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『ほつまつたゑ』全 40 紋（アヤ） 

各紋のあらまし 
（○○－△△）○○はアヤ番号、△△は原書の頁番号 

 

 

天(あ)の巻  目次 (一紋～十六紋) 
 

◆序 

 (序-01) 二神(伊奘諾尊と伊奘冉尊)、三種(ミクサ)の御宝(オンタカラ) 

  (序-03) ヲヲタタネコ、ミワ(三輪)の臣 

  (序-05) ヤスクニ宮 

  (序-06) アスカの宮、ニハリの宮、ハラミの宮 

  (序-08) アマキミ(天君=天照大神) 

  (序-11) みかさ文(フミ)=三笠文 

 

◆ほつまつたゑ御織の初(ハツ)   東西(キツ)の名と穂虫(ホムシ)去る紋(アヤ) 

  (01-01) 拾われたワカヒメ(和歌姫) 

  (01-02) 人生儀礼、正月、三月、五月の祝い 

  (01-03) アワ(天地)の歌と歌の神力 

  (01-04) 東西中南北(キツオサネ)の語源 

  (01-10) 稲虫祓いの神事 

  (01-12) 和歌姫の恋愛、回り歌 

  (01-16) 扇の神力 

  (01-17) 五七調と神歌 

  (01-18) 初宮参り・しきしま(敷島) 

 

◆ほつまつたゑ御織の二(フ)    天七代、床御酒(トコミキ)の紋 

  (02-01) タカキ(高木命)の質問 

  (02-02) 天地開闢 

  (02-03) クニトコタチ(国常立尊)の常世国 

  (02-04) 婚礼の制定と雛祭の起源 

  (02-05) オモタル(面足尊)の日本全土の統治 

  (02-06) 伊奘諾尊と伊奘冉尊の国家再建 

  (02-07) クニトコタチ(国常立尊)の御子 

  (02-08) 伊奘諾尊と伊奘冉尊の婚礼と床神酒、ササケ(笹気) 
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◆ほつまつたゑ御織の三(ミ)   一姫三男(ヒヒメミオ)生む殿の紋 

  (03-01) ツハモノヌシ(兵主命)の質問 

  (03-02) 筑波宮での昼子姫の誕生、ミトノマグバヒ 

  (03-03) 近江八尋殿での御柱巡り 

  (03-04) 日本全土の復興、大和秋津州、淡路島、伊予、阿波、隠岐、筑紫、吉備、佐渡 

  (03-05) ハラミ山での天照神の誕生 

  (03-06) 月読尊の誕生 

  (03-07) ソサノヲ(素戔鳴尊)の誕生 

 

◆ほつまつたゑ御織の四(ヨ)    日の神の瑞御名(ミズミナ)の紋 

  (04-01) オオモノヌシ(大物主命)の『イミナ』の質問 

  (04-02) ホツマ、ヒタカミ、ハラミ山 

  (04-03) 地上タカマ(高天原) 

  (04-04) 道の衰えた国民 

  (04-05) トヨケ(豊受神)の世継祈祷 

  (04-06) ハラミでの千日祈祷 

  (04-07) 飛び降(クダ)る日の御魂 

  (04-08) 床神酒 

  (04-09) 天照神の誕生 

  (04-10) 胞衣に包まれた御子と笏(サケ) 

  (04-11) 御子出現 

  (04-12) 天照神の即位の儀 

  (04-13) 幼名ウヒルギ 

  (04-14) 天照神の初嘗会(ウイナメエ) 

  (04-15) 豊受神の訪問 

  (04-16) 天照神のヒタカミ(日高見)行幸 

  (04-17) 天の道を学ぶ天照神 

  (04-18) イミナと称え名 

 

◆ほつまつたゑ御織の五(ヰ)    和歌の枕言葉の紋 

  (05-01) モノヌシ(大物主命)の『枕詞』の質問 

  (05-02) アワ歌の起源 

  (05-03) 月読尊(モチキネ)の誕生 

  (05-04) 素戔鳴尊(ハナキネ)の誕生 

  (05-05) 伊奘冉尊の神上り 

  (05-06) 伊奘諾尊の黄泉(ヨモツ)訪問 

  (05-07) 八醜女(シコメ) 

  (05-08) 二神の事断つ 

  (05-09) 禊(ミソギ)と神々の勧請 

  (05-10) 黄泉坂の教訓 

  (05-11) イヤマト(弥真瓊)の道 

  (05-12) 枕詞の語源 

  (05-13) 歌の道、禊の道 
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◆ほつまつたゑ御織の六(ム)    日の神十二后の紋 

  (06-01) 天照神のハラミ山(原見山)遷都 

  (06-02) 十二后制定、月と日の位 

  (06-03) セオリツ姫(瀬織津姫)のウチミヤ(内宮)昇格 

  (06-04) ウリフ姫(瓜生姫)と閏月(ウリフツキ)の起源 

  (06-05) コクミ(胡久美)の怠慢 

  (06-06) 天照神のマナイ(真名井)行幸とミチノク(道奥) 

  (06-07) トヨケカミ(豊受神)の崩御とアサヒ宮(朝日宮) 

  (06-08) 天照神の巡狩､ヤスクニの宮に帰還 

  (06-09) イサワ(伊雑宮)への遷宮 

  (06-10) オシホミ(忍穂耳尊=オシヒト(忍仁尊))の誕生 

  (06-11) 天照神の御子達、タケコ(沖津島姫)、タキコ(江之島姫)、タナコ(市杵島姫) 

  (06-12) カグの宮(香久宮)とウオチミヤ(大内宮) 

  (06-13) 熊野のハナキネ(素戔鳴尊) 

  (06-14) 伊奘諾尊の崩御 

  (06-15) オシヒト(忍穂耳尊)を養育する昼子姫 

 

◆ほつまつたゑ御織の七(ナ)    遺し文サガお絶つ紋 

  (07-01) シラビト(白人)･コクミ(胡久美)の悪業 

  (07-02) コクミの審議 

  (07-03) コクミの刑罰 

  (07-04) シラビトの審議 

  (07-05) シラﾋﾞトの刑罰 

  (07-06) ヤソキネ(八十杵尊)のネ(根国)の国神に補さる 

  (07-07) 持子に助けられた白人･胡久美 

  (07-08) ソサノヲ(素戔鳴尊)とハヤスウヒメ(早吸姫) 

