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『新年のご挨拶』 

『土佐学の強み』 

会長 中内 光昭 

 

 どのような学問でも言えることだが、恵まれた研究対象を、それに適した手法で研究すれば、

自ずと、優れた結果が得られる。逆に、研究対象や手法が貧弱だったり、それらがミスマッチ

していた場合には、どれほど努力しても「くたびれ儲け」になってしまう。 

 その点、私たちの前に拡がっている土佐学の将来は、幾つかの強みを持っている。ここでは、

二つだけ挙げることにしよう。 

 一つは、土佐という対象のユニークさである。土佐の特長は、その地理的な特殊性から、古

くからの個性が保存されていて、全国的に見ても、極めてユニークかつ貴重な地域である。 

 それは、単に、都からへき遠の地であるだけでなく、「どん詰まり」の地である、という特徴

を持っている。つまり、その地域を通って、文化が往来する「街道筋」ではないという点で、

多くの地域と異なっている。つまり、すばらしい対象に恵まれている、と言える。 

 次に、俯瞰的な視点を大切にする、という手法である。地球から見れば、極めて限られた地

域の、いわばミクロな問題を対象にしながら、常に、グローバル、つまりマクロな、視野で研

究を進めるという手法は、私たちの研究の特徴であり、強みでもある。 

新しい年に、「土佐学協会」を着実に前進させたいものである。 

 

新年のご挨拶 

理事長 竹村 昭彦 

 

あけましておめでとうございます。本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 

さて、昨年 10 月 15 日の発会集会にて産声をあげました「土佐学協会」ですが、個人会員 68

名、賛助会員 14 社となり、3度の理事会も開催され、様々な意見が活発に討議されました。ま

た、「土佐酒学研究会」「土佐のお茶研究会」「絶滅危惧の産業と文化の研究会」という 3つの研

究会も立ち上がり、こちらもそれぞれの研究会にて大変活発な活動を繰り広げつつあります。

当協会の初年度は、本年 3月末までの半年間ですから、4月に開催予定の「土佐学大会（仮称）」

や「年報」の準備は、日数も少なく大変だとは思いますが、これまでにないようなユニークな

視点での「大会」や「年報」が発表できるであろうと、今からワクワクしております。 

「土佐学協会」が標榜する「総合的で俯瞰的」「土佐を元気にする」「身近で誰にでも理解さ

れる」という新しいスタイルの学問が、私達の故郷高知県の発展に少しでも寄与できます 1 年

となりますように祈念して、年頭のご挨拶とさせていただきます。 



俯瞰的研究プロジェクトとしての「土佐学」 
 

副理事長 坂本 世津夫 

 
土佐（高知県）のアイデンティティーを再確認し、土佐の新たなビジョンを考え提言していくための組織

として、平成 18 年 10 月「土佐学協会」が設立された。 

 いま、日本のさまざまな地域においては「地域学研究」が非常にたくさん立ち上がってきている。各地域

においては、それぞれに新たな地域づくりビジョンが求められており、その前提として、地域のアイデンテ

ィティーを再確認する作業が始まっている。新たな地域づくりは、地域に暮らしている人々が全員で「地域」

を理解することから始めなければならない。「理解する」とは、単に知ることではなく、「自ら語れる」こと

が重要である。少し哲学的な話しになるが、「知る」（知識）ことと「語れること」（知恵）の間には大きな違

いがある。従来の学問では単に知ることに主眼が置かれてきたが、地域をまるごと活性化させる為には、地

域に暮らしている人々が全員で地域を語れることが重要となる。今、その為の仕組みづくりがスタートした。 

地域学である「土佐学」を俯瞰的学問として再構築する作業を開始した。テーマの体系化や、地域学の方法

論的モデル（俯瞰的アプローチ）の検討などもおこなっている。具体的には、地域資源（産業資源、文化資

源、人的資源＝人材、歴史、自然・社会環境等）を再認識することにより、地域のアイデンティティーを確

認し、地域を誇れること、地域を説明できる（語れる）能力をつけたいと考えている。 

 

 

土佐に住む私たちが、この土佐で喜びと希望を

持って力強く生きていくためには、そのような人

を育てる「新しい学問」があって、それを小さい

ときからしっかり学び、身につけていることが大

切である。そこで我々は、既につくられ存在する

貴重な知や技をまとめるとともに、新しい知や技

を発掘・創造し、さらにそれらを人々に伝えてい

く方策を求めいこうとしている。 

 

 「土佐学」とは、土佐で生活する人々、土佐を

愛する人々に喜び・希望・活力を与える知や技の

まとまりである。土佐学は、これまでのような分

析的で細分化された専門家のための学問ではな

くて、総合的で俯瞰的（第 17・18 期日本学術会

議吉川会長提案）で、私たちの生活に身近で、誰

にでも理解されるような性格を持つことが望ま

れている（土佐学協会副会長 成田十次郎先生の

ことば）。 

 

