分である。」といった考え方に感動した彼は、学問に精

進し心身ともに正して、「聖人」となるべく日夜勉学に励みます。 

                   15 歳で祖父を亡くすと、跡を継いで武士とし

て勤めながら、『論語』や『孟子』などを精読し、

次第に朱子学に傾倒していきます。 

そんな藤樹にも気掛かりなことがありました。 

それは父の死後小川村で一人で生活している母 

市のことでした。そのため藤樹はついに武士を

やめて帰郷する決意をしました。 

（『藤樹先生御絵伝絵葉書』 ）   27 歳の時、勤めをやめ帰郷する願いを藩に提

出しましたが、音沙汰がないため許可を得ないまま寛永 11年（1634 年）1０月脱藩し、

小川村に帰りました。 

帰郷後は会所（のちの藤樹書院）で村人たちを教え 

る一方、熊沢蕃山
くまざわばんざん

、淵
ふち

岡山
こうざん

など藤樹の評判を聞いて門 

を叩いた弟子たちを育て上げ、教育者としても熱心で 

した。 

小川村に帰ってより思索を深めた藤樹は、『翁
おきな

問答
もんどう

』、 

『孝経啓蒙』、『大学考』、『鑑
かがみ

草
ぐさ

』などを著しましたが、 

持病の喘息の悪化のため41歳で亡くなりました。     （現在の藤樹書院） 

『翁問答』と中江藤樹の評価               

藤樹は大洲藩に残してきた学問を共にする同志や弟子の求めに応じて、寛永 17 年

（1640 年）に『翁問答』を執筆します。これは藤樹の代表的な著作であり、また彼の思

想の根幹を示すものと言われ、徳を修める道について書かれています。 

藤樹はこの書物で「孝」を「至
しい

徳
とく

要道
ようどう

といへる、天下無双の霊宝」として、「貴賎男女を

えらばず、おさなきも老たるも、本心のあるほどの人はあまねくまもりおこなふみちなり。」

とその大切さを説きました。 

『翁問答』は藤樹死去の翌年慶安 2年（1649 年）に正式に出版され、たちまち多くの

人々に愛読され、影響を与えました。新井白石は自伝『折たく柴の記』にこれを読んで聖



人の道を知り、それに努めたいと記しています。 

しかし藤樹の「人は皆平等である」という考え方は江戸幕府から警戒されていました。

その影響で藤樹の死後は藤樹書院での集会は禁じられました。藤樹書院は学問所としてよ

りもむしろ藤樹の霊を祭るところだけになってしまったのです。 

その後藤樹の学問を守り続ける村人や門人、また全国の高名な学者のお陰で、藤樹の教

えは伝えられてきましたが、明治時代になって再び大きく注目されました。藤樹の人柄や

徳を伝える多くの逸話が主に修身の教科書にたびたび登場したのです。『翁問答』の「孝」

の考え方や藤樹の行いが、時の政府にとって人々を教化するのに都合が良かったのでしょ

う。 

また大正 11 年（1922 年）には藤樹神社が県社として創設されました。神社からは藤

樹を讃えて、生涯を描いた『藤樹先生御絵伝絵葉書』や『藤樹先生一夕話』（1944年刊）

が発行されています。 

戦後は教科書から藤樹の逸話も姿を消し、時代によって藤樹の捉え方もさまざまです。 

なお『翁問答』（慶安2年版）（当館の請求記号：1-0915-649）をはじめ、『鑑草』（1781

年刊）（1E-0915-781）など藤樹の著書で江戸時代に発行された大変貴重な資料を当館

は所蔵しています。また藤樹関連資料も多数所蔵しています。これらの資料は参考資料室

で閲覧することができます。 

中江藤樹の教えを伝える人々 

藤樹は人間には身分の上下を問わず、「良知
りょうち

」という美しい心があると言っていました。

そしてその「良知」が欲望によって曇らず、きれいに発現するように鏡のように磨かなけ

ればならないと説いていました。それを「致
