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凡例
１．本索引は、原念斎『先哲叢談』の人名索引である。底本には、平凡社東洋文庫所収の『先哲
叢談』
（源了圓、前田勉訳注）を用いた。
２．人名の見出しには、日本の学者・文人に関しては原則として姓と号とを用いた。また、書中
に異名が見える場合は、見出しの後に【】で括って掲げた。
３．書中に見える異名から見出し名を検索するための異名索引を、人名索引の後にൂした。
４．人名および異名の配列は五十音順とした。人名の音読み／٪読みが判然としない場合は、音
読みとした。
５．人名索引が示す情報を具体例で説明する。
ো木昆ຨ【厚甫，ো厚甫，敦書，文蔵】
本伝：8-397
原双桂 2：8-436
原双桂 13：8-442

・ো木昆ຨについて、
「厚甫」
「ো厚甫」
「敦書」
「文蔵」の異名が本書に見える。
・本人の伝が第八巻、底本 397 頁に存在する。
・原双桂伝の第 2 条にো木昆ຨ（異名の場合あり）が登場する。底本の巻八・436 頁である。
同じく原双桂伝の第 13 条、巻八 442 頁にもその名が見える。
なお、索引の示す頁は、ある条において見出しの人物が最初に登場する頁である。例えば原
双桂の伝の第 2 条が 437 頁まで及んでおり、そこにもো木昆ຨが見えたとしても、索引には示
さない。
条の番号が 0 であるものは、当該伝の見出しにその人名が見えることを示す。
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先哲叢談人名索引

あ
ো木一清
ো木昆ຨ 5：8-400
ো木昆ຨ【厚甫，ো厚甫，敦書，
文蔵】
本伝：8-397
原双桂 2：8-436
原双桂 13：8-442
ো木東庵【竹а斎】
大内熊耳 2：7-375
ো木文蔵
ো木昆ຨ 2：8-398
ঢ়石侯
梁田蛻巌 3：6-305
ঢ়松滄洲【ঢ়松国᱘，】ݘ
太宰春台 8：6-322
岡白駒 1：7-368
秋山玉山 6：8-396
武田梅 3：8-434
ঢ়松広通【ঢ়松公】
藤原惺窩 3：1-21
秋田重信
原双桂 20：8-446
秋本澹園【子帥，秋子帥，秋澹
園】
安藤東野 7：7-350
大内熊耳 1：7-374
秋山玉山【儀，儀右ї๖，子羽，
秋玉山】
林鳳岡 4：1-48
服南ԕ 3：6-332
本伝：8-393
ݗ野蘭亭 6：8-408
秋山ࢊ庵【従父（秋山玉山）
】
秋山玉山 1：8-393
芥川丹邱【芥彦章】
宇野明Ӆ 7：7-387
宇野士朗 3：7-392
原双桂 13：8-442
原双桂 19：8-446
安積正信【祖（安積澹泊），乃公
（安積澹泊）
】
安積澹泊 1：5-232
安積澹泊 2：5-232
安積澹泊【安積，安澹泊，ԑ，
ԑ兵ї，Ԓ兵ї，子先，澹泊，
澹泊斎，老牛居士，老圃】
朱舜水 8：2-91
朱舜水 10：2-92
朱舜水 12：2-93

森儼塾 2：5-230
本伝：5-232
三宅観瀾 1：5-268
三宅観瀾 4：5-274
安積澹泊父【父（安積澹泊）
】
安積澹泊 1：5-232
浅野侯
石川丈山 1：2-56
浅野内匠頭ସ矩【故ঢ়穂侯】
佐藤直方 4：5-221
浅野幸ସ【安芸侯】
堀杏庵 1：2-66
浅見絅斎【安正，重次གྷ，順良，
望楠楼】
山崎Ϯ斎 5：3-114
後藤松 ۅ5：3-138
佐藤直方 2：5-220
本伝：5-226
三宅尚斎 2：5-261
三宅観瀾 1：5-268
ো木昆ຨ 2：8-398
浅見絅斎嗣【道哲の子某（浅見
絅斎嗣）
】
浅見絅斎 6：5-229
浅見道哲【兄（浅見絅斎）
】
浅見絅斎 6：5-229
朝山意林庵【素心，藤丸】
本伝：2-75
良顕【光海】
山崎Ϯ斎 2：3-110
佐藤直方 4：5-221
阿正之【正之】
堀杏庵 5：2-70
阿豊後守正武【阿侯，侯（三
宅尚斎）
】
三宅尚斎 1：5-260
三宅尚斎 4：5-263
三宅尚斎 5：5-263
天照大神【大日靹貴】
山崎Ϯ斎 2：3-110
山崎Ϯ斎 3：3-113
天沼恒庵【天履仁】
宇野明Ӆ 10：7-390
ݗ野蘭亭 3：8-406
天野曾原【景胤】
井上蘭台 1：8-414
а森顕允【顕允，子（а森芳洲）
】
а森芳洲 8：6-295
а森芳洲 9：6-296
а森芳洲【а森東伯ຨ，а森伯
ຨ，а生，а伯ຨ，а芳洲，
東，東五གྷ，伯ຨ，芳洲】
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木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
仲村嚮斎 4：4-188
安積澹泊 4：5-235
三宅観瀾 4：5-274
本伝：6-292
祇園南海 1：6-307
山県周南 2：7-351
а森芳洲男【丈夫子（а森芳洲）
】
а森芳洲 8：6-295
新井白石【新井在中，勘ӕ由，
خ屏山人，源君美，源君美在
中，在中，新堪，筑後守，白
石，白石新井先生，】
藤原惺窩 10：1-28
林鳳岡 7：1-50
朱舜水 3：2-87
野中兼山 6：2-107
木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
木下順庵 8：3-144
深見玄岱 2：5-216
深見玄岱 3：5-217
本伝：5-240
三宅観瀾 1：5-268
а森芳洲 6：6-294
梁田蛻巌 1：6-304
祇園南海 1：6-307
祇園南海 5：6-313
ো木昆ຨ 4：8-399
新井白石兄【家兄（新井白石）
】
新井白石 16：5-252
新井白石母【坂井氏，母（新井
白石）
】
新井白石 1：5-240
新井白石父母【父母（新井白石）
】
新井白石 2：5-242
新井正済【父（新井白石）
】
新井白石 1：5-240
新井白石 2：5-242
新井白石 3：5-242
荒川天散【荒川景元，荒景元】
伊藤仁斎 12：4-163
大ݗ坂芝山 2：4-211
安東内蔵助
安東省庵 4：3-148
安東省庵【安東守約，守正，守
約，省庵先生，༮黙】
松永尺五 3：2-80
朱舜水 3：2-87
朱舜水 9：2-92
野中兼山 5：2-105
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木下順庵 1：3-139
本伝：3-145
貝原益 ۅ11：4-198
安東寄庵【守直，男（安東省庵）
】
安東省庵 5：3-150
安藤東野【滝田氏，滕煥図，滕
東壁，藤東壁，東壁，東野，
仁右ї๖】
三宅観瀾 4：5-274
荻生徂徠 11：6-286
服南ԕ 15：6-339
本伝：7-343
山県周南 1：7-350
山県周南 2：7-351
安藤東野寡婦【孀（安藤東野）
】
安藤東野 4：7-346

い
井伊侯
林羅山 4：1-33
伊尹【伊周】
石川丈山 3：2-58
池大雅【池貸成，貸成，勤，大
雅堂，無名】
祇園南海 6：6-313
池田光政【岡山の烈侯，備前前
少将侯，烈侯（岡山）
】
中江藤樹 3：2-97
熊沢蕃山 1：3-124
池辺氏
安東省庵 4：3-148
伊弉ઽ尊
山崎Ϯ斎 2：3-110
伊弉冉尊
山崎Ϯ斎 2：3-110
石川丈山【殫左ؼ，烏༅，凹，
凹凸抉，嘉右ї๖，山材，三
ੰ，山木，重之，四明山人，
丈山，籔里，石大拙，大拙，
東渓，六六山人】
林鵞峰 4：1-42
本伝：2-56
石川丈山 4：2-61
石川丈山 8：2-65
堀杏庵 4：2-68
松永尺五 2：2-79
石川信定【信定】
石川丈山 1：2-56
石川正信【正信】
石川丈山 1：2-56
石川༆洲【正恒，石子，伯卿，

平兵ї】
荻生徂徠 18：6-289
本伝：8-419
石川༆洲父【父（石川༆洲）
】
石川༆洲 1：8-419
石島筑波【石筑波】
井上蘭台 2：8-414
石田三成
藤原惺窩 3：1-21
石原晢庵【石原学༮】
木下順庵 5：3-142
石松翁
安東省庵 4：3-148
礒貝次གྷ左ї๖
陳元贇 3：2-74
磯勘平
野中兼山 5：2-105
板倉髫渓【板美中，板美仲，美
中】
太宰春台 7：6-322
宇佐見戞水 1：8-429
板倉重宗【板倉侯，板延尉】
松永尺五 1：2-77
松永尺五 2：2-79
板倉周ේ守重宗【板倉侯】
熊沢蕃山 5：3-128
一条兼良【藤太閤】
藤原惺窩 4：1-23
一柳侯
後藤松 ۅ3：3-136
伊藤介亭【伊藤の五蔵，正蔵，
ସ衡】
伊藤蘭嵎 2：4-176
伊藤華岡【藤華岡】
ݗ野蘭亭 4：8-406
伊藤仁斎【伊藤，伊藤氏，伊物，
原佐，古学，古学父子，古義
堂，維禁，仁斎，仁斎先生，
先君子（伊藤東涯），先子（伊
藤東涯），先人（伊藤東涯），
藤，滕維禁，滕物】
熊沢蕃山 10：3-132
後藤松 ۅ5：3-138
本伝：4-157
伊藤東涯 9：4-171
伊藤東涯 13：4-173
伊藤蘭嵎 2：4-176
米川操 ۅ2：4-178
仲村嚮斎 5：4-189
貝原益 ۅ8：4-197
貝原益 ۅ11：4-198
宇ற宮遯庵 5：4-202
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五井持 ۅ1：4-203
五井蘭洲 4：4-208
大ݗ坂芝山 2：4-210
三宅石庵 3：5-268
荻生徂徠 4：6-282
荻生徂徠 14：6-287
荻生徂徠 15：6-288
並河天民 1：6-314
並河天民 4：6-316
太宰春台 10：6-325
山県周南 4：7-352
中村蘭林 3：7-378
宇野明Ӆ 6：7-386
宇野明Ӆ 8：7-388
井上蘭台 5：8-417
湯浅常山 1：8-421
原双桂 7：8-439
伊藤仁斎父【父（伊藤仁斎）
】
伊藤仁斎 2：4-158
伊藤仁斎妻【緒方氏，仁斎の妻，
瀬埼氏，妻（伊藤仁斎）
】
伊藤仁斎 11：4-163
伊藤蘭嵎 2：4-176
伊藤担庵【藤宗恕】
太宰春台 11：6-328
伊藤竹里【伊藤の五蔵，ସ準，
平蔵】
伊藤蘭嵎 2：4-176
伊藤東涯【伊藤原蔵，伊藤氏，
伊藤の五蔵，伊藤の首尾蔵，
原蔵，古学父子，紹述，慥慥
斎，ସ胤，東涯，東涯先生】
中江藤樹 8：2-101
山崎Ϯ斎 9：3-118
安東省庵 2：3-146
伊藤仁斎 3：4-159
伊藤仁斎 11：4-163
本伝：4-167
伊藤蘭嵎 2：4-176
貝原益 ۅ11：4-198
宇ற宮遯庵 5：4-202
五井持 ۅ1：4-203
五井持 ۅ2：4-203
三宅観瀾 4：5-274
荻生徂徠 19：6-290
а森芳洲 8：6-295
並河天民 3：6-316
並河天民 4：6-316
大内熊耳 1：7-374
大内熊耳 2：7-375
宇野明Ӆ 8：7-388
ো木昆ຨ 2：8-398
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奥田三Ԓ 1：8-401
奥田三Ԓ 3：8-402
武田梅 1：8-433
原双桂 1：8-435
原双桂 13：8-442
原双桂 15：8-444
伊藤東所【東所】
伊藤東涯 12：4-172
伊藤南昌【元啓，滕元啓】
荻生徂徠 12：6-287
伊藤梅宇【伊藤の五蔵，重蔵，
ସ英】
伊藤蘭嵎 2：4-176
伊藤蘭嵎【伊藤才蔵，伊藤の五
蔵，伊藤の首尾蔵，才蔵，ସ
堅，蘭嵎】
伊藤東涯 14：4-174
本伝：4-175
伊藤蘭嵎 2：4-176
宇野明Ӆ 8：7-388
原双桂 13：8-442
伊東藍田【東藍田】
荻生徂徠 22：6-291
服南ԕ 11：6-336
稲葉Я斎【Я斎】
佐藤直方 6：5-223
佐藤直方 9：5-225
原双桂 12：8-441
稲葉侯
ૌ一斎 2：3-155
稲葉美濃守正則【稲葉侯】
大ݗ坂芝山 1：4-210
稲葉黙斎
林羅山 5：1-33
佐藤直方 2：5-220
井上河内守正利【井上侯】
山崎Ϯ斎 7：3-116
井上毅斎【先民，天ԑ，孫（井
上四明）
】
井上蘭台 9：8-419
井上金峨【金峨，井金峨】
井上蘭台 6：8-418
井上蘭台 7：8-418
宇佐見戞水 4：8-431
井上玄存【玄存】
井上蘭台 1：8-413
井上四明【嗣（井上蘭台）
，四明，
潜，仲】
井上蘭台 9：8-419
井上水斎【順民，天祐，孫（井
上四明）
】
井上蘭台 9：8-419

井上通翁【玄髷，父（井上蘭台）
】
井上蘭台 1：8-413
井上天祥【徴民，孫（井上四明）
】
井上蘭台 9：8-419
井上呆斎【観，男（井上四明），
賓王】
井上蘭台 9：8-419
井上保山【錫民，天爵，孫（井
上四明）
】
井上蘭台 9：8-419
井上蘭台【嘉膳，叔，井通熙，
図南，蘭台】
林鳳岡 4：1-48
本伝：8-413
湯浅常山 1：8-421
井上蘭台祖【祖某（井上蘭台）
】
井上蘭台 1：8-413
井上了心
井上蘭台 1：8-413
伊庭春庭【五大夫】
林鳳岡 2：1-46
今井༮斎【今井弘済】
朱舜水 6：2-89
今川義元【今川】
石川丈山 7：2-64
入江南冥
成島خ江 7：7-367
奥田三Ԓ 7：8-404
巖村侯
後藤松 ۅ1：3-135
巖村侯妾【妾（巖村侯）
】
佐藤周 ۅ6：5-278
岩本謙斎【岩謙斎】
秋山玉山 2：8-394
引頭氏
滝ୠ台 1：8-425

う
禹【神禹】
伊藤仁斎 2：4-158
宇井黙斎【宇井弘篤】
山崎Ϯ斎 4：3-114
上杉謙信
藤原惺窩 3：1-22
梁田蛻巌 3：6-305
宇野明Ӆ 6：7-386
上松是双
原双桂 16：8-444
鵜飼錬斎【鵜飼金平，鵜真昌，
真昌】
朱舜水 12：2-93
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大ݗ坂芝山 2：4-211
三宅観瀾 1：5-268
宇佐見習翁【習翁，父（宇佐見
戞水）
】
宇佐見戞水 1：8-429
宇佐見戞水 2：8-430
宇佐見戞水【宇恵，恵助，子廸】
本伝：8-429
宇佐見徳修【子業，姪（宇佐見
戞水）
】
宇佐見戞水 6：8-432
宇ற宮圭斎【圭斎，子（宇ற宮
遯庵）
，三的，三甫，男（宇ற
宮遯庵）
】
宇ற宮遯庵 4：4-201
宇ற宮遯庵 5：4-202
宇ற宮遯庵【頑拙，三ؼ，虱先
生，ற三ؼ，ற由的，遯庵，
由的】
藤原惺窩 1：1-19
松永尺五 3：2-79
松永尺五 4：2-80
松永尺五 5：2-81
木下順庵 1：3-139
本伝：4-200
荻生徂徠 1：6-279
宇野安治【安治，父（宇野明Ӆ）
】
宇野明Ӆ 1：7-383
宇野士朗【宇氏兄弟，宇士朗，
鑑，季子，士茹，士朗，二于，
平安の二宇先生，兵介】
太宰春台 10：6-325
宇野明Ӆ 1：7-383
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野明Ӆ 10：7-390
本伝：7-391
宇野士朗 1：7-391
宇野明Ӆ【宇氏兄弟，宇士新，
宇先生，三平，士新，，二
于，平安の二宇先生】
木下順庵 5：3-142
荻生徂徠 18：6-289
服南ԕ 11：6-337
安藤東野 6：7-349
平野金華 8：7-361
本伝：7-383
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野明Ӆ 10：7-390
宇野士朗 1：7-391
武田梅 1：8-433
武田梅 2：8-434
武田梅 3：8-434
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え
їᰴ【ї氏】
貝原益 ۅ11：4-199
栄好
藤井懶斎 3：4-181
江戸本所石原商家の女
成島خ江 3：7-365
江村某
宇野明Ӆ 5：7-386
江村北海
藤原惺窩 7：1-27
大ݗ坂芝山 3：4-212
新井白石 1：5-241
梁田蛻巌 1：6-304
服南ԕ 11：6-336
袁宏道【袁中གྷ】
陳元贇 1：2-72
梁田蛻巌 5：6-306

