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国営平城宮跡歴史公園開園 
平城宮朱雀門ひろばオープン 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3月24日 国土交通省近畿地方整備局と奈良県主催で 

平城宮跡歴史公園の開園セレモニー 

よみがえる奈良時代の「開園記念ツアーガイド」 

NPO平城宮跡は、平城宮跡管理センター主催の開園

記念ツアーガイドを3月24日・25日「いざない館～

朱雀門ひろば～遣唐使船～朱雀門～第一次大極殿院」 

コース 3回で59名が参加。また、3月24日の「朱雀

大路周辺の史跡巡り、羅城門跡～富本銭出土地～平城

京西市～阿倍仲麻呂碑～朱雀門」までを30名が巡り、

開園記念ツアーガイドの参加者は、朱雀門ひろばの賑

わいのなか、奈良時代の歴史やエピソードなどの説明

を聞くことができたと喜んでいました。  （編集部） 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

復原の遣唐使船 

 

きれいに暮らす奈良県スタイル推進事業 

第 16回平城宮跡クリーン大会 
平城宮跡歴史公園開園後の朱雀門前二条大路を起

点に4月7日午前「朱雀門ひろば」で NPO平城宮跡、

奈文研、平城宮跡管理センターの主催、奈良市の後援、

奈良県、飛鳥歴史公園事務所の協力の呼びかけに奈良

シルバー団体や子どもたち150人が集い、環境保全部

の案内で遺構展示館まで「ごみを捨てない！捨てさせ

ない！」第16回平城宮跡クリーン大会を開催。 

桜の花も散り寒風で幟がちぎれそうな中、元気一杯

な笑顔のクリーン活動を行いました。(編集部) 
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は？」「大極殿 

平城宮跡でボランティア活動をしている私たちの会報紙です 
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    おもしろ木簡シリーズ３  

        -文字と算術の修得 - 

市  大 樹  

大阪大学文学研究科准教授

 

第 34回歴史講座は、1月 20日平城宮跡資料館で、

市大樹大阪大学文学研究科准教授による「文字と算術

の修得」と題した講演を100余名の参加で開催。 

玉置勝 理事が講演要旨とその思いを語りました。 

習書木簡とは、木片に墨で文字の練習を目的として

同じ字を続けて書いたもの、6 世紀に成立した「千字

文」や「論語」、「文選」を漢字の手本として書き写し

たものを指します。大量に出土したものから古代の文

字普及や教養、文書事務の様子などが窺えます。また

役人が文章を書き始める時の「筆ならし」ではないか

と思われる、「大大大・・・」の一文字の習書木簡も数

多く出土しているとのことです。当時の日本は、行政

の伝達処理を文書ではなく口頭で行っていました。 

『隋書』倭人伝に「文字なし・・・百済において仏

経を求め得、始めて文字あり」とあります。これは仏

教伝来を指すのでしょうか。 

日本においては5世紀後半頃から暦の使用が始まり

漢字を用いて記録が作られだしたと考えられます。 

当初、中国や朝鮮半島からの渡来人が文筆の能力を

もって官人として受け入れられていました。また支配

者階級の人達も彼らを競ってブレーンとしていました。 

厩戸皇子は高麗僧恵慈を、中臣鎌足は東漢氏の南淵

請安等です。当時、僧侶は先進知識を身につけた存在

であったので、中央集権を進めるうえで、その能力が

必要とされて僧侶から俗人に戻す還俗が多く行われま

した。 

粟田真人も「道観」という名の僧侶で 653 年に定慧

と共に中国に渡っています。そして帰国後に還俗して

最終的に正三位まで出世しています。やがて７世紀後

半に律令制度が確立していく過程で中央、地方の国

府・郡家に文字や儒教的教養等を身につけた大量の下

級官人が必要となり、短期間に養成されました。徳島

市観音寺遺跡より出土した大化の改新以前の可能性の

ある習書木簡に「論語」を練習したものがあり、この

ようなことから地方豪族が直接大陸と関係を持ち漢字

文化や儒教を積極的に導入していたと考えられます。

中央・地方共に同じ文化を共有する下地があってこそ

急速に中央集権国家が誕生できたのです。 

九九算の習得は数の大きい方から「口遊（クチズサ

ミ）」で行い、九九八十一、八九七十二、七九六十三、

六九五十四というように暗記しています。現在は数の

小さい方から一一が一、一二が二・・・というように

暗記します。  

＊主な参考文献 市 大樹著  

『飛鳥の木簡―古代史の新たな解明より―』 

 

