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五郎に師事した。そして、日本国内はもとより、台湾、中国西南部、
中国東北部、朝鮮半島、シベリア、サハリン、千島列島など、東ア
ジア各地のさまざまな民族の言語、習慣、生活文化を調査したり、
遺跡の発掘調査を行った。その膨大な調査成果の主要なものは、『鳥
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ごあいさつ

　県立鳥居龍蔵記念博物館と県立博物館は、平成28年度に「鳥居龍蔵記念　徳島歴史文化フォー

ラム」を創設し、歴史・文化に関心を持つ中学生・高校生の自主活動を支援する取り組みを始め、

今年2月に第3回目のフォーラムを開催したところです。

　ご存知のように、鳥居龍蔵は、徳島が生んだ世界的な人類学・考古学・民族学の研究者です。

彼は地域研究に一生を捧げ、北はシベリア・樺太から南は西南中国・台湾に至る東アジア全域を

踏査しました。この精力的な活動の基礎はどこにあったのでしょうか。

　鳥居の経歴上の大きな特徴は、学校教育をほとんど受けていないところにあります。その一方

で、20歳で単身上京し、23歳で東京帝国大学の標本整理係に採用され、研究者としての活動を

始めます。以後、数々の海外調査や国内調査を行い、文学博士の学位を授与されるまでになりま

す。このような経歴を振り返ったとき、鳥居の学問的な成功の基礎は、小学校中退以降、東京で

の研究活動を開始するまでのあいだ、郷里の徳島で過ごした10代の頃の活動に求めることがで

きるように思います。

　「鳥居龍蔵は10代をどのように生きたのか？」。この問いに答えを与えるものとして、1887（明

治20）年発行の『東京人類学雑誌』第17号（東京人類学会）があります。そこには、鳥居が17

歳の時に著した「阿波国二古墳ノ記」と題する論文が掲載されているのです。論文の誌面には「二

つの古墳」の図が描かれていますが、これは徳島に所在する「勢見山古墳」（徳島市二軒屋町）と「段

の塚穴」（美馬市美馬町）を表しています。地方在住の少年が行った「手作りの挑戦」が、中央

の学術雑誌に掲載された最大の理由は、彼が行った現地調査にあります。「わたしは見た」「わた

しは描いた」「これがその記録です」。地道な調査に基づく資料は強い説得力を持ちます。そして、

その「挑戦」の受け皿が『東京人類学雑誌』だったのです。若い行動力と、それを受け止める「場」

が呼応して、飛躍のステップがつくられました。

　「徳島歴史文化フォーラム」は、このような鳥居龍蔵の取り組みに学び、歴史・文化に興味を

持つ中学生・高校生の受け皿となり、活動の「場」を提供するとともに、博物館がもつ「ひと」「も

の」「情報」を通じてその活動を後押しし、広く世界で活躍できる「人財」の育成を目指すもの

です。サブタイトルに掲げた「歴史のドアを開けよう！徳島から世界への挑戦！」（裏表紙）には、

そのような思いが込められています。

　2月17日に行われた平成30年度のフォーラムでは、中学生7件、高校生7件の報告があり、関

係者をはじめ86人もの方々が生徒たちの発表を温かく見守ってくださいました。今回、その概

要をこのような冊子の形でまとめて記録としました。学校教育の現場などでご活用いただければ

幸いです。

　最後になりましたが、この事業を実施するにあたり、ご協力いただきました皆様に、心より感

謝申し上げます。　

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館・徳島県立博物館

館長　新　居　美佐子
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■中学生の部■　10：00 ～ 12：00