お
王安石【安石，王荊公，介甫，
荊公】
石川丈山 3：2-58
大ݗ坂芝山 4：4-213
王維【王】
石川丈山 3：2-58
王Ш
岡白駒 3：7-369
原双桂 8：8-439
王羲之【羲之】
滝ୠ台 4：8-427
王珪【王】
三輪執斎 2：6-298
王充耘【王耕野】
並河天民 2：6-315
王昭君【昭君】
熊沢蕃山 8：3-130
王世貞【廿州，王李，元美，世
貞，李王】
三宅観瀾 2：5-272
梁田蛻巌 5：6-306
服南ԕ 11：6-337
安藤東野 6：7-349
宇野明Ӆ 3：7-384
王績【無功】
ݗ野蘭亭 6：8-409
王通【文中子】
米川操 ۅ3：4-179
三輪執斎 2：6-298
王柏【王༮斎】
並河天民 2：6-315

王莽【莽】
石川丈山 3：2-59
欧ຨ修【欧，欧蘇】
石川丈山 3：2-58
大ݗ坂芝山 3：4-212
梁田蛻巌 5：6-306
王ຨ明【王，王氏，王守仁，王
文成，王文成公，ຨ明，ຨ明
先生，余桃，陸王】
林鵞峰 4：1-42
朱舜水 5：2-88
中江藤樹 2：2-96
中江藤樹 3：2-98
熊沢蕃山 11：3-134
木下順庵 4：3-141
二山伯養 1：3-150
二山伯養 6：3-153
貝原益 ۅ2：4-192
三宅尚斎 7：5-264
三宅石庵 3：5-268
三宅観瀾 2：5-271
三輪執斎 1：6-297
三輪執斎 2：6-297
三輪執斎 7：6-303
王翊【王侍གྷ】
朱舜水 4：2-87
大石内蔵助【大石，大石良雄】
伊藤仁斎 8：4-162
佐藤直方 4：5-221
大内氏
井上蘭台 1：8-413
大内熊耳【子綽，忠大夫，熊耳，
余承裕，余熊耳】
服仲英 3：6-341
本伝：7-374
宇野明Ӆ 8：7-388
宇佐見戞水 2：8-430
宇佐見戞水 5：8-432
大岡忠相【Ѡ前守，大岡公，忠
相】
荻生徂徠 7：6-285
ো木昆ຨ 1：8-397
大ݗ坂宜重【父（大ݗ坂芝山）
】
大ݗ坂芝山 1：4-210
大ݗ坂芝山【一峰，大ݗ坂清介，
大ݗ芝山，大ݗ生，季明，Ҏ
ۅ，芝山，清介】
朱舜水 12：2-93
後藤松 ۅ2：3-136
後藤松 ۅ3：3-136
ૌ一斎 3：3-155
伊藤仁斎 4：4-159

-4-

本伝：4-210
太宰春台 11：6-329
太田見良
宇野明Ӆ 1：7-383
大պ宗氏【大պ次གྷ】
ݗ野蘭亭 6：8-407
大槻玄沢
ো木昆ຨ 4：8-399
大友真
原双桂 11：8-441
大町定ৌ
後藤松 ۅ2：3-136
大神沢一
佐藤直方 9：5-225
大村某
三輪執斎 1：6-296
岡原仲
朝山意林庵 1：2-75
小笠原侯
石川༆洲 1：8-419
小笠原秀政
安積澹泊 1：5-232
岡島石梁【岡島，岡島達，岡島
仲通，石梁，達】
木下順庵 5：3-142
新井白石 5：5-243
岡子【男（岡白駒）
】
岡白駒 4：7-370
岡田竹圃【岡田文】
木下順庵 5：3-142
岡白駒【千里，太仲，洲】
本伝：7-368
岡林竹【義道，渤海】
林鳳岡 4：1-48
荻生徂徠【伊物，枳園，枳老，
禝右ї๖，徂徠，蘇雷，徂徠
先生，徂徠物子，滕物，双松，
物，物翁，物子，物氏，物先
生，物徂徠，物夫子，物茂卿，
室先生，茂卿，徠翁】
藤原惺窩 1：1-19
林鳳岡 5：1-49
石川丈山 1：2-56
堀杏庵 5：2-70
熊沢蕃山 10：3-132
木下順庵 3：3-141
ૌ一斎 3：3-155
伊藤仁斎 17：4-165
伊藤東涯 4：4-168
伊藤東涯 5：4-168
伊藤東涯 7：4-169
伊藤東涯 13：4-173
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貝原益 ۅ8：4-197
宇ற宮遯庵 4：4-201
五井蘭洲 4：4-208
深見玄岱 4：5-217
安積澹泊 3：5-234
安積澹泊 8：5-238
室ಮ巣 4：5-256
三宅観瀾 4：5-274
本伝：6-279
а森芳洲 4：6-293
а森芳洲 8：6-295
а森芳洲 9：6-296
太宰春台 1：6-318
太宰春台 10：6-324
服南ԕ 6：6-334
服南ԕ 7：6-334
服南ԕ 11：6-337
安藤東野 1：7-343
安藤東野 2：7-344
安藤東野 4：7-346
安藤東野 6：7-349
山県周南 1：7-350
山県周南 2：7-351
山県周南 4：7-352
山県周南 6：7-355
山県周南 7：7-356
平野金華 1：7-358
平野金華 3：7-359
平野金華 8：7-361
平野金華 9：7-362
成島خ江 1：7-363
大内熊耳 1：7-374
大内熊耳 3：7-376
宇野明Ӆ 3：7-384
宇野明Ӆ 6：7-386
宇野明Ӆ 7：7-386
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野士朗 2：7-391
ݗ野蘭亭 1：8-405
井上蘭台 4：8-415
井上蘭台 5：8-416
石川༆洲 2：8-420
湯浅常山 1：8-421
滝ୠ台 1：8-425
宇佐見戞水 1：8-429
宇佐見戞水 3：8-431
原双桂 7：8-439
原双桂 9：8-440
原双桂 10：8-441
原双桂 11：8-441
荻生徂徠母【母（荻生徂徠）
】
荻生徂徠 2：6-280

荻生方庵【先大夫（荻生徂徠），
父（荻生徂徠）
，仲山府君】
荻生徂徠 1：6-279
荻生北渓【物先生】
井上蘭台 4：8-415
奥田三Ԓ【奥田嘉甫，嘉甫，三
Ԓ，三Ԓ亭，士亨，宗四གྷ，
瓮水燕懸，南山，蘭汀】
熊沢蕃山 8：3-130
伊藤東涯 1：4-167
伊藤東涯 4：4-168
伊藤東涯 12：4-172
伊藤蘭嵎 2：4-176
本伝：8-401
奥田三Ԓ父【父（奥田三Ԓ）
】
奥田三Ԓ 3：8-402
奥貫友山【萩正卿】
成島خ江 7：7-367
奥村蒙窩【奥村庸礼】
朱舜水 7：2-89
小倉実֬【小倉少将，少将】
熊沢蕃山 8：3-130
小倉三省【三省】
野中兼山 6：2-106
山崎Ϯ斎 1：3-108
後藤松 ۅ2：3-136
ૌ一斎 1：3-154
小栗元卿
服南ԕ 11：6-336
小瀬甫庵
朝山意林庵 2：2-76
織田信ସ【織田右府，信，信ସ】
藤原惺窩 1：1-19
石川丈山 7：2-64
佐藤周 ۅ1：5-275
梁田蛻巌 3：6-305
宇野明Ӆ 6：7-386
Ѡ智х夢【Ѡ君瑞】
服南ԕ 15：6-339
小野孟鉉
宇野明Ӆ 8：7-388
小原氏
安東省庵 4：3-149
恩田ୠ城【恩田，恩田大雅】
原双桂 12：8-442

か
貝原益【ۅ益ۅ，九兵ї，子誠，
損ۅ，篤信】
木下順庵 1：3-139
二山伯養 6：3-153
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伊藤東涯 9：4-171
米川操 ۅ3：4-178
本伝：4-191
五井持 ۅ1：4-203
貝原益ۅ妻【江崎氏，妻某氏（貝
原益）ۅ，東ۅ，得生，内子某
氏（貝原益）ۅ
，初，某氏（貝
原益ۅ妻）
】
貝原益 ۅ11：4-198
貝原可久【可久，丈夫子（貝原
存斎）
】
貝原益 ۅ10：4-198
貝原寛斎【寛斎，利貞】
貝原益 ۅ1：4-191
貝原存斎【存斎】
貝原益 ۅ1：4-191
貝原益 ۅ10：4-198
貝原耻【ۅ好古，耻】ۅ
貝原益 ۅ8：4-197
貝原益 ۅ10：4-198
五井持 ۅ1：4-203
貝原重春【丈夫子（貝原存斎），
重春】
貝原益 ۅ10：4-198
貝原楽【ۅ楽】ۅ
貝原益 ۅ10：4-198
加賀侯
松永尺五 1：2-77
香川修庵【香川太沖，香川太仲】
宇野明Ӆ 2：7-384
滝ୠ台 5：8-428
香川太沖
三宅石庵 3：5-268
柿本人麿
石川丈山 3：2-58
岳飛
三宅観瀾 2：5-271
花山院常雅【華山公，華山内大
臣，内大臣藤原常雅】
伊藤東涯 14：4-174
加島円斎【加島宗叔，宗叔】
岡白駒 5：7-371
何充
平野金華 9：7-362
加世毅【ۅ毅ۅ加世君】
中江藤樹 3：2-97
何倩【何】
大ݗ坂芝山 3：4-212
片山兼山
荻生徂徠 6：6-285
宇佐見戞水 6：8-432
片山北海【片徽猷】
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宇野明Ӆ 9：7-389
賀知章【賀季真】
山県周南 7：7-356
香月牛山【牛山香月氏，牛山氏】
貝原益 ۅ11：4-198
桂山彩巌【義樹，君華】
林鳳岡 4：1-48
加藤清正【加藤氏】
秋山玉山 2：8-394
加藤忠広【肥後侯】
జ波活所 2：2-82
加藤泰温【大洲侯】
三輪執斎 7：6-303
狩野氏
滝ୠ台 4：8-427
狩野探幽【狩野守信】
石川丈山 2：2-57
加納遠江守久通【侍中某】
太宰春台 5：6-320
狩野元信
服南ԕ 3：6-332
安東省庵父【家父（安東省庵）
】
安東省庵 4：3-148
唐崎彦明【欽】
後藤松 ۅ2：3-136
烏丸光広【大納ۗ烏丸公】
木下順庵 1：3-139
何林二老
大ݗ坂芝山 2：4-211
川井正直
藤井懶斎 8：4-185
河井立牧
五井蘭洲 2：4-206
川口丈
熊沢蕃山 8：3-130
川田雄琴【琴卿，資深，雄琴】
三輪執斎 7：6-303
河村瑞【ۅ瑞】ۅ
新井白石 3：5-242
灌嬰【絳灌】
武田梅 2：8-434
桓温【温】
石川丈山 3：2-59
管仲
後藤松 ۅ4：3-137
菅得庵【玄同，子得，生白室】
藤原惺窩 9：1-28
林羅山 6：1-35
本伝：1-54
չ愈【չ，չ文，չ文公】
石川丈山 3：2-58
木下順庵 4：3-141

安東省庵 3：3-147
大ݗ坂芝山 3：4-212
寛量小浜公【寛量公】
三輪執斎 2：6-298

き
紀伊侯
జ波活所 0：2-81
祇園南海【観雷亭，祇園伯玉，
祇園瑜伯玉，祇南海，祇伯玉，
正卿，鉄冠道人，南海，伯玉，
斌，瑜，与一གྷ】
木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
伊藤仁斎 17：4-165
深見玄岱 3：5-217
新井白石 7：5-245
新井白石 14：5-251
三宅観瀾 2：5-270
а森芳洲 7：6-295
本伝：6-307
岡白駒 8：7-373
菊池重朝【菊池氏】
秋山玉山 2：8-394
魏慶之【࣓甫】
石川丈山 3：2-58
箕子【殷太子】
石川丈山 3：2-59
三宅観瀾 2：5-271
北村季吟
服南ԕ 5：6-334
北村篤所【北村可昌】
伊藤東涯 5：4-169
魏徴【魏】
三輪執斎 2：6-298
吉川氏
宇ற宮遯庵 0：4-200
紀貫之
石川丈山 3：2-58
木下菊潭【菊潭，男（木下順庵）
】
木下順庵 8：3-144
木下侯
山崎Ϯ斎 1：3-108
木下順庵【恭，خ里，順庵，
直夫，貞幹，平之允，木翁，
木順庵，木老儒】
堀杏庵 6：2-71
松永尺五 1：2-77
松永尺五 3：2-79
松永尺五 4：2-80
本伝：3-139
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大ݗ坂芝山 2：4-211
新井白石 4：5-242
新井白石 5：5-243
室ಮ巣 1：5-253
室ಮ巣 3：5-255
三宅観瀾 1：5-268
а森芳洲 1：6-292
а森芳洲 6：6-294
祇園南海 1：6-307
祇園南海 3：6-309
太宰春台 11：6-328
木下蘭皐【蘭皐君】
岡白駒 7：7-372
岐伯【岐Ҏ，ۅ岐】
並河天民 7：6-317
中村蘭林 1：7-377
滝ୠ台 5：8-428
Ҏ備真備【Ҏ備氏】
藤原惺窩 1：1-19
木村蒹葭堂【木世粛】
祇園南海 6：6-313
木村鳳悟【木村源進】
伊藤東涯 11：4-172
丘濬【丘文荘，文荘】
三宅観瀾 2：5-270
堯【唐虞】
藤井懶斎 7：4-183
姜縲【姜白石】
新井白石 8：5-246
姜聞
藤原惺窩 3：1-22
清原秀賢【清原博士】
林羅山 3：1-31
吉良上野介【吉良，吉良氏】
佐藤直方 4：5-221
太宰春台 8：6-322

く
空海
野中兼山 2：2-102
楠木正成【楠子】
三宅観瀾 1：5-268
熊沢氏（熊沢蕃山外祖）
【外祖（熊
沢蕃山）
】
熊沢蕃山 1：3-124
熊沢蕃山【熊沢，熊沢先生，熊
沢了海，次གྷ八，助右ї๖，
息遊ۅ，伯継，了介，了海，
野尻（蕃山旧姓）
】
中江藤樹 3：2-97
本伝：3-124
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荻生徂徠 15：6-288
服南ԕ 9：6-334
久米訂斎【訂斎】
三宅尚斎 9：5-265
栗山潜ව【栗山，栗山伯栗】
野中兼山 6：2-107
三宅観瀾 1：5-268
久留米侯
藤井懶斎 1：4-179
ݪ田直【下պ侯，沼田侯】
林鳳岡 8：1-51
太宰春台 6：6-321
安藤東野 4：7-346

け
克康【克阮】
ݗ野蘭亭 6：8-409
恵施【恵】
梁田蛻巌 3：6-305
桀
జ波活所 3：2-84
玄恵【独ৌۅ玄恵法印】
藤原惺窩 4：1-23
玄海
宇野明Ӆ 7：7-387
宇野士朗 2：7-392
厳君平【君平】
祇園南海 2：6-309
巌城侯
大ݗ坂芝山 1：4-210
元政【釈元政】
石川丈山 2：2-57
陳元贇 1：2-72
陳元贇 2：2-73
熊沢蕃山 7：3-130
熊沢蕃山 8：3-130
藤井懶斎 3：4-181
大ݗ坂芝山 2：4-211
阮籍【克阮】
ݗ野蘭亭 6：8-409
玄圃༙三【༙三】
藤原惺窩 6：1-26