  (07-09) 素戔鳴尊と持子･早子の陰謀 

  (07-10) 持子･早子の筑紫蟄居 

  (07-11) 大蛇に変ずる持子･早子 

  (07-12) 素戔鳴尊の乱行､諭しの御歌 

  (07-13) 天照神の岩室隠れ 

  (07-14) 高天原での神議り 

  (07-15) ウスメ(鈿女)らの神懸り 

  (07-16) 常世の踊り 

  (07-17) 天照神の出現 

  (07-18) 素戔鳴尊の刑罰と瀬織津姫の助命、瀬織津姫の御歌 

  (07-19) ミチスケ(道清気)の歌と神楽の起源、道清気の歌 

  (07-20) 素戔鳴尊のヤスカハ(野洲川宮)の訪問 

  (07-21) 素戔鳴尊の誓い 

  (07-22) 三女神の誕生と陰のミヤビ 

  (07-23) 二神(伊奘諾尊、伊奘冉尊)の良き子を産む法(ノリ) 
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◆ほつまつたゑ御織の八(ヤ)    魂返し悪魔撃つ紋 

  (08-02) アメ(天)のフシ(節) 

  (08-03) 白人･胡久美の悪業 

  (08-04) ハタレ魔軍 

  (08-05) 高天原での神議り 

  (08-05) ハタレの正体 

  (08-06) ハタレ討伐の奥義 

  (08-07) 神軍出陣 

  (08-08) 天照神の禊 

  (08-09) シム道討伐 

  (08-10) イソラ討伐 

  (08-11) ハタレの好物オコゼ､フキ(蕗) 

  (08-12) ヰヅナ道討伐 

  (08-13) 蕨縄に絞められ死ぬハタレ 

  (08-14) イヅナの正体 

  (08-15) 魂返しの神法とススト(心清瓊)の道､猿沢 

  (08-16) キク道討伐 

  (08-17) 狐､揚げ鼠 

  (08-18) キクツネの改心 

  (08-19) 天照神の行幸 

  (08-20) ハルナ討伐､サツサツ歌 

  (08-21) ハタレ魔軍の蜂起の原因 

  (08-22) ハルナの正体 

  (08-23) ハタレの祓い 

  (08-24) 稲荷信仰と狐 

  (08-25) ハタレの祓い、タカノ(高野山)とハタレ 

  (08-26) アヱの道討伐、橘の実、法螺貝、葉扇、天狗 

  (08-27) マフツの鏡、フタミ(二見の岩) 

  (08-28) 論功行賞 

  (08-29) カスガ殿とココストの文 

 

◆ほつまつたゑ御織の九(コ)    ヤクモ撃ち琴つくる紋 

  (09-01) 下民に落ちた素戔鳴尊 

  (09-02) ヤマタのオロチ(八岐大蛇) 

  (09-03) 稲田姫 

  (09-04) 袖の脇あけ 

  (09-05) オロチ(大蛇)退治 

  (09-06) 素戔鳴尊のヤス川宮訪問 

  (09-07) イフキドヌシ(伊吹戸主命)の益人討伐 

  (09-08) 素戔鳴尊と伊吹戸主命との再会、素戔鳴尊の御歌 

  (09-09) 琴の起源、三弦琴、五弦琴 

  (09-10) 許された素戔鳴尊 

  (09-11) 素戔鳴尊の宮造り、八雲立つの御歌 
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  (09-12) クシキネ(奇杵命=事代主、大物主)の誕生 

  (09-13) オホナムチ(大己貴命)とスクナヒコナ(少彦名命) 

  (09-14) 大己貴命と肉食 

  (09-15) 大己貴命とアタタラ 

  (09-16) 琴の奥義と和歌の奥義 

 

◆ほつまつたゑ御織の十(ト)    カシマ(鹿島)立ち釣鯛の紋 

  (10-01) 出雲の大宮、サアエ、シチリ、オホナムチ(大己貴命) 

  (10-02) 多賀の守での神議り 

  (10-03) 出雲平定 

  (10-04) アメワカヒコ(天稚彦)の派遣、タカテル姫 

  (10-05) 返し矢とワカヒコ(天稚彦)の死 

  (10-06) 天稚彦の葬儀 

  (10-07) タカヒコネ(高彦根命)の弔問 

  (10-08) シタテルオグラ(下照小倉姫)の和歌、ミヂカウタ(短歌)、タカヒコ(高彦根命) 

  (10-09) フツヌシ(経津主命)とミカツチ(武甕槌命) 

  (10-10) 釣人となったコトシロヌシ(事代主命)の助言 

  (10-11) タケミナカタ(建御名方命)と諏訪(信濃海) 

  (10-12) クサナギ(草薙)の矛 

  (10-13) 論功行賞 

  (10-14) 大己貴命の津軽左遷､アソベ(阿曽部)のウモトミヤ(大本宮) 

  (10-15) クシヒコ(奇彦命)とヨロギ(万木)の森 

  (10-16) コモリカミ(子守神)の御子たち 

  (10-17) イクタマヨリメ(活玉依姫)の御子、三代モノヌシミコ(大物主命御子)の歌 

  (10-18) シラタマメ(白玉姫)の御子 

  (10-19) カツテカミ(勝手神)世嗣ぎ得る歌 

 

◆ほつまつたゑ御織の十一(ソヒ)  三種神器譲り、御受けの紋 

  (11-01) ヒタカミの多賀の守への遷宮、多賀のコフ(国府) 

  (11-02) 多賀若宮、オシホミミ(忍穂耳尊) 

  (11-03) ヤスカワ宮(野洲川宮) 

  (11-04) 近江多賀よりの遷都 

  (11-05) 祝いのヲシカド(雄鹿人) 

  (11-06) フツヌシの境迎い 

  (11-07) ナコソ(勿来)の語源、スグサの歌 

  (11-08) 天照神の勅と三種神宝 

  (11-09) 金華山、コガネ(黄金)の花 

 

◆ほつまつたゑ御織の十二(ソフ)  アキツ姫、天が児の紋 

  (12-01) 先越のアマガツ(天児)、シホガマ(塩竈の神) 

  (12-02) 三っの稚児、ハタレ、テグルマ 

  (12-03) サツサツヅ歌 

  (12-04) カミアマガツ(神天児) 
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  (12-05) 天児の語源 