 

土佐学協会では、早速に「土佐酒学」研究会、

「土佐のお茶」研究会、「絶滅危惧」の産業と

文化の研究会という3つの研究会を立ち上げて、

高知県の新たな産業の可能性について検討を開

始している。 

 

今後、さらに研究分野・研究テーマを広げてい

きたいと考えている。 

基本スタンスは、新たなものを探すより、まずは自分達の足元をじっくりと見直すことである。 

そして、温故知新である。 
 

 今後、これらの研究会で発見されたことを、高知県地図の上に一つ一つ落としていくことで（俯
瞰的に見ることで）色々なものが見えてくると考えている。 



研究会のご紹介 
 
11月から開催しております「研究会」の様子を、土佐学協会理事長・竹村昭彦さん（司牡丹酒造

株式会社代表取締役社長）のブログ「口は幸せのもと！」より抜粋しご紹介させていただきます。 
ブログには、研究会だけでなく理事会の様子なども詳しく書かれております。 
是非、ご覧ください。http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/ 
 

第１回「土佐酒学」研究会ぜよ！（2006 年 11 月 28 日） 
理事会(17 時～19 時)のあと、19 時から 21 時まで、第 1回「土佐酒学」

研究会が開催されたがよ。理事メンバーも大半が残って参加いただき、他

にも 5名の会員さんが集まっていただいて、ワシを含めて 13 名でのスタ

ートとなったがやき。5～6名ばあ集まりゃあ上出来やろうと予想しちょ

ったもんやき、これっぱあ集まっていただいたことに、チクと感動してし

もうたがぜよ。 

 まずは、座長であるワシからのご挨拶。第 1号のニュースレターにも書

いた通り、「土佐酒学」研究会に対する抱負を、下記の通り述べさいても

ろうたがやき。 

 

 「土佐酒学」研究会じゃあ、全国的にも知られちゅう「土佐酒」について、「ゼネラリスト視点」、「ネ

クシャリスト（関係づける人）視点」で俯瞰的に調査研究し、「土佐を元気にする」っちゅう「ソリューシ

ョン（解決策）視点」で編集し直し、生活に身近で誰にやち理解される「生活者視点」で、発表していきた

いと考えちゅうがやき。「土佐酒」の中から、活力の源となるような「誇り」を持てる物語を、どれっぱあ

探し出せるか、楽しみでワクワクしちゅうがぜよ。 

 

 ほんでまずは、ご参加いただいた会員の野中さん（高知広告センターの会長さん！）から、資料とともに

発表があったがやき。野中さんの資料は、平成 9年度 「高知県地域雇用開発協議会・調査研究報告書」に、

ご本人が書かれた内容。「地域への経済・雇用波及効果の高い清酒製造業」っちゅうタイトルやったがよ。 こ

れによりゃあ、平成 8年の土佐酒の出荷額は 115 億 5863 万円で、雇用者は従業員数 567 人中、県内の人は

557 名（平成 9年度）で、雇用面の効果も大きいと書かれちゅうがやき。ほんじゃき、皆さんもっと土佐酒

を飲みましょうぜやっちゅう野中さんのお話しやったがやけんど、それから僅か 9年で、今や出荷額は 60～

70 億円ばあになっちゅうっちゅう悲しい話しを、ワシからさいてもろうたがよ。ほいたら皆さんから、ああ

したらえいじゃ、こうすべきじゃあ、こじゃんと足るばあ、土佐酒復権へのご意見やあたたかいエールをい

ただき、まっこと嬉しい悲鳴やったがやき。 

 

その後は、以下のようなご意見が、それこそタマルカゆうばあ出されたがぜよ。 

 

●高知の各地の蔵元を集めて、座談会を開催し、どういう考え方で酒造りをしゆうがか、語ってもらう。 

●県外から来たもんにとっては、いろんな土佐酒や美味しい地元食材が食べられる場所がない、もしくはそ

の情報がないがが寂しい。 

●「酒ときどき水」や「チーズ」と合うらあの、目からウロコの情報が知られてのうて、日本酒は悪酔いす

るとかの誤解が多い。もっとキチンと情報発信すべき。 

●新潟の「久保田」のように、地元の和紙を使うたラベル等、他の地元産業らあともっとコラボレートして

いくべき。 

●海外での日本酒人気を、もっと国内で情報発信していくべき。 

●もう一度、「土佐酒で乾杯」運動を復活させる。 

●伝統工芸品の分野では、職人の技と口うるさいこだわりのユーザーの存在が、発展や技術維持に欠かせな

い車の両輪。土佐酒も口うるさいユーザーを大切にすべき。 

 