こ
五井持【ۅ加助，持ۅ，四書屋
加助，守任】
本伝：4-203
五井蘭洲 0：4-205
五井蘭洲【子祥，洲庵，藤九གྷ，
純禎，蘭洲】
五井持 ۅ2：4-203

本伝：4-205
荻生徂徠 18：6-289
肯庵
藤原惺窩 4：1-24
ݗ允
安積澹泊 7：5-237
貢禹
熊沢蕃山 10：3-133
孔休
石川丈山 3：2-59
Ҏ景説【Ҏ白石】
新井白石 8：5-246
Ҏ公
ݗ野蘭亭 6：8-409
香国【香国禅師】
深見玄岱 4：5-217
安藤東野 4：7-346
ݗ坂昌信
藤原惺窩 3：1-22
公山弗擾
後藤松 ۅ4：3-137
孔子【孔孟，宣聖，仲尼】
石川丈山 3：2-59
堀杏庵 4：2-68
山崎Ϯ斎 9：3-118
後藤松 ۅ4：3-137
三宅観瀾 2：5-270
荻生徂徠 5：6-283
梁田蛻巌 2：6-305
平野金華 6：7-360
宇野明Ӆ 7：7-386
井上蘭台 5：8-417
江若水
а森芳洲 8：6-295
ݗ寿ԑ
深見玄岱 1：5-214
幸助
三宅尚斎 8：5-265
ݗ生
伊藤仁斎 17：4-165
Ҏ帝【岐Ҏ，ۅ岐】
並河天民 7：6-317
中村蘭林 1：7-377
滝ୠ台 5：8-428
光武帝（後漢）
【光武】
林羅山 3：1-32
皇甫謐
ো木昆ຨ 1：8-397
孔融【北海守】
ݗ野蘭亭 6：8-409
胡応༆【胡元瑞】
ݗ野蘭亭 1：8-405
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ૌᰬ山人【ᰬૌ山人】
山崎Ϯ斎 3：3-113
告子
並河天民 1：6-314
小倉侯
石川༆洲 0：8-419
呉騫
太宰春台 6：6-321
後光明天皇【後光明帝，正保の
天子】
藤原惺窩 9：1-28
石川丈山 6：2-63
朝山意林庵 1：2-75
松永尺五 4：2-80
木下順庵 1：3-139
胡仔【元任】
石川丈山 3：2-58
呉子【孫呉】
武田梅 2：8-433
ݗ志泉溟【ݗ養浩】
伊藤東涯 13：4-173
胡昭【胡徴君】
貝原益 ۅ3：4-194
呉ब巒
朱舜水 1：2-85
小杉元卿【元卿】
原双桂 14：8-443
巨勢直幹
熊沢蕃山 11：3-133
呉草廬【草廬】
藤原惺窩 4：1-24
後બ܆天皇
二山伯養 5：3-152
小滝某
新井白石 13：5-250
۳ସ卿【۳】
大ݗ坂芝山 3：4-212
後藤松【ۅ松】ۅ
本伝：3-135
佐藤周 ۅ1：5-275
佐藤周 ۅ2：5-276
後徳大寺藤公
伊藤仁斎 5：4-160
古伯彝
秋山玉山 5：8-396
小早川隆景
藤原惺窩 3：1-22
小早川秀秋【中納ۗ秀秋】
藤原惺窩 2：1-21
小林新兵ї【小林氏】
荻生徂徠 13：6-287
太宰春台 5：6-320

先哲叢談人名索引

後水尾天皇
石川丈山 2：2-57
小宮山某
五井蘭洲 3：4-208
小室侯
後藤松 ۅ1：3-135

さ
蔡沈【蔡氏】
並河天民 2：6-315
蔡正孫
石川丈山 3：2-58
ࢁ井侯
荻生徂徠 2：6-280
ࢁ泉竹【ۅ泉竹】ۅ
朱舜水 12：2-93
ࢁ井忠挙【厩橋侯】
佐藤直方 5：5-222
三輪執斎 2：6-297
坂井伯隆【三左ї๖】
林鳳岡 2：1-46
ࢁ井正親【雅楽助正親，双松院】
荻生徂徠 2：6-280
榊原篁洲【篁洲，榊原希翊，榊
原玄輔，榊原玄輔希翊，洲の
篁】
木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
木下順庵 7：3-143
木下順庵 8：3-144
祇園南海 1：6-307
大内熊耳 2：7-375
佐久間洞巌
新井白石 8：5-246
新井白石 11：5-249
桜町天皇
成島خ江 4：7-365
佐佐木玄信【玄信】
二山伯養 5：3-152
佐藤一斎【一斎，曾孫（佐藤周
）ۅ
，大道，担】
佐藤周 ۅ7：5-278
佐藤周【ۅ勘平，広義，塵也】
本伝：5-275
佐藤周ۅ叔母【叔母（佐藤周）ۅ
】
佐藤周 ۅ1：5-275
佐藤直方【一貫了道居士，五གྷ
左ї๖，直方，直方先生，峰
松】ۅ
山崎Ϯ斎 5：3-114
後藤松 ۅ3：3-136

大ݗ坂芝山 4：4-213
本伝：5-219
佐藤直方 2：5-220
浅見絅斎 1：5-226
浅見絅斎 5：5-228
三宅尚斎 2：5-261
三宅尚斎 6：5-264
三輪執斎 1：6-296
三輪執斎 2：6-297
佐藤信清【ݗ祖（佐藤周）ۅ，新
九གྷ】
佐藤周 ۅ1：5-275
佐野回翁
朱舜水 5：2-88
猿田彦神
山崎Ϯ斎 3：3-113
猿丸大夫【猿大夫】
а森芳洲 4：6-293
沢田東江【東江】
井上蘭台 7：8-418
沢村琴所
宇野明Ӆ 9：7-389
沢村自三【父（三輪執斎）
】
三輪執斎 1：6-296

し
蕃山右七གྷ【右七，男（熊沢蕃
山）
】
熊沢蕃山 11：3-133
子思【子思子，思孟】
林鳳岡 5：1-49
三輪執斎 3：6-298
井上蘭台 5：8-417
ৌ
仲村嚮斎 7：4-190
信濃飯田の人某
成島خ江 3：7-365
司馬懿【懿】
石川丈山 3：2-59
司馬光【猷水】
安積澹泊 3：5-234
司馬遷【馬遷】
安積澹泊 7：5-237
柴田蘋洲【表叔（奥田三Ԓ），蘋
洲】
奥田三Ԓ 1：8-401
柴野栗山【柴栗山】
木下順庵 5：3-142
太宰春台 8：6-322
原双桂 16：8-444
渋井太室【渋井子章】
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荻生徂徠 14：6-288
井上蘭台 5：8-416
下河辺ସ流
五井持 ۅ2：4-203
下村兼雄【下村某】
堀杏庵 6：2-71
ࡤ安
服南ԕ 12：6-338
石王塞ۅ
三宅尚斎 9：5-265
ࡤ玄
梁田蛻巌 3：6-305
ࡤ承
岡白駒 3：7-369
ࡤ槇
安積澹泊 7：5-238
ࡤ肇隆【ࡤ在杭】
荻生徂徠 21：6-290
ࡤ༙運【ࡤ，༙運】
石川丈山 3：2-58
滝ୠ台 3：8-426
朱毓仁【毓仁，孫男（朱舜水）
】
朱舜水 6：2-89
安東省庵 1：3-145
朱毓徳【毓徳】
朱舜水 6：2-89
周公旦【伊周，周公】
石川丈山 3：2-58
周徳恭
石川丈山 3：2-59
周敦頤【周子】
山崎Ϯ斎 6：3-115
周勃【絳灌】
武田梅 2：8-434
周瑜
梁田蛻巌 3：6-305
朱永祐
朱舜水 1：2-85
朱熹【朱，朱子，朱紫ຨ，紫ຨ，
程朱，文公】
藤原惺窩 4：1-23
林鵞峰 4：1-42
林鳳岡 5：1-49
山崎Ϯ斎 1：3-108
山崎Ϯ斎 6：3-115
二山伯養 1：3-150
二山伯養 6：3-153
米川操 ۅ2：4-178
藤井懶斎 1：4-179
米川操 ۅ3：4-179
藤井懶斎 6：4-183
仲村嚮斎 4：4-188
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貝原益 ۅ2：4-192
貝原益 ۅ8：4-197
安積澹泊 3：5-234
室ಮ巣 6：5-258
三宅石庵 3：5-268
三宅観瀾 2：5-270
荻生徂徠 4：6-282
服南ԕ 10：6-336
中村蘭林 3：7-378
井上蘭台 4：8-415
原双桂 7：8-439
叔孫通
林羅山 5：1-33
祝融
林羅山 12：1-38
朱舜水【之瑜，朱之瑜，朱先生，
朱文恭，舜水，舜水朱子，文
恭，瑜，༮】
本伝：2-85
朱舜水 12：2-93
野中兼山 5：2-105
木下順庵 4：3-141
安東省庵 1：3-145
安東省庵 2：3-146
安東省庵 3：3-147
伊藤東涯 14：4-174
大ݗ坂芝山 2：4-211
安積澹泊 1：5-232
安積澹泊 2：5-233
安積澹泊 3：5-234
安積澹泊 4：5-235
安積澹泊 6：5-236
安積澹泊 7：5-237
安積澹泊 8：5-238
朱正【存之，定寰】
朱舜水 1：2-85
朱大咸【咸一】
朱舜水 6：2-89
朱大成【集之】
朱舜水 6：2-89
舜【唐虞，鳳潭】
藤井懶斎 7：4-183
荻生徂徠 14：6-287
女（藤原惺窩）
藤原惺窩 7：1-27
徐渭【徐文ସ】
梁田蛻巌 3：6-305
梁田蛻巌 5：6-306
安東省庵妾
安東省庵 3：3-147
昇庵
石川丈山 3：2-59

蒋一ϑ【蒋揆】
熊沢蕃山 8：3-130
玄【康成】
平野金華 6：7-359
蕭統【昭明】
原双桂 13：8-442
湘南和尚【土佐の公子某】
山崎Ϯ斎 1：3-108
邵雍【堯夫】
石川丈山 3：2-58
జ波活所 1：2-82
心Ѡ【心Ѡ禅師】
大ݗ坂芝山 2：4-211
秦檜
三宅観瀾 2：5-271
信斎【叔父（並河誠所）
】
並河天民 1：6-314
沈周【沈白石】
新井白石 8：5-246
沈無名
祇園南海 6：6-313

藤原惺窩 6：1-26
清少納ۗ【清氏】
新井白石 10：5-248
成淵
荻生徂徠 17：6-289
戚継光【戚南塘】
荻生徂徠 5：6-283
ঢ়松
石川丈山 4：2-62
雪舟
服南ԕ 3：6-332
薛靨【薛文清，文清】
三宅観瀾 2：5-270
֬【劉】
梁田蛻巌 5：6-306
冉求【求】
石川丈山 3：2-59
千寿
ݗ野蘭亭 6：8-407
宣帝（漢）
【宣帝】
井上蘭台 4：8-415

す

そ

随何【随陸】
武田梅 2：8-434
推古天皇
大内熊耳 2：7-375
鄒衍【論軻】
堀杏庵 4：2-68
鄒ຨ【鄒枚】
安積澹泊 8：5-238
陶晴賢
井上蘭台 1：8-413
菅原道真【菅原氏】
藤原惺窩 1：1-19
杉以成
宇野明Ӆ 7：7-386
杉田玄白【舩斎杉田先生】
ো木昆ຨ 4：8-400
༖木貞斎
室ಮ巣 5：5-256
室ಮ巣 6：5-257
Ԓ倉与市
宇野明Ӆ 1：7-383

荘恬逸【新助，斌卿，良資】
林鳳岡 2：1-46
林鳳岡 4：1-48
草加定環
熊沢蕃山 11：3-133
曹丘生
三宅観瀾 4：5-274
曾鞏
石川丈山 3：2-58
宋玉
ݗ野蘭亭 6：8-409
倉公【扁倉】
中村蘭林 1：7-377
秋山玉山 1：8-393
宋之問【宋延清】
山県周南 7：7-356
曾参【参】
山崎Ϯ斎 12：3-121
曹操【操】
石川丈山 3：2-59
相馬侯
新井白石 16：5-252
宋雍
ݗ野蘭亭 1：8-405
蘇洵【老泉】
石川丈山 3：2-59
朱舜水 13：2-94
蘇舜欽

せ
藤原惺窩【惺窩】
石川丈山 5：2-62
正恒【琳聖七世の孫】
大内熊耳 2：7-375
西笑承兌【承兌】
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石川丈山 3：2-58
蘇軾【欧蘇，蘇，蘇東坡，東坡】
石川丈山 3：2-58
朱舜水 13：2-94
大ݗ坂芝山 3：4-212
佐藤直方 3：5-221
梁田蛻巌 5：6-306
蘇秦【季子】
梁田蛻巌 5：6-306
蘇武
石川丈山 3：2-58
尊円親王【尊円王】
滝ୠ台 4：8-427
孫子【孫呉】
武田梅 2：8-433
孫思擯【孫真人】
堀杏庵 4：2-68

た
大潮【潮公】
安藤東野 6：7-349
岡白駒 6：7-371
宇野明Ӆ 3：7-384
宇野士朗 2：7-391
原双桂 13：8-442
大典
荻生徂徠 17：6-289
服南ԕ 11：6-336
安藤東野 6：7-349
宇野明Ӆ 1：7-383
宇野明Ӆ 3：7-384
平重衡
ݗ野蘭亭 6：8-407
ݗ木氏
室ಮ巣 6：5-257
ݗ瀬学山【ݗ瀬喜朴】
安積澹泊 4：5-235
ݗ野百里【勝春，父（ݗ野蘭亭）
，
百里居士】
ݗ野蘭亭 1：8-405
ݗ野蘭亭【ݗ惟ӿ，ݗ子式，ݗ
蘭亭，子式，東里，蘭亭】
服南ԕ 12：6-338
秋山玉山 7：8-397
本伝：8-405
原双桂 2：8-436
滝ୠ台【ୠ台，ସ壞，弥八，滝
生】
秋山玉山 7：8-397
本伝：8-425
武田勝頼【武田】

石川丈山 7：2-64
武田兼山【武杏仙】
石川丈山 6：2-63
竹田春庵【竹春庵】
三宅観瀾 4：5-274
武田信玄【武田機山公】
原双桂 1：8-435
武田道安【武田某】
జ波活所 4：2-84
武田梅【維嶽，維岳，士明，
峻卿，篠士明，聖謨，武欽鐃，
武兄，文，亮】
本伝：8-433
太宰春台【紫芝園，純，春子，
春台，太宰徳夫，徳夫，弥右
ї๖】
山崎Ϯ斎 13：3-122
熊沢蕃山 1：3-125
伊藤仁斎 17：4-165
伊藤東涯 7：4-169
伊藤東涯 14：4-174
貝原益 ۅ1：4-191
深見玄岱 3：5-217
荻生徂徠 3：6-281
荻生徂徠 8：6-285
荻生徂徠 22：6-291
本伝：6-318
服南ԕ 15：6-339
安藤東野 5：7-348
山県周南 5：7-353
平野金華 6：7-359
岡白駒 2：7-369
宇野明Ӆ 7：7-386
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野士朗 2：7-391
湯浅常山 1：8-421
滝ୠ台 4：8-427
宇佐見戞水 5：8-432
太宰定保【義子（太宰春台）
】
太宰春台 12：6-330
太宰ۗ辰【父（太宰春台）
】
太宰春台 1：6-318
多田東渓
三宅尚斎 9：5-265
多田南嶺【南嶺】
並河天民 5：6-317
田中丘隅【喜古】
成島خ江 5：7-366
田中止邱【田犀】
朱舜水 4：2-88
田中大観【田文瑟】
宇野明Ӆ 3：7-384
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田中桐江【桐江山人，富春山人】
石川丈山 8：2-65
安藤東野 4：7-346
ૌ一斎【己千，宜貞，三介，松，
素有，ૌ氏，ૌ時中】
野中兼山 1：2-102
二山伯養 2：3-151
本伝：3-154
大ݗ坂芝山 2：4-210
ૌ時中【時中，素有，大学，父
（ૌ一斎）
】
ૌ一斎 1：3-154
ૌᱞ山【ૌ左中】
宇野明Ӆ 2：7-384
玉木Ϙ斎【Ϙ斎】
三宅尚斎 7：5-264
垂水広信【広信】
二山伯養 5：3-152
段子章【子璋】
ݗ野蘭亭 6：8-410

