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桂浜たより 第二号 
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

 

＜浦戸の歴史と文化①＞ 

『土佐日記』の港から元親の浦戸城へ
中城 正堯 

紀貫之に酒の差し入れ 

浦戸は土佐湾の中央に位置し、浦戸湾口に西か

ら伸びた半島状の土地である。その先端部分は、

江戸時代まで勝浦浜(かつらはま・嘉津浦浜とも）

村であったが、明治になって浦戸村に統合された。

本稿では、勝浦浜（桂浜）・南浦を含め、高知市浦

戸の歴史と文化をさぐりたい。 

古代の浦戸湾は高知平野の奥深くまで広がり、

湾というより内海であった。よさこい節に「見ま

せ（御畳瀬）見せましょ浦戸を開けて 月の名所

は桂浜･･･」とあるとおり、浦戸は対岸の砂嘴（さ

し）・種崎とともに浦戸湾の戸口となっていた。

（「高知平野の今昔」図参照） 

この浦戸の港は、背後の丘陵によって風がさえ

ぎられ、小さいながら天然の良港であった。さら

に、丘陵の頂からは四方の見晴らしがよく、城を

築いて防禦を固めるにも絶好の立地であった。北

を四国山脈でさえぎられ、京の都や他国との交流

は海上交通に頼らざるを得ない土佐にとって、浦

戸は古くから重要な戦略的拠点となっていた。で

は、古代・中世の史料から、浦戸の“港と城”の

姿を探索してみよう。 

平安時代に土佐の国守としての任務を終え、紀

貫之が国府（南国市比江）から大津（高知市）に

出て、船旅を始めたのは九三四年十二月であった。 

『土佐日記』には「廿七日。大津より浦戸をさし

て漕ぎ出す。･･･船頭もののあわれも知らず、酒を

飲んで早く行こうとして＜潮満ち、風も吹き出し

そうだ＞と騒ぐ。･･･今宵(こよい)は浦戸に泊まる。

廿八日。浦戸より漕ぎ出でて、大湊(おおみなと)

に向かう」とある。貫之は、京で生まれた娘を土

佐で亡くし、悲しみを抱いての帰国であった。浦

戸では、知人が追い慕って来てくれ、船出する際

には以前の国守の子が、酒や肴を船に差し入れて

くれたと記している。 

当時は、浦戸で一泊して風向きや波浪を確認し

て外洋に乗り出していた。それにしても、船頭も、

貫之たちもよく酒を飲んでいる。次の寄港地・大

湊の地名は今では見当たらず、前浜か十市と推定

される。海賊におびえながらの旅路であったが、

三十八日で難波(なにわ)に着く。 

鎌倉時代になっても、浦戸は土佐の海の玄関で

あった。一二二三年に鎌倉幕府の執権・北条義時

が命じて定めたと伝わる「廻船式目」があり、今

では偽文書とされるが、ここには制作者として兵

庫の辻村新兵衛、薩摩坊の津の飯田備前と並び、

浦戸の篠原孫左衛門の名がある。偽文書であって

も広く流布し、浦戸が西国を代表する港の一つで

あったことを示している。この鎌倉時代末から、

「高知平野の今昔」 『土佐を語る』高知県教育会 昭和十二年刊 
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浦戸には土豪の城塞があったとされる。 

