
歴史講座

熊谷の歴史と熊谷次郎直実

熊谷市立江南文化財センター　山下祐樹

熊谷次郎直実公像（熊谷駅前） 熊谷寺（熊谷市仲町）
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熊谷の歴史
旧石器・縄文・弥生時代
　熊谷での人々の生活の始まりは、江南地域の野原の遺跡で発見された石
器から、約２万２千年前の旧石器時代には開始されたと推測されている。三ヶ
尻(みかじり)、冑山(かぶとやま)、箕輪(みのわ)、千代(せんだい)などでは、縄
文時代の遺跡が数多く発見されており、約１万年前には人々が近くに水辺の
ある高台で生活していた痕跡が残されている。

　弥生時代に入ると、熊谷でも稲作が始まり、人々の生活は低地に進出した。
紀元前１世紀頃の池上遺跡では、住居跡から炭化した米粒が発見され、上川
上の北島遺跡では県内最古の水田や灌漑施設が出土している。

一方、台地上では千代や塩などで谷津田（谷間に作られた田）が開墾された。
妻沼地域の飯塚、熊谷市西部の西別府の低地では東日本特有の再葬墓が、
その後、上之や船木台では「方形周溝墓」が作られている。
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古墳時代 
　熊谷では４世紀頃から「塩古墳群」（狸塚(むじなづか)支群）の前方後
方墳などが作られ、埋葬された有力者などの存在が考えられている。６
世紀前半のものと推定される冑山にある「甲山(かぶとやま)古墳」は、
全長90メートル、高さ約11メートルの規模であり、円墳としては県内２番
目、全国でも屈指の大きさを誇る。
　古墳は埴輪を伴い、６世紀中頃の中条(ちゅうじょう)古墳群からは、
国の重要文化財に指定されている「短甲武人埴輪」や「馬形埴輪」が発
見され、野原古墳群からは「踊る人々」と呼ばれる埴輪が出土している。
また、江南地域の千代では埴輪を焼いた窯跡や埴輪製作遺跡が発見
されている。
　三ヶ尻古墳群などでは古墳が複数現存しており、古墳時代を今に伝
えている。国の史跡に指定されている「宮塚古墳」は、上円下方墳とい
う全国的に類例の少ない形の古墳で、７世紀末から８世紀初め頃にか
けての築造が推察されている。  

3



奈良・平安時代①
　奈良・平安時代になると、国が土地と人々を把握することを目
的に、律令体制が整備された。熊谷周辺は幡羅(はら)郡、埼玉
(さいたま)郡、大里(おおさと)郡、男衾(おぶすま)郡などの区分
に属していたとされ、東別府(ひがしべっぷ)・上中条(かみちゅう
じょう)・道ヶ谷戸(どうがやと)などの低地などには条里制に基づ
き、広大な土地が農地として開拓された。
　８世紀頃になると、熊谷にも寺院が建立された。千代地区の
寺内廃寺からは、金堂や塔の基壇(きだん)や礎石、「花寺」、
「石井寺」、「東院」と書かれる墨書土器が発見されており、伽
藍設備をともなう、一辺８００メートルの規模をもった本格的寺
院だったことが推定されている。
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奈良・平安時代②
　西別府廃寺からも、瓦や墨書土器が発見されている。隣接す
る湯殿神社の裏手の湧水点からは、馬や櫛(くし)、勾玉(まがた
ま)などを模倣した石製品や土器などが発見され、古くから水辺
で祭祀が行われていたことを明らかにしている。深谷市側では、
幡羅郡の郡家（郡役所）跡が複数発見されていることから、こ
の地が郡の政治中心地であったと考えられている。
　上之の諏訪木(すわのき)遺跡では、古墳時代から平安時代
に続く水辺の祭祀跡が発見され、平安時代には大型の掘立柱
建物を中心とした官衙(かんが)（役所）的集落が作られたので
ある。また、９０５（延喜５）年に編纂された『延喜式(えんぎし
き)』には、奈良神社、田中神社、高城神社、白髪神社などが記
載され、古くから人々の信仰を集めていたことが分かる。　
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鎌倉時代①
　平安時代の終わり頃になると、熊谷には武蔵七党を中心
とした多くの武士団が現れ、成田(なりた)、別府(べっぷ)、
玉井(たまい)、奈良(なら)、中条(ちゅうじょう)、箱田(はこだ)、
河上(かわかみ)、久下(くげ)、熊谷(くまがい)、市田(いちだ)、
楊井(やぎい)、肥塚(こいづか)氏等の豪族の名が現在の
地名としても残されている。（武士団説には諸説あり）
　これらの中において、特に熊谷次郎直実は鎌倉幕府の
歴史書である『吾妻鏡(あづまかがみ)』や『平家物語』に記
されているように、一の谷の合戦で平敦盛を討つ場面など
で有名である。直実ゆかりのお寺は全国各地に点在して
いる他、山口県萩市の熊谷家に伝わる「熊谷家文書」は、
この時代の武士の動向を物語る貴重な史料として高く評
価されている。 
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鎌倉時代②