 

次回の歴史講座（第 35回歴史講演会）   

と き：平成３０年５月２７日（日）午後1時30分～ 

ところ：平城宮跡資料館講堂 

講 師：舘 野 和 己 奈良女子大学特任教授 

テーマ：聖武・光明子と僧侶たちシリーズ  

第1回目 ―行基と大仏造立― 

 

続いて第17回NPO平城宮跡サポートネットワーク

の通常総会を3時30分から、5時から同交流会を開催。 

NPO平城宮跡会員の皆さまは万障繰り合わせのうえ、

ご出席をお願いいたします。       [事務局] 

 

NPO平城宮跡の新規会員を紹介します。  

秋田 光重、阿部 真一、市村 輝義、植村 ルリ、鵜飼  

俊宏、大高 すずえ、柏 慶子、片岡 隆雄、桂 健治、

川上 猛、川向 章介、久保田 宏、後藤 正博、堺 薫、

坂上田 紀代子、島田 宗人、杉原 道治、炭本 和夫、

高岡 幸孝、武田 和美、田中 利彦、田中 昌弘、谷 敏

光、中井 良雄、仲西 賛郎、中野 護、新山 和行、野

口 勲、原田 文彦、福山 和明、藤田 喜士、古川 隆一、

向井 洋人、村上 哲彦、森 重道、山中 一真、山中 義

明、山本 英機    （以上38名、50音順、敬称略） 

史
座 

歴
講 
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平城宮いざない館でガイド研修 

-開園を前に一堂が会する- 

ＮＰＯ平城宮跡は平城宮跡歴史公園の開園に向け、

3月 12日と同 17日に「平城宮いざない館多目的室」

で現地研修を実施しました。 

100 有余名のガイド登録者は、平城宮いざない館に

集結。最初に国営飛鳥歴史公園の松本浩所長の挨拶、

同公園畠山則一工務課長、平城宮跡管理センターの諱

浩行センター長、同川原淳室長、GPMO中村匤一の皆さ

まから、平城宮いざない館や天平みはらし館、復原遣

唐使船など朱雀門ひろばの整備や建造物の復原につい

て配布資料を基に最新の展示品や展示手法の説明、続

いて奈文研の杉山洋特任研究員が解説ポイントなどの

説明がありました。 

さらに NPO平城宮跡鈴木浩副理事長からガイド活動

の内容や運営体制など説明の後、宮岡功一理事長から

平城宮いざない館のイベントや体験学習は、平城宮跡

管理センターと一丸となって実施すると紹介しました。 

1300年のときを超えてよみがえる平城宮跡朱雀門

ひろばの今の賑わいに棚田嘉十郎も感動、平城宮跡を

訪れる皆さまに奈良時代を彷彿とさせるようなガイド

をしたいと新たな決意の一日でした。   （編集部）            

熱心に受講するガイド 

 

朱雀門ひろばの実地研修 

 

復原建築の構造をみるガイド 

奈良警察署地域安全パレードに参加 

毎年開催されている地域安全パレードが平成 29 年

12月19日に行われました。JR奈良駅前から近鉄奈良

駅前までのパレードに平城宮跡みまもり隊から 15 名

が参加しました。 

環境保全部は、平城宮跡内及び周辺地域のクリーン

活動や青色防犯パトロールのほか、奈良市立都跡中学

校区内の健全育成のため、地元住民、奈文研と連携・

協働した地域安全パトロールを毎月 1回それぞれ実施

しています。              （編集部） 

JR奈良駅前でパレードに集合 

 
近鉄奈良駅前でNPO平城宮跡メンバー 
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奈良文化財研究所  新天平人 