ち

良知
りょうち

（良知
りょうち

に致
いた

る）」といいます。それを実現

する方法は藤樹にとって「学び」でした。そして学んだことを心に従って実践していくこ

とこそ重要であると説いていました。 

  村の人々、また門人にとって「学び」の 

  場は藤樹書院でした。現在も藤樹書院は残

っていて（明治15年再建）、神主
しんしゅ

（儒式の

位牌）が祭られています。 

そして寛政9年（1797年）8月 25日、 

（藤樹書院に掲げられている「致良知」の額） 儒式により藤樹150年祭が藤樹を慕う村 

人や門人たちによって書院で行われて以降、

50 年ごとに執り行われて来ました。また「立志祭」「藤樹祭」など、小川地区の人々が中

心になって、現在でも藤樹書院で年中行事が行われています。 

こういった祭祀が400年近くも守られてきたことによって、藤樹の教えや徳が現在に伝

わっています。平成の時代になってもそれは輝きを失うことはありません。 

 

 



今 月 の デ ジ タ ル ア ル バ ム 帖 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

  

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月「ヴォーリズと近江八幡」 

 １月に引き続き、ウィリアム・メレル・ヴォ

ーリスの業績について取り上げます。 

今月は、彼が創刊にかかわった『湖畔の声』の

創刊号や著作『吾家の設備』などもご紹介して

いきます。 

 

３月「中江藤樹と生誕の地高島」（仮題） 

今月号の特集でご紹介したとおり、本年は中

江藤樹の生誕から４００年にあたります。 

「近江聖人」とよばれた中江藤樹に関わる資

料と、そのゆかりの地高島を版画と絵はがきを

中心にご紹介する予定です。 

ＦＬＡＳＨ☆ふらっシュ 
ご存じですか？参考資料室の展示コーナー 

   

県立図書館は、滋賀県の財産である絵図

や古文書、古い写真や絵はがきなどを多数

所蔵しています。 

  ホームページでもご紹介していますが、

やはり実際にこの目で見たい、と思われた

ことはないですか？ 

参考資料室では、「今月のデジタルアルバ

ム帖」でご紹介した資料から、月替わりで

何点かを選んで展示しています。 

  普段はなかなか目にすることのできな

い貴重な資料が気軽に見られます。ぜひご

覧ください。 

湖国の本棚    

 今号の「湖国の本棚」では、 

県立図書館で読める中江藤樹 

の著作と関連資料を中心にご 

紹介します。 

 

～中江藤樹の著作を読みたいときは～ 

●翁問答（岩波文庫） 加藤盛一校註 岩波書店 1989年 

●鑑草（岩波文庫）加藤盛一校註 岩波書店 1989年 

●加香美草 現代語新訳『鑑草』 

       日本総合教育研究会編訳 行路社 1990年 

●中江藤樹（日本思想体系）岩波書店 1974年 

●中江藤樹 熊沢蕃山（日本の名著）中央公論社 1976年

●中江藤樹人生百訓 中江彰著 致知出版社 2007年 

 

～中江藤樹をもっと知りたいときは～ 

●中江藤樹 山住正己著 朝日新聞社 1977年 

●中江藤樹 古川治著 明徳出版社 1990年 

●中江藤樹の総合的研究 古川治著 ぺりかん社 1996年 

●中江藤樹入門 近江聖人中江藤樹記念館編集 

                     近江聖人中江藤樹記念館 2002年 

●中江藤樹 久保田暁一著 致知出版社 2006年 

７面のＷｅｂ版館報でも多くの資料を紹介していま

すのでご覧下さい。 

 



 

●●●●  今今月月ののＢＢＯＯＯＯＫＫままーーくく  ●●●●  
 

 
 
 
 