  (12-06) 天児の神歌 

  (12-07) 心味 

 

◆ほつまつたゑ御織の十三(ソミ)  ワカ彦、イセ(伊勢)、スズカ(鈴鹿)の紋 

  (13-01) 多賀の守での神集い 

  (13-02) ソサノヲ、ヒカワ(氷川)の禊 

  (13-03) 日月と火水 

  (13-04) 夫は日、妻は月 

  (13-05) 世嗣ぎ 

  (13-06) 夫の親は産みの親 

  (13-07) 夫のオナカ(御中) 

  (13-08) オキツヒコ(奥津彦命)の再婚とツクマナベ(筑摩鍋) 

  (13-09) スズカ(鈴明)の語源 

  (13-10) 欲望と子孫繁栄､カスガマロ(春日麿命) 

  (13-11) トヨケ(豊受神)の往来の道 

  (13-12) 獣への転生 

  (13-13) 夢の苦しみ 

  (13-14) アメ(天)の祭り 

  (13-15) メカケ(妾)と妻 

  (13-16) 女の姿、ミヤビ 

  (13-17) アマ(天)の浮橋 

  (13-18) 人の施し 

  (13-19) 捨てず集めず 

  (13-20) 羨む者の怨念 

  (13-21) 子なき者の魂返し 

  (13-22) 夫婦和合、イセ(伊勢)の道 

  (13-23) カンカゼ(神風)、イセ(伊勢)の国 

 

◆ほつまつたゑ御織の十四(ソヨ)  世継ぎ告る祝詞の紋 

  (14-01) 伊雑宮での教え 

  (14-02) カガン、ノンテン 

  (14-03) 世嗣ぎのアヤ(紋) 

  (14-04) 天地開闢 

  (14-05) 高天原への帰還、トホカミヱヒタメ、アイフヘモヲスシ 

  (14-06) 四十九人の神と人の誕生 

  (14-07) 日月のウルナミ 

  (14-08) 受精 

  (14-09) 卵子の回転 

  (14-10) 臍の緒 

  (14-11) 妊娠の十二個月 

  (14-12) 男子を得る法 

  (14-13) 女子を得る法 
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  (14-14) 日の輪の天照神 

  (14-15) 子を授く道 

  (14-16) 豊受神のヤチタビ(八千度)の祈祷 

  (14-17) 朝日を受けよ 

  (14-18) 天照神の歌 

  (14-19) 天児屋根命の歌 

  (14-20) コモリ(子守神)の歌 

  (14-21) カツテ(勝手神)の歌 

  (14-22) カスガ(春日)、コモリ、カツテ(勝手神) 

 

◆ほつまつたゑ御織の十五(ソイ)  御食、万、生成の紋 

  (15-01) クスヒ(楠日尊)の質問 

  (15-02) 禊の理由 

  (15-03) シシ(肉食)の害悪とキヨナ(清菜) 

  (15-04) クヒモノ(食物)の教え 

  (15-05) 天地開闢 

  (15-06) 鉱物 

  (15-07) 植物 

  (15-08) 物質と元素 

  (15-09) 水の生成 

  (15-10) シホスガ(塩清) 

  (15-11) 魚貝 

  (15-12) ウケモチの神(保食神)とゾロ 

  (15-13) 穂っ実の神饌 

  (15-14) 月読尊の派遣 

  (15-15) カダ(荷田命) 

  (15-16) 穀物、魚、鳥、獣 

  (15-17) スズシロ、シラヒゲ、ハシカミ(生姜) 

  (15-18) スワ(諏訪神)と鳥肉 

  (15-19) 食物と魂のヲ(緒) 

  (15-20) 食物と日月 

  (15-21) 千見草 

  (15-22) 西王母と山の道奥 

  (15-23) 肉食をやめぬ西国の人々 

  (15-24) 早枯れと天寿 

  (15-25) 日月と御種の菊 

 

◆ほつまつたゑ御織の十六(ソム)  胎み慎しむ帯の紋 

  (16-01) アマノコヤネ(天児屋根命)の縁談 

  (16-02) コモリ(子守神)のミタネフミ(御種文) 

  (16-03) 天地開闢 

  (16-04) 受精 

  (16-05) 卵子の回転 
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  (16-06) 呼吸数 

  (16-07) 卵子の回転数と月の名の語源 

  (16-08) 姫君の心配 

  (16-09) 男子を得る法 

  (16-10) 女子を得る法 

  (16-11) 女子の受精卵の回転数 

  (16-12) 男子は十二個月、女子は十個月 

  (16-13) 民はコサワ(子沢) 

  (16-14) 女の恨みと桜 

  (16-15) 女の妬みと子種の滅亡 

  (16-16) 女の怨念とオロチ(大蛇) 

  (16-17) 妬む妬まるみなトガ(咎) 

  (16-18) よその女を恨むな 

  (16-19) 大蛇となって子種を噛む 

  (16-20) トヨケの腹帯 

  (16-21) カツラギ(葛城山)のニイトリ(丹鳳) 

  (16-22) 四十八備わる腹帯 

  (16-23) 腹帯の神力 

  (16-24) 腹帯の原理 

  (16-25) 天照神の羽二重 

  (16-26) ミカツチ(武甕槌命)の羽二重 

  (16-27) カツテ(勝手神) 

  (16-28) カシマ宮での御饗 

  (16-29) イキス宮 

  (16-30) 日高見の腹帯 

  (16-31) イキス宮の姫 

  (16-32) ヰハタオビ(磐田帯) 

  (16-33) 天児屋根命と奥義伝授 
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地（わ）の巻 目次 (十七紋～二十八紋) 
 

◆ほつまつたゑ御織の十七(ソナ)  神鏡八咫の名の紋 

  (17-01) 天児屋根命の質問 

  (17-02) 八咫の語義と量 

  (17-03) 八咫鏡 

  (17-04) タミメ(掌相) 

  (17-05) タラチネ 

  (17-06) 民は我が子 

  (17-07) 臣民の子孫 

  (17-08) 犯し隠すも天が知る 

  (17-09) 四十九の神の役割と守護 

  (17-10) 屑を捨てなで 

  (17-11) 天の告げ 

  (17-12) アラダケ(荒猛)の松はネジ(拗)ける 

  (17-13) 子は長の根 

  (17-14) 利き過ぎ拗け 

  (17-15) 褒め過ぎ拗け 

  (17-16) 長く培う 

  (17-17) 荒猛の松 

  (17-18) 細かに教える 

  (17-19) ユルノリ(暖教) 