平家方として、源氏との富士川の戦いや、木曽義
仲との戦いに参加し、本拠地である長井庄に「大
聖歓喜天」を勧請し聖天堂を開いたとされている斎
藤別当実盛、鎌倉幕府評定衆として御成敗式目の
制定に関わった中条家長、熊谷氏との領地争いな
どで知られる久下(くげ)氏、鎌倉時代から室町時代
にかけて活躍した別府(べっぷ)氏といった武士たち
が、熊谷地域を中心に活躍していた。 
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南北朝時代～室町・戦国時代 

　南北朝期を描いた『太平記』には、斎藤実永(さねなが)・
実季(さねすえ)兄弟が利根川を渡る場面が書かれている
など、熊谷ゆかりの武士の活躍を描く文書が残されている。
室町時代の終わりから戦国時代にかけて熊谷では成田氏
が躍動的な足跡が残されている。
　熊谷の成田から行田の忍城へ本拠地を移し、小田原に
本拠地を置く後北条氏の家臣となった。豊臣秀吉の小田
原攻めでは忍城に篭城し、石田三成を中心とする軍勢を
防ぐなど活躍した。
　 成田氏が熊谷の長野喜三に宛てた、木綿の売買や小
間物の売買に関する古文書からも分かるように、城主から
特権を認められた商人が活動するなど熊谷の地域が栄え
ていたことが想像できる。 8



江戸時代①
　江戸時代に入ると、熊谷は中山道の宿場町として地域の繁栄を見る
ことになる。渓斎英泉と安藤広重が描いた浮世絵「木曽街道六拾九
次」の「熊谷宿」の場面には久下の長土手の様子が描かれている。ま
た宿場の中心には本陣や脇本陣、一般の庶民が泊まる旅籠や茶屋
などの多くの店があり、活気溢れる様子が目に浮かぶ。そこでは木
綿織物や多くの農産物が売買され、経済や流通の規模が拡大する
時代の流れと共にあった。
　それは中山道だけでなく秩父街道などの脇街道や、荒川・利根川を
渡る渡船場、江戸との間を結ぶ商品流通の要所である河岸があり、
交通の要衝として発展していたことが分かる。久下や新島などには街
道沿いに一里ごとに設けられていた一里塚が現存している。 
18世紀半ばになると、妻沼聖天山の再建が進められた。聖天山本殿
（「歓喜院聖天堂」）の再建工事は、林兵庫正清・正信を大工棟梁とし
て、１７３５（享保20）年から１７６０（宝暦10）年の竣工まで実に25年も
の歳月をかけて実施された。 9



江戸時代②
　江戸時代の熊谷の歴史において看過できないのは、利根川・荒
川の大河の流れる地域としての歴史であり、洪水との戦いの歴史
であると言えよう。利根川、荒川の氾濫により多くの村々が被害を
うけ、堤防普請や田畑の再開発など、農民は多くの困難と向き合
わざるを得なかった。洪水が危惧された地域には屋敷地内に盛り
土をし、その上に蔵などの建物を設ける「水塚（みづか）」と呼ばれ
る水防施設があり、熊谷における河川と人々の歴史を示すもので
ある 。
　江戸時代における熊谷の文化芸術に着目すると、多くの文化人
が来訪した記録が残されている。その顕著たる人物が江戸時代を
代表する知の巨人である渡辺崋山である。三河国（愛知県）田原
藩の藩領だった三ヶ尻を訪れ、当地の地誌調査を行った。そして、
龍泉寺の「双雁図」（県指定文化財）を始め、多くの書画を描くなど、
崋山が来訪した足跡が現在も大切に残されている。 
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近代―明治・大正時代 ①
　熊谷は江戸時代から農業が盛んで、麦の栽培方法の改良に
尽力した「麦王（翁）」権田愛三、養蚕に尽力した鯨井勘衛など
によって技術革新が進められた。養蚕と共に製糸の産業も発
展し、多くの製糸工場が建てられた。江戸時代から伝承されて
いた熊谷での染色業は、明治に入ると技術が進み、その優美さ
は京染めと比肩されるようになり、後に「熊谷染」として広く知ら
れるようになった。 
　また、竹井澹如(たけいたんじょ)、林有章(はやしありあきら)、
根岸友山(ねぎしゆうざん)・武香(たけか)といった多くの先覚者
たちが、産業や文化など多方面で活躍し、現在の熊谷の発展
の基礎を築いた。女性先覚者としては日本公許登録女医第１
号となった荻野(おぎの)吟子(ぎんこ)の名が著名であり、その生
涯は小説などで広く紹介されている。 
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　近代―明治・大正時代 ②