 他にもここに書ききれんばあ、こじゃんと様々な意見が出され、アッという間に予定の 2時間が過ぎてし

もうたがやき。 

ほんで、まとめとしてワシから、今年度の研究テーマを以下のように決めさいてもろうたがよ。 

 

●土佐で暮らす生活者にとって、日々の暮らしにこじゃんと役立つ、土佐酒の活用法や楽しみ方。また、そ

の情報の発信方法。 



 この内容で、次回第 2回「土佐酒学」研究会にて、皆さんご意見や提案らあを持ってきていただくことに

決定したがやき。次回の第 2回「土佐酒学」研究会 は、12 月 18 日（月）19 時～21 時、「まちの駅」2階で

開催するきに、興味がある方は是非「土佐学協会」にご入会いただき、ご参加くださいや！ 

 

 

「土佐学協会」2つの研究会ぜよ！（2006 年 12 月 8 日） 
第１回「土佐のお茶」研究会 

第１回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
 

18 時から、いつも通り大橋通りの「まちの駅」2階で、「土佐学協会」の「土

佐のお茶」研究会やったがぜよ。座長の坂本世津夫先生を中心に、7人のメン

バーが集まって、こじゃんと様々な意見やアイデアが百出したがやき。 

 

●ドクダミ茶、キシマメ茶、碁石茶・・・らあの豊富なお茶の種類に目をつけ、それらあをちょっとずつ入

れたセットを作り、「ナチュラルな飲むサプリメント」として売り出す。 

●仁淀川流域の放棄茶園のお茶の品質の高さに目をつけ、それを無農薬、無肥料の健康茶としてブランド化

する。 

●土佐茶の歴史や生活文化を調べ、その中から面白い飲み方や楽しみ方らあを抽出し、現代人に受け入れら

れるスタイルを確立する。 

●ペットボトルらあの茶飲料全盛の中で、逆にあらためて「お茶はいれるもん！」っちゅう訴求ポイントを

全国に先駆けて打ち出し、「いれるお茶」として土佐茶のブランド確立をはかる。 

 

みんなあ話しながらワクワクしてくるばあ盛り上がって、まっことこじゃんと面白いことができそうな予

感がするがやき！ 

 

 さてその後は、ちくと休憩をはさんで、19 時 30 分から、「絶滅危惧」の産業と文化の研究会やったがよ。

宮川敏彦先生を座長に、8人のメンバーで、これまた盛り上がったがやき。 

 まずは宮川先生専門の土佐備長炭の話し。NPO 高知県生涯学習支援センターが発行した学習資料「やさし

い炭の話」っちゅう小冊子を配布いただき、まずは炭のお勉強。ちなみに宮川先生は、これまでの活動の集

大成として、「記録〈1995-2006〉土佐の炭」（宮川敏彦 著 弘文印刷株式会社 頒価 1500 円）っちゅうご著

書を、今年の 12 月 25 日に発刊する予定らしいがやき。高知市内の金高堂書店や富士書房、西岡燃料桜井町

店らあで販売されるようなきに、興味がある方は是非お買い求め下さいや。また、直接宮川先生にご注文さ

れても、送ってくださるみたいながぜよ。 

 

 宮川敏彦（ 電話・FAX:088-843-1963）〈1 冊送料 160 円〉 

 

 さて、宮川先生の土佐備長炭のお話しは、こじゃんと面白かったがやき。
まず驚いたがは、備長炭たぁ、なんと黒潮の恵みやっちゅう事実ながよ。原

料のウバメガシは、和歌山、高知、宮崎らあの黒潮文化圏にはえちゅうがや

と。ほんじゃき備長炭といやあ、紀州・土佐・日向が名産地となるっちゅう

がやき。 

 また、備長炭といやあ、何ちゅうたち紀州備長炭が品質的にゃあ横綱らし

ゅうて、土佐備長炭は大関クラスらしいがよ。土佐のは、どういたち、時々

はじけるらしいがやき。けんど、火力と長持ちするっちゅう点じゃあ土佐備

長炭が上やし、価格も紀州よりか安いらしいきに、やりようによっちゃあ、

トップブランドに なれんこたぁないがやないろうか。 

 

 そんな話しをしよったら、絶滅するかと思われちょった土佐備長炭が、近年じゃあナント若手の後継者が

増えて、絶滅危惧じゃのうなってきたっちゅうて宮川先生が言うがぜよ！その理由は、まずは注文に応えき

れんばあ需要が増えてきたっちゅうこと。さらに、自分でウバメガシを切って炭を焼きゃあ、半年働いたら 

400～500 万円の収入があるっちゅう事実からながよ。こりゃなかなかえい商売ながやき。 

 

