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十一下 小教訓 巻二 060

小秘 祇園精舎 巻一 003 八上 少将請乞 巻二 086

二上 殿上闇討 巻一 007 五上 小松教訓 巻二 105

一上 鱸 巻一 022 七上 烽火 巻二 127

八上 禿童 巻一 031 六上 新大納言被流 巻二 145

七上 我身栄華 巻一 036 九上 阿古屋松 巻二 156

十一上 妓王 巻一 047 十一下 新大納言死去 巻二 168

四上 二代后 巻一 092 三上 徳大寺巖嶋詣 巻二 183

三上 額打論 巻一 104 十上 山門滅亡 巻二 193

炎 清水炎上 巻一 111 炎 善光寺炎上 巻二 206

六上 殿下乗合 巻一 123 読 康頼祝詞 巻二 210

十上 鹿谷 巻一 140 一上 卒都婆流 巻二 223

五上 鵜川合戦 巻一 156 二上 蘇武 巻二 235

※　正節 巻一 161 平曲吟譜新集巻三

十一上 願立 巻一 172 十二上 許文 巻三 003

九上 御輿振 巻一 192 二上 足摺 巻三 018

炎 内裏炎上 巻一 202 十二上 御産巻 巻三 030

揃 公卿揃 巻三 045

十一下 坐主流 巻二 003 五句 大塔建立 巻三 052

四上 一行阿闍梨 巻二 032 ※　正節 巻三 054

十一下 西光被斬 巻二 035 十二上 頼豪 巻三 061

　漢字は、目次または本文の見出しに準じたが、明らかな誤字は一般的
な漢字を用いた。
　　「平曲吟譜新集」の目次に倣い、句の前に正節の略称を示した。「平
家正節一之上」は「一上」、「平家正節揃物」は「揃」などである。
　「平曲吟譜新集巻一」は「巻一」、「平家正節抄一」は「抄一」、「平家正
節　灌頂巻　大小秘事」は「灌頂」と略した。
　分句したために朱書されているものは「（朱）」、間の物が挿入されてい
るため正節が違うページから始まるものは「※　正節」とした。