　多様な分野で発展をとげていた熊谷には、江戸から大
正にかけて多くの文人墨客が熊谷に文化芸術の風を吹
き込んだ。歌人の安藤野雁(あんどうぬかり)、『江戸繁盛
記』を著した寺門静軒、書家の野口雪江、南画・文人画
家として一世を風靡した画家の奥原晴湖(おくはらせい
こ)、中央画壇で活躍した森田恒友(もりたつねとも)、県
下初の洋画団体である「坂東洋画会」を創立した大久保
喜一(おおくぼきいち)など多くの文人・芸術家にも支えら
れ、熊谷の新たな時代を切り拓いていった。 
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現代―昭和時代

　１９３３（昭和８） 年４ 月１ 日、 埼玉県下で２番目として熊
谷市は市制を施行した。熊谷市の市街地は、太平洋戦争が
終わる直前の１９４５（昭和20）年８月15日の前夜から未明に
かけて、熊谷上空に飛来したＢ29爆撃機による空襲があり、
市役所、公会堂、裁判所など主要な公共建築物、工場、寺
社、多くの市民の住居などが被害を受けた。この空襲により
市内を流れる星川では多くの市民が犠牲となった。市街地の
75％が焼失し、２６６人もの死者を出した。埼玉県下で最大
の被害を受けた熊谷市は、県下唯一の「戦災指定都市」に指
定された。 
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現代―昭和時代から平成
　戦後復興が課題となった熊谷市は区画整理事業などの積極
的な行政を進め、県北の中心都市として大きな成長を遂げた。
戦後、周辺の村々と合併を繰り返し、１９６０年代にはほぼ旧熊
谷市の市域となった。同時期には妻沼町、大里村、江南村も誕
生し各地域の特色を活かした行政が進められた。１９８０年代
の上越新幹線の開通、さいたま博覧会の開催など強い印象を
残した。平成に入ると産業構造も多様化し、熊谷独自の商業観
光を全国に発信し続けた。
　21世紀に入り、埼玉国体が開催された際にはメイン会場とし
て多くの市民が協力し成功をもたらした。その後、２度の合併に
よって熊谷・大里・妻沼・江南の４市町が合併し、熊谷市は新た
な時代を迎えた。２００７年に国内最高気温（当時）40・９度を更
新したことを契機に、暑さ対策、温暖化防止、地域資源活用な
どの施策を進めている。  14



「熊谷」ーくまがやー の語源①

１．伝説によれば熊谷次郎直実の父直貞が人民
をなやましていた大熊を退治したので、この地を
熊谷と称し、自分の屋号も熊谷とした。
２．クマガヤは神谷（クマケヤ）の意味で、高城神
社の鎮座によって、この名がおこった。〔埼玉県
地名誌〕
３．クマガヤは、曲谷（クマカヤ）の意味で、この
地で荒川が大きく曲がっていることからこの名が
おこった。〔埼玉県地名誌〕
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「熊谷」ーくまがやー の語源②
４．アイヌ語（クマカヤkumakaya）で「魚棚の乾場」という意
味で、そばを荒川が流れていることからこの名がおこった。
５．やまと言葉の転化による。すなわち往古のむさし野の
この地方は行けどもつきぬ隈（クマ）なき茅（かや）おい茂
る里であったため、これが転化して「くまがや」となった。
〔（熊谷郷土会誌12号）〕
６．米作にちなむ地名と思われる。稲は、熊襲民種（くまそ
みんしゅ）によって日本にもたらされたと考えられ「古事記」
でも「日本書紀」でも「稲」を「くま」と訓じ「神稲（くま）」と綴っ
たところから後に転じて「神」の字を「くま」と訓ずるようにさ
えなった。（これは2説にもつながる。）このような稲とくま
（熊）の関係から稲のよくとれるところ。米作の中心地につ
けられた名前とみなされる。〔熊谷市史稿〕 16