 そんな話しの中から、土佐らしいいろんな産業や文化を取り上げて、過去 10 年とかの推移を調べ、絶滅黄

信号じゃ赤信号じゃ、既に絶滅じゃ、復活中じゃいうて、リスト化しょうっちゅう話しになったがぜよ。ほ

んで、なんで絶滅赤信号になったか、なんで復活できたからあの、理由らあについても調査していくがよ。



こりゃあなかなか面白いと思わんかよ。ほいたら以下に、今回挙げられた産業や文化らあをいくつか記載し

ちょくぜよ。 

 

 鰹節本節・土佐手すき和紙・打ち刃物・土佐つむぎ（絶滅）・碁石茶・祭り・神楽・神祭・イザナギ流・

古代塗・杉樽・昔の遊び・・・。 

 

 まっこと、こちらの研究会も、こじゃんと面白いことになってきたがぜよ！ 

 

 

第２回「土佐酒学」研究会ぜよ！（2006 年 12 月 18 日） 
 

理事会（17 時～19 時）のあと、19 時から 21 時まで同会場

にて、第 2回「土佐酒学」研究会が開催されたがよ。ちなみ

に第 1回の研究会についちゃあ、「11 月 29 日」の ブログを

ご参照くださいや。理事メンバーも大半が残ってご参加いた

だき、今回から初参加の方らあも集まっていただいて、ワシ

を含めて 11 名での開催となったがやき。 

 

 まずは、座長であるワシからのご挨拶と、初めての方もお

るき、前回研究会のまとめを話さいてもうたがよ。その後は、

沢山の資料をお持ちいただいたメンバーの方もいらっしゃっ

て、こじゃんと盛り上がったがやき。まず資料についちゃあ、

以下のような資料が、皆さんに配布されたがよ。 

 

●「カップ酒人気と海外需要に活路・日本酒の逆襲が始まる」 

●国内での酒類別消費量の推移 

●日本から米国への清酒輸出総額 

●日本酒と商店街の活性化をつなげた成功事例に関する資料 

●日常生活に役立つ、日本酒の活用法及び効能についての資料 

●「風土食（ふうどフード）が、人生を健康で楽しく豊かにする！」（～あな

たを真に幸せにする、食と日本酒の春夏秋冬理論～）〈竹村昭彦著〉 

●「○○を 10 倍おいしくするオトナの裏ワザ！」（春のタケノコ、夏のキュ

ウリ、秋のサンマ、冬の鍋料理） 

●蔵元名や商品名命名の由来や逸話、所在地の自然・風土、所在地の歴史、所

在地の名所・名勝・著名な人物、名物・名産・特産品、四季折々の郷土料理、

蔵元の歴史・・・等々・・・ 

 

 

さらに以下のようなご意見が、それこそタマルカゆうばあ出されたがぜよ。 

●酒そのものに視点・・・醸造の歴史、工業製品としての酒・・・ 

●酒と縁の深いもんに視点・・・食材、料理、作法、酒器・・・ 

●酒と結びつける（コラボレーション）・・・未知への挑戦、反骨精神むき出し、相反の合体、意外性・・・ 

●酒のイメージを換える、替える・・・親しみ、意外性・・・ 

●文章、絵、試作、体験 

●居酒屋らあで、たとえば看板や徳利の銘柄と中身の酒が違うちゅうことが多い。ビールは店も客も銘柄を

指定することが多いに、日本酒は・・・ 

●日本酒を飲まん人や、子供やち興味を持って語りとうなるストーリーが大事 

●「コドモびいる」みたいに、子供も一緒に楽しめるノンアルコールの酒を造る 

●飲酒運転の問題をなんとかできんがか 

●高知の若手蔵元を集めて一緒に座談会を開催し、理念らあをアツク語ってもらいたい 

●居酒屋探険隊 

●土佐酒を使うて、もっと高知を宣伝（海外にも） 

●家庭で土佐酒をたしなむ環境づくり 

●お酒造りは自然との対話。また、お酒を飲むとは、自然や四季を、口を通じて楽しむこと。蔵元らあから

自然との付き合い方を学びたい 



●日本酒の香りや味、甘辛の違いや表現らあが、素人やち、すっと分かるアンチョコはないろうか 

 

 他にもここに書ききれんばあ、こじゃんと様々な意見が出され、アッという間に予定の 2時間が過ぎてし

もうたがやき。ほんで、まとめとしてワシから、今年度の研究テーマを前回の研究会よりかチクと絞り込ん

で、以下のように決めさいてもろうたがよ。 

 

●土佐で暮らす生活者にとって、日々の暮らしにこじゃんと役立つ、土佐酒の活用法や楽しみ方。「こうい

う風景を愛でもって、こういうサカナで、こんな酒を、こういうシチュエーションで飲むがが最高！」とか、

とっておきの飲み方とか、土佐の酒飲みの知恵、酒にまつわる知恵らあを、こんなことがあったらえいねえ

みたいな話しも含めて、まずは集める。 

 