  (17-20) 天地人 

  (17-21) ハタレハルナの質問 

  (17-22) ニヤビの情け 

  (17-23) 賄賂 

  (17-24) ミヤビの告げ 

  (17-25) ミヤビなければ身も枯れる 

  (17-26) ヰクラムワタ(五腑六臓) 

  (17-27) 中心の形は鏡 

  (17-28) 天地人の告げ 

  (17-29) ヤタの音義 

  (17-30) ハルナの誓い 

  (17-31) 悪業と病 

  (17-32) 民となせ臣 

  (17-33) 素直なる業 

 

◆ほつまつたゑ御織の十八(ソヤ)    オノコロとまじなふの紋 

  (18-01) 天御孫(ニニキネ)の質問、オノコロ 

  (18-02) 二神とオノコロ 

  (18-03) 天地開闢と天御祖神のタミメ(掌相) 

  (18-04) 地球生成 
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  (18-05) 天御中主神の誕生と国常立尊 

  (18-06) トホカミエヒタメ八神と子孫 

  (18-07) 二神の国家再建 

  (18-08) ヲノコロの音義 

  (18-09) ヲノコロの呪い 

 

◆ほつまつたゑ御織の十九(ソコ)   (一) 馭典(ノリノリ)一抜(ヒトヌキ)き間の紋 

  (19-01) 天照神の側近､近江の多賀､若仁(ワカヒト)､左の臣(オミ)=思兼命(オモイカネ)､ 

     右の臣=金折命(カナサキ) 

  (19-02) 豊受神(トヨケノカミ)の乗馬の教え 

  (19-03) 天地開闢と乗り法 

  (19-04) 一貫きの手綱 

  (19-05) 雄走命の練習 

  (19-06) 乗馬とハタレ討伐 

  (19-07) ヲバシリ(雄走命)の系譜､鹿島神(武甕槌命=タケミカツチ) 

 

◆ほつまつたゑ御織の十九(ソコ)   (二) 乗りの文照る妙の紋 

  (19-08) ヒヅメアオコマ(蹄青駒) 

  (19-09) 七草 

  (19-10) 黒駒 

  (19-11) 高彦根命のノリノリ(乗馬)の教え 

  (19-12) 馬の性質 

  (19-13) 明る妙え 

  (19-14) 一貫間(ヒトヌキマ) 

  (19-15) アカタエ(明妙) 

  (19-16) 八っ五五の割合、八咫、五咫 

  (19-17) 二荒神(フタアレカミ) 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十(フソ)    皇御孫十種神宝得る紋 

  (20-01) 火之明尊(照彦)の葦原国派遣 

  (20-02) 十種の神宝 

  (20-03) 随神たち 

  (20-04) 海路の勅命 

  (20-05) 火之明尊の船旅 

  (20-06) 空見つ大和国 

  (20-07) 斑鳩宮への遷宮 

  (20-08) 飛鳥宮への遷都 

  (20-09) 大物主奇彦命の官禄返上 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十一 (フソヒ)  宮造り法の制定 

  (21-02) 用材の伐採と中墨柱 

  (21-03) 棟上祭、匠の祝詞 

  (21-04) オゴロ(土公神) 
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  (21-05) 土公神への勅命 

  (21-06) 九門(コカド) 

  (21-07) 八将軍(ヤマサカミ)と桜門 

  (21-08) カラフシマ(羅生門) 

  (21-09) 鶏と烏の鳴声 

  (21-10) 鳥居、教えの御歌 

  (21-11) 柱 

  (21-12) 屋造りのもと 

  (21-13) 屋根 

  (21-14) 鴫居(シギイ)と鴨居(カモイ) 

  (21-15) 山入り 

  (21-16) 大国柱 

  (21-17) ニハリ(新治宮)への伝と遷都 

  (21-18) ウツロヰ神の妨害 

  (21-19) ウツロヰ神への勅命 

  (21-20) 駆(カ)り遷し 

  (21-21) ウツロヰ神への勅命 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十二(フソフ)  オキツヒコ火水の祓    

  (22-01) ニハリ宮遷都祝い 

  (22-02) ヱトモリカミ(兄弟守神) 

  (22-03) ヤマサカミ(八将軍) 

  (22-04) 土公(オゴロ) 

  (22-05) 奥津彦命の祝詞､ウツロヰ神､カグツチの神 

  (22-06) 神々の誓い 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十三(フソミ)  御衣定め剱名の紋 

  (23-01) 奇彦命の質問 

  (23-02) 心雪透く神世 

  (23-03) 斧 

  (23-04) 矛 

  (23-05) 伊奘諾尊への勅命 

  (23-06) ト(瓊)と矛 

  (23-07) 瓊の天神との一体化 

  (23-08) 逆矛の語源 

  (23-09) 逆矛も宝 

  (23-10) 千五百の頭 

  (23-11) 物部の派遣 

  (23-12) 政事の乱れ 

  (23-13) 身分と衣 

  (23-14) 夏冬の衣 

  (23-15) 身を飾れば田が荒れる 

  (23-16) 天の憎み 
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  (23-17) 木綿 

  (23-18) 羽二重 

  (23-19) 綾錦織、タカハタノリ(高機法) 

  (23-20) 行政組織 

  (23-21) 刑の種類 

  (23-22) 民は子 

  (23-23) 罪科の度合、ハタ(機)の道 

  (23-24) 奇彦命の質問 

  (23-25) 剣の制作 

  (23-26) 左の目右の目と活き枯れ 

  (23-27) 天目一個神 

  (23-28) 枯れと活き 

  (23-29) 剣の音義 

  (23-30) 八重垣剣 

  (23-31) 八咫の名、アワヤ 

  (23-32) 八重の意味 

  (23-33) 奇彦命の誓い 

  (23-34) ヤマトオオクニ(日本大国)御魂神 

  (23-35) ハネ(翼)の臣 

  (23-36) 三諸山の洞と杉 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十四(フソミ)  肥え国ハラミ山の紋 