熊谷次郎直実（1141-1207） 

　平安末期から鎌倉時代初期、武蔵国熊谷郷（現・熊谷市）で活躍した
武将。父・直貞は熊谷郷の領主となり、熊谷の姓を名乗る。当初は平家
に仕えていたが、石橋山の戦い以降、源頼朝の御家人となり、数々の戦
さで名を上げ、鎌倉幕府成立に貢献する。 
　一ノ谷の戦いでは、平家の若武者、平敦盛を打ち取るが、息子ほどの
年齢の若者の命を奪ったことによって戦の無情さや世の無常観を感じ、
心に深い傷を負う。これが後の出家の動機となったといわれる。この時
のことは「平家物語」の中に描かれ、能や歌舞伎でも熊谷直実の無常観
として上演されている。 
その後、法然に弟子入りし蓮生（れんせい）と名乗り、京都・東山で修行
を重ねる。直実は熱心な念仏信者となり、各地に寺院を開基している。 
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熊谷次郎直実

歌川国貞「敦盛御台玉織姫」
「熊谷次郎直実」 

・保延４年 1138年 直実、生まれる。  
（ ｢法然上人行状絵図」から逆算） 
・永治元年 1141年 直実、生まれる。  
 （『続群書類従』巻６上の系図から逆算：「直実入道
蓮生一代事跡」（蓮池院蔵） ） 
・保元元年 1156年 
直実、源義朝方として、保元の乱に参加 保元の乱
・平治元年 1159年 
直実、源義朝方（悪源太義平）として、平治の乱に参
加。 （平治の乱 『平治物語』より） 
  18



・仁安２年 1167年   平清盛、太政大臣となる。   
・治承４年 1180年 直実、石橋山の戦いに平家方として参加 源頼朝、伊豆に挙兵
する 。（「吾妻鏡」8月23日条） 直実、常陸国の佐竹合戦に鎌倉方として参加 石
橋山の戦い、富士川の戦い 。（「吾妻鏡」11月4日条、11月7日条） 

・寿永元年 1182年 
　直実、佐竹合戦の戦功により、熊谷郷を管轄に 。 （ 「吾妻鏡」6月5日条） 
・寿永２年 1183年   源義仲、入京する。   

・寿永３年 1184年 
　直実、源範頼に従い、宇治川の戦いに参加。  （『平家物語』） 
　直実、源義経に従い、一ノ谷の戦いに参加、平敦盛を討つ。  （『平家物語』）、
（「吾妻鏡」2月7日条） 