平曲吟譜新集巻一

平曲吟譜新集巻二



三上 少将都還 巻三 071

六上 有王島下 巻三 087 五句 都遷 巻五 003

十二上 僧都死去（朱） 巻三 102 三上 新都沙汰 巻五 018

十二上 颷 巻三 118 ※　正節 巻五 022

九上 醫師問答 巻三 120 一上 月見 巻五 028

一上 無紋沙汰 巻三 136 十上 物怪 巻五 037

五上 燈籠 巻三 143 十二下 大庭早馬 巻五 052

四上 金渡 巻三 146 揃 朝敵揃 巻五 055

八上 法印問答 巻三 149 小秘 延喜聖代 巻五 063

十上 大臣流罪 巻三 168 五上 咸陽宮 巻五 071

十二上 行隆沙汰 巻三 185 二上 文覚強行 巻五 092

七上 法皇御遷幸 巻三 195 ※　正節 巻五 093

五句 城南離宮 巻三 208 読 文覚勧進牒 巻五 103

九上 文覚被流 巻五 112

五上 巖嶋御幸 巻四 003 読 伊豆院宣 巻五 126

一上 巖嶌還御 巻四 021 七上 東国下向（朱） 巻五 139

揃 源氏揃 巻四 032 八上 富士川 巻五 148

九上 鼬沙汰 巻四 049 六上 五節沙汰 巻五 162

四上 信連合戦 巻四 055 ※　正節 巻五 164

三上 高倉宮園城寺入御 巻四 075 四上 都還 巻五 175

七上 競 巻四 077 炎 奈良炎上 巻五 181

※　正節 巻四 078

読 山門牒状 巻四 100 九上 新院崩御 巻六 003

読 南都牒状 巻四 105 一上 紅葉 巻六 011

読 南都返牒 巻四 111 三上 葵前 巻六 021

揃 大衆揃 巻四 121 四上 小督 巻六 027

八上 橋合戦 巻四 140 七上 廻文 巻六 056

六上 宮御最期 巻四 159 八上 飛脚到来 巻六 064

十上 若宮御出家 巻四 177 十二下 入道逝去 巻六 072

二上 鵺 巻四 195 ※　正節 巻六 073

炎 三井寺炎上 巻四 210 十二下 経嶋 巻六 088

平曲吟譜新集巻四

平曲吟譜新集巻五

平曲吟譜新集巻六



十上 慈心坊 巻六 094 ※　正節 巻八 042

二上 祇園女御 巻六 109 五下 緒環 巻八 047

六上 洲胯合戦 巻六 119 九下 太宰府落 巻八 055

五上 喘咽聲 巻六 132 二下 征夷将軍院宣 巻八 072

十二下 横田河原合戦 巻六 138 七下 猫間 巻八 084

三下 水嶋合戦 巻八 093

十三上 北國下向 巻七 003 十三下 瀬尾最期 巻八 099

一下 竹生嶋詣 巻七 012 八下 室山合戦 巻八 119

七下 火燧合戦 巻七 018 十下 鼓判官 巻八 127

読 木曽願書 巻七 030 十三下 法住寺合戦 巻八 133

※　間の物 巻七 044

十三上 倶利伽羅落 巻七 047 十四上 小朝拝 巻九 003

十下 篠原合戦 巻七 059 三下 生好（朱） 巻九 006

六下 實盛最期 巻七 073 一下 宇治川 巻九 015

五句 元坊（還亡） 巻七 087 十四上 河原合戦 巻九 031

読 木曽山門牒状 巻七 096 六下 木曽最期 巻九 047

読 山門返牒 巻七 107 十四上 樋口被斬 巻九 070

読 平家連署願書 巻七 115 十四上 六箇度合戦 巻九 085

九下 主上都落 巻七 126 揃 三草勢揃 巻九 100

八下 維盛都落 巻七 143 九下 三草合戦 巻九 113

※　正節 巻七 144 四下 老馬 巻九 121

十三上 聖主臨幸 巻七 155 十四上 一二駈 巻九 141

三下 忠度都落 巻七 161 五下 二度懸 巻九 162

四下 経政都落 巻七 169 十四下 坂落 巻九 177

二下 青山沙汰 巻七 177 十四下 盛俊最期 巻九 188

十三上 一門都落 巻七 182 十下 忠度最期 巻九 199

五下 福原落 巻七 203 十四下 重衡生捕 巻九 206