 
                 赤ちゃんと一緒に来館されるお母さんにとっても、

ゆっくり本を選ぶことができるような場所であって

ほしい－。そんな思いで子育て中のお母さん、お父さ

んにおすすめの本や言葉を授乳室の壁に紹介してい

ます。 

毎月その季節にちなんだ絵本をとりあげ、赤ちゃん 

にミルクをあげている間に絵本の世界を楽しめるよ 

うになっています。赤ちゃんと一緒にリラックスしな 

がらゆっくり本を選んで、またお家でもじっくり味わ 

っていただければ・・・と願っています。

 

 

授乳室 赤ちゃんも お母さんも リラックス  

 



平成1９年１１月～１２月購入・寄贈分郷土資料紹介

●中江藤樹心学派全集 上下巻

小山國三，吉田公平編 研文出版 2007年

●円仁慈覚大師の足跡を訪ねて

今よみがえる 唐代中国の旅

阿南・ヴァージニア・史代著 小池晴子訳

ランダムハウス講談社 2007年

●中世寺院勢力論 悪僧と大衆の時代

衣川仁著 吉川弘文館 2007年

●継体天皇と即位の謎

大橋信弥著 吉川弘文館 2007年

●戦国の大津

天下統一の夢、坂本城、大津城、 膳所城

大津市歴史博物館編刊 2007年

●絵はがきのなかの彦根

細馬宏通著 サンライズ出版 2007年

●琵琶湖三十三万八千歩

岡野忠雄著 交通新聞サービス 2007年

●町のオアシスの２５５５日

介護予防とまち づくり

町のオアシス運営委員会編著

町のオアシス 2007年

●だいじょもん椿

お婆の囲炉裏ばなし第一編 全３０話

平居一郎著 アトリエ・イオス 2007年

●村里に生きる 東近江の農村の生活

大塚勘二郎著 大塚勘二郎 2007年

●彦根藩士族の歳時記

高橋敬吉［著］ 藤野滋編 サンライズ出版

2007年

●関ケ原合戦・あの人の「その後」

勝った人、負けた人がたどった「意外な運

命」

日本博学倶楽部著 ＰＨＰ研究所 2007年

●ヴォーリズさんのウサギとカメ

山崎富美子ぶん 山崎さやかえ 上ヶ原文庫

2007年

●湖北町の伝統食・地産食

忘れぬうちに伝えたい

湖北町食事文化研究会編刊 2007年

●湖東焼 たねや美濠美術館図録

谷口徹監修・解説 たねや近江文庫 2007年

●たかが落語されど落語

水江孝司著 たまご書房 2007年

●京・近江の万葉めぐり カメラ散歩

矢田逸次写真・文 かもがわ出版 2007年

●被告医師

藤本恵子著 駒草出版 2007年

●灰色の研究 不登校連続殺人事件

吉屋行夫著 清風堂書店 2007年

●運命の方程式

医療不信の中で私のがんが治るわけ

杉林みづほ著 新風舎 2007年



● 湖国の本棚  W e b 版  ● 

「湖国の本棚」では、当館で所蔵している中江藤樹関連の資料をご紹介します。なお、

貴重書・古文書等、一部の資料は閲覧・貸出を制限しておりますのでご了承下さい。 

記載項目は ●書名，副書名，著者，出版社，出版年，請求記号 となっています。 

（中江藤樹 著作） 

●翁問答 全４巻,中江藤樹著,万治２年版,［京都］,吉野屋権兵衛,1659,1E-0915-659 

●翁問答 全５巻,中江藤樹著,慶安２年版,［出版地不明］,勘右衛門,1649,1-0915-649 

●翁問答,中江藤樹著 加藤盛一校註,岩波書店,1936,5 -0915- 36 

●翁問答,中江藤樹著 藤樹書院編,安曇川町,安曇川町立青柳小学校,1974,S-0915-74 

●翁問答,中江藤樹著 井上哲次郎校訂,広文堂書店,1910,5-0915-10 

●改正 翁問答 全８巻,中江藤樹著,天保２年版,［江戸］,英文蔵,1831,１E-0915-831 