・文治元年 1185年   壇ノ浦の戦いで、平家滅亡する。 
　　　　　　　　　　　　（源頼朝、諸国に守護地頭を設置） 
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・文治２年 1186年   法然上人、大原談義。   
・文治３年 1187年 　直実、鶴岡八幡宮放生会流鏑馬の的立役を拒否、所領の
一部を没収される 。（  「吾妻鏡」8月4日条） 
・建久２年 1191年 ３月１日　蓮生、子息に屋敷地及び熊谷郷のうち二十町を譲
る。源頼朝、政所を設置する 。（「熊谷家文書」１号） 
・建久３年 1192年 直実、久下直光との所領争いに敗れ、出家する 源頼朝、征
夷大将軍となる 。（「吾妻鏡」11月25日条） 
直実、伊豆走湯山の専光房に上京を諫止される。
（「吾妻鏡」12月11日条、12月29日条）
・建久４年 1193年 蓮生、法然の門を叩く  。（「自筆誓願状」の記述から逆算） 
・建久６年 1195年 ２月９日　蓮生、子孫への置文を書く。
（「熊谷家文書」252号） 
蓮生、京都より参向し、源頼朝に仏事・兵法を語る。 （「吾妻鏡」8月10日条） 
このころ、「東行逆馬」「十念質入」の故事が生まれる。     
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・元久２年 1205年   興福寺の貞慶、専修念仏の停止を訴える。  
・元久３年 1206年 10月２日　蓮生、夢記を記す。 （「自筆誓願状」（後半部分）） 
・建永元年 1206年 ８月　蓮生、武蔵国村岡の市に立札し、明年2月8日の往生を
予言する。 （ 「法然上人行状絵図」） 
・建永２年 1207年 ９月４日　蓮生、熊谷にて没する 朝廷、専修念仏を禁止。
　法然上人、土佐へ流される（建永の法難） 。（「法然上人行状絵図」 ）
　蓮生、高野山知識院にて没する、84歳。   （「熊谷系図」・「熊谷家文書」） 
・承元２年 1208年 蓮生、京都東山草庵にて没する。   「吾妻鏡」10月21日条 
　蓮生、没する、68歳 　（ 『続群書類従』巻６上：「平姓熊谷系図」） 
　蓮生、京都黒谷にて没する、68歳。   『続群書類従』巻６上（「北条系図」） 
・承元３年 1209年 ９月14日　蓮生、熊谷にて没する、84歳。 （ 『続群書類従』巻
６上：「熊谷系図」） 
・建暦２年 1212年   法然上人、没する。   
・承久３年 1221年 ９月14日　蓮生、熊谷にて没する。 （「熊谷家代々系図」 ）
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熊谷寺（ゆうこくじ）
　武将として名高い熊谷直実は、永治元年
（１１４１）に熊谷の館で生まれ、久下直光に
養育された。直実が生まれた熊谷館という所
が、今の熊谷寺に当たる。直実は源頼朝に
「日本一の剛の者」と評せられた武蔵武士で
あり、「一の谷の合戦」では、敦盛を討ち取り、
出家する。世の無常を感じ、蓮生法師となっ
た直実は、熊谷に戻り、小さな草庵で余生を
送った。直実の没後３５０年余り、庵は荒廃し
た。蓮生を慕い、この地を訪ねた京都の高僧、
幡随意上人がその地に、熊谷寺として再建。
やがて熊谷寺は幕府から寺寮３０石を預か
り、門前の熊谷宿周辺は栄えたと言われて
いる。
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熊谷氏の家紋

源頼朝との出会い 
　1180年、平清盛によって伊豆に流されていた源頼朝が34歳で挙
兵し、平氏軍と石橋山(神奈川県小田原市)で戦う。
平氏軍の大庭景親に大敗を喫し、敗走した源頼朝は山中に逃げ
込み、わずかな部下と共に洞穴(しとどの窟)に身を隠す。 

　この時、大庭景親に従って「石橋山の戦い」に参加していた直実
は、梶原景時と共に、源頼朝が隠れている洞穴を発見するが、洞
穴から二羽の鳩が飛び立つと「人は見当たらず」と、源頼朝を見逃
し、以後、直実が源頼朝の御家人となったため、熊谷氏の家紋は
二羽の鳩が描かれるようになったといわれている。  

23



日本一の剛の者 
　その後、態勢を立て直した源頼朝は、源氏に従わない常陸国
の佐竹秀義を討つべく金砂城(現在の茨城県常陸太田市)を攻め
た。直実はこの戦いに一族郎党を引き連れて出陣し、抜群の武
功を挙げると、源頼朝は「直実は日本一の剛の者だ。」と褒め称
え、直実に熊谷郷の支配権を与える。 

「宇治川の戦い」：源頼朝に木曾義仲が敗れた「宇治川の戦い」
で、義仲軍は頼朝軍の京都進入を阻むため、宇治川にかかる橋
の橋板を外したので、橋げたのみが残っている状態となるが、源
頼朝の弟・源義経の指揮下でこの戦いに参戦していた44歳の直
実は、16歳の息子・直家と共に橋げたを足場にして敵陣に向かっ
ていき、敵からの攻撃に対してはお互いをかばいながら、勇猛果
敢に先陣をきっていった。
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　　　　一ノ谷の戦い 
　1184年、平氏一門の多くが討たれ、源平の形
勢が大きく源氏に傾いた「一ノ谷の戦い」で、直
実は、正面から攻める源範頼の主力部隊ではな
く、源義経の奇襲部隊に所属する。直実は息子・
直家と共に一番乗りで平氏軍に突入するも、直
家が矢に射抜かれ深手を負う。
　息子の負傷により、一層に手柄を欲した直実
が海岸を走っていくと、形勢不利とみて逃げ出す
平氏軍の船と、それに乗ろうとする武者を見つけ
た。直実はその武者を大声で呼び止めると、手
にしていた扇を振りながら一騎打ちを挑む。 
　そして「平家物語」の名場面「敦盛の最期」へ  
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武者は振り向くと「おう！」と返事をすると勇敢にも直実に
応じた。