　 研究報告１　「天橋立周辺の歴史的建造物について」
　　　　　　　　　　　　　小松島市立小松島南中学校	 福住 茉梨

　 研究報告２　「遍路でつなげよう ―四国と世界―」
　　　　　　　　　　　　　鳴門教育大学附属中学校	 山中 ちさ　　　　　

　 研究報告３　「瑞巌寺」　
　　　　　　　　　　　　　上板町立上板中学校	 小川 美和

　 研究報告４　「2000年前の製鉄工場 ―阿南市加茂宮ノ前遺跡の鍛冶工房」
　　　　　　　　　　　　　鳴門教育大学附属中学校	 佐藤 理紗子

　 研究報告５　「北井上地区の高地蔵」
　　　　　　　　　　　　　徳島文理中学校	 今井 滉教

　 研究報告６　「徳島のキリシタン遺構について」
　　　　　　　　　　　　　徳島市八万中学校	 橋口 舞綺、橋口 咲郁

　 研究報告７　「渋野丸山古墳について」
　　　　　　　　　　　　　鳴門教育大学附属中学校	 松尾 亜由美

平成30年度　鳥居龍蔵記念  徳島歴史文化フォーラム

プログラム

日時：平成31年2月17日（日）10：00 ～ 17：00
会場：文化の森 イベントホール
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■高校生の部■　13：30 ～ 17：00

　 研究報告１　「第九とアジアと収容所」
　　　　　　　　　　　　　徳島県立川島高等学校	 富本 ひより

　 研究報告２　「旧遍路道の石造物について」　
　　　　　　　　　　　　　徳島県立城北高等学校	 住友 翔馬

　 研究報告３　「江戸時代の洪水対策 ―石井町を中心に―」　　　
　　　　　　　　　　　　　徳島県立川島高等学校	 小川 健司　　　　　　　　　

　 研究報告４　「奥之院から見る旧遍路道のあり方」
　　　　　　　　　　　　　徳島県立徳島北高等学校	 賀川 愛、次本 毬乃　

　 研究報告５　「私が思う最も美しい町 ―うだつの町並み―」
　　　　　　　　　　　　　徳島県立川島高等学校	 佐條 ひかる

　 研究報告６　「藍と木綿の伝統への回帰 ―地域創生に向けての課題―」
　　　　　　　　　　　　　徳島県立小松島高等学校　小松島歴史クラブ
	 小原 颯斗、森 亮太郎、鳥羽 且将、
	 中元 裕哉、細田 龍太、江本 大勝、
	 竹内 彩夏

　 研究報告７　「徳島から戦争を考える」
　　　　　　　　　　　　　徳島市立高等学校　歴史研究部
	 鎌田 安希子、見村 亜希子、
	 上林 未侑、山本 はるか
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一願一言地蔵（ひとこと地蔵）成相寺　本堂

小松島市立 小松島南中学校
福住 茉梨

天橋立周辺の歴史的建造物について

　夏休みに家族で京都府の天橋立に旅行する計画を立てていたので、この機会に天橋立周辺
の歴史的建造物について調べようと思った。そこでインターネットを利用して、歴史的建造
物の概要や、天橋立に伝わる神話などについて調べた。現地では、西国三十三ヶ所霊場の第
二十八番札所である成

なり

相
あい

寺
じ

や、丹後の一宮である元
もと

伊
い

勢
せ

籠
この

神
じん

社
じゃ

を訪れ、その縁起や伝説を確
認した。その結果、様々な伝承が変化しながら現在に伝わっていること、また、龍にちなん
だ言い伝えが多いことに気づき、天橋立が古くから神聖視されていたことがわかった。

天橋立、成相寺、元伊勢籠神社（京都府）

京都府立丹後郷土資料館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財

中学生の部
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　鳴門教育大学附属中学校
山中 ちさ

遍路でつなげよう　―四国と世界―

　家族で札所巡りをしているときに、意外に地元について知らないことが多いことに気づき、
「お遍路」を知ることで、徳島や四国についてもっと詳しく知りたいと思った。そこで、図
書館や観光案内所に行き、観光パンフレットや観光雑誌で札所について調べたり、インター
ネットを使って情報を集めた。また、実際に札所寺院に足を運び、遍路を体験した。その結
果、四国遍路は、弘法大師の跡地巡りの旅に、四国ならではの豊かな自然と、地元の方々の
お接待の習慣が加わり、独特の癒やしの旅が完成していたことがわかり、この文化を大切に
守っていきたいと思うようになった。

