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土佐学協会 NewsLetter 
  No.16  2010 年 5 月 

 

第 4 回土佐学大会と総会を開催しました！ 
第 4 回土佐学大会の様子を、土佐学協会理事長・竹村昭彦 (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！」(http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/)より抜粋してご紹介いた

します。 

*-------------------------------------------------------* 

 

「第 4回土佐学大会」は、高知女子大学永国寺キャンパス講義棟 203 教室で 13時からの開催。今

回の大会のテーマは、「土佐の面白いこと再発見」。 

12 時半から受付開始。ご来場者の方々が集まりはじめ、結局会員 28 名非会員 33名の合計 61 名も

の方々にご参加いただいたがぜよ！(最終は 68 名：事務局注) 

13 時からは開会行事。まずは成田十次郎会長のご挨拶。続いては理事長のワシがご挨拶さいても

うたがやき。 

 

１．公開座談会「元親と龍馬を繋ぐ○(モノ)？！ 

ほんでいよいよ本大会のメインでもある公開座談会、「元親と龍馬を繋ぐモノ？！」のスタートな

がよ。ご登壇者は、高知県立歴史民俗資料館の宅間一之館長さんと、ひまわり乳業代表取締役で、土

佐史談会理事でもある吉澤文治郎さん。コーディネーターは当協会理事の大野加惠さんながやき。 

長宗我部元親と坂本龍馬やけんど、300 年の隔たりがある 2 人は、実はぞんがい繋がっちゅう部分

があるっちゅう話ながやき。 

宅間館長さんは、龍馬はどこまでが歴史でどこまでがフィクションか分かりにくいし、元親は元親

で戦国時代のことやき、ナマの資料がほとんどのうて、後世に書かれた「土佐物語」らあの軍記物が

中心資料になっちゅうき、これまた史実が分かりにくいっちゅうがよ。また長宗我部は、四国の他県

じゃあ侵略者やき嫌われちょって、史跡らあも残されてないし、高知県でも国分地区や安芸じゃあお

んなじ状況ながやと。 

 

◇ 先見性が共通点！、明智光秀が接点に？ 

そんな中でっちゅう前提で、元親と龍馬を比較したとき、先見の明があって人

より一歩も二歩も先んじた活動をしたっちゅう共通点があるっちゅうて、宅間館

長さんはおっしゃるがやき。日本全体を視野に入れて、眼前に広がる海も視野に

入れて行動したっちゅう点が二人の共通点やないろうかっちゅうがぜよ。 

文治郎さんは、坂本龍馬は明智光秀の一族の末裔やと語っちょったっちゅう点

で、それが事実やったとしたら、長宗我部元親ともつながってこぢゃんと面白い

っちゅうがよ。明智光秀の家紋も坂本龍馬の家紋も、おんなじ桔梗ながやき。元

親は、正室も側室も明智光秀の一族の者から来ちょって、つまり光秀と姻戚関係
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にあったっちゅうがよ。本能寺の変は、光秀が親戚である長宗我部氏を守るために起こしたっちゅう

「四国説」も、最近クローズアップされてきゆうっちゅうがやき。つまり、この説を採り、明智光秀

を主役的なあつかいにすりゃあ、長宗我部元親の大河ドラマはあり得るがやないろうかっちゅうがよ。

さらに明智光秀を真ん中に置きゃあ、長宗我部元親と坂本龍馬をつなぐ接点になるっちゅうがぜよ！ 

宅間館長さんは、元親の正室についても二説あるし、様々な俗説も入り乱れちゅうき、断定するこ

たぁ難しいとした上で、確かにそういう考え方で元親と龍馬をつなぐっちゅう発想は面白いっちゅう

がやき。 

 