　直実が武者を馬から落として組み伏せると、武者は我
が子・直家と歳の変わらぬ若者であったため、若武者を
見逃してやりたくなって直実が名前をたずねると、若武者
は「首を取って人に見せれば名は分かる。良かったな。私
は良い手柄になるぞ。」そう威風堂々と答える。 
 
　実は若武者の振る舞いに感動し、さらに今日の戦いで
息子が負傷しただけで自分の心は痛んでいるのに、この
若者が討ち取られれば、その父親はいかに悲しむだろう
と考え、すでに今日の戦は源氏の勝ちが決しており、この
少年一人を討ったところで戦の結果が変わるわけでもな
いと思い、ますます見逃すことを心に決めた。
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　しかし、その刹那、背後に味方の武者50騎ほど
が迫っていることに気付く。直実は、その若武者
の首を涙ながらに斬り落とす。
　直実は首を落とした若武者が腰のあたりに、錦
の袋におさめた笛をさしているのに気が付くと、朝
に平氏軍から聴こえてきた音色を思い出し、何万
人といる源氏軍には戦争の最中に音楽を奏する
ような教養と風雅を備えた者は一人もいないと思
い、ますます胸がしめつけられるのであった。
　平敦盛を討って以降、直実から勇ましい雰囲気
は失せていき、直実の苦悩は日に日に深まって
いった。
　その後「壇ノ浦の戦い」で平氏は滅亡し、勝った
源氏の頭領である源頼朝が征夷大将軍に就任し、
鎌倉幕府が成立する。
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武士から仏の道へ

寺院 
1193年、法然が生まれた美作国久
米南条稲岡庄に誕生寺を建立。
開基：熊谷山蓮生寺（日高町）、 
開基：蓮池院熊谷堂（京都市）、 
開基：熊谷山仏導寺（長野市）、 
開基：熊谷山蓮生寺（長野市）、 
開基：熊谷山蓮生寺（藤枝市）、 
開基：蓮生山熊谷寺（熊谷市）、 
開基：熊谷山法然寺（京都市）、 
開基：報国山光明寺 (長岡京市)、 
開基：熊谷山宝樹寺（京都市）など。 
中興：応頂山勝尾寺（箕面市）など。  

熊谷直実は直情型の、熱い武将だった。 
1187年、鶴ヶ島八幡宮での流鏑馬の際し

ては、源頼朝からに「的立て役」を命ぜら
れるが、弓の名手である直実には屈辱的
で、頼朝の説得にもかかわらず、拒否した
ために所領の一部を没収されてしまう。ま
た1192年、養父であった久下直光との所

領争いでは、幕府に訴え出て頼朝の裁判
を受けることになったが、その面前で「どう
せ不利な判定が出るに決まっている」と
怒って書類を叩きつけ、飛び出してしまう。 
熊谷郷に戻る途中、直実は髪を切り、武士
を捨てる決意をする。 28



「東行逆馬」

蓮生は京都から関東にもど
るとき、西を背にすると、浄
土の阿弥陀仏に背を向ける
と言って、鞍を前後さかさま
において、西に背を向けず
に関東に下ったという。「浄
土にもがうのものとや沙汰
すらん、西にむかいてうしろ
みせねば」（直実の歌）。 

29
「東行逆馬」（「見聞記」より）



【奴稲荷神社】
 熊谷弥三左衛門稲荷

熊谷次郎直実を戦場で守ってくれ
た、稲荷の化身に対して直実の館
内に祠を立て、稲荷を祀った。

江戸時代に男児を病魔から守るた
め、髪を奴姿に刈り、年数を決めて
月参りをさせた。　歌川豊国の錦
絵「子育奴稲荷」（右図）で有名

【千形神社】：熊谷直実によって創
建されたとも伝えられる古社。宝暦
年間（1751-1764）より千形神社境

内で、千形相撲という草相撲が続
けられていた。 30



直実が現代へ
・平家物語』「敦盛最期」の段における平敦盛との
一騎討ちは、直実は敦盛とともにこの故事の主人
公として、能の演目『敦盛』、幸若舞の演曲『敦盛』 
などに描かれている。現代でも人気の演目に。
・「直実節」：熊谷市内の小中学校などで演舞され
ている。
・熊谷市のマスコットキャラクター
「ニャオざね」
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32

北村西望「熊谷次郎直実像」の

台座には、
「熊谷の花も実もある武士道の
かおり高し須磨の浦風」
と書かれている。

直実の気高さ、無骨さ、そして温和さ、

穏やかさから熊谷人の源流を知る。

終