最
ほつ

御
み

崎
さき

寺（二十四番札所・高知県）、浄土寺（四十九番札所・愛媛県）

徳島県立図書館、徳島市観光案内所

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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上板町立 上板中学校
小川 美和

瑞巌寺

　初めて瑞
ずい

巌
がん

寺
じ

に行った際に、門前の石柱に蜂須賀家の家紋が刻まれていることに気づき、
蜂須賀家と瑞巌寺の間に、何か特別な関係があるに違いないと感じた。また、由緒のある寺
院であると思い、その歴史に興味を持ち調べてみようと思った。そこで、境内にある石塔や
灯籠などの石造物、仏像や梵鐘、庭園の名水などを取材し、それぞれについて、徳島県立図
書館やインターネットを用いて調べた。その結果、瑞巌寺と蜂須賀家には古くからの関係が
あり、江戸時代を通じて藩の保護を受けていたこと、境内に数多く設置されている灯籠にも
造立時期に差があり、笠の角の反り方で判断できることなどがわかった。

瑞巌寺（徳島市）

徳島県立図書館、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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２０００年前の製鉄工場
　―阿南市加茂宮ノ前遺跡の鍛冶工房

　『魏志倭人伝』を読む機会があり、「其の山に丹有り」と書かれている部分に興味をひかれ、
「辰砂」について詳しく調べようと考えていた。そのとき新聞報道で、阿南市加茂宮ノ前遺
跡のことを知り、このような大規模な鍛冶炉を持つ集落を研究したいと思った。そこで、レ
キシル徳島や徳島市立考古資料館の展示を見たり、宮ノ前遺跡の現地を見学するとともに、
埋蔵文化財センターの講演や「阿波古事記研究会」に参加し研究した。そして、宮ノ前遺跡
の鍛冶炉が、弥生時代から古墳時代前期の全国の鍛冶炉遺跡と比較し大規模であることから、
古代の阿波には、このような集落を営めるほど力のある人々が住んでいたと考えた。

レキシル徳島（徳島県立埋蔵文化財総合センター）、徳島市立考古資料館

加茂宮ノ前遺跡（阿南市）、一針 B遺跡（石川県）、古志本郷遺跡（島根県）、小丸遺跡（広
島県）、大塚遺跡（福岡県）、庄・蔵本遺跡（徳島市）他

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財

鳴門教育大学附属中学校
佐藤 理紗子
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　徳島市の北井上地区には、高い台座に乗ったいわゆる「高地蔵」がたくさん造られている。
なぜ高い台座に乗っているのか、また、なぜ特定の地域に集中的に見られるのか、洪水との
関係を含めて調べてみたいと思った。そこで、県立図書館などで資料を調べるとともに、現
地を訪れ、14基の高地蔵を確認し、それぞれの様子を調査した。この成果を、像の型式や
造立年代により分類したところ、高地蔵の大半は江戸時代後期に造られたこと、また、大規
模な洪水の直後に造られており、慰霊の意味を持つことがわかった。現在、高地蔵は破損や
風化が進んでおり、早急な対策が必要だと思った。

佐野塚の地蔵、芝原西沢の地蔵（徳島市）他

徳島県立図書館

北井上地区の高地蔵
徳島文理中学校

今井 滉教

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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徳島のキリシタン遺構について

　徳島歴史文化フォーラムのガイダンスツアーで、勝瑞城跡近くの観音寺にある小さな石造
物が聖母マリア像の様に見え、キリシタン関連遺物ではないかという説明を受けた。また、
今年の7月には、長崎と天草の、潜伏キリシタン関連遺産が世界遺産登録されたことを父か
ら聞き、徳島県のキリシタン遺構について調べてみたいと思った。そこで、県立図書館で関
連の資料を調べ、徳島市立徳島城博物館では、実際にキリシタン灯籠を見学した。その結果、
徳島にもキリシタン関連の遺構があることを知るとともに、「潜伏」や「かくれ」の言葉に
象徴される、日本のキリシタンの厳しい歴史がわかった。