◇ 歴史は現地に立ち想像を膨らませると楽しい 

文治郎さんは、歴史っちゅうんは、史跡らあの現地に行って、その歴史上

の人物の気持ちになっていろいろ考えてみるっちゅうこと、これがこぢゃん

と楽しいっちゅうがよ。 

岡豊城跡も、南に降りたあたりの見晴らしのえいとこから南を眺めてみる

と、なんで元親がまず土佐を統一しょうとしたかが、シュッと分かるっちゅ

うがやき。あの山に立って眺めたら、土佐の中原が一望で太平洋まで丸見え

ながよ。周囲の豪族らあの土地も、すんぐ手の届きそうなくに丸見えながや

き。ほいたら、ここを落として、次はあそこを落としてっちゅう具合に勢力

を拡大していこうと、誰やち考えてしまうがやないろうかっちゅうがぜよ。

そういう意味じゃあ、岡豊の山はあんまり高過ぎず、低過ぎず、ボッチリの

高さながよ。そんな条件を満たしちゅう山としちゃあ、土佐じゃあ岡豊の山

と朝倉の山の 2つやないろうかっちゅうがやき。 

宅間館長さんも、この意見にゃあ同感やっちゅうがよ。ほんで、あの戦国

時代に四国の僻地の元親が中央とこぢゃんとつながりを持っちょったっちゅう先見性を指摘するが

やき。築城の最新技術らあも中央から取り寄せ、その技術力は当時のトップクラスにあったっちゅう

がよ。ほんじゃき、元親にゃあ、中央にブレインがおったがじゃないかと言われゆうがやき。そんな

ことから元親は、やっぱし天下を狙いよったがじゃとも言えるっちゅうがぜよ。 

ほんで文治郎さんは、龍馬についても元親とおんなじように、アノ八畳岩からの眺めがこぢゃんと

影響を与えちゅうがやないかっちゅうがよ。土佐が一望できて太平洋まで丸見え。高知城らあてこん

まいもんに見えるがやき。この風景が、その後の龍馬の考えを決定づけたがやないろうかっちゅうが

よ。 

宅間館長さんも、まったくこれにゃあ同感やっちゅうがぜよ。 

また、大河ドラマ「龍馬伝」について、吉田東洋の先祖は本来長宗我部の家臣やったに、なんで上

士になれたがなっちゅう意見があるけんど、実は吉田家は相模の国の首藤山内氏の子孫で、一豊の山

内家たぁ本来同族やったっちゅうがやき。ほんじゃき他の長宗我部の家臣たぁ別格で、スッと上士に

取り立てられたがじゃっちゅうがよ。 

 

◇ 純信、お馬事件の時、龍馬達はどうした？ 

また文治郎さんは、歴史上の妄想を暴走させるがが好きやっちゅうて、ちくと脱線話もしてくださ

ったがやき。よさこい節に歌われた純信とお馬の話の時に、龍馬さんは何歳でどこにおったかを調べ

たら、純信 35歳お馬 15歳(年は満)で思案橋付近で晒し者にされたがは安政 2 年。こん時龍馬は満

21 歳で、ちょうど一回目の江戸での剣術修行から帰ってきたとこやっちゅうがよ。 

ほいたら、美人で有名やったお馬さんやき、あの好奇心旺盛な龍馬やったら、絶対見に行っちゅう

はずやっちゅうがぜよ。好奇心旺盛な河田小龍も見に行ちゅうはずやき、後年、追放された純信から
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お馬さん宛の手紙を預かったりしちゅうがやろう。岡田以蔵の家は山田番所のしゅっとそば。晒され

ちゅう二人を見て武市半平太道場に通うて、「先生、今日は面白いもんを見てきました…」とやった

がじゃなかろうかと。けんど、半平太の性格を考えたら、二人を見にはいかんかったろう、ちゅうこ

とながよ。 

 

◇ 二人とも優しい 

会場からの意見では、元親は若い頃は姫若っちゅうて言われたばあのナヨイ男やったと言われちゅ

うし、龍馬も若い頃はタッスイ男やったと言われちょって似いちゅう。本来、優しい男やったっちゅ

う点も、元親と龍馬の共通点になるがやないかっちゅうがよ。 

 

◇ 大河ドラマ「龍馬伝」後の高知の取組 

さて、来年の大河ドラマはお江の方が主役やけんど、原作の中じゃあ、お福(家光の乳母の春日局)

が昔土佐にかくまわれちょったっちゅう話が出てくると、宅間館長さんはおっしゃるがやき。 この

あたりから運動していきゃあ、面白いがやないかっちゅうがよ。また、本能寺の変が起きることを元

親が知っちょったっちゅう設定で描きゃあ、さらに面白うなるっちゅうがやき。 

さらに、最近山本一力さんがオール讀物で、土佐七色紙を創製した養甫尼(長宗我部元親の妹)を主

人公にした「花つぶて」を連載開始したき、このあたりの話も加えたらさらに面白いっちゅうがよ。 

文治郎さんは、行政の方々にお願いしたいことはたったひとつ、史跡らあで妄想しやすいように、

眺めを遮るような木らあは伐採してほしいっちゅうがやき。 

 