  (24-01) ニニキネ(瓊々杵尊)の高田開拓 

  (24-03) 伊勢山田の開拓 

  (24-04) 瓊々杵尊の門出 

  (24-06) 三種の神宝 

  (24-07) 鏡臣剣臣 

  (24-08) 神宝の分与 

  (24-10) 神幸 

  (24-10) 神崎の大井、真名井 

  (24-11) 西王母の峯輿と越の国 

  (24-13) ミチミ(三千実)の桃 

  (24-13) 御饗の梅 

  (24-14) 桜 

  (24-14) 猿田彦命の出会いと卯の花 

  (24-17) 三上山と三雄尾の神 

  (24-18) 瑞穂宮から諏訪へ 

  (24-20) ハラミ山八湖と八峰 

  (24-21) 中峰 

  (24-22) 葦津姫との契り 

  (24-23) 瓊々杵尊の大嘗ヱ 

  (24-24) 子守神と祖父大巳貴命(モノヌシ) 

  (24-26) 葦津姫の妊娠と磐長姫 
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  (24-29) 磐長姫たちの陰謀と桜 

  (24-31) 龍に救われた姫と御子 

  (24-33) 瓊々杵尊の歌 

  (24-34) 葦津姫との再会 

  (24-35) 三御子の名 

  (24-37) 酢芹草(スセリグサ) 

  (24-38) トリダスキ(鳥襷) 

  (24-39) 千代見草とヤマハト(山葉留)の御衣 

  (24-40) ハ菜・ラ菜 

  (24-41) ココリヒメ(菊桐姫)とトリタスキ(鳥襷) 

  (24-42) 多賀と蚕飼・裁縫の道 

  (24-43) ハラミ草 

  (24-44) 中柱､カタタケの宮､方壷の文 

  (24-45) 磯輪上(シワカミ)秀真国 

  (24-47) 忍穂耳尊の遺言、アスカオキミ(飛鳥治君) 

  (24-49) はらから、箱根神 

  (24-50) ヒエ(一枝)の山 

  (24-52) ワケイカズチ(別雷)のアマキミ(天君) 

  (24-53) 数魚の肥料、津軽、阿曽部 

  (24-54) 三笠山 

  (24-54) スガタヒメ(清田姫)の諌言 

  (24-57) 原朝間宮(アサハラマミヤ)、酒折(サカオリ)、占形(ウラカタ)、亀卜(キボク) 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十五(フソイ)  ヒコ命鉤を得るの紋 

  (25-01) 瑞穂宮造営 

  (25-02) 瓊々杵尊の箱根伊勢行幸 

  (25-03) 三御子の宮 

  (25-05) 瓊々杵尊の安芸国巡狩 

  (25-07) ヤマカゲ(山陰)巡狩 

  (25-07) 筑紫行幸の準備 

  (25-09) 瓊々杵尊の筑紫行幸 

  (25-11) 釣り針をなくしたヤマサチヒコ(山幸彦=火々出見尊) 

  (25-13) シホツツ(塩土翁)の助言 

  (25-14) ハデカミ(波提神)の宮 

  (25-16) ハデカミの和歌 

  (25-17) タイ(鯛)とクチ 

  (25-18) ハデカミの夢の告げ 

  (25-19) 火々出見尊の帰還 

  (25-22) 満ち干の玉と酢芹宮の服従 

  (25-23) 后トヨタマメ(豊玉姫)と六局の選定 

  (25-25) 火々出見尊の婚礼 

  (25-26) 火々出見尊の筑紫巡狩 

  (25-27) サツキ(五月)の春祝い 
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  (25-28) アソクニ(阿蘇国)行幸 

  (25-29) ツクシ(筑紫)の宮への遷宮 

  (25-31) ウド(鵜戸宮)への遷宮 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十六(フソム)  ウガヤ葵桂の紋 

  (26-02) 別雷(ワケイカズチ)の天君(アマキミ) 

  (26-03) 火々出見尊の帰還 

  (26-05) 豊玉姫の出産 

  (26-06) 産湯と出産 

  (26-07) 七十五日の産湯の<ひき目> 

  (26-08) 御子の名 

  (26-10) 産屋を覗いた火々出見尊 

  (26-12) 帰らない豊玉姫 

  (26-14) 火々出見尊の大嘗ヱ 

  (26-15) 葵柱と瓊々杵尊の説得 

  (26-17) 竜君(タツキミ) 

  (26-19) 心を許す豊玉姫 

  (26-21) 瓊々杵尊の遺言 

  (26-22) 高千穂の神と浅間神 

  (26-23) 四十八日の喪祭 

  (26-24) 和歌の神力 

  (26-27) 火々出見尊の涙と小葵の御衣 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十七(フソナ)  御祖神船魂の紋 

  (27-01) 瑞穂の宮 

  (27-02) 諸国の統治 

  (27-02) 筑波の統治 

  (27-03) 建祇命の妻 

  (27-05) クニテルミヤ(国照宮)とタケテル(武照宮) 

  (27-05) サイワイビシ(幸菱) 

  (27-06) アスカの宮(飛鳥宮)崩御 

  (27-08) カグヤマヲキミ(香具山治君)の養子 

  (27-09) 鵜葺草尊への三種神宝授与 

  (27-11) 火々出見尊の崩御とケイ(筍飯)の神 

  (27-12) キフネ(貴船)の神 

  (27-13) ムツフナタマ(六っ船魂神) 

  (27-15) 多賀城改築と即位の大礼 

  (27-16) 御祖の道の教え、香具(カグ)の文(フミ) 

  (27-19) 鵜葺草尊の大嘗祭 

  (27-21) 世継文と世継社 

  (27-23) ヤセヒメ(八瀬姫)とイツセキミ(五瀬君) 

  (27-24) カアイ(河合)の神 

  (27-25) タマヨリ(玉依姫)とウツロヰ神 
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  (27-27) 玉依姫と神の御子 

  (27-28) 乳を恵む玉依姫 

  (27-29) 神武天皇を産む后玉依姫 

  (27-32) タケヒト(武仁)のイミナ( )、ツヅ歌 

  (27-33) ツミハ(積葉命)の結婚 

  (27-35) オオモノヌシ(大物主=蕗根命) 

  (27-37) サキミタマ(幸御魂)クシミタマ(奇御魂)の助言、アオガキヤマ(青垣山) 

  (27-39) フキネ(蕗根命)の神上り 

  (27-40) ツクシ(筑紫)のオシカ(雄鹿) 