喩
ゆ

伽
が

権現（徳島市八万町）、童学寺（石井町）、壽量寺（徳島市寺町）

徳島県立図書館、徳島市立徳島城博物館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財

徳島市 八万中学校
橋口 舞綺、橋口 咲郁 
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渋野丸山古墳について
鳴門教育大学附属中学校

松尾 亜由美

　学校の授業で日本の歴史について学び、古墳について興味を持った。徳島にも多くの古墳
があることを知り、県内最大規模の前方後円墳である渋野丸山古墳を調べてみたいと思った。
そこで、渋野公民館で参考資料をいただき、実際に渋野丸山古墳を見に行った。また、徳島
市立考古資料館に行き、渋野丸山古墳出土の埴輪を見学した。その結果、渋野丸山古墳は、
墳丘が県内では突出して大きいことや、墳丘の形が畿内と共通すること、また、この古墳を
最後に県内では前方後円墳が造られなくなるなど、徳島の古墳時代の社会や政治のあり方を
考えるうえで、非常に重要な古墳であることがわかった。

渋野丸山古墳（徳島市）

徳島市立考古資料館、徳島市渋野公民館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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第九とアジアと収容所
徳島県立 川島高等学校

富本 ひより

　もともとベートーベンの交響曲第九番が好きで、板東俘虜収容所には興味があった。また、
徳島県の県立中学校の１・２年生は、2015年から毎年開かれる第九関連のイベントに参加し、
第九の合唱をしており、私も中学生の時に参加した経験がある。このようなことから、第九
と収容所について調べてみようと思った。そこで図書館で資料を探し基本事項を調べたうえ
で、鳴門市ドイツ館を見学した。ここでは、資料や模型などの展示を無料で見学できる。ま
た、隣接する板東俘虜収容所跡を訪ね、当時の収容所生活を想像した。このような活動をと
おして、歴史の中で育まれた板東のドイツ兵と近隣住人の絆の大きさを実感した。

板東俘虜収容所跡（鳴門市）

徳島県立図書館、鳴門市ドイツ館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財

高校生の部
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徳島県立 城北高等学校
住友 翔馬

　昨年度から四国遍路に関する研究を行っており、今年度のテーマを決める際、旧遍路道の
存在を知り、その奥の深さと歴史に強く惹かれ、調べてみようと思った。そこで、一番札所
霊山寺から五番札所地蔵寺までの旧遍路道の実地調査を行い、そこに点在する道標などの石
造物について、造立年代や種類・型式を調べた。また、実地調査をもとに、なぜ旧遍路道が
忘れ去られたのか、なぜ石造物が減少したのかを考えた。その結果、各札所間で石造物の分
布や個体数に大きな差が見られること、近年の道路開発や住宅建設等が、遍路道の保全に大
きな影響を与えていることがわかり、早急な対策の必要を感じた。

四国八十八ヶ所霊場（一番札所から五番札所まで）

徳島県立図書館、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

旧遍路道の石造物について

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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徳島県立 川島高等学校
小川 健司

江戸時代の洪水対策　―石井町を中心に―

　最近、温暖化の影響で豪雨による被害が拡大している。現代でも抑制しきれない洪水が、
近世ではどのような被害をもたらし、人々はどのように生き延びることが出来たのかという
ことについて興味を持った。その工夫を調べれば今の時代に生かせるのではないかと思い、
石井町を中心に洪水被害とその対策を調べた。特に洪水対策では、「藍作」、「堤防」、「住居」
の三つの観点から分析した。その結果、近世の人々が、自然の圧倒的な力に翻弄されても、
懸命に知恵の力で乗り越えようとしていたことがわかった。特に洪水の副産物である客土を
利用して藍作を行った思考の柔軟さには驚かされた。

田中家住宅、皇太神宮の石碑、産神社の印石（石井町）

徳島県立図書館、徳島県立博物館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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奥之院から見る旧遍路道のあり方