 この内容で、次回第 3回「土佐酒学」研究会にて、皆さんご意見や提案らあを持ってきていただくことに

決定したがやき。次回の第 3回「土佐酒学」研究会 は、1月 23 日（火）19 時～21 時、「まちの駅」2階で

開催するきに、興味がある方は是非「土佐学協会」にご入会いただき、ご参加くださいや！ 

 

 研究会終了後は、みんなあで忘年会。場所はいつもの「花鶴」（高知市本町

3-2-45 TEL: 088-872-3321）さんながよ。今回は、ワシから「深尾」（斗瓶

囲い・純米大吟醸原酒）を 1本差し入れして、みんなあでワイングラスで味お

うてもうたがよ。あとはいつもの「船中八策」と、「花鶴」さん自慢のお料理

の数々を注文。会話も一段と盛り上がり、気が付きゃあまもなく午前様！みん

なあ時間が経つがの早さに、びっくりながよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「土佐学協会」の皆さん、昨年もこじゃんとお世話になりました。 

本年もよろしゅうお願いいたしますぜよ！ 

 
 

 

「土佐学万能地図」（仮称）のネタ（種）募集について 
 

高知県のさまざまな名所や産業や文化、あるいは特徴的な気象などについて、高知県地図

に落としこもうという事業を計画しています。誰がどのようにして実現するのか、という問

題はありますが、12 月 18 日の理事会で、毎回、理事会のたびに情報をみんなで持ち寄って、

少しずつ（チビッとずつ）完成させろうということになりました。 

ニューズレターでもネタ（種）を募集したりして、毎年「年報」に掲載していこうという

ことになりました。 

一人一人が情報を持ち寄ることで、大きなことができます。 

是非、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

地図に落とし込みますので、正確な場所（地図上の正確な位置）と項目（内容）が必要に

なります。是非、色々な情報を事務局までお寄せください（Fax でもＯＫ）。 
 

土佐学協会事務局 〒780-0955 高知市旭天神町２９２－２６ 

電話：０８８－８４０－１１２１ FAX ：０８８－８４０－１２２３ 



「がんばれば、絶滅しないのではないか」 
 

「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 宮川 敏彦 
 

 かつて木炭は、山村や林業研究の大テ－マでした。ところが、1957 年を境に木炭生産が急減し、高度経済

成長と生活様式の変化の中で「親方・子方」の特異な生産関係も崩壊しました。こうした 2つの事情によっ

て、木炭は研究者にとって魅力のあるテ－マではなくなったようです。 

 花盛りだった木炭研究は、1970 年代以降、沈黙の時代を迎えました。70 年代後半になると注目される研究

成果がほとんど見られないのはそのためでしょう。行政の関心も薄らぎ、各県の特用林産協会の活動も弱体

化しました。山間地域の衰退、農林業の苦しさとともに、山村の基幹産業であった木炭生産の多くは、季節

的・副業的意味にしか考えられなくなってしまったのです。 

 

牛の「よだれ」のように 20 年 
 「こんな時こそ、行政も研究者も生産者とともにがんばらねばならんのだ」、世に反して、私は妙な開き

直りを持つようになりました。 

 私が木炭研究を始めたのは 1980 年代の後半です。岸本定吉さんや杉浦銀治さんなど少数の科学者を除くと、

一般の研究者はみんな炭から去っていきました。そのころ高知県内に 350 戸ほどの生産者がいました。最盛

期の 40 分の 1になったとはいえ、山村の有力産業であることに変わりありません。約 90 世帯が土佐備長炭

を焼き、十和村にもカシ黒炭の優れた炭があって、“木炭の土佐”の面目を保っていました。 

 まず、備長炭から始めよう。数年かけて山深く一窯一窯訪ね、ほとんどの生産者のもとに出向いて、何世

代も炭に生きてきた話を聞きました。「新聞社も学者先生も写真家も、次から次へと炭窯にきたが、何を調

べて帰ったのか、ただの一枚、書いたものを送ってもらったことがない」。これが生産者の多くの声でした。 

 こうして 1995 年、炭焼く人に焦点をあて『土佐備長炭』というささやかな記録をまとめました。室戸の生

産者のみなさんが 600 冊も地域で売ってくださいました。大阪で働いている倅に見せる、親戚に送る･･･、と

かいって。それから 10 余年、もうやめようか、もう一年やってみようかと思いながら、たいしたこともでき

ないまま、現在に至りました。ズルズルと来たのは、「備長炭と生産者の調査や研究を自分がやめたら、も

う他に誰もいないのだから」、ということだけでした。  
  

『記録・土佐の炭 1995－2006』 （2006 年 12 月発行） 
 2001 年に書いた「土佐備長炭の技術史的研究」というレポ－ト風の論文を中心に、小さな炭のスケッチ集