◇ 生まれ育った土地の歴史や文化を知る事が大切 

こんな楽しい話や興味深い話らあがドンドン飛び出したがやけんど、まとめとしちゃあ、今の教育

にゃあ、フィールドワーク的な部分が欠如しちゅうがやないかっちゅうがよ。英語を学べじゃ、海外

じゃ、グローバルじゃ言うけんど、まずは自分の生まれ育った郷土を知るっちゅうこと！これが一番

の基やっちゅうことながぜよ！子供が家の近所で遊びゆう時、何かの石碑が立っちゅうとする。それ

が何かを子供に聞かれた時、両親や近所の人が、誇りを持ってそれをシュッと説明できるようながが

理想やないかっちゅうがやき。そういう意味じゃあ、ボランティアガイドみたいな方々が、県内各地

の地域におるっちゅうこと、牽引車になるような方々が各地域におるっちゅうことが、一番の街起こ

しになるがやないかっちゅうことで、2時間近うにわたった座談会は、無事終了したがぜよ。 

宅間館長さん、文治郎さん、そしてコーディネーターの大野さん、まっことありがとうございまし

た！  

 

２．研究会報告 

大好評やった公開座談会後は、ちくと参加者が減って、まずは各研究会報告ながよ。土佐学協

会の 4つの研究会の座長が、この 1年間の活動と今年の活動らあについて、5 分ちょいばあ報告

したがやき。 

まずは「地域文化デジタルアーカイブ研究会」は大野加惠座長。続いて「土佐酒学研究会」は

ワシ、竹村昭彦座長。お次の「土佐のお茶研究会」は水谷利亮座長。最後は「土佐の自然・暮ら

し・文化研究会」の柿内光彦座長の報告やったがよ。 

 

３．一般研究会報告 

 

ほんで引き続いては、発表 10分・質疑 5 分の一般研究報告。 
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◇ 歴史から見た、私たちの「土佐」～明智光秀と龍馬～」<坂本世津夫(高知大学)> 

まずは高知大学教授・土佐学協会副理事長の坂本世津夫さんが、「歴史から見

た、私たちの「土佐」～明智光秀と龍馬～」っちゅうテーマで報告されたがやき。 

長宗我部元親は明智光秀たぁ姻戚関係にあり、坂本龍馬の先祖坂本太郎五郎は、

本能寺の変のあとに明智光春の子供が土佐に逃れ、旧才谷村に住み着いて百姓に

なったっちゅう根強い伝承があるっちゅうがよ。また、最近話題になっちゅう本

に「本能寺の変 四ニ七年目の真実」(明智憲三郎 著 プレジデント社)があるけ

んど、これは明智光秀の末裔が著者で、こぢゃんと面白い新説を披露しちゅうっ

ちゅうがやき。ほんで坂本さんは今後も、明智光秀と長宗我部元親、そして坂本

龍馬との因縁らあを研究してみたいっちゅうことやったがぜよ。 

 

◇ 巨大絵本づくりを通して<北川 萌氏(高知女子大学文化学部 4 回生)> 

お次は高知女子大学 4 回生の北川萌さんの「巨大絵本づくりを通して」。文化学部の文化祭の「文

化学部夢企画」っちゅう企画コンペで最優秀企画賞をもうたがが「巨大絵本づくり」やったっち

ゅうがよ。女子大の近くに「高知こどもの図書館」があり、そこで近年の子供の読書離れっちゅ

う問題に行き当たり、その解決策のひとつとして、「世界にひっとつだっけのデッカイ絵本を子供

らあと一緒につくろう！」っちゅうことになったっちゅうがやき。ほんで、県内在住のイラスト

レーター中平順子さんの作と絵で、「ずんずくずん」っちゅうオリジナル作品を、住民みんなあの

手づくりで 1 年間かけてつくりあげたっちゅうがよ。縦横 1.8 メートル、全 20ページの巨大絵本

は、有効に活用してもらえるようにしたいっちゅうがぜよ。 

 

◇『入河内・丸ごとキャンパス』と地元学・土佐学―農山村の文化力・教育力と俯瞰的『入河内大

根』づくり―」<水谷利亮氏(高知短期大学)> 

 続いては、高知短期大学准教授の水谷利亮さんの『「入河内・丸ごとキャンパス」と地元学・土

佐学～農山村の文化力・教育力と俯瞰的「入河内大根」づくり～』。安芸市入河内地区で、人・生

活文化・風土・農業らあの地区全体を丸ごとキャンパスに見立て、まち・街の人らあ(風の人)が

農山村・むらの人らあ(土の人)と交流しもって、体験と学習をするもんながよ。ほんで、伝統野

菜である入河内大根づくりを通して、俯瞰的に体験・学習したっちゅう報告やったがやき。 

 