　家の近くに四国八十八ヶ所霊場三番札所金泉寺があり、小学校の頃からお接待などで関
わってきたことから、深く知りたいと思った。金泉寺について調べていく中で、奥之院・愛
染院の存在を知り、興味を持ち調べることにした。そこで図書館で下調べをした後に、愛染
院を訪れ、住職さんから聞き取りを行った。また、愛染院へ向かう旧遍路道と現在の遍路道
をフィールドワークし比較した。その結果、新旧の遍路道では、所用時間的には大きな差は
無く、道標などもそれぞれ設置されていることから、愛染院の参詣者が少ないのは、奥之院
であることから神聖な場所と思われているためであると考えた。

金泉寺（三番札所・板野町）　同奥之院　愛染院（板野町）

板野町立図書館

徳島県立 徳島北高等学校
賀川 愛、次本 毬乃

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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私が思う最も美しい町　―うだつの町並み―

　「うだつの町並み」については、以前に調べたことがあったが、今回身近な地域の文化財を、
より詳しく知りたいと思い調査することにした。具体的には、図書館で基礎的な資料を調べ、
「うだつの町並み」が、重要伝統的建造物群に選定されていく経過や、選定後の活用に向け
てのステップを確認した。また、町並みをフィールドワークし、建造物の意匠など特徴的な
部分をピックアップした。その結果、今まで知らなかったことを知ることができ、歴史的建
造物が近くにあることが当たり前になっていた私にとって、思いもよらない発見となった。
今後はその美しい風景をSNSなどを通じて多くの人に広めていきたいと思った。

美馬市立図書館

脇町南町重要伝統的建造物群保存地区（美馬市）

徳島県立 川島高等学校
佐條 ひかる

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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藍と木綿の伝統への回帰　―地域創生に向けての課題―

　かつて港町として栄えていた地元小松島がなぜ衰退していったのか、について興味・関心を
持ち、小松島の歴史を知ることで、地域活性化の手立てを探ろうと考えた。今回の研究では、「播
磨藍」と「阿波藍」の関係と、阿波藩の専売制と同じ事例である「姫路木綿」の専売制につい
て調べ、これを比較し課題解決の道筋を探ることにした。そこで、昨年3月に姫路市を訪れ、「播
磨藍」と「姫路木綿」の専売制について調査した。その結果、藍と木綿の関係について、また、
専売制によるブランド化と、近代以降の衰退の原因について理解することができた。

小松島市のフィールドワーク

姫路市書写の里、美術工芸館

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財

徳島県立 小松島高等学校　小松島歴史クラブ
小原 颯斗、森 亮太郎、鳥羽 且将、中元 裕哉
細田 龍太、江本 大勝、竹内 彩夏



1717

徳島から戦争を考える

　徳島市立高校のシンボルの一つでもあるワシントン椰子が、戦争からの復興の象徴である
ことを知り、徳島の戦争について関心を抱いた。そこで、公民館、図書館などで資料調査を
行い、これに基づいて市内の戦争関連の史跡をめぐり、戦争体験者からの聞き取り調査を行っ
た。その結果、戦争体験がすなわち空襲等による被害であるという一元的な捉え方ではなく、
朝鮮半島、満州など大陸における日本の加害者的な側面も含め、生活する地域や生い立ち、
また、社会的な立場によって「戦争のかたち」も異なると考える必要があることに気づいた。

徳島県立図書館、徳島市中央公民館、徳島県立文書館、徳島市立高校図書館

日枝神社、東宗院山門、源久寺（徳島市）

徳島市立高等学校　歴史研究部
鎌田 安希子、見村 亜希子、上林 未侑、山本 はるか

■研究の概要

■利用した博物館・資料館等

■研究対象とした地域・遺跡・文化財
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鳥居龍蔵を語る会 代表　天羽 利夫  氏
鳴門教育大学 准教授　町田 哲  氏
徳島大学 教授　平井 松午  氏
徳島県中学校教育研究会社会部会 副会長　野々村 拓也  氏
徳島県高等学校教育研究会地歴学会 会長　米倉 康博  氏