ち
知伯
ݗ野蘭亭 6：8-408
紂
జ波活所 3：2-84
中院通茂【内大臣中院】
三輪執斎 6：6-302
張華【張茂先】
梁田蛻巌 1：6-304
張肯堂
朱舜水 1：2-85
貂蝉
原双桂 8：8-439
張斐【張斐文】
安東省庵 2：3-147
趙孟惜【趙松雪】
堀杏庵 4：2-68
陳継儒【陳眉公】
石川丈山 9：2-66
陳献章【陳白沙】
三宅観瀾 2：5-271
陳元贇【義ற，既白山人，元贇，
贇】
林鵞峰 8：1-45
石川丈山 2：2-57
本伝：2-72
朱舜水 12：2-93
大ݗ坂芝山 2：4-211
陳与義【簡斎】
梁田蛻巌 5：6-306
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つ
津軽侯
五井蘭洲 1：4-205
津侯
奥田三Ԓ 0：8-401
奥田三Ԓ 1：8-401
対馬侯
а森芳洲 0：6-292
土田某【貞休】
林鳳岡 4：1-48
土屋利直【土屋侯】
新井白石 1：5-240

て
程頤【伊川，程正叔】
林羅山 14：1-39
太宰春台 9：6-323
程第【明道】
林羅山 14：1-39
程子【程朱】
藤原惺窩 4：1-23
林鵞峰 4：1-42
林鳳岡 5：1-49
石川丈山 3：2-58
山崎Ϯ斎 1：3-108
山崎Ϯ斎 6：3-115
米川操 ۅ2：4-178
米川操 ۅ3：4-179
仲村嚮斎 4：4-188
安積澹泊 3：5-234
室ಮ巣 6：5-258
三宅観瀾 2：5-270
井上蘭台 4：8-415
芝
荻生徂徠 5：6-283
任鑰
新井白石 9：5-247
程敏政【程篁碼】
三宅観瀾 2：5-271
寺島良安
二山伯養 5：3-152
天海【海大師】
木下順庵 1：3-139
田光氏
佐藤周 ۅ1：5-275
田子愛
安積澹泊 6：5-236

と
土井利里【唐津侯，侯（原双桂）
，
土井侯】

原双桂 0：8-435
原双桂 3：8-436
原双桂 17：8-444
原双桂 20：8-446
土井利実【唐津侯】
佐藤直方 6：5-223
東叡法王
太宰春台 3：6-320
反窩
石川丈山 6：2-63
伊藤東涯【東涯】
伊藤仁斎 12：4-163
伊藤仁斎 14：4-164
伊藤仁斎 17：4-165
陶潜【陶淵明，陶令】
石川丈山 3：2-58
堀杏庵 2：2-67
滝ୠ台 3：8-426
董卓【卓】
原双桂 8：8-439
藤堂元甫【好問君】
熊沢蕃山 8：3-130
藤堂元甫妻【大蔵大輔職直の女，
主母妙閣孺人出納氏】
熊沢蕃山 8：3-130
徳川家宣【文廟】
新井白石 6：5-244
徳川家康【神祖，東照君】
藤原惺窩 2：1-21
林羅山 3：1-32
井上蘭台 4：8-415
徳川忠ସ【大納ۗ忠ସ】
朝山意林庵 1：2-75
徳川綱条【世子（徳川光圀）
】
朱舜水 9：2-92
徳川綱吉【大君（元禄中），徳松
君】
三宅尚斎 1：5-260
荻生徂徠 2：6-280
徳川秀忠【台徳大君】
堀杏庵 1：2-66
徳川光圀【義公，上公，西山公，
水戸義公，水戸の義公】
藤原惺窩 9：1-28
朱舜水 3：2-87
朱舜水 6：2-89
朱舜水 9：2-92
朱舜水 10：2-92
伊藤東涯 14：4-174
森儼塾 1：5-230
安積澹泊 1：5-232
安積澹泊 2：5-232
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安積澹泊 6：5-236
安積澹泊 7：5-237
安積澹泊 8：5-238
三宅観瀾 1：5-268
徳川義直【敬公】
堀杏庵 1：2-66
戸口氏
井上蘭台 9：8-419
徳力有༄【子原，良顕】
林鳳岡 4：1-48
独立【戴笠，曼公，曼公戴】
朱舜水 12：2-93
深見玄岱 1：5-214
深見玄岱 2：5-215
深見玄岱 3：5-216
深見玄岱 6：5-218
土佐侯
三宅尚斎 5：5-263
杜如晦【杜，房杜】
石川丈山 3：2-58
三輪執斎 2：6-298
戸田内記
藤原惺窩 3：1-21
十時摂津
安東省庵 4：3-149
舎人親王
山崎Ϯ斎 2：3-110
山崎Ϯ斎 3：3-113
徒ඏ【一浮屠】
三輪執斎 3：6-298
杜甫【子美，小陵，杜，李杜】
石川丈山 1：2-56
石川丈山 6：2-63
జ波活所 1：2-82
朱舜水 7：2-90
安積澹泊 7：5-238
梁田蛻巌 5：6-306
服南ԕ 13：6-339
豊臣秀次【関白秀次】
藤原惺窩 2：1-21
豊臣秀吉【秀，羽柴秀吉，秀吉，
豊太閤】
藤原惺窩 1：1-19
藤原惺窩 2：1-21
石川丈山 7：2-64
宇野明Ӆ 6：7-386
豊臣秀頼
朝山意林庵 2：2-76
松永尺五 1：2-77
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な
直江兼続
藤原惺窩 3：1-22
藤原惺窩 5：1-25
永井侯
森儼塾 1：5-230
ସ井定宗【永井貞宗】
二山伯養 5：3-152
中井甃庵【甃庵，井甃庵，中井
氏】
五井蘭洲 1：4-205
五井蘭洲 5：4-209
三宅石庵 1：5-267
三輪執斎 2：6-298
中井竹山【竹山】
五井蘭洲 4：4-208
五井蘭洲 5：4-209
荻生徂徠 18：6-289
荻生徂徠 21：6-290
中井履【ۅ履】ۅ
五井蘭洲 5：4-209
中江藤樹【頤ۅ，惟命，原，藤
樹，藤樹先生，中江氏，中江
与右ї๖，徇ۅ，与右ї๖】
林鵞峰 4：1-42
菅得庵 2：1-55
本伝：2-95
熊沢蕃山 2：3-127
熊沢蕃山 9：3-132
二山伯養 2：3-151
三輪執斎 5：6-301
中江藤樹祖【祖（中江藤樹）
】
中江藤樹 1：2-95
中江藤樹父【父（中江藤樹）
】
中江藤樹 1：2-95
中江藤樹母【藤樹の母，母（中
江藤樹）
】
中江藤樹 2：2-96
熊沢蕃山 2：3-127
中川清秀
宇ற宮遯庵 2：4-200
中川侯
二山伯養 1：3-150
ସ沢潜【ۅସ沢】
後藤松 ۅ2：3-136
永田徳本【甲斐の徳本】
林羅山 1：1-30
永田養庵
佐藤直方 1：5-219
中西平次右ї๖【父（服仲英）
】
服仲英 1：6-340

中野簇謙
太宰春台 1：6-318
安藤東野 1：7-343
中村玄悦【父（中村蘭林）
】
中村蘭林 1：7-377
中村篁渓【村篁渓】
朱舜水 12：2-93
仲村嚮斎【敬甫，之欽，仲二གྷ，
嚮斎，仲村氏】
二山伯養 1：3-150
二山伯養 2：3-151
米川操 ۅ1：4-177
米川操 ۅ3：4-178
藤井懶斎 2：4-180
藤井懶斎 8：4-185
本伝：4-187
五井持 ۅ1：4-203
室ಮ巣 6：5-258
ো木昆ຨ 2：8-398
中村蘭林【盈進斎，玄春，深蔵，
滕先生，藤原明遠】
本伝：7-377
名Ѡ南谿【Ѡ子聡】
秋山玉山 2：8-394
奈古屋大原【奈大夏】
滝ୠ台 5：8-428
並河誠所【兄（並河天民），永，
五一，崇永，誠所】
並河天民 1：6-314
並河天民【簡亮，并河亮，亮】
本伝：6-314
成島خ江【帰徳，子ຨ，信遍，
道筑，平井氏，芙蓉道人，鳴
帰徳，鳴鳳卿】
梁田蛻巌 5：6-306
本伝：7-363
中村蘭林 1：7-377
成島道雪【成島氏】
成島خ江 1：7-363
జ波活所【活所，觚，道円，平
八，方，裕氏】
藤原惺窩 4：1-23
林鵞峰 1：1-41
堀杏庵 1：2-66
堀杏庵 5：2-70
本伝：2-81
జ波活所祖父【王父（జ波活所）
，
祖（జ波活所）
】
జ波活所 0：2-81
జ波活所 1：2-81
జ波活所父【父（జ波活所）
】
జ波活所 1：2-81
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జ波木庵【元成，守】
జ波活所 5：2-85
జ波༮堂
藤原惺窩 7：1-27
南子
後藤松 ۅ4：3-137
南条某
原双桂 12：8-441
南聖重
三宅観瀾 3：5-274
南塘先生
滝ୠ台 4：8-427
南南山【南山，南景衡思聡，
南思聡】
木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
祇園南海 1：6-307

に
西川季格【西川某】
熊沢蕃山 9：3-132
西山順泰【健甫，順泰，西山健
甫】
新井白石 4：5-242
西山西山【西山順泰健甫】
木下順庵 5：3-142

の
野口直方【辰之助】
湯浅常山 4：8-424
野田徳勝【剛斎】
佐藤直方 2：5-220
野中兼山【兼山，止，伝右ї๖，
野中氏，良継】
本伝：2-102
山崎Ϯ斎 1：3-108
後藤松 ۅ2：3-136
ૌ一斎 1：3-154
ૌ一斎 2：3-155
藤井懶斎 6：4-183
野中兼山父【父（野中兼山）
】
野中兼山 5：2-105
野中兼山母【秋田氏，母（野中
兼山）
】
野中兼山 5：2-105
野中兼山 6：2-106
野間ৌ【ۅ埜士包】
石川丈山 2：2-57
野村東皐【野子賤】
宇野明Ӆ 9：7-389
野呂玄丈【呂玄丈】
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原双桂 2：8-436

は
梅堯臣
石川丈山 3：2-58
枚乗【鄒枚】
安積澹泊 8：5-238
伯夷
秋山玉山 5：8-396
伯楽
祇園南海 1：6-307
羽ݪ養潜【羽翁，羽ݪ成実】
室ಮ巣 3：5-254
蓮池侯
岡白駒 0：7-368
岡白駒 1：7-368
秦守節【秦貞父】
滝ୠ台 5：8-428
八条隆英【右中将藤原英朝，八
条の中将】
伊藤東涯 14：4-174
白居易【白楽天】
石川丈山 3：2-58
藤井懶斎 5：4-183
貝原益 ۅ5：4-195
八田渓【曹子漢】
湯浅常山 1：8-421
服惟恭【惟恭，原卿，男（服
南ԕ）
】
服南ԕ 14：6-339
服寛斎【服紹卿】
木下順庵 6：3-143
服元矩【父（服南ԕ）
】
服南ԕ 5：6-334
服蘇๖【服蘇๖】
荻生徂徠 18：6-289
服仲英【元雄，多๖，仲英，
服仲英】
服南ԕ 3：6-332
本伝：6-340
秋山玉山 7：8-397
原双桂 13：8-443
服南ԕ【ԕ翁，喬，元喬，小
右ї๖，子遷，周雪，南ԕ，
南ԕ先生，芙豐պ，服翁，服
元喬，服氏，服子遷，服南ԕ】
藤原惺窩 10：1-28
中江藤樹 3：2-97
木下順庵 3：3-141
伊藤東涯 14：4-174
五井持 ۅ2：4-203

安積澹泊 3：5-234
新井白石 12：5-249
室ಮ巣 4：5-256
荻生徂徠 3：6-281
荻生徂徠 10：6-286
三輪執斎 2：6-298
祇園南海 5：6-313
太宰春台 7：6-322
太宰春台 10：6-325
太宰春台 12：6-329
本伝：6-330
服仲英 2：6-341
服仲英 3：6-341
安藤東野 7：7-350
山県周南 3：7-351
山県周南 5：7-353
平野金華 7：7-361
成島خ江 1：7-363
岡白駒 3：7-369
岡白駒 8：7-373
大内熊耳 3：7-376
大内熊耳 4：7-376
宇野明Ӆ 3：7-384
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野士朗 2：7-391
秋山玉山 4：8-395
秋山玉山 7：8-397
奥田三Ԓ 7：8-404
ݗ野蘭亭 1：8-405
湯浅常山 1：8-421
滝ୠ台 1：8-425
宇佐見戞水 5：8-432
服南ԕ季女【季女（服南ԕ）
】
服仲英 2：6-341
服南ԕ丈夫子【丈夫子（服
南ԕ）
】
服仲英 2：6-341
林鵞峰【桜峰，温故知新斎，鵞
峰，晞顏斎，ϑۅ，恒宇，向
ຨۅ，子和，之道，春斎，恕，
辛夷塢，傍花随柳堂，碩果，
竹簫，治卿法印，仲林，頭
雪眼月庵，南窓，南碼，爬背
子，林春斎，春勝，物格庵，
文穆，也༮斎】
藤原惺窩 10：1-29
林羅山 8：1-36
林羅山 14：1-39
林羅山 15：1-40
本伝：1-41
林鳳岡 0：1-45
林鳳岡 4：1-48
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林鳳岡 8：1-51
石川丈山 8：2-65
堀杏庵 4：2-69
林述斎【林祭ࢁ述斎公】
太宰春台 2：6-319
林春益【又右ї๖】
林鳳岡 2：1-46
林ସ吉【ସ吉】
林羅山 15：1-40
林道栄【栄】
深見玄岱 3：5-217
林東舟【永喜，刑卿法印，信
澄，樗碼，東舟】
林羅山 13：1-39
林羅山 14：1-39
林読耕斎【函三，欽哉亭，彦復，
考槃彡，春徳，，ৌ廬，読
耕，読耕斎】
林羅山 9：1-37
林羅山 15：1-40
林鳳岡 8：1-51
堀杏庵 4：2-69
林信時【信時】
林羅山 1：1-30
林羅山 2：1-31
林梅洞【愨，梅洞，春信，勉亭，
孟著】
林鵞峰 8：1-44
林鳳岡 8：1-51
林鳳岡【春常，整宇，正献，大
学頭，大蔵卿法印，大内記，
直民，拱，信篤，林祭ࢁ，鳳
岡，林子】
本伝：1-45
林鵞峰 8：1-45
山県周南 6：7-355
秋山玉山 1：8-393
井上蘭台 1：8-414
林叔勝【敬吉，左๖，叔勝】
林羅山 15：1-39
林羅山【х母渓，顏巷，胡蝶洞，
三གྷ，四維山ସ，子信，ᱣ眠，
夕顔巷，尊経堂，忠，道春，
信勝，梅村花，瓢巷，浮山，
文敏，文敏公，民卿法印，
羅山，羅山子，羅山先生，羅
洞，羅浮，林学士】
藤原惺窩 4：1-23
藤原惺窩 7：1-27
藤原惺窩 8：1-27
藤原惺窩 9：1-28
本伝：1-30
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林鵞峰 0：1-41
林鵞峰 1：1-41
林鳳岡 1：1-46
林鳳岡 4：1-48
林鳳岡 8：1-51
菅得庵 2：1-54
石川丈山 2：2-57
石川丈山 3：2-58
石川丈山 4：2-61
石川丈山 7：2-64
堀杏庵 1：2-66
堀杏庵 4：2-68
堀杏庵 5：2-70
జ波活所 2：2-82
山崎Ϯ斎 12：3-121
а森芳洲 6：6-294
井上蘭台 4：8-415
林羅山妻【荒川氏】
林羅山 9：1-37
原一庵【一庵，丈夫子（原双桂）
，
朴伯，良胤】
原双桂 18：8-445
原芸庵【芸庵，大舅（原双桂）
】
原双桂 1：8-435
原双桂 2：8-436
原双桂 14：8-443
原双桂 19：8-446
原х斎【子才，尚賢，原芸沢】
太宰春台 12：6-329
原恭胤【恭胤，敬仲，丈夫子（原
双桂）
，先子（原念斎）
】
原双桂 4：8-437
原双桂 16：8-444
原双桂 18：8-445
原双桂 19：8-446
原双桂 20：8-446
原虎胤【美濃守】
原双桂 1：8-435
原光寛【光寛，丈夫子（原双桂）
】
原双桂 18：8-445
原光茂【三右ї๖，父（原双桂）
】
原双桂 1：8-435
原双桂【家祖（原念斎），公瑤，
三右ї๖，尚庵，祖（原念斎）
，
瑜，吾祖（原念斎）
】
伊藤蘭嵎 3：4-176
荻生徂徠 18：6-289
服南ԕ 11：6-337
岡白駒 6：7-371
宇野明Ӆ 4：7-385
宇野明Ӆ 10：7-390
ݗ野蘭亭 5：8-407