を作りました。長い間お世話になった炭の関係者へのお礼として記録本にしたものです。「技術史的研究」

はこれまで誰もしなかったということから少しは意味がありますが、その他大勢の小編は時々のメモや炭の

関係誌に載せた雑文です（少し余分がありますので、金高堂書店、富士書房・桜井町の西岡燃料さんで販売

してもらっています）。 

 第Ⅰ部に「土佐備長炭の学習 ガイド編」を入れました。近年、いろいろな学校で取り組まれている「炭」

をテ－マとした学習に少しでも役立てばと願ってこしらえた教材パンフレット（高知県生涯学習支援センタ

－）の文の転載です。初めての方（中学生や高校生など）にとって一通りの理解の助けになればと思ってい

ます。写真・文とも『土佐備長炭』が原本ですから、代わり映えはしませんが、気が向きましたらめくって

やってください（1995 年以来、昼夜ずいぶん多く、室戸に窯出しなどの撮影に行きましたが、『土佐備長炭』

の時の写真を超えるものがなかなかできません。写真は気力が勝負です。力が弱ったのでしょう、多分）。 
 

 室戸市の新しい風 
 私が一番知って欲しいのは室戸市吉良川町の 28 歳の青年。冨岡くんと乾くんです。短い文ですが、秋の室

戸高校公開講座で発表した話をもとにしています。 

 今、室戸市には 20 歳代の青年が続々？というほどではありませんが、製炭業に入っています。１月には新

しい窯で 20 歳代の夫婦が備長炭を焼きます。春になると、また別の青年が転職、父・森本生長さんのあとを

ついで備長炭を焼くことになりました（吉良川町）。30 世帯ほどになった高知県の備長炭生産者の中で、か

れこれ 7人が 20 歳代の青年です。 

 若い人が働いていると友達もやってきて魅力を感じるのでしょうか、仲間が増えます。森本さんを除き、

おじさん生産者にとって、子どもでも親戚でもありません。喜んで“後継者”を迎え、援助し、指導してい

くのです。室戸に新しい時代が訪れています。青年、中堅、熟練の各世代がそろい、土佐備長炭の未来が明

るくなっています。課題はいっぱいありますが、私にとっても実にうれしいことで、竹村昭彦理事長の話の

通り、「絶滅危機じゃないではないか」となりつつあります。「絶滅危機から未来あるものに」が、私たち

の目標でもありたいと思います。 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ３号では、「進む、炭を話題にした父親・住民参加の学校授業」を紹介します。吉良川小学校・室戸高校・

高知農業高校・鏡中学校・梼原高校の取り組みです。 



土佐学として興味を持つテーマ（集計結果） 
 
「土佐学協会」への入会申込時に、「土佐学として興味をお持ちのテーマ」として挙げられた項目を掲載さ

せていただきます。これらの項目は、それだけでも色々なヒントを与えてくれますが、今後さらに分析し、

重要テーマから研究を開始していきたいと考えております。 
 
 
土佐の教育改革，土佐の教育（こども），教育，土佐の子育て・保育・教育の歴史と今日，学校教育，土佐の

スポーツ文化について，土佐の体育・スポーツ 
 
歴史的文化，歴史，歴史（風土史），幕末の歴史，土佐の歴史（明治期の庶民の実情）と今日，幕末の歴史，

土佐の歴代人物，時代の要の人物を生み出す風土について，土佐の歴史、風土、街並み，山内土佐とそれ以

前の土佐の違い，日本全体における「土佐」の位置付の歴史，土佐の城下町形成の歴史，街の歴史，現存の

史跡，新聞、政治家，南学．江戸時代土佐の指導層、幕末武士に与えた思想的影響。現代土佐人材育成の参

考になるか。 
 
ことば，方言，土佐弁，土佐言葉（語源辞典を編纂中），継承されることなく消え去ろうとしている古語に近

い土佐弁，人と自然のかかわり，人，土佐人のルーツ，人間学としての土佐学("人間性守護の学"）の復興，
土佐人気質，高知（土佐）人気質と文化，土佐人の人生観、世界観、審美観、の特長，土佐の風土と土佐人

の気質，高知（土佐）人気質と文化，日本の故郷に誇りを持っているランキングで高いのが東京。次に福岡

だと思います。芸人にも福岡出身が多い事。又方言等も誇りを持っています。高知もそうなりたい。過去の

偉人も多いのに田舎意識が強い。酒場の遊び（ハシケン等）や方言（高知落語等）。物産の紹介や歴史の研究

等を広く普及させる事が大切。高知県人であることの誇りを持ち、日本中に PR しましょう。はちきんとい
ごっそう・・・便利に使うな!!シャイ・・・情の濃さ？「おれがおれが」「けんどねや」という強い自己主張、
よい面は残しながら弱点を克服 
 