■中学生の部■

　優秀賞	 「2000年前の製鉄工場」	 鳴門教育大学附属中学校	 佐藤 理紗子	

	 「北井上地区の高地蔵」	 徳島文理中学校	 今井 滉教

	 「渋野丸山古墳について」	 鳴門教育大学附属中学校	 松尾 亜由美

　奨励賞	 「天橋立周辺の歴史的建造物について」	 小松島市立小松島南中学校	 福住 茉梨

	 「遍路でつなげよう―四国と世界―」	 鳴門教育大学附属中学校	 山中 ちさ

	 「瑞巌寺」	 上板町立上板中学校	 小川 美和

	 「徳島のキリシタン遺構について」	 徳島市八万中学校	 橋口 舞綺、橋口 咲郁

■高校生の部■

　最優秀賞	 「徳島から戦争を考える」	 徳島市立高等学校　歴史研究部
	 	 　　鎌田 安希子、見村 亜希子、上林 未侑、
	 	 　　山本 はるか

　優秀賞	 「旧遍路道の石造物について」	 徳島県立城北高等学校	 住友 翔馬　

	 「江戸時代の洪水対策―石井町を中心に―」	 徳島県立川島高等学校	 小川 健司

	 「藍と木綿の伝統への回帰―地域創生に向けての課題―」
　	 	 徳島県立小松島高等学校　小松島歴史クラブ
	 	 　　小原 颯斗、森 亮太郎、鳥羽 且将、中元 裕哉
	 	 　　細田 龍太、江本 大勝、竹内 彩夏

　奨励賞	 「第九とアジアと収容所」	 徳島県立川島高等学校	 富本 ひより

	 「奥之院から見る旧遍路道のあり方」	 徳島県立徳島北高等学校	 賀川 愛、次本 毬乃

	 「私が思う最も美しい町―うだつの町並み―」	 徳島県立川島高等学校	 佐條 ひかる

天羽  委員 町田  委員 米倉  委員平井 委員 野々村  委員

審査委員
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大代古墳

平成30年７月15日（日）開催

○自主研究のガイダンスを兼ねて、県内の文化遺産をバスで巡りました。参加者31名。

【行程】　文化の森総合公園→徳島市徳島城博物館→徳島城跡→勝瑞城館跡→レキシル徳島→
　　　　鳴門市ドイツ館→板東俘虜収容所跡→大代古墳→文化の森総合公園

レキシル徳島 レキシル徳島

守護町勝瑞遺跡徳島城跡

ガイダンスツアー
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鳥居龍蔵（1870 - 1953）

　1870（明治3）年に現在の徳島市東船場で生まれた人類学・民族学・
考古学の研究者。20歳で上京し、東京帝国大学人類学教室の坪井正
五郎に師事した。そして、日本国内はもとより、台湾、中国西南部、
中国東北部、朝鮮半島、シベリア、サハリン、千島列島など、東ア
ジア各地のさまざまな民族の言語、習慣、生活文化を調査したり、
遺跡の発掘調査を行った。その膨大な調査成果の主要なものは、『鳥
居龍蔵全集』全13巻にまとめられている。

とり  い りゅうぞう

平成30年度　鳥居龍蔵記念　徳島歴史文化フォーラム　報告書

令和元年（2019）5月24日　発行

編集・発行：徳島県立鳥居龍蔵記念博物館
　　　　　　〒770-8070　徳島市八万町向寺山（文化の森総合公園内）
　　　　　　Tel.088-668-2544　Fax. 088-668-7197
　　　　　　Eメール  torii_museum@mt.tokushima-ec.ed.jp
　　　　　　ホームページ  https://torii-museum.tokushima-ec.ed.jp/

印　　　刷：星印刷株式会社

バスツアー「世界遺産と国宝をめぐる旅」
平成30年11月18日（日）開催

○レポート提出者を対象として、奈良市内の寺社などを歩いて巡りました。参加者 34名。

【行程】　文化の森総合公園→三十三間堂→西本願寺→二条城→上京フィールドワーク（平安京大

極殿跡・聚楽第跡など）→京都市立考古資料館→文化の森総合公園

二条城・唐門

二条城・二之丸庭園二条城・二之丸御殿

上京フィールドワーク

京都市立考古資料館
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2月17日（日）

2019年　

中学生の部 10：00～12：00
高校生の部 13：30～17：00