◇「土佐の野菜たち」<長﨑雅代氏(ファームベジコ)> 

 続いては、ファームベジコの長崎雅代さんの「土佐の野菜たち」。 

 まず、高知県の伝統野菜である「弘岡かぶ」と「入河内大根」らあに、野菜

ソムリエとしても農家としてもまっとスポットライトをあてていきたいっち

ゅう話やったがよ。 

また、龍馬の時代から作られよった、龍馬が食べたであろう土佐の野菜らあ

についてが紹介されたがやき。キュウリ、なす、かぼちゃ、スイカ、かぶ、大

根、いんげん豆、ホウレン草、トマト(食用としちゃあ 100 年ばあ前から)、ア

スパラガス(食用としちゃあ昭和になってから)らあがあるがよ。その他にも、

トウモロコシ、落花生、人参、さつまいも、さといも、ジャガイモ、ショウガ、

みょうが、わさび、春菊、ねぎ、にら、レタス、みかん、かき、ぶどう、りん

ご・・・などなど。きっと龍馬さんも、こんな太陽の国土佐の元気いっぱいの野菜や果物を食べ

て、あの龍馬さんに育ったがやろうっちゅうがやき。 

ほんで、高知県としたち今後第二の龍馬さんを育てたいがやったら、味覚教育はこぢゃんと大
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事やっちゅうがよ。14 歳ばあまでに、きちっと味覚教育をしちょきゃあ、舌の味蕾が脳に刺激を

与え、第二の龍馬さんが育つかもしれんっちゅうて、締め括られたがぜよ。 

 

◇「‘日本一のゆずの里’香美市物部町の I ターン就農者」<清原泰治氏(高知女子大学)> 

最後は高知女子大学清原泰治教授の「“日本一のゆずの里”香美市物部町の I ターン就農者」。

物部町の柚子は、青果としちゃあ日本一と言われちょって、柚子玉で一個 300 円ばあで売られゆ

うばあの人気やっちゅうがやき。 

清原先生は、「田舎＝不便で暮らしが大変」と思うちょったら、そりゃあまったくの偏見やった

っちゅうがよ。むしろ、田舎で柚子を栽培しもって暮らすっちゅうんは、上司もおらんし、自由

やし、「心が満たされる生活」で「ゆとりのある暮らし」やっちゅうがやき。「豊かさ＝便利でモ

ノがあふれる生活」っちゅうんは、これからの時代は、まったく「豊か」なことやないかもしれ

んっちゅうことを、物部の柚子の里で学んだっちゅうことながぜよ。 

 

４．土佐学協会総会 

その後は、会員の皆さんだっけ残っていただき、土佐学協会平成 22年度総会を開催したがやき。

まずは清原先生の司会で始まり、成田会長さんのご挨拶。続いては議長選出で、理事長であるワ

シが議長を務めさいていただくことになって、審議を進めさいてもうたがよ。 

まずは会員の状況。平成 22 年 3月 31 日現在の会員数は、会員 95名(一般会員 71名、学生会員

24 名)、賛助会員 13 団体ながやき。昨年度と比べりゃあ、一般会員は 13名減ったけんど、学生

会員は 7 名増えたがよ。全体としちゃあちくと減ったけんど、昨年がちくと急激に増えちゅうき、

まあこんなもんが普通ながやないろかのう。 

 続いては平成 21年度事業報告と収支決算報告と監査報告。その後は平成 22 年度事業計画と収

支予算案。すべて無事ご承認をいただいたがぜよ。こうして平成 22年度総会も無事終了。 

皆さん、まっことお疲れ様でした！ 

 

土佐学年報「たまるか！土佐がはみかえる」第４号を発行

しました！ 
水谷理事の担当で、土佐学年報の第４号を発行することができました。ご寄稿いただきました

みなさまに感謝いたします。土佐学大会にご出席いただいた会員にはすでに配布しました。当日

ご欠席の会員には、このニュースレターに同封してお送りしています。 
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＜土佐酒学研究会からお誘い＞ 

大好評の永田農法「山田錦」田植え体験と農家の方々との交流会開催！！ 

 

「土佐酒学研究会」では本年度の活動といたしまして、昨年一昨年に引き続き土佐酒を俯瞰的

に捉える活動の 3 年目を実施いたします。「日本名門酒会」という地酒販売組織に加盟する四国

各地の酒販店さんらとコラボレーションし、米作りから酒造り、商品企画、製品化、流通、販売、

楽しむ会にいたるまで 1 年かけて体験し、新銘柄「日土人（ひとびと）」まで発売するという内

容は、全国初の大変画期的な試みであり、毎年大好評を博しています。本年も、是非できるだけ

多くの皆様にご参加いただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 ※詳細については、同封のチラシをご覧ください。 

 

 