  (27-40) 鵜葺草尊の筑紫行幸 

  (27-42) 筑紫へ急ぐタケヒト(武仁君) 

  (27-43) 鵜葺草尊の遺言 

  (27-45) 三種神宝伝授、シラヤのオシデ(璽) 

  (27-46) モモのフミ(百の文) 

  (27-47) 鵜葺草尊の崩御、ツクシスベラギ(筑紫天皇)ヒウガ(日向)の神 

 

◆ほつまつたゑ御織の二十八(フソヤ)  君臣遺し法の紋 

  (28-01) 櫛甕玉命の質問 

  (28-02) 天(アメ)の真栄木(マサカキ) 

  (28-04) 国常立命の真栄木と天神七代 

  (28-05) 天照神の誕生 

  (28-06) 胞衣岳 

  (28-07) 天照神の政事 

  (28-09) 忍穂耳尊の政事 

  (28-10) 神風の伊勢の国 

  (28-11) ハタレ魔軍の蜂起 

  (28-12) 飛鳥宮 

  (28-12) 瓊々杵尊の政事 

  (28-14) 瓊々杵尊の三御子の 

  (28-15) 火々出見尊の政事 

  (28-16) 鵜葺草尊の政事   

  (28-16) 宇治の宮への遷都 

  (28-17) 自生した五十鈴と真名井の洞 

  (28-18) 天照神の遺言 

  (28-19) 清雄鹿の八咫の冠 

  (28-21) 返し祝い詩歌 

  (28-22) 猿田彦命への遺言 

  (28-22) 天児屋根命への遺言 

  (28-24) 神璽と冠(カムリ)と御衣(ミハ) 

  (28-25) マナヰ(真名井) 

  (28-27) 魂返し文 

  (28-26) 天照神の内っ宮 

  (28-25) サクスズ(折鈴) 
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  (28-28) 鈴木の苗、天の真栄木(アマのマサカキ) 

  (28-30) タナコヒメ(田奈子姫)の助言 

  (28-32) アスズコヨミ(天鈴暦)の上梓 

  (28-34) 田奈子姫、イフキトミヤ(伊吹戸宮) 

      イヨツヒコ(伊予津彦命)、トサツヒコ(土佐津彦命)、ウサツヒコ(宇佐津彦命) 

  (28-35) 外が浜の九頭(コガシラ)の大蛇(オロチ) 

  (28-36) モチコ(持子)ハヤコ(早子)の大蛇 

  (28-39) トカクシ(戸隠神) 

  (28-40) タケコヒメ(竹子姫) 

  (28-41) タキコヒメ( 子姫) 

  (28-41) 天児屋根命の遺言と神上り 

  (28-44) 天児屋根命の喪祭り 

  (28-45) 猿田彦命と魂返し文(フミ) 

  (28-48) ミモスソ(御裳裾)の民 

  (28-50) 溺れる漁師 

  (28-51) 世継文(ユツギフミ)を盗み写したナガスネ(長髄彦) 

  (28-52) タタラ・イスズヒメ(五十鈴姫) 

  (28-53) 長髄彦の反乱 

  (28-55) 櫛甕玉命の秀真伝上梓 
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人（や）の巻 目次 (二十九紋～四十紋) 
 

◆ほつまつたゑ御織の二十九(フソコ)  タケヒト、ヤマト討ちの紋 

 (29-01) カンヤマト イワワレヒコ(神武天皇)四の皇子、タマヨリ(玉依姫) 

 (29-01) ナガスネ(長髄彦)の反乱 

 (29-03) 天成の道､乗り下だせ 秀真路 

 (29-06) 塩土(シオツチ)の翁の助言､神武天皇東征 

 (29-08) ウサ(宇佐)(大分県宇佐郡宇佐町和気) 

 (29-09) アキ(安芸)の国(広島県安芸郡府中町)､チノ宮 

 (29-08) 浪速 

 (29-10) 五瀬尊の神上り 

 (29-12) 稲飯尊(イナイ)と御毛入尊(ミケイリ)の入水 

 (29-13) タカクラシタ(高倉下命)の夢の告げ 

 (29-15) 八咫烏の導き 

 (29-16) 兄猾の陰謀 

 (29-17) 兄磯城軍の攻撃 

 (29-18) 神武天皇の夢の告げ 

 (29-20) 丹生川の祭祀 

 (29-22) 神武天皇の御製 

 (29-23) 退却する饒速日命 

 (29-23) 兄磯城との戦い 

 (29-26) 長髄彦と神璽 

 (29-29) 饒速日命の忠節 

 (29-30) 土蜘蛛 

 (29-31) 橿原宮造営と后の制定 

 (29-33) 大三輪の神々の祭祀 

  (29-34) 年サナト(辛酉)カシハラ宮 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十(ミソ)    天君、都鳥の紋   

 (30-02) 別雷天君 

 (30-03) 神璽 

 (30-04) 長髄彦 

 (30-05) 天押雲命(オシクモ)の神上り 

 (30-06) 日、月、星の使いの制定 

 (30-08) 神武天皇即位の大礼(スズ・サナト(辛酉) サヤヱ(庚辰)初日) 

 (30-09) 都鳥の歌 

 (30-12) 三種神宝の授受 

 (30-14) 神武天皇の大嘗祭 

 (30-15) 論功行賞 

 (30-17) 直え中臣･直り大物主 

 (30-19) 加茂の社 

 



 18 

◆ほつまつたゑ御織の三十一(ミソヒ)  ナオリ神ミワ神の紋 

 (31-02) タカクラシタの復命 

 (31-03) 高倉下命とヤヒコ(弥彦神) 

 (31-04) 百合姫(ユリヒメ)と神武天皇の御子 

 (31-06) 高倉下命に嫁ぐ小百合姫 

 (31-07) 小百合(サユリ)の花見 

 (31-08) 手研耳御子(タギシミコ)の恋情と操ツヅ歌 

 (31-10) 神武天皇の国見 

 (31-11) カヌナガワミミ(神淳名川耳)尊の立太子(第２代天皇) 