石川༆洲 2：8-420
本伝：8-435
原双桂母【母（原双桂）
】
原双桂 2：8-436
原田温夫
荻生徂徠 14：6-288
原田東岳
宇野明Ӆ 8：7-388
原貞順【祖の母（原念斎），貞順
原氏】
伊藤蘭嵎 3：4-176
原念斎【公道，善】
原双桂 20：8-446
原念斎母【母（原念斎）
】
原双桂 20：8-446
原念斎母姑【姑（原念斎母）
】
原双桂 20：8-446
原念斎母父母【父母（原念斎母）
】
原双桂 20：8-446
樊懊
林羅山 4：1-33
伴蒿蹊【蒿蹊】
並河天民 5：6-317
ݗ野蘭亭 6：8-407

平田公信
太宰春台 11：6-328
平手政秀
太宰春台 1：6-318
平野金華【金華，源右ї๖，玄
中，子和，文荘，平子和】
安積澹泊 3：5-234
室ಮ巣 4：5-256
三輪執斎 2：6-298
太宰春台 10：6-326
服南ԕ 15：6-339
山県周南 6：7-355
山県周南 7：7-356
本伝：7-358
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野士朗 2：7-391
平野金華妾【妾（平野金華），月
小夜】
平野金華 4：7-359
平野金華僕【染之助，僕（平野
金華）
】
平野金華 4：7-359

ひ

ൌ后

肥後侯
後藤松 ۅ1：3-135
伊藤仁斎 12：4-163
菱川大観
熊沢蕃山 11：3-133
備前岡山侯【寡君（湯浅常山），
侯（湯浅常山）
】
湯浅常山 3：8-423
湯浅常山 4：8-424
備前侯
井上蘭台 0：8-413
井上蘭台 1：8-414
備前ସ光
జ波活所 3：2-83
人見沂【又兵ї】
林鳳岡 2：1-46
人見竹洞【ୠ山，人見ୠ山，野
節】
朱舜水 5：2-88
貝原益 ۅ4：4-194
梁田蛻巌 1：6-304
日夏ݗ繁
二山伯養 5：3-152
平出重直【父（三宅尚斎）
】
三宅尚斎 1：5-260
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ふ
山崎Ϯ斎 13：3-123
武王（百済）
【璋】
大内熊耳 2：7-375
深尾春安【権左ї๖】
林鳳岡 2：1-46
深見一覧【一覧，父（深見玄岱）
】
深見玄岱 1：5-214
深見玄岱【ݗ玄岱，ݗ天喘，子
新，新右ї๖，天喘，斗胆，
貔山】
本伝：5-214
新井白石 15：5-251
三宅観瀾 2：5-270
福住道祐
森儼塾 1：5-230
福野七གྷ左ї๖
陳元贇 3：2-74
藤井象水【子（藤井懶斎）
，象水，
団平】
藤井懶斎 2：4-180
藤井懶斎 10：4-186
藤井懶斎【伊蒿子，伊蒿先生徴
君，伊蒿滕丈人，季廉，臧，
真名忠庵】
中江藤樹 2：2-96
二山伯養 5：3-152
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米川操 ۅ3：4-178
本伝：4-179
藤井理定【少男藤井理定，男（藤
井懶斎）
】
藤井懶斎 9：4-186
藤山秋水【山惟熊】
ݗ野蘭亭 6：8-408
藤原惺窩【広胖窩，柴立子，粛，
蕣，惺窩，惺窩先生，北肉山
人，北肉夫子，妙寿院，斂夫】
本伝：1-19
林羅山 13：1-39
林鳳岡 8：1-51
菅得庵 1：1-54
堀杏庵 1：2-66
堀杏庵 3：2-67
堀杏庵 4：2-68
堀杏庵 5：2-70
堀杏庵 6：2-71
松永尺五 1：2-77
జ波活所 1：2-81
జ波活所 4：2-84
а森芳洲 6：6-294
藤原為勝【為勝】
藤原惺窩 1：1-19
藤原為純【為純】
藤原惺窩 1：1-19
藤原定家【中納ۗ定家】
藤原惺窩 1：1-19
藤原冬【男（藤原惺窩）
】
藤原惺窩 7：1-27
藤原藤房【藤藤房】
二山伯養 5：3-152
二山伯養【時習堂，弥三གྷ，義
ସ】
本伝：3-150
二山伯養妻【三，省君，垂水氏】
二山伯養 5：3-152
二山伯養 6：3-153
二山伯養 7：3-154
武帝（漢）
【漢武，孝武，武帝】
林羅山 3：1-32
ো木昆ຨ 1：8-397
井上蘭台 4：8-415
扶余豊【扶余】
大内熊耳 2：7-375
古պ尚淳【古պ】
原双桂 12：8-442
原双桂 16：8-444
文之玄昌【南浦】
藤原惺窩 4：1-23
文天詳【文山】

朱舜水 4：2-88

へ
別所ସ治
藤原惺窩 1：1-19
扁᰽【扁倉，廬扁】
堀杏庵 4：2-68
中村蘭林 1：7-377
秋山玉山 1：8-393

ほ
房玄齢【房，房杜】
石川丈山 3：2-58
三輪執斎 2：6-298
鮑昭
石川丈山 3：2-58
坊城俊将【権中納ۗ藤原俊将，
坊城中納ۗ】
伊藤東涯 14：4-174
鮑廷博【鮑以文】
太宰春台 6：6-321
服南ԕ 6：6-334
保科正之【会津侯】
山崎Ϯ斎 8：3-117
細井広沢
三宅尚斎 3：5-261
細井平洲【紀平洲】
秋山玉山 3：8-395
滝ୠ台 2：8-425
細川重賢【今公（秋山玉山）
】
秋山玉山 2：8-394
細川忠利【先公（秋山玉山）
】
秋山玉山 2：8-394
細川宣紀【侯（秋山玉山）
】
秋山玉山 1：8-393
細川幽斎
松永尺五 1：2-77
堀田正俊【堀田侯】
新井白石 5：5-243
新井白石 13：5-250
堀杏庵【杏Ш，敬夫，正意】
石川丈山 2：2-57
本伝：2-66
堀景山【屈景山，屈先生，君燕，
景山，正ଵ】
堀杏庵 5：2-70
堀杏庵 6：2-71
а森芳洲 8：6-295
堀玄達【玄達】
堀杏庵 6：2-71
堀習斎【習斎，身之，正修，堀
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正修，堀南湖】
堀杏庵 3：2-68
堀杏庵 6：2-71
木下順庵 4：3-141
石川༆洲 1：8-419
堀正朴【正朴】
堀杏庵 6：2-71
堀道༄【道༄】
堀杏庵 6：2-70
堀山甫【堀山輔】
木下順庵 5：3-142
堀立庵【正英，立庵】
堀杏庵 6：2-70
本多猗蘭【猗蘭侯，神戸侯，本
多侯】
荻生徂徠 22：6-291
服南ԕ 5：6-334
安藤東野 5：7-348
本多侯
五井持 ۅ1：4-203
本多中務大輔忠良【某侯】
太宰春台 4：6-320

ま
前島当完
宇野明Ӆ 9：7-389
前田玄以【玄以】
林羅山 2：1-31
前田綱紀【加賀侯】
木下順庵 2：3-140
室ಮ巣 1：5-253
前野良沢【蘭化前野先生】
ো木昆ຨ 4：8-400
槇元真
浅見絅斎 2：5-227
正宗
ૌ一斎 2：3-155
増井玄覧【彦敬，増彦敬，増井
彦敬】
石川༆洲 2：8-420
原双桂 7：8-438
原双桂 12：8-441
増島立【ۅ増益夫】
仲村嚮斎 8：4-190
益田ୠ楼【ୠ楼，田ୠ楼】
新井白石 11：5-249
新井白石 12：5-249
松浦Ӆ沼【Ӆ沼，松浦儀禎卿，
松浦禎卿】
木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
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祇園南海 1：6-307
松浦交翠【成之，黙】
林鳳岡 4：1-48
松岡恕庵【松岡玄達】
伊藤東涯 5：4-169
服南ԕ 2：6-332
松崎観海【観海，松崎君修】
太宰春台 12：6-329
ݗ野蘭亭 7：8-412
湯浅常山 1：8-421
松崎観瀾【松子允，松崎子允】
服南ԕ 15：6-339
湯浅常山 1：8-421
松平清康【大府の遠祖】
石川丈山 1：2-56
松平乗薀【巖村侯の世子，世子
（巖村侯）
】
太宰春台 2：6-319
松平乗紀【侯（佐藤周）ۅ，小室
侯】
佐藤周 ۅ3：5-276
佐藤周 ۅ5：5-277
松平乗賢【巖村侯，世子（巖村
侯）
】
佐藤周 ۅ3：5-276
佐藤周 ۅ4：5-277
佐藤周 ۅ5：5-277
太宰春台 2：6-319
松平直常【ঢ়石侯】
梁田蛻巌 0：6-304
松平乗紀【巖村侯】
佐藤周 ۅ0：5-275
松平日向守信之【明石侯】
熊沢蕃山 5：3-129
松平宗衍【出х侯】
宇佐見戞水 0：8-429
松永永三【松永先生の子某】
木下順庵 2：3-140
松永昌三
藤原惺窩 4：1-23
松永寸х【松永昌易】
森儼塾 1：5-230
松永尺五【遐年，講習堂，昌三
གྷ，昌三，尺五，松永氏，松
永昌三】
堀杏庵 1：2-66
本伝：2-77
木下順庵 1：3-139
安東省庵 2：3-146
貝原益 ۅ1：4-191
宇ற宮遯庵 1：4-200
宇ற宮遯庵 5：4-202

松永貞徳【逍遙ۅ，ସ頭丸，貞
徳】
林鵞峰 1：1-41
松永尺五 1：2-77
松原一清
熊沢蕃山 1：3-125
松宮観山
荻生徂徠 5：6-283
松本愚山【松本慎】
宇野明Ӆ 4：7-385
松本尚斎
原双桂 19：8-446
曲直瀬玄朔
菅得庵 1：1-54
真野氏
三輪執斎 1：6-296

み
三浦与次右ї๖
陳元贇 3：2-74
三上宗順
秋山玉山 6：8-396
水野勝種【結城侯】
佐藤直方 5：5-222
水野忠任【唐津侯】
大内熊耳 0：7-374
大内熊耳 1：7-374
源重之
熊沢蕃山 11：3-134
源義経【義経】
石川丈山 7：2-64
熊沢蕃山 3：3-128
仲村嚮斎 7：4-190
三縄桂林【縄温卿】
岡白駒 4：7-370
三宅観瀾【観瀾，九十གྷ，緝明，
宅観瀾，三宅緝明，三宅用晦，
用晦】
木下順庵 6：3-143
深見玄岱 2：5-215
深見玄岱 5：5-218
浅見絅斎 3：5-227
浅見絅斎 4：5-228
三宅石庵 1：5-267
本伝：5-268
三宅寄斎【寄斎】
米川操 ۅ1：4-177
三宅重徳【一平，重徳，男（三
宅尚斎）
】
三宅尚斎 10：5-266
三宅尚斎【儀左ї๖，重固，尚
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斎，丹治】
佐藤直方 2：5-220
佐藤直方 8：5-224
浅見絅斎 1：5-226
本伝：5-260
三輪執斎 6：6-301
三宅尚斎女【女（三宅尚斎）
】
三宅尚斎 10：5-266
三宅尚斎妻【田代氏】
三宅尚斎 10：5-266
三宅石庵【実父，正名，石庵，
万年】
五井蘭洲 1：4-205
三宅尚斎 7：5-264
本伝：5-267
三宅観瀾 0：5-268
宮瀬๖【劉文翼】
岡白駒 1：7-368
秋山玉山 5：8-396
妙法院親王
武田梅 1：8-433
三輪執斎【希賢，躬耕廬，執斎，
善蔵，輪氏】
五井持 ۅ1：4-203
五井持 ۅ3：4-204
佐藤直方 6：5-223
三宅尚斎 3：5-261
三宅尚斎 7：5-264
本伝：6-296
三輪執斎男【譯，孝，恤，男子
（三輪執斎）
，任，睦，友】
三輪執斎 6：6-301

む
無Ш
滝ୠ台 3：8-426
向井滄洲【三省，子༮，向井三
省】
木下順庵 5：3-142
宇野明Ӆ 1：7-383
向井༮甫
木下順庵 6：3-143
村正舒
井上蘭台 5：8-416
室ಮ巣【ಮ巣，ಮ巣室先生，室
子，汝玉，師礼，新助，清，
滄浪，直清，室師礼，室直清
師礼】
堀杏庵 6：2-71
朱舜水 13：2-94
木下順庵 4：3-141
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木下順庵 5：3-142
木下順庵 6：3-143
二山伯養 2：3-151
藤井懶斎 2：4-180
藤井懶斎 7：4-183
藤井懶斎 10：4-186
仲村嚮斎 4：4-188
仲村嚮斎 7：4-190
深見玄岱 2：5-215
深見玄岱 5：5-218
安積澹泊 6：5-236
安積澹泊 7：5-237
本伝：5-253
三宅観瀾 2：5-270
三宅観瀾 4：5-274
а森芳洲 8：6-295
太宰春台 8：6-322
中村蘭林 3：7-378
井上蘭台 4：8-415

も
孟光
貝原益 ۅ11：4-199
原双桂 20：8-446
孟子【孔孟，思孟，子輿氏，論
軻，孟夫子】
林鳳岡 5：1-49
石川丈山 3：2-58
堀杏庵 4：2-68
山崎Ϯ斎 9：3-118
後藤松 ۅ4：3-137
伊藤東涯 13：4-173
藤井懶斎 2：4-180
安積澹泊 4：5-235
三宅観瀾 2：5-270
井上蘭台 5：8-417
原双桂 11：8-441
毛利吉元【ସ侯】
山県周南 6：7-355
物守屋【大連，家の大連】
荻生徂徠 2：6-280
百井塘а
ݗ野蘭亭 6：8-407
森儼塾【亀之助，尚謙，不染居
士，利渉】
本伝：5-230
森儼塾父【父某（森儼塾）
】
森儼塾 1：5-230
森不染居士
野中兼山 6：2-107
守屋峨眉【秀緯，守秀緯】

