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たようで、47 歳の時に和歌所の寄人(職員)に
抜擢された。｢新古今和歌集｣編纂という歴史
的な瞬間に遭遇。そうそうたる歌人に交じっ
て、とても充実して生き生きと過ごしていた
そうです。
励む姿が後鳥羽院の目に留まり、父が勤め
たことのある河合神社の禰宜職がひとつ空
き、院は長明にその職をあたえようとした。
長明は父も歩んだ道でもあり、とても喜ん
だが、同族の強い反対にあい、院はその話を
撤回せざるをえなかったそうだ。院は別の口
を紹介したが、長明は振り向きもせず、宮中