理事会報告 

第 45 回理事会(抜粋) 

[１] 日時 平成 22年 2 月 16 日(火) 17 時 30 分～19 時 30 分 

[２] 場所 高知女子大学地域創成センター 

[３] 出席者 竹村昭彦（理事長）、大野加惠（理事）、柿内光彦(理事)、清原泰治（理事）、 

小西文子(理事) 水谷利亮（理事）、 

[４] 議題 

1．「土佐学大会」は、5月 16日(日)開催に開催する。テーマと内容については継続審議とする。 

2．長年の検討事項「土佐学マップ」について。大野理事が運営されている「Web 高知」

(http://www.webkochi.net/)の「ぶらりマップ」の内容を活用して作成する方向で検討を進める。 

3．3月 6日開催の「土佐のおきゃく 2010」(http://www.tosa-okyaku.com/)参加イベント「龍馬の晩

酌 ～龍馬の時代と食と酒、晩酌を再現！～」について。 

4．「公益信託こうち NPO 地域社会づくりファンド」助成金給付申請書について。 

5．「土佐の自然・暮らし・文化研究会」が発行する副読本の進捗状況と、「土佐酒学研究会」の今後

の活動予定について。 

 

第 46 回理事会(抜粋) 

[１] 日時 平成 22年 3 月 16 日(火) 17 時 30 分～19 時 30 分 

[２] 場所 高知女子大学地域創成センター 

[３] 出席者 竹村昭彦（理事長）、柿内光彦(理事)、大野加惠（理事）、清原泰治（理事）、  

小西文子(理事) 水谷利亮（理事） 

[４] 議題 

1．「土佐学大会」(5 月 16 日開催)のタイムスケジュールなどについて。 

2．「公益信託こうち NPO 地域社会づくりファンド」から、最高金額の 50万円の助成が決定した。 

3．「土佐学年報〈第 4 号〉」の原稿、特集、内容、スケジュールについて。「年報」の特集は、「坂本

龍馬特集」とする。 
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第 47 回理事会(抜粋) 

[１] 日時 平成 22年 4 月 20 日(火) 17 時 30 分～19 時 30 分 

[２] 場所 高知女子大学地域創成センター 

[３] 出席者 竹村昭彦（理事長）、坂本世津夫(副理事長)、清原泰治（理事）、小西文子(理事) 

水谷利亮（理事） 

[４] 議題 

1．「土佐学年報〈第 4 号〉」の投稿の状況と印刷スケジュールなどについて。 

2．「公益信託こうち NPO 地域社会づくりファンド」活動報告書、助成金使途報告書、会計帳簿につい

て。 

3．「土佐学大会」(5 月 16 日開催)、および公開座談会「元親と龍馬を繋ぐモノ？！」について。 

4．次号ニュースレターについて。 

5．6月以降の理事会・研究会日程について。 

 

理事会、研究会の日程 

[日時]：６月 15 日(火)、7 月 20 日(火)、9 月 21 日(火) 

 

17 時 30 分～19 時 30 分  理事会 

19 時 35 分～19 時 50 分  土佐のお茶研究会 

19 時 50 分～21 時     土佐酒学研究会 

 

[場所]：高知女子大学永国寺キャンパス地域創成センター 

 

地域文化デジタルアーカイブ研究会は、主にメールで情報交換や日程調整を行い、研究会を

適宜開催します。当年度は、昨年度県に提出した「地域文化の記録・保存・活用に関する提

言」を基に国への提言書をまとめる予定です。また、地域文化デジタルアーカイブ倶楽部と連携

を行うと共に、活動を支え、広げる調整や情報収集等を行います。当研究会活動に参加希望の

方は。座長の大野までメールでご連絡下さい。（大野 メールアドレス：ohno@rigulife.co.jp） 

 

＜編集長敬白＞ 

今年も土佐学大会が終了しました。参加者が多く、議論も盛り上がり、準備に関わった者としては

たいへんうれしい結果となりました。 

年報も発行され、平成 21年度の活動はひと区切り。「さあ、平成 22 年度のスタート!」という気分

です。 

 土佐学協会の新たなステップが「坂龍飛騰」となるように、さあ、みなさん、大いに土佐学を楽し

みましょう！ 

 

＜土佐学協会事務局＞ 

 〒780－8515 高知市永国寺町 5－15 高知女子大学文化学部体育学研究室 

電話：090-2896-6950  FAX：088-873-2895 

E-mail：tosagaku@el.kochi-wu.ac.jp 

事務局対応曜日と時間： 月～金曜 午前 9時 ～ 午後 5 時  (臼杵・海地) 