荻生徂徠 2：6-280
服南ԕ 11：6-337
守山侯
安積澹泊 6：5-236
平野金華 0：7-358

や
柳生宗冬【某侯】
木下順庵 2：3-140
野順清
太宰春台 11：6-329
安田安昌
菅得庵 2：1-54
安兵ї
五井蘭洲 3：4-207
五井蘭洲 3：4-208
安見晩山【元道，大中】
林鳳岡 4：1-48
柳河侯
安東省庵 1：3-145
柳川滄洲【柳滄洲】
石川༆洲 1：8-419
柳沢淇園【柳大夫】
服南ԕ 1：6-330
柳沢吉保【先侯（服南ԕ），柳
沢侯，柳沢公，柳沢侯，柳沢
公，柳沢侯，柳沢氏】
林鳳岡 5：1-49
佐藤周 ۅ2：5-276
荻生徂徠 0：6-279
荻生徂徠 2：6-280
荻生徂徠 3：6-281
服南ԕ 1：6-330
安藤東野 1：7-343
梁田蛻巌【景᱘，才右ї๖，蛻
巌，彦，美，梁景᱘，梁
蛻巌】
後藤松 ۅ4：3-137
五井持 ۅ2：4-204
三宅観瀾 1：5-268
三宅観瀾 4：5-274
荻生徂徠 4：6-282
а森芳洲 4：6-293
三輪執斎 2：6-298
三輪執斎 7：6-303
本伝：6-304
岡白駒 1：7-368
岡白駒 8：7-373
藪震庵
熊沢蕃山 10：3-132
三宅観瀾 4：5-274
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荻生徂徠 5：6-283
山内矩重
三宅尚斎 5：5-263
山࠾素行【素行子，山࠾ݗ祐】
宇ற宮遯庵 2：4-200
山県周南【県次公，県周南，次
公，周南，少助】
宇ற宮遯庵 4：4-201
太宰春台 10：6-325
服南ԕ 15：6-339
安藤東野 1：7-343
本伝：7-350
宇野明Ӆ 8：7-388
宇野士朗 2：7-391
滝ୠ台 1：8-425
山県ସ白【子成，父（山県周南）
，
ସ白】
山県周南 1：7-350
山県良斎【県ସ伯】
宇ற宮遯庵 4：4-201
山崎Ϯ斎【Ϯ斎，Ϯ斎先生，嘉，
柯，嘉右ї๖，垂加，敬義，
山崎，山崎氏】
藤原惺窩 4：1-23
林鵞峰 4：1-42
野中兼山 1：2-102
野中兼山 6：2-106
本伝：3-108
後藤松 ۅ2：3-135
ૌ一斎 1：3-154
米川操 ۅ1：4-177
大ݗ坂芝山 4：4-213
佐藤直方 1：5-219
佐藤直方 2：5-220
浅見絅斎 1：5-226
浅見絅斎 2：5-227
室ಮ巣 3：5-254
室ಮ巣 6：5-257
三宅尚斎 1：5-260
三宅尚斎 2：5-261
佐藤周 ۅ7：5-278
服南ԕ 10：6-336
ো木昆ຨ 2：8-398
山崎Ϯ斎父【浄因，清兵ї，父
（山崎Ϯ斎）
】
山崎Ϯ斎 1：3-108
山崎Ϯ斎母【佐久間氏，母（山
崎Ϯ斎）
】
山崎Ϯ斎 1：3-108
山崎子列【山崎泉】
後藤松 ۅ5：3-138
山田慥斎【山田恩叔】
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三宅尚斎 3：5-261
山田༆嶼【菅༆嶼，田གྷ，༆嶼】
伊藤東涯 4：4-168
伊藤東涯 7：4-169
太宰春台 9：6-323
山宮雪楼【山宮仲淵】
三宅尚斎 3：5-261
山脇東洋【山脇玄飛】
荻生徂徠 4：6-282
滝ୠ台 5：8-428
原双桂 3：8-436

ゆ
湯浅英俊【子傑，父（湯浅常山）
】
湯浅常山 1：8-421
湯浅常山【元禎，之祥，新兵ї，
禎】
熊沢蕃山 1：3-125
熊沢蕃山 10：3-133
本伝：8-421
湯浅明善【子誠，男（湯浅常山）
，
明善】
湯浅常山 3：8-423
湯浅常山 4：8-424
由井正雪【由井民助】
熊沢蕃山 4：3-128
新井白石 13：5-250
宥ї
成島خ江 4：7-365
祐天
三輪執斎 2：6-297
遊佐木斎【遊佐次གྷ左ї๖，遊
佐某】
二山伯養 2：3-151
藤井懶斎 2：4-180
室ಮ巣 3：5-255
室ಮ巣 6：5-258
愈秋潭
林羅山 9：1-37
兪汝尚【兪退翁】
奥田三Ԓ 4：8-402

よ
ຨ貨
石川丈山 3：2-58
石川丈山 3：2-59
吉川惟ੰ
山崎Ϯ斎 2：3-110
吉田素庵【玄之】
林羅山 3：1-32
吉益東洞【吉益周助】

滝ୠ台 5：8-428
余章王
大内熊耳 2：7-375
米川操【ۅ一貞，幹叔，儀兵ї，
操ۅ，米川】
二山伯養 2：3-151
本伝：4-177
藤井懶斎 2：4-180
藤井懶斎 8：4-185
仲村嚮斎 4：4-188
米川操ۅ父【父（米川操）ۅ
】
米川操 ۅ1：4-177
余豊璋
大内熊耳 2：7-375
余琳【百済明帝太子】
大内熊耳 2：7-375

ら
羅大経
石川丈山 3：2-58

り
李賀【ସ吉】
石川丈山 3：2-58
安藤東野 4：7-346
陸羽【放翁】
梁田蛻巌 5：6-306
陸賈【随陸】
武田梅 2：8-434
陸機【陸士衡】
梁田蛻巌 1：6-304
陸象山【陸，陸王】
藤原惺窩 4：1-24
石川丈山 3：2-58
中江藤樹 2：2-96
貝原益 ۅ2：4-192
三宅尚斎 7：5-264
栗女
五井蘭洲 3：4-207
李東ԕ
深見玄岱 1：5-214
李白【ো蓮，李杜】
石川丈山 1：2-56
朱舜水 7：2-90
梁田蛻巌 5：6-306
平野金華 9：7-362
李攀【于༅，王李，済南，滄
冥，李，李于༅，李王】
荻生徂徠 4：6-282
梁田蛻巌 5：6-306
服南ԕ 11：6-337
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大内熊耳 3：7-376
宇野明Ӆ 3：7-384
宇野明Ӆ 7：7-387
李文ସ
朝山意林庵 1：2-75
劉禹錫【禹錫，劉，劉】
石川丈山 3：2-58
梁田蛻巌 5：6-306
劉曼
平野金華 9：7-362
柳下恵
秋山玉山 5：8-396
劉義慶
岡白駒 3：7-369
劉晨【劉གྷ】
服南ԕ 4：6-333
柳宗元【宗元，柳】
石川丈山 3：2-58
大ݗ坂芝山 3：4-212
佐藤直方 4：5-221
劉伶【伯倫】
平野金華 9：7-362
ݗ野蘭亭 6：8-409
了։
宇野明Ӆ 8：7-388
呂虔
梁田蛻巌 5：6-306
呂布【布】
原双桂 8：8-439
李良
岡白駒 3：7-369
琳聖【馬չ国余璋王の太子】
大内熊耳 2：7-375
武田梅 3：8-434
林珍【林】
大ݗ坂芝山 3：4-212
林通
石川丈山 3：2-58

る
留守希斎【留守退蔵】
三宅尚斎 9：5-265

れ
༙元上皇
石川丈山 9：2-66
藜維冓【安南王】
朱舜水 2：2-86
冷泉公
成島خ江 3：7-365
冷泉為綱【泉家三代】

先哲叢談人名索引

成島خ江 3：7-365
冷泉為経【権中将為経】
藤原惺窩 9：1-28
冷泉為久【泉家三代】
成島خ江 3：7-365
冷泉為村【泉家三代】
成島خ江 3：7-365
燎॒其【燎生】
ݗ野蘭亭 6：8-409

ろ
老子【老】
熊沢蕃山 10：3-133
三宅観瀾 2：5-270
服南ԕ 9：6-334
六右ї๖
五井蘭洲 3：4-207
五井蘭洲 3：4-208
盧ӓ
石川丈山 3：2-58

わ
若林強斎【若林新七】
浅見絅斎 6：5-229
和Ԓ清左ї๖【和Ԓ某】
仲村嚮斎 4：4-188
和田春堅【伝蔵】
林鳳岡 2：1-46
和智東ݎ
滝ୠ台 2：8-426
王仁
藤原惺窩 1：1-19
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異名索引

あ
会津侯→保科正之
ঢ়石侯→松平直常
明石侯→松平日向守信之
ঢ়松公→ঢ়松広通
ঢ়松国᱘→ঢ়松滄洲
安芸侯→浅野幸ସ
秋田氏→野中兼山母
安積→安積澹泊
光海→良顕
兄（浅見絅斎）→浅見道哲
兄（並河天民）→並河誠所
阿侯→阿豊後守正武
а森東伯ຨ→а森芳洲
а森伯ຨ→а森芳洲
新井在中→新井白石
荒川景元→荒川天散
荒川氏→林羅山妻
Ϯ斎→山崎Ϯ斎
Ϯ斎先生→山崎Ϯ斎
安正→浅見絅斎
安石→王安石
安澹泊→安積澹泊
安治→宇野安治
安東守約→安東省庵
安南王→藜維冓

い
懿→司馬懿
維嶽→武田梅
維岳→武田梅
惟恭→服惟恭
毓仁→朱毓仁
毓徳→朱毓徳
池貸成→池大雅
頤→ۅ中江藤樹
伊原蔵→伊藤仁斎
伊蒿子→藤井懶斎
伊蒿先生徴君→藤井懶斎
伊蒿滕丈人→藤井懶斎
Ϙ斎→玉木Ϙ斎
舩斎杉田先生→杉田玄白
殫左→ؼ石川丈山
石原学༮→石原晢庵
伊周→伊尹
伊周→周公旦
出х侯→松平宗衍
伊川→程頤
板倉侯→板倉重宗
板倉侯→板倉周ේ守重宗
一庵→原一庵

一浮屠→徒ඏ
一覧→深見一覧
一貫了道居士→佐藤直方
一斎→佐藤一斎
一貞→米川操ۅ
一平→三宅重徳
一峰→大ݗ坂芝山
伊藤→伊藤仁斎
伊藤原蔵→伊藤東涯
伊藤才蔵→伊藤蘭嵎
伊藤氏→伊藤仁斎
伊藤氏→伊藤東涯
伊藤の五蔵→伊藤介亭
伊藤の五蔵→伊藤竹里
伊藤の五蔵→伊藤東涯
伊藤の五蔵→伊藤梅宇
伊藤の五蔵→伊藤蘭嵎
伊藤の首尾蔵→伊藤東涯
伊藤の首尾蔵→伊藤蘭嵎
稲葉侯→稲葉美濃守正則
井上侯→井上河内守正利
伊物→伊藤仁斎
伊物→荻生徂徠
今井弘済→今井༮斎
今川→今川義元
惟命→中江藤樹
猗蘭侯→本多猗蘭
巖村侯→松平乗賢
巖村侯→松平乗紀
巖村侯の世子→松平乗薀
譯→三輪執斎男
殷太子→箕子

う
宇井弘篤→宇井黙斎
羽翁→羽ݪ養潜
鵜飼金平→鵜飼錬斎
宇恵→宇佐見戞水
Я斎→稲葉Я斎
宇氏兄弟→宇野士朗
宇氏兄弟→宇野明Ӆ
宇士新→宇野明Ӆ
右七→蕃山右七གྷ
禹錫→劉禹錫
宇士朗→宇野士朗
鵜真昌→鵜飼錬斎
а生→а森芳洲
宇先生→宇野明Ӆ
雅楽助正親→ࢁ井正親
右中将藤原英朝→八条隆英
а伯ຨ→а森芳洲
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а芳洲→а森芳洲
厩橋侯→ࢁ井忠挙
烏༅→石川丈山
于༅→李攀
芸庵→原芸庵
х母渓→林羅山

え
永→並河誠所
栄→林道栄
永喜→林東舟
ї氏→їᰴ
盈進斎→中村蘭林
益→ۅ貝原益ۅ
江崎氏→貝原益ۅ妻
Ѡ前守→大岡忠相
Ѡ君瑞→Ѡ智х夢
Ѡ子聡→名Ѡ南谿
廿州→王世貞
猿大夫→猿丸大夫
袁中གྷ→袁宏道

お
凹→石川丈山
王→王維
王→王珪
欧→欧ຨ修
王→王ຨ明
王荊公→王安石
王耕野→王充耘
ᰬૌ山人→ૌᰬ山人
王氏→王ຨ明
王守仁→王ຨ明
王侍གྷ→王翊
欧蘇→欧ຨ修
欧蘇→蘇軾
凹凸抉→石川丈山
王父（జ波活所）→జ波活所
祖父
王文成→王ຨ明
王文成公→王ຨ明
桜峰→林鵞峰
王李→王世貞
王李→李攀
王༮斎→王柏
大石→大石内蔵助
大石良雄→大石内蔵助
大岡公→大岡忠相
大蔵大輔職直の女→藤堂元甫
妻
大洲侯→加藤泰温

異名索引

大ݗ坂清介→大ݗ坂芝山
大ݗ芝山→大ݗ坂芝山
大ݗ生→大ݗ坂芝山
大պ次གྷ→大պ宗氏
大日靹貴→天照大神
大連→物守屋
岡島→岡島石梁
岡島達→岡島石梁
岡島仲通→岡島石梁
緒方氏→伊藤仁斎妻
岡田文→岡田竹圃
岡山の烈侯→池田光政
奥田嘉甫→奥田三Ԓ
奥村庸礼→奥村蒙窩
小倉少将→小倉実֬
織田右府→織田信ସ
叔母（佐藤周→）ۅ佐藤周ۅ
叔母
温→桓温
温故知新斎→林鵞峰
恩田→恩田ୠ城
恩田大雅→恩田ୠ城

か
何→何倩
嘉→山崎Ϯ斎
柯→山崎Ϯ斎
芥彦章→芥川丹邱
外祖（熊沢蕃山）→熊沢氏（熊
沢蕃山外祖）
海大師→天海
甲斐の徳本→永田徳本
介甫→王安石
嘉右ї๖→石川丈山
嘉右ї๖→山崎Ϯ斎
加賀侯→前田綱紀
香川太沖→香川修庵
香川太仲→香川修庵
賀季真→賀知章
可久→貝原可久
ԑ→安積澹泊
愨→林梅洞
ԕ翁→服南ԕ
ୠ山→人見竹洞
ୠ台→滝ୠ台
ԑ兵ї→安積澹泊
Ԓ兵ї→安積澹泊
ୠ楼→益田ୠ楼
寡君（湯浅常山）→備前岡山
侯
家兄（新井白石）→新井白石

兄
勘ӕ由→新井白石
華山公→花山院常雅
華山内大臣→花山院常雅
加島宗叔→加島円斎
Ӆ沼→松浦Ӆ沼
加助→五井持ۅ
貸成→池大雅
嘉膳→井上蘭台
家祖（原念斎）→原双桂
活所→జ波活所
加藤氏→加藤清正
遐年→松永尺五
狩野守信→狩野探幽
家父（安東省庵）→安東省庵
父
嘉甫→奥田三Ԓ
鵞峰→林鵞峰
亀之助→森儼塾
唐津侯→土井利里
唐津侯→土井利実
唐津侯→水野忠任
観→井上呆斎
鑑→宇野士朗
չ→չ愈
咸一→朱大咸
観海→松崎観海
岩謙斎→岩本謙斎
顏巷→林羅山
寛斎→貝原寛斎
簡斎→陳与義
函三→林読耕斎
幹叔→米川操ۅ
頑拙→宇ற宮遯庵
関白秀次→豊臣秀次
漢武→武帝（漢）
չ文→չ愈
չ文公→չ愈
勘平→佐藤周ۅ
観雷亭→祇園南海
観瀾→三宅観瀾
簡亮→並河天民
寛量公→寛量小浜公
菅༆嶼→山田༆嶼

き
儀→秋山玉山
魏→魏徴
儀右ї๖→秋山玉山
祇園伯玉→祇園南海
祇園瑜伯玉→祇園南海
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晞顏斎→林鵞峰
菊潭→木下菊潭
菊池氏→菊池重朝
ϑ→ۅ林鵞峰
希賢→三輪執斎
毅ۅ加世君→加世毅ۅ
喜古→田中丘隅
岐Ҏ→岐伯
岐Ҏ→Ҏ帝
義公→徳川光圀
寄斎→三宅寄斎
儀左ї๖→三宅尚斎
季子→宇野士朗
季子→蘇秦
羲之→王羲之
義子（太宰春台）→太宰定保
義樹→桂山彩巌
季女（服南ԕ）→服南ԕ
季女
己千→ૌ一斎
北村可昌→北村篤所
宜貞→ૌ一斎
義ற→陳元贇
義道→岡林竹
帰徳→成島خ江
祇南海→祇園南海
祇伯玉→祇園南海
既白山人→陳元贇
Ҏ備氏→Ҏ備真備
紀平洲→細井平洲
儀兵ї→米川操ۅ
木村源進→木村鳳悟
季明→大ݗ坂芝山
求→冉求
大舅（原双桂）→原芸庵
躬耕廬→三輪執斎
牛山香月氏→香月牛山
牛山氏→香月牛山
ಮ巣→室ಮ巣
ಮ巣室先生→室ಮ巣
丘文荘→丘濬
九兵ї→貝原益ۅ
喬→服南ԕ
恭胤→原恭胤
杏Ш→堀杏庵
恭→木下順庵
姜白石→姜縲
堯夫→邵雍
刑卿法印→林東舟
清原博士→清原秀賢
吉良→吉良上野介
吉良氏→吉良上野介