吉
よし

  川
かわ

     聡
さとし

  （49歳）  

文化遺産部 歴史研究室長 

 
1969年栃木県宇都宮市生まれ。子どもの頃は化石と

りなどを趣味にしていましたが、その後歴史に興味を

持ち、学生時代には律令制の研究をしました。 

1992年京都大学文学部卒業、1998年同大学院文学

研究科博士後期課程単位取得退学後、1999年奈文研に

就職、2001年に歴史研究室に異動になり、2008年現職

に至っています。 

歴史研究室では、興福寺・東大寺・薬師寺・唐招提

寺・当麻寺・仁和寺など、奈良を中心とする古寺社が

所蔵する書籍・典籍・古文書、歴史資料を、奈文研発

足以来、継続的に調査研究しています。そして把握し

た史料を紹介して目録を作成するなど、寺社や日本の

歴史を考えるための材料を提供しています。 

寺社史料の調査研究をしている関係で奈良・寺社に

関する多種多様な史料に触れる吉川室長は、古文書を

読み解き、折りに触れその史実を論文や奈文研の刊行

物・紀要などで発表しています。 

平城宮跡に関しても、例えば朱雀門ひろばには、宮

跡の保存に一生を捧げた棚田嘉十郎の像が立ってい

ます。その棚田や、彼に協力した溝辺文四郎たちの活

動について、吉川室長は『明治時代平城宮跡保存運動

史料集』（2011年）・『奈文研ニュース』No.44（2012

年）などで紹介しています。 

江戸時代にはじめて平城京を研究した北浦定政に

ついても、関係資料が奈文研に寄贈され、平成 15年

に重要文化財に指定されましたが、それも吉川室長が

管理しています。歴史の生き証人である古文書を後世

に残し、語る言葉に耳を傾けるのが歴史研究者の務め。 

平城宮跡も様々な歴史を経て今があり、そのような観

点を伝えることも重要なので、ＮＰＯ平城宮跡の諸活

動に機会があれば協力したいとのことです。(編集部) 

 

平平平城城城宮宮宮跡跡跡ををを“““楽楽楽しししむむむ”””人人人たたたちちち   
 
新春閑話  「平城宮跡歴史公園」を唄う 

「古都奈良の文化財」が世界文化遺産に登録され、

今年で20年を迎えました。この3月には国営平城宮

跡歴史公園が開園して「朱雀門ひろば」に平城遷都

1300年祭の賑わいが戻って来ると期待されています。 

主宰している「平城山相撲甚句会」は、昨年9月に

奈良県、奈良市のご支援の下、ならまちセンターで第

32回国民文化祭・なら2017「相撲甚句の祭典」を開

催して、相撲文化の情報を発信しました。 

さらに、1月26日の奈良大立山まつりでは、雪の舞

うなか、朝堂院特設ステージで伝統行事の一環として、

相撲甚句「古都奈良名所」と祝・開園「平城宮跡歴史

公園」を高らかに唄い、国営平城宮跡歴史公園を紹介

いたしました。           （宮岡功一） 

 

祝・開園   「平城宮跡歴史公園」 

平城宮跡甚句にとけばヨー    天平みつき・うまし館 

目出度く開園 歴史公園     復原したる遣唐使船 

青垣めぐる平城山に       諸人集いて賑わうは 

時空を超えたる平城宮      春、夏、秋の大祭り 

天平偲ぶ大極殿         平城京・天平祭 

盛る人出の朱雀門ひろば     冬は奈良大立山まつり 

今に感じる奈良時代       平城宮跡 

平城宮いざない館        アー世界遺産ヨー 

天平つどい・みはらし館    （平城山相撲甚句会・作） 

 

 http://www.heijyonet.nara.jp/ 

瓦王
が お う

 平城宮跡で発掘された鬼瓦の    

文様をデザイン化したマスコット。 