土佐の食事，土佐の食材と伝統料理，土佐の食，土佐の郷土料理，食材の今昔，郷土料理，伝統食とこれか

らの食，土佐の珍味歴史，土佐の加工食品の歴史，土佐の食文化の歴史，地産地消，地産地消（日本酒と土

佐料理），土佐酒とおきゃく文化，土佐酒，郷土酒 
 
酒、料亭、俳人、歌人，郷土文学，自由民権思想・当時の文芸に関すること，伝統芸能等の場空間の構成，

祭り・芸能の総合的研究，伝統的娯楽，着物、活け花，「県展」などで活躍する書家、画家の作品と作風，各

地域における「ハレ」の日の料理と酒のあり方・内容，各地域における神祭（行事、日程なども）のあり方，

プロテスタント、キリスト教の土佐派があるというように思う，寺田寅彦の総合的、俯瞰的学問 
 
農山村文化，文化，文化（酒も含む），地域文化，山村、農村の産業・文化研究，継承されることなく消え去

ろうとしている山村の暮しの技，土佐の農村社会，村落共同体意識、『結』の風習。連帯意識が薄れ崩壊しつ

つある日本社会を救うヒントか，少子化による人口減問題，各地域における相互扶助（生活面の）や青少年

育成システムのあり方，土佐のまちづくり・むらおこし，土佐の町おこし，街の活性化，地域づくり・地域

おこし，中山間地域の活性化について，観光，土佐の街路市・グリーン、ツーリズム・地産地消，土佐観光

の周遊化、ネットワーク化をどう構築するか，自然を生かした観光開発，民家、神社、仏閣、札所，韓国， 
 
土佐の「ものづくり」，「手」と「足」の文化，「現代の名工」に認定された土佐の造園家、陶芸家の技と表現，

地場産業，地域産業，産業，土佐を代表する産業，土地バイオランドの拠点づくり，土佐和紙・炭など産物

（資源），お茶，土佐の産業・地場産業・土佐の経済構造・経済状況，農・林・水産品にかかる加工（利用）

関連技術の検証と振興策，土佐建材新築による地域経済への波及効果，土佐派の家（木工など木の文化），住

環境，土佐の建築文化（大工，佐官，造園），土佐の景観["デザイン"とふりがな]（木材，瓦，シックイ，和
紙），医学・医師 
 
植物民俗関係（民俗植物），焼畑（20年ぶりに池川町ツボイで復活），自然，四万十川流域圏と文化環境（四
万十かいどう推進協議会で風土調査），温暖化の影響をうけ、環境がだんだんと熱帯化していく，石灰岩が多

く、鍾乳洞が大小沢山ある。土佐の自然、風土でなつかしいもの，環境面での循環型社会の構築，環境，土

佐の環境・防災対策 
平成 18 年 11 月 21 日 

以上 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

今年度の活動方針 
 

土佐学協会では、毎月１回以上、理事会を開催し、予算や活動計画を審議しております。12 月の理事

会で、平成 18 年度の予算は上記のとおり決定いたしました。今後、詳細については順次、NewsLetter

等でご報告してまいりますが、ご提案などございましたら事務局までお気軽にご連絡ください。 

今後、研究会・公開講座等の開催、年報の発刊などを順次、検討・実施してまいります。 

また、平成 19 年度から、ホームページなど Web を活用した情報発信も検討しておりますが、本年度

は予算の関係もあり準備することができません。研究会の開催など、詳しい内容（スケジュール等）に

つきましては、お気軽に事務局までお問い合せください。何とぞ、宜しくお願い申し上げます。 

平成 18 年度 土佐学協会予算 
（平成 18年 10月 15日～同 19年 3月 31日） 

 
収入の部 
   （1）入会費   2000円×82＝164,000円 
   （2）会費 
    ・ 個人会費  2500円×68＝170,000円 
    ・ 賛助会費  5000円×14＝ 70,000円 
 
合計                 404,000円 
 
 
支出の部 
  ［事業費］ 
   （1）調査研究費        60,000円 
   （2）年報・会誌等刊行費   130,000円 
   （3）その他          50,000円 
     （小計）         240,000円 
 
  ［管理費］ 
   （1）事務報酬         50,000円 
   （2）借室費・電話代等     18,000円 
   （3）通信費          50,000円 
   （4）消耗品費         20,000円 
   （5）その他          26,000円 
     （小計）         164,000円 
 