異名索引

季廉→藤井懶斎
勤→池大雅
欽→唐崎彦明
金華→平野金華
金峨→井上金峨
琴卿→川田雄琴
今公（秋山玉山）→細川重賢
欽哉亭→林読耕斎
خ屏山人→新井白石
خ里→木下順庵

く
九十གྷ→三宅観瀾
百済明帝太子→余琳
屈景山→堀景山
屈先生→堀景山
熊沢→熊沢蕃山
熊沢先生→熊沢蕃山
熊沢了海→熊沢蕃山
栗山→栗山潜ව
栗山伯栗→栗山潜ව
君燕→堀景山
君華→桂山彩巌
君平→厳君平

け
恵→恵施
景胤→天野曾原
敬吉→林叔勝
克阮→克康
克阮→阮籍
荊公→王安石
敬公→徳川義直
圭斎→宇ற宮圭斎
景山→堀景山
恵助→宇佐見戞水
敬仲→原恭胤
敬夫→堀杏庵
敬甫→仲村嚮斎
景᱘→梁田蛻巌
原→中江藤樹
玄以→前田玄以
顕允→а森顕允
源右ї๖→平野金華
枳園→荻生徂徠
ۅ岐→岐伯
ۅ岐→Ҏ帝
元喬→服南ԕ
源君美→新井白石
源君美在中→新井白石
元啓→伊藤南昌

元卿→小杉元卿
原卿→服惟恭
彦敬→増井玄覧
兼山→野中兼山
玄之→吉田素庵
県次公→山県周南
県周南→山県周南
玄春→中村蘭林
玄信→佐佐木玄信
元任→胡仔
原佐→伊藤仁斎
元成→జ波木庵
原蔵→伊藤東涯
玄存→井上玄存
玄達→堀玄達
玄中→平野金華
県ସ伯→山県良斎
元禎→湯浅常山
玄同→菅得庵
元道→安見晩山
玄髷→井上通翁
元美→王世貞
元贇→陳元贇
彦復→林読耕斎
健甫→西山順泰
元雄→服仲英
枳老→荻生徂徠

こ
۳→۳ସ卿
觚→జ波活所
子（а森芳洲）→а森顕允
子（宇ற宮遯庵）→宇ற宮圭
斎
姑（原念斎母）→原念斎母姑
子（藤井懶斎）→藤井象水
故ঢ়穂侯→浅野内匠頭ସ矩
五一→並河誠所
→ݘঢ়松滄洲
孝→三輪執斎男
侯（秋山玉山）→細川宣紀
侯（原双桂）→土井利里
侯（三宅尚斎）→阿豊後守
正武
侯（湯浅常山）→備前岡山侯
侯（佐藤周→）ۅ松平乗紀
ݗ惟ӿ→ݗ野蘭亭
恒宇→林鵞峰
絳灌→灌嬰
絳灌→周勃
光寛→原光寛
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広義→佐藤周ۅ
蒿蹊→伴蒿蹊
荒景元→荒川天散
Ҏ→ۅ大ݗ坂芝山
ݗ玄岱→深見玄岱
好古→貝原耻ۅ
香国禅師→香国
剛斎→野田徳勝
ݗ子式→ݗ野蘭亭
篁洲→榊原篁洲
講習堂→松永尺五
ݗ祖（佐藤周→）ۅ佐藤信清
ݗ天喘→深見玄岱
公道→原念斎
Ҏ白石→Ҏ景説
考槃彡→林読耕斎
広胖窩→藤原惺窩
光武→光武帝（後漢）
孝武→武帝（漢）
神戸侯→本多猗蘭
厚甫→ো木昆ຨ
孔孟→孔子
孔孟→孟子
好問君→藤堂元甫
公瑤→原双桂
向ຨ→ۅ林鵞峰
ݗ養浩→ݗ志泉溟
ݗ蘭亭→ݗ野蘭亭
小右ї๖→服南ԕ
古学→伊藤仁斎
古学父子→伊藤仁斎
古学父子→伊藤東涯
古義堂→伊藤仁斎
胡元瑞→胡応༆
後光明帝→後光明天皇
五大夫→伊庭春庭
胡徴君→胡昭
胡蝶洞→林羅山
小林氏→小林新兵ї
小室侯→松平乗紀
維禁→伊藤仁斎
五གྷ左ї๖→佐藤直方
権左ї๖→深尾春安
権中将為経→冷泉為経
権中納ۗ藤原俊将→坊城俊将

さ
才右ї๖→梁田蛻巌
蔡氏→蔡沈
才蔵→伊藤蘭嵎
在中→新井白石

異名索引

柴栗山→柴野栗山
柴立子→藤原惺窩
坂井氏→新井白石母
榊原希翊→榊原篁洲
榊原玄輔→榊原篁洲
榊原玄輔希翊→榊原篁洲
佐久間氏→山崎Ϯ斎母
三གྷ→林羅山
左๖→林叔勝
三→二山伯養妻
山惟熊→藤山秋水
三右ї๖→原光茂
三右ї๖→原双桂
三Ԓ→奥田三Ԓ
三Ԓ亭→奥田三Ԓ
三→ؼ宇ற宮遯庵
山材→石川丈山
三左ї๖→坂井伯隆
三介→ૌ一斎
三省→小倉三省
三省→向井滄洲
三ੰ→石川丈山
三的→宇ற宮圭斎
三平→宇野明Ӆ
三甫→宇ற宮圭斎
山木→石川丈山

し
止→野中兼山
嗣（井上蘭台）→井上四明
四維山ସ→林羅山
子羽→秋山玉山
子和→林鵞峰
子和→平野金華
子業→宇佐見徳修
之欽→仲村嚮斎
子傑→湯浅英俊
重之→石川丈山
子原→徳力有༄
持→ۅ五井持ۅ
士亨→奥田三Ԓ
次公→山県周南
子才→原х斎
芝山→大ݗ坂芝山
紫芝園→太宰春台
子式→ݗ野蘭亭
子思子→子思
子綽→大内熊耳
時習堂→二山伯養
士茹→宇野士朗
子祥→五井蘭洲

子璋→段子章
之祥→湯浅常山
四書屋加助→五井持ۅ
士新→宇野明Ӆ
資深→川田雄琴
子信→林羅山
子新→深見玄岱
子帥→秋本澹園
子誠→貝原益ۅ
子成→山県ସ白
子誠→湯浅明善
子先→安積澹泊
子遷→服南ԕ
時中→ૌ時中
侍中某→加納遠江守久通
室子→室ಮ巣
実父→三宅石庵
子廸→宇佐見戞水
垂加→山崎Ϯ斎
之道→林鵞峰
子得→菅得庵
子美→杜甫
渋井子章→渋井太室
四明→井上四明
士明→武田梅
四明山人→石川丈山
思孟→子思
思孟→孟子
下պ侯→ݪ田直
下村某→下村兼雄
ࡤ→ࡤ༙運
釈元政→元政
錫民→井上保山
ࡤ在杭→ࡤ肇隆
ᱣ眠→林羅山
朱→朱熹
之瑜→朱舜水
秀→豊臣秀吉
洲庵→五井蘭洲
甃庵→中井甃庵
秀緯→守屋峨眉
習翁→宇佐見習翁
秋玉山→秋山玉山
重固→三宅尚斎
周公→周公旦
習斎→堀習斎
執斎→三輪執斎
周子→周敦頤
集之→朱大成
秋子帥→秋本澹園
重次གྷ→浅見絅斎
周雪→服南ԕ
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重蔵→伊藤梅宇
秋澹園→秋本澹園
重徳→三宅重徳
周南→山県周南
洲の篁→榊原篁洲
従父（秋山玉山）→秋山ࢊ庵
緝明→三宅観瀾
叔→井上蘭台
粛→藤原惺窩
叔父（並河誠所）→信斎
朱子→朱熹
朱之瑜→朱舜水
守秀緯→守屋峨眉
朱紫ຨ→朱熹
守任→五井持ۅ
守正→安東省庵
朱先生→朱舜水
守直→安東寄庵
恤→三輪執斎男
朱文恭→朱舜水
主母妙閣孺人出納氏→藤堂元
甫妻
守約→安東省庵
蕣→藤原惺窩
純→太宰春台
順庵→木下順庵
峻卿→武田梅
春斎→林鵞峰
春子→太宰春台
春常→林鳳岡
舜水→朱舜水
舜水朱子→朱舜水
春台→太宰春台
順泰→西山順泰
春徳→林読耕斎
࣓甫→魏慶之
順民→井上水斎
順良→浅見絅斎
恕→林鵞峰
女（三宅尚斎）→三宅尚斎女
松→ૌ一斎
璋→武王（百済）
紫ຨ→朱熹
子ຨ→成島خ江
妾（巖村侯）→巖村侯妾
妾（平野金華）→平野金華妾
尚庵→原双桂
浄因→山崎Ϯ斎父
縄温卿→三縄桂林
蒋揆→蒋一ϑ
昭君→王昭君
松→ۅ後藤松ۅ

異名索引

尚賢→原х斎
尚謙→森儼塾
上公→徳川光圀
尚斎→三宅尚斎
昌三གྷ→松永尺五
昌三→松永尺五
丈山→石川丈山
松子允→松崎観瀾
篠士明→武田梅
紹述→伊藤東涯
勝春→ݗ野百里
少将→小倉実֬
象水→藤井象水
少助→山県周南
正蔵→伊藤介亭
承兌→西笑承兌
少男藤井理定→藤井理定
丈夫子（а森芳洲）→а森芳
洲男
丈夫子（貝原存斎）→貝原可
久
丈夫子（貝原存斎）→貝原重
春
丈夫子（服南ԕ）→服南
ԕ丈夫子
丈夫子（原双桂）→原一庵
丈夫子（原双桂）→原恭胤
丈夫子（原双桂）→原光寛
正保の天子→後光明天皇
昭明→蕭統
逍遙→ۅ松永貞徳
小陵→杜甫
汝玉→室ಮ巣
子輿氏→孟子
徐文ସ→徐渭
虱先生→宇ற宮遯庵
師礼→室ಮ巣
子༮→向井滄洲
士朗→宇野士朗
次གྷ八→熊沢蕃山
信→織田信ସ
参→曾参
辛夷塢→林鵞峰
神禹→禹
心Ѡ禅師→心Ѡ
新右ї๖→深見玄岱
新九གྷ→佐藤信清
仁斎→伊藤仁斎
仁斎先生→伊藤仁斎
仁斎の妻→伊藤仁斎妻
身之→堀習斎
真昌→鵜飼錬斎

新助→荘恬逸
新助→室ಮ巣
神祖→徳川家康
深蔵→中村蘭林
新堪→新井白石
信澄→林東舟
沈白石→沈周
新兵ї→湯浅常山
信遍→成島خ江
塵也→佐藤周ۅ

す
瑞→ۅ河村瑞ۅ
随陸→随何
随陸→陸賈
傍花随柳堂→林鵞峰
崇永→並河誠所
論軻→鄒衍
論軻→孟子
鄒枚→鄒ຨ
鄒枚→枚乗
籔里→石川丈山
菅原氏→菅原道真
助右ї๖→熊沢蕃山

せ
→林読耕斎
清→室ಮ巣
省庵先生→安東省庵
正意→堀杏庵
整宇→林鳳岡
正英→堀立庵
惺窩→藤原惺窩
惺窩→藤原惺窩
清介→大ݗ坂芝山
惺窩先生→藤原惺窩
蛻巌→梁田蛻巌
井金峨→井上金峨
省君→二山伯養妻
正卿→祇園南海
正献→林鳳岡
正恒→石川༆洲
ো厚甫→ো木昆ຨ
西山公→徳川光圀
正之→阿正之
清氏→清少納ۗ
成之→松浦交翠
世子（巖村侯）→松平乗薀
世子（巖村侯）→松平乗賢
世子（徳川光圀）→徳川綱条
正修→堀習斎
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井甃庵→中井甃庵
誠所→並河誠所
正ଵ→堀景山
井通熙→井上蘭台
世貞→王世貞
済南→李攀
生白室→菅得庵
清兵ї→山崎Ϯ斎父
聖謨→武田梅
正朴→堀正朴
正名→三宅石庵
ো蓮→李白
ৌ廬→林読耕斎
石庵→三宅石庵
碩果→林鵞峰
夕顔巷→林羅山
尺五→松永尺五
石子→石川༆洲
瀬埼氏→伊藤仁斎妻
石大拙→石川丈山
石筑波→石島筑波
戚南塘→戚継光
石梁→岡島石梁
薛文清→薛靨
潜→井上四明
善→原念斎
先君子（伊藤東涯）→伊藤仁
斎
泉家三代→冷泉為綱
泉家三代→冷泉為久
泉家三代→冷泉為村
先公（秋山玉山）→細川忠利
先侯（服南ԕ）→柳沢吉保
先子（伊藤東涯）→伊藤仁斎
先子（原念斎）→原恭胤
先人（伊藤東涯）→伊藤仁斎
宣聖→孔子
善蔵→三輪執斎
先大夫（荻生徂徠）→荻生方
庵
泉竹ࢁ→ۅ泉竹ۅ
宣帝→宣帝（漢）
先民→井上毅斎
千里→岡白駒
劉→֬
劉→劉禹錫

そ
蘇→蘇軾
祖（安積澹泊）→安積正信
祖（中江藤樹）→中江藤樹祖

異名索引

祖（జ波活所）→జ波活所祖
父
祖（原念斎）→原双桂
操→曹操
臧→藤井懶斎
孀（安藤東野）→安藤東野寡
婦
増益夫→増島立ۅ
禝右ї๖→荻生徂徠
宋延清→宋之問
操→ۅ米川操ۅ
宗元→柳宗元
増彦敬→増井玄覧
曹子漢→八田渓
宗叔→加島円斎
双松院→ࢁ井正親
宗四གྷ→奥田三Ԓ
慥慥斎→伊藤東涯
曾孫（佐藤周→）ۅ佐藤一斎
滄冥→李攀
草廬→呉草廬
滄浪→室ಮ巣
猷水→司馬光
息遊→ۅ熊沢蕃山
素行子→山࠾素行
素心→朝山意林庵
蘇東坡→蘇軾
祖の母（原念斎）→原貞順
祖某（井上蘭台）→井上蘭台
祖
染之助→平野金華僕
素有→ૌ一斎
素有→ૌ時中
徂徠→荻生徂徠
蘇雷→荻生徂徠
徂徠先生→荻生徂徠
徂徠物子→荻生徂徠
尊円王→尊円親王
尊経堂→林羅山
損→ۅ貝原益ۅ
孫呉→呉子
孫呉→孫子
村篁渓→中村篁渓
存斎→貝原存斎
存之→朱正
孫真人→孫思擯
孫男（朱舜水）→朱毓仁