 (31-12) 神武天皇の遺言 

 (31-13) 喪祭り 

 (31-15) タシキミコ(手研耳尊)の陰謀 

 (31-18) 手研耳尊討伐 

 (31-21) 綏靖天皇(第２代)の即位の大礼 

 (31-22) 神武天皇の埋葬 

 (31-23) 綏靖天皇の后たち 

 (31-25) 櫛甕玉命と三輪の神 

 (31-27) 筑紫行幸 

 (31-29) シキヒト(磯城仁尊)立太子 

 (31-30) 天種子命(アメタネコ)の神上り 

 (31-31) 綏靖天皇崩御と喪祭り 

  (31-32) 吉野の菊の花見 

  (31-33) コモリ(子守宮)・カツテ(勝手宮)の起源 

  (31-34) 安寧天皇(第３代)即位と御子たち 

  (31-37) 安寧天皇崩御 

  (31-38) 懿徳天皇(第４代)即位 

  (31-40) 懿徳天皇の后と御子たち 

  (31-42) 懿徳天皇崩御 

  (31-43) 孝昭天皇(第５代)即位 

  (31-45) 孝安天皇の后と御子たち 

  (31-47) 孝昭天皇崩御 

  (31-49) 孝安天皇(第６代)即位 

  (31-49) 孝安天皇の后 

  (31-50) 風ふの祭り 

  (31-51) 孝昭天皇の埋葬 

  (31-52) 根子彦尊立太子 

  (31-53) 孝安天皇崩御 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十二(ミソフ)  富士と淡海瑞の紋 

 (32-01) 孝霊天皇(第７代)即位 

 (32-02) 孝霊天皇の后と御子たち 

 (32-05) 三つ子と恩賞 

 (32-07) 原見山と近江の絵 
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 (32-09) 元杵尊の立太子 

 (32-10) 孝霊天皇の原見山行幸 

 (32-12) 藤の山(富士の山) 

 (32-14) 玉川の神宝文(カンタカラフミ) 

 (32-15) 西国平定 

 (32-16) 孝霊天皇崩御 

 (32-17) 孝元天皇(第八代)の即位と十二后 

 (32-18) 孝元天皇の御子たち 

 (32-19) 風ふの祭り 

 (32-21) イカシコメ(伊香色謎) 

 (32-23) 太日日尊(フトヒヒ)立太子 

 (32-24) 孝元天皇崩御 

 (32-25) 開化天皇(第九)即位 

 (32-26) イキシコメ(伊木色謎)とミケヌシ(大御気主命)の諌言 

 (32-28) 大御気主命の蟄居 

 (32-29) 開化天皇の御子たち 

  (32-31) 五十  殖尊立太子 

  (32-31) 開化天皇崩御 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十三(ミソミ)  神崇め疫病治す紋 

 (33-01) 崇神天皇(第十代)即位 

 (33-02) 崇神天皇の后と御子たち 

 (33-04) 三種神宝(ミクサノタカラ)の遷座 

 (33-07) 疫病流行 

  (33-08) イロのつづ歌 

 (33-09) 大物主命(オオモノヌシ)の神託、サツサツヅ歌 

 (33-10) 崇神天皇の夢の告げ 

 (33-11) 臣下たちの夢合せ 

 (33-13) オオタタネコ(大直根子命)の出現 

 (33-14) 三輪神の祭祀 

 (33-15) 三輪の神とうま酒 

 (33-18) 大直根子命の魂返し 

 (33-19) 四方の教え人の派遣 

 (33-20) 少女の歌 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十四(ミソヨ)  ミマキの御世任那の紋 

 (34-01) 少女の歌 

 (34-02) タケハニヤス(武埴安)の反乱 

 (34-03) 破れる武埴安 

 (34-04) 四方の教え人 

 (34-05) 百襲姫(モモソヒメ)と大物主命 

 (34-06) 百襲姫の死、箸塚 

 (34-07) 初国治らす御間城の世、緒解く祭り 
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 (34-08) 崇神天皇の御子たち 

 (34-09) 夢占いと皇位継承 

 (34-10) ツノガアラシトの来日 

 (34-11) 来日の経路 

 (34-12) アラシトと白石の少女 

 (34-13) 新羅と任那の戦い 

 (34-14) 出雲の玉川の神宝文、武日照宮(ﾀｹﾋﾃﾙ) 

 (34-15) 振根の陰謀 

 (34-16) 振根討伐 

 (34-17) 溜池の開発 

 (34-18) 任那国の貢物 

 (34-19) 崇神天皇崩御 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十五(ミソイ)  ヒボコ来る角力の紋 

 (35-01) 垂仁天皇(第十一代)即位 

 (35-02) ミマナ(任那国)の貢物 

 (35-03) ヒボコ(天日槍)と八種の宝 

 (35-04) 天日槍の来日 

 (35-05) 天日槍の巡視 

 (35-06) 狭穂彦(サホヒコ)の陰謀 

 (35-07) 垂仁天皇の夢の告げ 

 (35-08) 狭穂彦討伐と狭穂姫の死 

 (35-09) タナバタ(棚機)祭り 

 (35-10) 蹶速と野見の宿弥 

 (35-11) 角力(スマイ)の起源 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十六(ミソム)  ヤマト姫、神鎮む紋 

 (36-01) 倭姫の誕生 

 (36-02) 竹野姫の死 

 (36-03) 垂仁天皇の御子たち 

 (36-04) 口をきいた誉津別尊(ホンズワケ) 

 (36-05) 御杖代の倭姫 

 (36-06) 御杖代の豊 入姫(トヨスキ) 

 (36-07) 伊勢の高宮 

 (36-08) 豊耜入姫(トヨスキ)に仕える倭姫 

 (36-09) 飯野(イヰノ)より磯部(イソベ)への遷都 

 (36-10) 五十鈴川の猿田彦命(サルタヒコ) 

 (36-11) 神風の伊勢の宮 

 (36-12) 伊勢神宮の再建 

 (36-13) 神宮参拝 

 (36-14) 御霊遷座とミタケバシラ(御丈柱) 

 (36-15) トヨケの神(豊受神)の御霊勧請 

 (36-16) チギ(千木)とカツオ(鰹木) 
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◆ほつまつたゑ御織の三十七(ミソナ)  鶏合せ、橘（タチバナ）の紋 

 (37-01) 兵器の幣帛 

 (37-02) 倭彦尊の神上り 

 (37-03) イソキネ(五十杵尊)とタリヒコ(足彦尊)の希望 

 (37-04) ヒハズ(日葉酢姫)の神上り 

 (37-05) ハニデコ(埴輪)の起源 

 (37-06) 御祖(ミオヤ)の神の神託、神が告げの御歌 

 (37-07) キフネ(貴船社) 