二下 敦盛最期 巻九 213

六下 山門御幸 巻八 003 七下 濱軍 巻九 223

四下 那都羅 巻八 021 八下 落足 巻九 233

一下 宇佐行幸 巻八 037 十四下 小宰相 巻九 242

平曲吟譜新集巻七

平曲吟譜新集巻八

平曲吟譜新集巻九



八下 能登殿最期 巻十一 132

十五上 頸渡 巻十 003 四下 内侍所都入 巻十一 147

十五上 内裏女房 巻十 018 十五下 一門大路被渡 巻十一 159

読 八嶋院宣 巻十 039 十五下 平大納言文沙汰 巻十一 171

読 請文 巻十 041 十五下 副将被斬 巻十一 175

八下 戒文 巻十 057 ※　正節 巻十一 178

一下 海道下 巻十 070 読 腰越 巻十一 192

五下 千寿前 巻十 080 十五下 大臣殿誅罸 巻十一 210

二下 横笛 巻十 103

五句 高野巻 巻十 115 七下 重衡被斬 巻十二 003

九下 維盛出家 巻十 124 六下 大地震 巻十二 027

四下 熊野参詣 巻十 142 九下 紺掻 巻十二 034

七下 維盛入水 巻十 152 三下 平大納言被流 巻十二 039

十五上 三日平氏 巻十 167 一下 土佐坊被斬 巻十二 048

十下 北方出家（朱） 巻十 184 五下 判官都落 巻十二 061

六下 藤戸 巻十 189 四下 吉田大納言沙汰 巻十二 074

※　正節 巻十 190 十下 六代乞請 巻十二 078

三下 大嘗会沙汰 巻十 208 二下 泊瀬六代 巻十二 126

八下 六代被斬 巻十二 133

五下 逆櫓 巻十一 003 灌頂 女院御出家 巻十二 145

十五下 勝浦合戦 巻十一 021 灌頂 小原入御 巻十二 155

九下 大坂越 巻十一 028 灌頂 小原御幸 巻十二 165

六下 嗣信最期 巻十一 038 灌頂 六道 巻十二 182

一下 那須與一 巻十一 056 灌頂 御往生 巻十二 203

七下 弓流 巻十一 068 ― 平曲吟譜新集跋 巻十二 213

十五下 志渡合戦 巻十一 081

二下 鶏合 巻十一 095

十五下 遠矢 巻十一 104

十下 壇浦合戦（朱） 巻十一 112

三下 先帝御入水 巻十一 120

※　正節 巻十一 122

平曲吟譜新集巻十一

平曲吟譜新集巻十二

平曲吟譜新集巻十



三下 生喰 抄三 073

一上 鱸 抄一 001 一下 宇治川 抄三 085

七上 我身栄華 抄一 012 十四上 河原合戦 抄三 101

読 康頼祝詞 抄一 021 六下 木曽最期 抄三 117

五句 大塔建立 抄一 037 平家正節抄四

五句 城南離宮 抄一 045 四下 老馬 抄四 003

六上 宮御最期 抄一 057 十四上 一二駈 抄四 021

二上 鵺 抄一 077 五下 二度駈 抄四 043

五句 都遷 抄一 093 十下 忠度最期 抄四 059

一上 月見 抄一 109 七下 濱軍 抄四 067

八坂 八坂流訪月 抄一 119 一下 海道下 抄四 077

五句 高野巻 抄四 089

二上 文覚強行 抄二 001 二下 敦盛最期 抄四 099

六上 五節沙汰 抄二 011 五下 千寿前 抄四 109

七上 東国下向 抄二 023 五下 逆櫓 抄四 133

一上 紅葉 抄二 033 平家正節　灌頂巻　大小秘事

四上 小督 抄二 045 灌頂 女院御出家 灌頂 001

一下 竹生嶋詣 抄二 075 灌頂 小原入御 灌頂 011

七下 火燧合戦 抄二 083 灌頂 小原御幸 灌頂 021

読 木曽願書 抄二 095 灌頂 六道 灌頂 038

六下 實盛最期 抄二 109 灌頂 御往生 灌頂 059

読 山門返牒 抄二 123 小秘 祇園精舎 灌頂 071

小秘 延喜聖代 灌頂 075

読 平家連署願書 抄三 001 ― 琵琶譜 灌頂 085

四下 経政都落 抄三 013 大秘 宗論 灌頂 097

三下 忠度都落 抄三 023 大秘 劔之巻 灌頂 117