た
大学→ૌ時中
大学頭→林鳳岡

大雅堂→池大雅
大君（元禄中）→徳川綱吉
乃公（安積澹泊）→安積正信
大拙→石川丈山
大蔵卿法印→林鳳岡
太仲→岡白駒
大中→安見晩山
大道→佐藤一斎
台徳大君→徳川秀忠
大内記→林鳳岡
大納ۗ烏丸公→烏丸光広
大納ۗ忠ସ→徳川忠ସ
大府の遠祖→松平清康
戴笠→独立
ݗ瀬喜朴→ݗ瀬学山
滝田氏→安藤東野
卓→董卓
宅観瀾→三宅観瀾
武田→武田勝頼
武田機山公→武田信玄
武田某→武田道安
太宰徳夫→太宰春台
田代氏→三宅尚斎妻
忠相→大岡忠相
達→岡島石梁
辰之助→野口直方
ૌ左中→ૌᱞ山
ૌ氏→ૌ一斎
ૌ時中→ૌ一斎
為勝→藤原為勝
為純→藤原為純
多๖→服仲英
垂水氏→二山伯養妻
担→佐藤一斎
男（安東省庵）→安東寄庵
男（井上四明）→井上呆斎
男（宇ற宮遯庵）→宇ற宮圭
斎
男（岡白駒）→岡子
男（木下順庵）→木下菊潭
男（熊沢蕃山）→蕃山右七གྷ
男（服南ԕ）→服惟恭
男（藤井懶斎）→藤井理定
男（藤原惺窩）→藤原冬
男（三宅尚斎）→三宅重徳
男（湯浅常山）→湯浅明善
丹治→三宅尚斎
男子（三輪執斎）→三輪執斎
男
澹泊→安積澹泊
澹泊斎→安積澹泊
団平→藤井象水
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ち
竹а斎→ো木東庵
筑後守→新井白石
竹山→中井竹山
竹春庵→竹田春庵
竹簫→林鵞峰
耻→ۅ貝原耻ۅ
父（安積澹泊）→安積澹泊父
父（新井白石）→新井正済
父（石川༆洲）→石川༆洲父
父（伊藤仁斎）→伊藤仁斎父
父（井上蘭台）→井上通翁
父（宇佐見戞水）→宇佐見習
翁
父（宇野明Ӆ）→宇野安治
父（大ݗ坂芝山）→大ݗ坂宜
重
父（荻生徂徠）→荻生方庵
父（奥田三Ԓ）→奥田三Ԓ父
父（ݗ野蘭亭）→ݗ野百里
父（太宰春台）→太宰ۗ辰
父（ૌ一斎）→ૌ時中
父（中江藤樹）→中江藤樹父
父（中村蘭林）→中村玄悦
父（జ波活所）→జ波活所父
父（野中兼山）→野中兼山父
父（服仲英）→中西平次右
ї๖
父（服南ԕ）→服元矩
父（原双桂）→原光茂
父（深見玄岱）→深見一覧
父（三宅尚斎）→平出重直
父（三輪執斎）→沢村自三
父（山県周南）→山県ସ白
父（山崎Ϯ斎）→山崎Ϯ斎父
父（湯浅常山）→湯浅英俊
父（米川操→）ۅ米川操ۅ父
父某（森儼塾）→森儼塾父
治卿法印→林鵞峰
忠→林羅山
仲英→服仲英
仲山府君→荻生方庵
仲尼→孔子
仲二གྷ→仲村嚮斎
忠大夫→大内熊耳
中納ۗ定家→藤原定家
中納ۗ秀秋→小早川秀秋
仲→井上四明
仲林→林鵞峰
ସ胤→伊藤東涯
ସ英→伊藤梅宇

異名索引

ସ壞→滝ୠ台
ସ吉→林ସ吉
ସ吉→李賀
ସ堅→伊藤蘭嵎
ସ衡→伊藤介亭
潮公→大潮
ସ侯→毛利吉元
重春→貝原重春
ସ準→伊藤竹里
趙松雪→趙孟惜
ସ頭丸→松永貞徳
ସ白→山県ସ白
張斐文→張斐
徴民→井上天祥
張茂先→張華
直清→室ಮ巣
直夫→木下順庵
直民→林鳳岡
樗碼→林東舟
陳白沙→陳献章
陳眉公→陳継儒

つ
月小夜→平野金華妾
土屋侯→土屋利直
妻（伊藤仁斎）→伊藤仁斎妻
妻某氏（貝原益→）ۅ貝原益
ۅ妻

て
→宇野明Ӆ
禎→湯浅常山
貞幹→木下順庵
定寰→朱正
貞休→土田某
康成→玄
程篁碼→程敏政
訂斎→久米訂斎
程朱→朱熹
程朱→程子
貞順原氏→原貞順
瓮水燕懸→奥田三Ԓ
程正叔→程頤
貞徳→松永貞徳
嚮斎→仲村嚮斎
萩正卿→奥貫友山
姪（宇佐見戞水）→宇佐見徳
修
鉄冠道人→祇園南海
天喘→深見玄岱
伝右ї๖→野中兼山

天ԑ→井上毅斎
田ୠ楼→益田ୠ楼
田犀→田中止邱
天爵→井上保山
伝蔵→和田春堅
田文瑟→田中大観
天祐→井上水斎
天履仁→天沼恒庵
田གྷ→山田༆嶼

と
杜→杜如晦
杜→杜甫
土井侯→土井利里
東→а森芳洲
藤→伊藤仁斎
拱→林鳳岡
滕維禁→伊藤仁斎
道円→జ波活所
陶淵明→陶潜
東涯→伊藤東涯
東涯→伊藤東涯
東涯先生→伊藤東涯
藤華岡→伊藤華岡
藤丸→朝山意林庵
滕煥図→安藤東野
唐虞→堯
唐虞→舜
藤九གྷ→五井蘭洲
東渓→石川丈山
東→ۅ貝原益ۅ妻
滕元啓→伊藤南昌
東江→沢田東江
桐江山人→田中桐江
東五གྷ→а森芳洲
藤樹→中江藤樹
東舟→林東舟
藤樹先生→中江藤樹
藤樹の母→中江藤樹母
道春→林羅山
東所→伊藤東所
東照君→徳川家康
頭雪眼月庵→林鵞峰
滕先生→中村蘭林
藤宗恕→伊藤担庵
藤太閤→一条兼良
道筑→成島خ江
道哲の子某（浅見絅斎嗣）→浅
見絅斎嗣
滕東壁→安藤東野
藤東壁→安藤東野
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藤藤房→藤原藤房
東坡→蘇軾
滕物→伊藤仁斎
滕物→荻生徂徠
東壁→安藤東野
東野→安藤東野
東藍田→伊東藍田
東里→ݗ野蘭亭
道༄→堀道༄
陶令→陶潜
読耕→林読耕斎
読耕斎→林読耕斎
徳松君→徳川綱吉
篤信→貝原益ۅ
得生→貝原益ۅ妻
独ৌۅ玄恵法印→玄恵
徳夫→太宰春台
土佐の公子某→湘南和尚
ற三→ؼ宇ற宮遯庵
純禎→五井蘭洲
斗胆→深見玄岱
図南→井上蘭台
ற由的→宇ற宮遯庵
遯庵→宇ற宮遯庵
敦書→ো木昆ຨ

な
内子某氏（貝原益→）ۅ貝原
益ۅ妻
内大臣中院→中院通茂
内大臣藤原常雅→花山院常雅
直方→佐藤直方
直方先生→佐藤直方
永井貞宗→ସ井定宗
中井氏→中井甃庵
中江氏→中江藤樹
中江与右ї๖→中江藤樹
ସ沢→ସ沢潜ۅ
仲村氏→仲村嚮斎
奈大夏→奈古屋大原
双松→荻生徂徠
并河亮→並河天民
成島氏→成島道雪
南海→祇園南海
南ԕ→服南ԕ
南ԕ先生→服南ԕ
南山→奥田三Ԓ
南山→南南山
楠子→楠木正成
南窓→林鵞峰
南碼→林鵞峰

異名索引

南景衡思聡→南南山
南思聡→南南山
南浦→文之玄昌
南嶺→多田南嶺

に
二于→宇野士朗
二于→宇野明Ӆ
仁右ї๖→安藤東野
西川某→西川季格
西山健甫→西山順泰
西山順泰健甫→西山西山
任→三輪執斎男

ぬ
沼田侯→ݪ田直

の
野尻（熊沢蕃山旧姓）→熊沢
蕃山
野中氏→野中兼山
信篤→林鳳岡
信勝→林羅山
信定→石川信定
信時→林信時
信ସ→織田信ସ

は
梅村花→林羅山
梅洞→林梅洞
馬չ国余璋王の太子→琳聖
伯玉→祇園南海
伯卿→石川༆洲
伯継→熊沢蕃山
白石→新井白石
白石新井先生→新井白石
伯ຨ→а森芳洲
白楽天→白居易
伯倫→劉伶
羽ݪ成実→羽ݪ養潜
羽柴秀吉→豊臣秀吉
馬遷→司馬遷
秦貞父→秦守節
八条の中将→八条隆英
初→貝原益ۅ妻
服紹卿→服寛斎
母（新井白石）→新井白石母
母（荻生徂徠）→荻生徂徠母
母（中江藤樹）→中江藤樹母
母（野中兼山）→野中兼山母
母（原双桂）→原双桂母

母（原念斎）→原念斎母
母（山崎Ϯ斎）→山崎Ϯ斎母
爬背子→林鵞峰
林祭ࢁ→林鳳岡
林祭ࢁ述斎公→林述斎
林春斎→林鵞峰
原芸沢→原х斎
春勝→林鵞峰
春信→林梅洞
板延尉→板倉重宗
板美中→板倉髫渓
板美仲→板倉髫渓

ひ
肥後侯→加藤忠広
備前前少将侯→池田光政
美中→板倉髫渓
秀吉→豊臣秀吉
人見ୠ山→人見竹洞
百里居士→ݗ野百里
瓢巷→林羅山
表叔（奥田三Ԓ）→柴田蘋洲
平井氏→成島خ江
広信→垂水広信
斌→祇園南海
贇→陳元贇
賓王→井上呆斎
斌卿→荘恬逸
蘋洲→柴田蘋洲

ふ
布→呂布
武杏仙→武田兼山
芙豐պ→服南ԕ
武欽鐃→武田梅
服翁→服南ԕ
服元喬→服南ԕ
服氏→服南ԕ
服子遷→服南ԕ
服蘇๖→服蘇๖
服仲英→服仲英
服南ԕ→服南ԕ
武兄→武田梅
浮山→林羅山
貔山→深見玄岱
富春山人→田中桐江
藤原明遠→中村蘭林
不染居士→森儼塾
物→荻生徂徠
物翁→荻生徂徠
物格庵→林鵞峰
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物子→荻生徂徠
物氏→荻生徂徠
物先生→荻生徂徠
物先生→荻生北渓
物徂徠→荻生徂徠
物夫子→荻生徂徠
物茂卿→荻生徂徠
武帝→武帝（漢）
父母（新井白石）→新井白石
父母
父母（原念斎母）→原念斎母
父母
扶余→扶余豊
芙蓉道人→成島خ江
古պ→古պ尚淳
文恭→朱舜水
文公→朱熹
文山→文天詳
文清→薛靨
文→武田梅
文荘→丘濬
文荘→平野金華
文蔵→ো木昆ຨ
文中子→王通
文廟→徳川家宣
文敏→林羅山
文敏公→林羅山
文穆→林鵞峰

へ
平安の二宇先生→宇野士朗
平安の二宇先生→宇野明Ӆ
平子和→平野金華
兵介→宇野士朗
平蔵→伊藤竹里
平之允→木下順庵
平八→జ波活所
平兵ї→石川༆洲
片徽猷→片山北海
扁倉→倉公
扁倉→扁᰽
勉亭→林梅洞

ほ
方→జ波活所
房→房玄齢
鮑以文→鮑廷博
放翁→陸羽
彦→梁田蛻巌
鳳岡→林鳳岡
某侯→本多中務大輔忠良

異名索引

某侯→柳生宗冬
某氏（貝原益ۅ妻）→貝原益
ۅ妻
芳洲→а森芳洲
峰松→ۅ佐藤直方
坊城中納ۗ→坊城俊将
豊太閤→豊臣秀吉
鳳潭→濬
房杜→杜如悔
房杜→房玄齢
望楠楼→浅見絅斎
美→梁田蛻巌
睦→三輪執斎男
僕（平野金華）→平野金華僕
木翁→木下順庵
木順庵→木下順庵
木世粛→木村蒹葭堂
北肉山人→藤原惺窩
北肉夫子→藤原惺窩
朴伯→原一庵
木老儒→木下順庵
渤海→岡林竹
北海守→孔融
堀田侯→堀田正俊
堀正修→堀習斎
堀南湖→堀習斎
堀山輔→堀山甫
本多侯→本多猗蘭

ま
孫（井上四明）→井上毅斎
孫（井上四明）→井上水斎
孫（井上四明）→井上天祥
孫（井上四明）→井上保山
正信→石川正信
増井彦敬→増井玄覧
又右ї๖→林春益
又兵ї→人見沂
松浦儀禎卿→松浦Ӆ沼
松浦禎卿→松浦Ӆ沼
松岡玄達→松岡恕庵
松崎君修→松崎観海
松崎子允→松崎観瀾
松永氏→松永尺五
松永昌易→松永寸х
松永昌三→松永尺五
松永先生の子某→松永永三
松本慎→松本愚山
真名忠庵→藤井懶斎
守→జ波木庵
曼公→独立

曼公戴→独立
万年→三宅石庵

み
水戸義公→徳川光圀
水戸の義公→徳川光圀
美濃守→原虎胤
三宅緝明→三宅観瀾
三宅用晦→三宅観瀾
妙寿院→藤原惺窩
民卿法印→林羅山

む
向井三省→向井滄洲
無功→王績
無名→池大雅
室師礼→室ಮ巣
室先生→荻生徂徠
室直清師礼→室ಮ巣

め
鳴帰徳→成島خ江
明善→湯浅明善
明道→程第
鳴鳳卿→成島خ江

も
莽→王莽
孟著→林梅洞
孟夫子→孟子
黙→松浦交翠
徇→ۅ中江藤樹
茂卿→荻生徂徠
敬義→山崎Ϯ斎

や
弥右ї๖→太宰春台
弥三གྷ→二山伯養
野子賤→野村東皐
埜士包→野間ৌۅ
野節→人見竹洞
柳沢侯→柳沢吉保
柳沢公→柳沢吉保
柳沢侯→柳沢吉保
柳沢公→柳沢吉保
柳沢侯→柳沢吉保
柳沢氏→柳沢吉保
家の大連→物守屋
弥八→滝ୠ台
山࠾ݗ祐→山࠾素行
山崎→山崎Ϯ斎
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山崎氏→山崎Ϯ斎
山崎泉→山崎子列
山田恩叔→山田慥斎
山宮仲淵→山宮雪楼
山脇玄飛→山脇東洋
也༮斎→林鵞峰

ゆ
瑜→祇園南海
瑜→朱舜水
瑜→原双桂
由井民助→由井正雪
友→三輪執斎男
結城侯→水野勝種
雄琴→川田雄琴
裕氏→జ波活所
熊耳→大内熊耳
遊佐次གྷ左ї๖→遊佐木斎
遊佐某→遊佐木斎
兪退翁→兪汝尚
由的→宇ற宮遯庵

よ
→新井白石
与一གྷ→祇園南海
用晦→三宅観瀾
ຨ明→王ຨ明
ຨ明先生→王ຨ明
与右ї๖→中江藤樹
叔勝→林叔勝
義経→源義経
義ସ→二山伯養
吉益周助→吉益東洞
余承裕→大内熊耳
余桃→王ຨ明
米川→米川操ۅ
余熊耳→大内熊耳

ら
徠翁→荻生徂徠
楽→ۅ貝原楽ۅ
羅山→林羅山
羅山子→林羅山
羅山先生→林羅山
羅洞→林羅山
羅浮→林羅山
蘭化前野先生→前野良沢
蘭嵎→伊藤蘭嵎
蘭皐君→木下蘭皐
蘭洲→五井蘭洲
蘭台→井上蘭台

異名索引

蘭汀→奥田三Ԓ
蘭亭→ݗ野蘭亭

烈侯（岡山）→池田光政
斂夫→藤原惺窩

り

ろ

李→李攀
李于༅→李攀
李王→王世貞
李王→李攀
陸→陸象山
陸王→王ຨ明
陸王→陸象山
陸士衡→陸機
六六山人→石川丈山
履→ۅ中井履ۅ
利渉→森儼塾
立庵→堀立庵
利貞→貝原寛斎
李杜→杜甫
李杜→李白
劉→劉禹錫
柳→柳宗元
洲→岡白駒
柳滄洲→柳川滄洲
柳大夫→柳沢淇園
劉文翼→宮瀬๖
劉གྷ→劉晨
亮→武田梅
亮→並河天民
良胤→原一庵
了介→熊沢蕃山
了海→熊沢蕃山
良継→野中兼山
梁景᱘→梁田蛻巌
良顕→徳力有༄
༙三→玄圃༙三
良資→荘恬逸
梁蛻巌→梁田蛻巌
呂玄丈→野呂玄丈
林→林珍
林学士→林羅山
林子→林鳳岡
輪氏→三輪執斎
༆嶼→山田༆嶼
琳聖七世の孫→正恒

老→老子
老牛居士→安積澹泊
滝生→滝ୠ台
老泉→蘇洵
老圃→安積澹泊
廬扁→扁᰽
༮黙→安東省庵
༮→朱舜水

わ
吾祖（原念斎）→原双桂
若林新七→若林強斎
和子萼→和智東ݎ
和Ԓ某→和Ԓ清左ї๖

る
留守退蔵→留守希斎

れ
༙運→ࡤ༙運
燎生→燎॒其
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