 (37-08) 賀茂別雷宮の再建 

 (37-09) 宇治橋の造営 

 (37-10) 垂仁天皇の行幸 

 (37-11) カマハダ(綺姫) 

 (37-12) 宇治の亀石 

 (37-13) 垂仁天皇の御子 

 (37-14) 溜池の造営 

 (37-15) 立太子とチツルギ(千剣)、イソノカミ(石上社) 

 (37-16) 風ふの祭りと穂積祭(ホズミ) 

 (37-17) 石上社神宝守護 

 (37-18) 天日槍の宝物 

 (37-19) 消えた小刀(コガタナ) 

 (37-20) タジマモリ(田道間守)とトコヨ(常世国) 

  (37-21) 田道間守みら殉死 

  (37-22) 田道間守の妻子 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十八(ミソヤ)  ヒシロの世、クマソ撃つ紋 

 (38-01) 景行天皇(第十二代)の即位の大礼 

 (38-02) 大碓御子と小碓御子 

 (38-03) 武内宿禰 

 (38-04) ヤサカタカヨリ(八坂高依姫) 

 (38-05) 景行天皇の后と御子たち 

 (38-06) クニアガタ(国県) 

 (38-07) 大碓御子の密通 

 (38-08) 景行天皇の熊襲討伐 

 (38-09) カンカシヒメ(神夏磯姫)の遺言 

 (38-10) ヰツチクモ(五土蜘蛛)討伐 

 (38-11) ウチサル(打猿)討伐 

 (38-12) カシハオ(柏峡)の石 

 (38-13) 熊襲のヱアツカヤ(兄厚鹿文)オトセカヤ(弟 鹿文) 

          フカヤ(乾鹿文)ヘカヤ(辺鹿文) 

 (38-14) 父を殺す乾鹿文 

 (38-15) 加茂(カモ)の語源 

 (38-16) 景行天皇の御歌 



 22 

 (38-17) 兄弟熊津彦 

 (38-18) ミヅシマ(水島) 

 (38-19) シラヌヒ(不知火)の国 

 (38-20) 阿蘇の国神 

 (38-21) タカダミヤ(高田宮)の大木 

 (38-22) イクハムラ(的村)の御食(ミケ) 

 (38-23) ミツエシロ(御杖代)のクスコ(楠子) 

 (38-24) 武内宿禰と神宣げ粥 

 (38-25) 蝦夷の反逆 

 (38-26) 小碓御子の熊襲討伐 

 (38-27) 女装した小碓御子 

 (38-28) ヤマトタケ(日本武尊) 

 (38-29)日本武尊の復命 

 

◆ほつまつたゑ御織の三十九(ミソコ)  ホツマ撃ち、つず歌の紋 

 (39-01) エミシ(蝦夷)の反乱 

 (39-02) 日本武尊の雄叫び 

 (39-03) 蝦夷の実態 

 (39-05) 神の日本武尊 

 (39-06) 日本武尊の言葉 

 (39-07) 倭姫と叢雲剣(ムラクモノツルギ) 

 (39-09) 田道間守(タヂモチ)の遺言 

 (39-11) 相模の小野城 

 (39-12) 蝦夷の陰謀 

 (39-13) 火水土の祓いと草薙剣 

 (39-14) 火攻め 

 (39-16) 弟橘姫との再開 

 (39-17) 弟橘姫の入水 

 (39-19) 上総上陸 

 (39-20) 津島道彦の服従 

 (39-21) 道奥(ミチノク)の言分 

 (39-24) 武日尊(カケヒ)の説得 

 (39-26) 伊勢暦 

 (39-28) 服従する道奥 

 (39-30) 蝦夷熊襲の貢物 

  (39-31) ツズ歌 

  (39-33) 火灯し(ヒトボシ)への恩賞 

  (39-34) 小百合姫のツヅ歌 

  (39-35) ツヅ歌の歌論 

  (39-37) 連歌 

  (39-40) 乗り下せ秀真路 

  (39-42) 多摩川鐙(アブミ)と武蔵国 

  (39-44) 連り綱引き(ツガリアビキ)の祭 
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  (39-45) 氷川神 

  (39-46) 弟橘姫を想う歌 

  (39-47) 武日命(タケヒ)の復命 

  (39-48) 白鹿(シラカ)と蒜(ヒル) 

 

◆ほつまつたゑ御織の四十(ヨソ)   アツタ神、世おいなむ紋 

 (40-01) 宮簀姫(ミヤヅヒメ)との再会 

 (40-02) 原宮／酒折宮(サカオリ) 

 (40-03) 息吹神(イフキカミ) 

 (40-05) 尾津(オヅ)の一松(ヒトツマツ) 

 (40-07) 能褒野(ノボノ) 

 (40-08) 日本武尊(ヤマトタケノミコト)の父 

 (40-10) 熱田宣(アツタノ)り 

 (40-12) 景行天皇の嘆き 

 (40-13) 白鳳と化した日本武尊 

 (40-15) 日本武尊の誕生 

 (40-16) 熊襲討伐 

 (40-18) 日本武尊の后と御子たち 

 (40-20) 宮簀姫の御歌 

 (40-22) 伊勢路での御歌 

 (40-24) 能褒野での御歌 

 (40-25) 熱田神宮の起源 

 (40-25) 日本武尊の御霊の渡御 

 (40-27) 神幸の鹵簿 

 (40-28) チリ昼飯の御歌 

 (40-31) 日本武尊の神託 

 (40-33) 伊勢の蝦夷(エゾ) 

 (40-34) 歌の御饗(ミアエ) 

 (40-35) 稚足彦尊立太子 

 (40-36) 熱田法の葬儀 

 (40-38) 景行天皇の巡狩 

 (40-40) 日本武尊の神託 

 (40-42) 折数え歌､素戔鳴尊の転生 

 (40-43) 人は神なり 

 (40-43) 熱田神 

 (40-44) 榊御姿 

 (40-45) 上総の海蛤(ウムギ) 

 (40-46) 鹿島の獅子舞 

 (40-47) 景行天皇の帰還 

 (40-48) 秀真伝上梓 

 

＜以上＞ 