二下 青山沙汰 抄三 031 大秘 鏡之巻 灌頂 135

五下 福原落 抄三 037

六下 山門御幸 抄三 047

一下 宇佐行幸 抄三 067

平家正節抄一

平家正節抄二

平家正節抄三



句 吟譜ページ 抄ページ

鱸 巻一 022 抄一 001 額打論 巻一 104

卒都婆流 巻二 223 徳大寺巖嶋詣 巻二 183

無紋沙汰 巻三 136 少将都還 巻三 071

巖嶌還御 巻四 021 高倉宮園城寺入御 巻四 075

月見 巻五 028 抄一 109 新都沙汰 巻五 022

紅葉 巻六 011 抄二 033 葵前 巻六 021

竹生嶋詣 巻七 012 抄二 075 忠度都落 巻七 161 抄三 023

宇佐行幸 巻八 042 抄三 067 水嶋合戦 巻八 093

宇治川 巻九 015 抄三 085 生好 巻九 006 抄三 073

海道下 巻十 070 抄四 077 大嘗会沙汰 巻十 208

那須與一 巻十一 056 先帝御入水 巻十一 122

土佐坊被斬 巻十二 048 平大納言被流 巻十二 039

殿上闇討 巻一 007 二代后 巻一 092

蘇武 巻二 235 一行阿闍梨 巻二 032

足摺 巻三 018 金渡 巻三 146

鵺 巻四 195 抄一 077 信連合戦 巻四 055

文覚強行 巻五 093 抄二 001 都還 巻五 175

祇園女御 巻六 109 小督 巻六 027 抄二 045

青山沙汰 巻七 177 抄三 031 経政都落 巻七 169 抄三 013

征夷将軍院宣 巻八 072 那都羅 巻八 021

敦盛最期 巻九 213 抄四 099 老馬 巻九 121 抄四 003

横笛 巻十 103 熊野参詣 巻十 142

鶏合 巻十一 095 内侍所都入 巻十一 147

泊瀬六代 巻十二 126 吉田大納言沙汰 巻十二 074

平家正節二之上

平家正節二之下 平家正節四之下

平家正節四之上

　「平曲吟譜新集」「平家正節抄」などの略称は、収録句一覧と
同じである。
　「間の物」を含む句は、間の物を除いた「平家正節」の開始
ページを掲載した。

平家正節一之上

　　　索引（平家正節順）

平家正節一之下 平家正節三之下

平家正節三之上



鵜川合戦 巻一 161 火燧合戦 巻七 018 抄二 083

小松教訓 巻二 105 猫間 巻八 084

燈籠 巻三 143 濱軍 巻九 223 抄四 067

巖嶋御幸 巻四 003 維盛入水 巻十 152

咸陽宮 巻五 071 弓流 巻十一 068

喘咽聲 巻六 132 重衡被斬 巻十二 003

福原落 巻七 203 抄三 037 禿童 巻一 031

緒環 巻八 047 少将請乞 巻二 086

二度懸 巻九 162 抄四 043 法印問答 巻三 149

千寿前 巻十 080 抄四 109 橋合戦 巻四 140

逆櫓 巻十一 003 抄四 133 富士川 巻五 148

判官都落 巻十二 061 飛脚到来 巻六 064

殿下乗合 巻一 123 維盛都落 巻七 144

新大納言被流 巻二 145 室山合戦 巻八 119

有王島下 巻三 087 落足 巻九 233

宮御最期 巻四 159 抄一 057 戒文 巻十 057

五節沙汰 巻五 164 抄二 011 能登殿最期 巻十一 132

洲胯合戦 巻六 119 六代被斬 巻十二 133

實盛最期 巻七 073 抄二 109 御輿振 巻一 192

山門御幸 巻八 003 抄三 047 阿古屋松 巻二 156

木曽最期 巻九 047 抄三 117 醫師問答 巻三 120

藤戸 巻十 190 鼬沙汰 巻四 049

嗣信最期 巻十一 038 文覚被流 巻五 112

大地震 巻十二 027 新院崩御 巻六 003

我身栄華 巻一 036 抄一 012 主上都落 巻七 126

烽火 巻二 127 太宰府落 巻八 055

法皇御遷幸 巻三 195 三草合戦 巻九 113

競 巻四 078 維盛出家 巻十 124