●改正 翁問答 全４巻,中江藤樹著 東叡山御用御書物所編,青雲堂,1831, 

１E-0915-1～4   

●鑑草 上・中・下,中江藤樹著,木版,京都,尾張屋勘兵衛,1781,１E-0915-781 

●鑑草,中江藤樹著 長谷川由夫解題,復刻版,安曇川町,安曇川町立青柳小学校,1974, 

SP-0915-74 

●鑑草,中江藤樹著 加藤盛一校注,岩波書店,1989,S-0915-89 

●鑑草,中江藤樹著 加藤盛一校注,岩波書店,1939,5-0915-39 

●加香美草,現代語新訳『鑑草』,中江藤樹原著 日本総合教育研究会編訳,京都,行路

社,1990,S-0915-90 

●孝経啓蒙略解,中江藤樹原著 西晋一郎通釈 藤樹頌徳会編,目黒書店,1939,5-0915-39 

●心学文集 全,中江藤樹，熊沢蕃山著,文政７年補刻,［江戸］,須原屋茂兵衛,1824, 

1E-0915-824 

●大学解通釈,中江藤樹原著 西晋一郎通釈 藤樹頌徳会,目黒書店,1939,5-0915-39 

●定本孝經啓蒙,中江藤樹著 加藤盛一校訂・譯注,天晨堂,1942,5-0915-42 

●藤樹精言,中江藤樹著 橘明編,［出版者不明］,1813,1-0915-813 

●藤樹先生遺稿,中江藤樹著 岡田維鷹（など）校,木版,京都,銭屋総四郎,1795, 

1-0915-795 

●藤樹先生書簡 上・下,中江藤樹著 三宅石庵編,写本,［作成地不明］,三宅石庵,1713, 

1E-0915-800 

●藤樹先生全集 全５巻,中江藤樹著 藤樹神社創立協贊会編,,青柳村,藤樹書院,1928, 

5-0915-1～5   

●藤樹先生全集 全５巻,中江藤樹著 藤樹書院編,岩波書店,1940,S-0915-1～5   

●藤樹先生文武問答 完,中江藤樹著 巖井任重鈔録,木版,京都,出雲寺文次郎,1851, 

1-0915-851 



●藤樹全書 巻１～巻１０,中江藤樹著 志村己之助編纂 齋藤耕三,京都,川勝鴻宝

堂,1893,1-0915-893 

●藤樹全書 巻１～巻１０,中江藤樹著 志村己之助編纂 齋藤耕三,京都,點林

堂,1893,1-0915-893 

●頭註 國譯孝經 全,中江藤樹國譯 加藤盛一校訂・訓注,復刻版,安曇川町,安曇川町立

青柳小学校,1974,SP-0915-74  

●中江藤樹人生百訓,中江藤樹，中江彰著,致知出版社,2007,S-1212-07 

●中江藤樹のことば,素読用,中江藤樹［著］ 中江彰編,大阪,登竜館,2006,S-1212-06 
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員会編集,大津,滋賀県教育委員会,2002,SB-2800-02 

●物語中江藤樹,松下亀太郎著,呉,日本藤樹学会,1981,S-1215-81 

●陽明学 第２号,中江藤樹特集号,二松学舎大学陽明学研究所,1990,S-1215-90 

●歴史の上から観た中江藤樹,衣笠安喜講述 安曇川町教育委員会編,安曇川町,安曇川町

教育委員会,1981,5-1215-81 

 



●私の中国紀行,藤樹学の源流をたずねて,古川治[ほか]編,安曇川町,古川治[ほか],1986, 

S-1215-86 

（小説） 

●小説中江藤樹 上・下,童門冬二著,学陽書房,2001,S-9515-1～2 

●小説中江藤樹 上・下巻,童門冬二著,学陽書房,1999,S-9515-1～2 

●天命の人 小説中江藤樹,渕田隆雄著,安曇川町,渕田隆雄,2001,S-9515-01 

 

 