合計                404,000円 
 
※備考 平成 18年度土佐学協会予算案の算出根拠について 
 
［1］収入は 10月 15日現在入会申し込み数で算出した 
［2］調査研究費の年報・会誌等の刊行費は、成田先生の案を参考に会費収入との関係で調整した 
［3］事務報酬費は勤務状況（1週 4時間）、会費収入等から総合的に判断した 
［4］借室費・電話代・光熱費等の経費は高知学園短大の指示に基づき計上した 
 

以上



研究会の開催（研究会へのご参加をお願い申し上げます） 
研究会への参加を希望されます方は、ご希望の研究会名とお名前を、事務局までご連絡ください。当日、飛

び込みの参加も歓迎いたします。是非、多くの方々のご参加をお待ちしております。 

また、参加されます「研究テーマ」に関する話題、資料・情報・データなどございましたら、是非、ご持参

ください（参加者へ配布の為、20 部程度印刷しご持参いただければ幸いです） 

研究会の日程など、必要があれば事務局までお問い合せいただければ幸いです。 
 

●「土佐酒学」研究会 
「土佐酒学」研究会では、全国的にも知られている「土佐酒」について、「ゼネラリスト視点」、「ネクシ

ャリスト（関係づける人）視点」で俯瞰的に調査研究し、「土佐を元気にする」という「ソリューション（解

決策）視点」で編集し直し、生活に身近で誰にでも理解される「生活者視点」で、発表していきたいと考えて

います。「土佐酒」の中から、活力の源となるような「誇り」を持てる物語を、どれだけ探し出せるか、楽し

みでワクワクしています！ （座長 竹村昭彦） 
 

     第 3 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 1月 23 日（火） 午後 7時～9時 

     第 4 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 2月 13 日（火） 午後 7時～9時 

      場所：「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 
 

●「土佐のお茶」研究会 
  昔から土佐のお茶は最高の品質でした。特に、仁淀川町（旧仁淀村、吾川村、池川町）のお茶は最高ですが、

原料は静岡に送られて静岡茶ブランドで世の中に出ています。仁淀川町のお茶が素晴らしい理由は、昼と夜と

の寒暖差が大きく、仁淀川から上る霧がお茶の栽培（品質）に適しているからだと思います。しかし、急峻な

地形に植えられているお茶は、高齢化が進む町にとっては、維持・管理が難しい状況にもなっています。仁淀

川町だけでなく、大豊町の碁石茶、四万十のお茶などもあります。「土佐のお茶」研究会では、生活・文化の

中でのお茶の役割、お茶の特性、「土佐のお茶」ブランド化などについて、俯瞰的・総合的に研究を始めたい

と思います。 （座長 坂本世津夫） 
 

     第 2 回「土佐のお茶」研究会 
          平成 19 年 1月 19 日（金） 午後 6時～7時 30 分 

     第 3 回「土佐のお茶」研究会 
          平成 19 年 2月 16 日（金） 午後 6時～7時 30 分 

      場所：「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 
 

●「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
「絶滅危惧」というと、滅びゆく動植物の意味でよく使われますが、土佐学では地域の産業や技術、文化な

どについて考えます。 

「絶滅危惧」は象徴的表現であって、本当は、未来に伸ばしたい「希望」を目ざすものです。「大変だ、大

変だ」ではなく、伝統的な産業や文化について、くらしの中で守り育てたい、みんなががんばれる課題を研

究し、実践できるものを探っていきましょう。地域を広く見渡し、短期・中期にどのようなことができるの

か、住民や地域の共同で取り組める課題を考えます。気長く、楽しくやることです。実践や提案、希望、先

行研究をお持ちよりください。 （座長 宮川敏彦） 
  

     第 2 回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
          平成 19 年 1月 19 日（金） 午後 7時 30 分～9時 

     第 3 回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
          平成 19 年 2月 16 日（金） 午後 7時 30 分～9時 

  場所：「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 

土佐学協会事務局の他、宮川宛にご連絡下さっても結構です。 

〒780-8074 高知市朝倉横町 6-30-3  TEL・Fax 088-843-1963 宮川敏彦 

編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 
 

 

 

 

 

 

 土佐学協会が発足して早くも 2 ヶ月以上が過ぎ、そろそろ「新しい年」を
迎えようとしている。この 2 ヶ月間、事務局体制を整えたり、研究会を運営
したり、みんなで頑張ってきたが、やっと目鼻がついてきたように感じる。 
理事をはじめ、スタッフのみなさんは、一人一人が信念をもち、勢いをもっ

て行動してくださっている。素晴らしいことです。 
これから「土佐」という基盤にしっかりと足を下ろし、地域の価値を再認識

していくことができればと思います。平成 19年は、みんなで素晴らしい年に
しましょう。大きな地図を描きましょう。   （編集責任：坂本世津夫） 
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