東国下向 巻五 139 抄二 023 大坂越 巻十一 028

廻文 巻六 056 紺掻 巻十二 034

平家正節七之上 平家正節九之下

平家正節八之上平家正節五之下

平家正節六之上 平家正節八之下

平家正節九之上平家正節六之下

平家正節五之上 平家正節七之下



鹿谷 巻一 140 北國下向 巻七 003

山門滅亡 巻二 193 倶利伽羅落 巻七 047

大臣流罪 巻三 168 聖主臨幸 巻七 155

若宮御出家 巻四 177 一門都落 巻七 182

物怪 巻五 037

慈心坊 巻六 094 瀬尾最期 巻八 099

法住寺合戦 巻八 133

篠原合戦 巻七 059

鼓判官 巻八 127 小朝拝 巻九 003

忠度最期 巻九 199 抄四 059 河原合戦 巻九 031 抄三 101

北方出家 巻十 184 樋口被斬 巻九 070

壇浦合戦 巻十一 112 六箇度合戦 巻九 085

六代乞請 巻十二 078 一二駈 巻九 141 抄四 021

妓王 巻一 047 坂落 巻九 177

願立 巻一 172 盛俊最期 巻九 188

重衡生捕 巻九 206

坐主流 巻二 003 小宰相 巻九 242

西光被斬 巻二 035

小教訓 巻二 060 頸渡 巻十 003

新大納言死去 巻二 168 内裏女房 巻十 018

三日平氏 巻十 167

許文 巻三 003

御産巻 巻三 030 勝浦合戦 巻十一 021

頼豪 巻三 061 志渡合戦 巻十一 081

僧都死去 巻三 102 遠矢 巻十一 104

颷 巻三 118 一門大路被渡 巻十一 159

行隆沙汰 巻三 185 平大納言文沙汰 巻十一 171

副将被斬 巻十一 178

大庭早馬 巻五 052 大臣殿誅罸 巻十一 210

入道逝去 巻六 073

経嶋 巻六 088

横田河原合戦 巻六 138

平家正節十五之上

平家正節十二之上

平家正節十五之下

平家正節十二之下

平家正節十之上

平家正節十一之上

平家正節十一之下

平家正節十四之下

平家正節十三之上

平家正節十三之下

平家正節十四之上

平家正節十之下



朝敵揃 巻五 055 女院御出家 巻十二 145 灌頂 001

源氏揃 巻四 032 小原入御 巻十二 155 灌頂 011

公卿揃 巻三 045 小原御幸 巻十二 165 灌頂 021

三草勢揃 巻九 100 六道 巻十二 182 灌頂 038

大衆揃 巻四 121 御往生 巻十二 203 灌頂 059

大塔建立 巻三 054 抄一 037 祇園精舎 巻一 003 灌頂 071

高野巻 巻十 115 抄四 089 延喜聖代 巻五 063 灌頂 075

元坊（還亡） 巻七 087

城南離宮 巻三 208 抄一 045 宗論 灌頂 097

都遷 巻五 003 抄一 093 劔之巻 灌頂 117

鏡之巻 灌頂 135

三井寺炎上 巻四 210

清水炎上 巻一 111 八坂流訪月 抄一 119

奈良炎上 巻五 181

内裏炎上 巻一 202 琵琶譜 灌頂 085

善光寺炎上 巻二 206 平曲吟譜新集跋 巻十二 213

八嶋院宣 巻十 039

康頼祝詞 巻二 210 抄一 021

木曽願書 巻七 030 抄二 095

文覚勧進牒 巻五 103

腰越 巻十一 192

請文 巻十 041

南都牒状 巻四 105

木曽山門牒状 巻七 096

山門返牒 巻七 107 抄二 123

山門牒状 巻四 100

南都返牒 巻四 111

平家連署願書 巻七 115 抄三 001

伊豆院宣 巻五 126

本報告書は、文化庁の委託業務として、平曲研究所が実施した平成21年度芸
術団体人材育成支援事業鳴海家本「平曲吟譜新集」に関する情報交流の成果
を取りまとめたものです。従って本報告書の複製、転載、引用等には文化庁の
承認手続きが必要です。

読物下

小秘事

大秘事

五句物

炎上物

読物上

八坂流

その他

揃物 灌頂巻