浦戸湾の制海権と長宗我部の登場 

南北朝時代の末期には、細川守護代所が田村（南

国市）に置かれる。明との勘合貿易船が、敵対す

る大内氏支配の瀬戸内海を避け、薩摩から土佐を

経由する南海路で堺に至る。細川氏は、池（高知

市）を本拠とする水軍を擁し、浦戸港もその重要

基地であった。この南海路によって、堺商人の往

来も増加、上方との文化交流も盛んになった。 

十六世紀になると細川守護代の力は衰え、各地

の国人が台頭、安芸・吉良・本山・一条・長宗我

部などが相争う戦国時代に土佐もはいる。浦戸湾

岸は、西が本山梅慶の支配地で、本山城・朝倉城

に続いて潮江・長浜・浦戸に支城を築いた。東は

長宗我部国親が押さえ、岡豊城のほか大津・十市・

池・種崎に城を構え、細川に仕えていた池水軍も

手中に収めた。 

一五六〇年五月に、岡豊城から種崎城へ兵糧を運

ぶ船が、浦戸湾で本山方の船に襲われたことから、

両軍の戦闘が始まる。長宗我部国親軍は五月二六日

夜に、種崎から長浜城を奇襲して落とし、さらに朝

倉からの援軍との、長浜慶雲寺（雪蹊寺）前“戸の

本(とのもと)”の戦いに勝利する。いったん浦戸城

へ逃げ込んだ本山兵も、城を棄てて落ち延びる。 

こうして、長宗我部は浦戸湾の制海権を得ると

ともに、土佐の海の玄関である浦戸港、そして浦戸

城を手に入れる。この長浜合戦は、長宗我部元親

にとっては二二歳の初陣であり、さらに直後に国

親が病に倒れて家督を継ぐ、記念すべき戦であっ

た。種崎から船を使っての夜襲で水軍の重要性を

知り、城下の港湾が運輸・交易など領国経営に欠

かせないことに気付かされたと思われる。さらに、

浦戸城から太平洋を望む素晴らしい眺望は、元親

に広い世界への大きな夢を抱かせただろう。 

以来、元親は躍進を続けて一五七五年には土佐

を統一、さらに四国制覇を目指す。一五七七年に

は、前関白・近衛前久が薩摩から京への帰路に浦

戸に寄港、元親に歓待されたことへの礼状が残さ

れている。一五八三年頃には、岡豊城から大高坂

城へ本拠移転を開始するとともに、大高坂の外港

として浦戸の整備拡張に努める。しかし一五八五

年、四国統一を目前にして豊臣秀吉の攻撃を受け

て降伏、土佐一国を安堵される。一五九一年頃に

は、新しい浦戸城を築城して本拠をここに移し、

対岸の種崎も含めた海の城下町を形成する。 

浦戸城は三重天守の織豊系城郭 

東西に伸びる半島の地形を巧に利用した浦戸城

の見事な縄張は、『皆山集』に収録された「浦戸古

城図」で知ることができる。尾根筋の最高部（標

高約 53 ㍍）に詰ノ段（本丸）があり、その北東隅

に鯱(しゃちほこ)を載せた三重の天守がそびえて

いた。この天守は、山内氏によって高知城に移築

され、三の丸の櫓となっていたが、享保の大火で

消失した。 

詰ノ段から西の三ノ段への出入口は、石垣で喰

違(くいちがい)虎口(こぐち)にして固めていた。

三ノ段の先には西の曲輪の中心となる二ノ段があ

り､さらに三ノ段､四ノ段へ続く。陸上からの敵の

「浦戸古城図」 『皆山集』高知県立図書館蔵 
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攻撃は西方からに限られるので、防禦を固めてあ

った。詰ノ段の東には、尾根に添って二股に分か

れて二ノ段が築かれていた。元親は、丘陵上に堅

固な曲輪が並ぶ連郭式の城を築き、北側の勝浦浜

に家臣たちの屋敷を構えた。平山城であり、また

港を持つ海城でもあった。この浦戸城は山内一豊

の入城後、高知城築城のために石垣や櫓はすべて

持ち出されたとされてきた。ところが、一九九一

年から＜国民宿舎「桂浜荘」改築工事に伴う発掘

調査＞が、詰ノ段南面で始まると、長さ 100 ㍍に

及ぶ長大な石垣遺構をはじめ、瓦・鯱など貴重な

遺物が多数出土発見された。これによって元親の

浦戸城は、中世の「土の城」から信長に始まる近

世「石の城」への転換を、四国で最も早くに進め

た先駆的城郭であることが明らかになった。しか

し、国民宿舎の工事によって、石垣遺構は埋め戻

されてしまった。 

では、城下町はどんな様子であっただろうか。

長宗我部が本拠地を浦戸に移す直前の「天正地検

帳」では、勝浦浜には多数の水主が住み、浦戸に

は浦戸政所と船大将・池六右衛門など水軍衆や、

上方から来国した櫃屋(ひつや／紀伊）・千（堺）・

尼崎はじめ商人の屋敷が見える。南浦には、樽屋・ 

鍛冶・地引・菜園所など職人・漁民・農民が、対

岸の種崎には種崎政所と舟番匠・木屋・鍛冶など

造船関連の職人が住んでいた。 

一五九一年頃に浦戸城に本拠を移すと、勝浦浜

を武家屋敷地と定めて水主は転居させている。こ

の海岸には、長さ 50 ㍍におよぶ石組の波止場跡が

残り、地元で「元親波止」と呼ばれているが建築

年代は定かでない。勝浦浜と浦戸の間には稲荷山

があり、その両側に長宗我部の御殿・御屋敷があ

った。この頃には、豪商・播磨屋も浦戸に呼んで

いる。よさこい節の「土佐の高知の播磨屋橋で 坊

さんかんざし買うを見た･･･」の播磨屋橋も、元親

が招いた播磨屋と櫃屋が、江戸時代になって高知

城下に転居、両家の間に掛けた橋が起源だ。 

元親による浦戸城への本拠地移転と、城下町づ

くりからは、彼が信長に始まる天守（天主）と高

石垣を持つ織豊系城郭の築城技術を駆使していた

のみならず、天然の良港浦戸と船の輸送力を活か

し、上方の有力商人を招致しての商圏拡大・領国

繁栄を計っていたことが読み取れる。さらに京や

堺から、一向宗（浄土真宗）などの新しい仏教や、

謡(うたい)・鼓(つづみ)・和歌などの文化教養も

取り入れていた。 

 

 浦戸城詰ノ段に移築復元された石垣 

 
 

＜主要参考文献＞ 

『高知県の歴史』荻慎一郎他 山川出版、『土佐と南海道』秋澤繁・荻慎一郎編 吉川弘文館、『長宗我

部元親と四国』津野倫明 吉川弘文館、『浦戸城跡』高知市 

 

筆者紹介 中城正堯（なかじょうまさたか） 1936年高知市種崎生まれ。日本城郭協会顧問、国際浮世

絵学会理事。 

 

（次回は、浦戸を基地にした長宗我部水軍の活躍と江戸時代の浦戸を、3回目は明治以降の観光地化を紹

介する予定です。）
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「よさこい節」観光の提唱 
（２００９年高知県産業振興計画への永国館長のコメントから） 

桂浜を守り育てる会会長 

桂浜水族館館長 永国雅彦

（注記：桂浜を守り育てる会の事業の一つは、桂浜公園活性化に関する政策提言である。その参考資料と

して、桂浜水族館永国雅彦館長が、２００９年１月、高知県産業振興計画について県に提出した意見要旨を

掲載する。） 

「よさこい節」観光の提唱 

「土佐の高知のハリマヤ橋でーーーヨサコイ 

ヨサコイ」 

ヨサコイ節こそ土佐観光の原点であり、この文

化的大遺産はよさこい祭りをはじめ多岐分野に波

及効果を及ぼしている。 

ハリマヤ橋の再構築 

土佐路への観光客で失望を与えるのは現在のハ

リマヤ橋が筆頭であろう。改築はされてきたが結

果的にはその意義や文化的価値観が全く活かされ

てなく、むしろ昔のほうが良かったとの声が多い。 

ハリマヤ橋こそ土佐観光財産の最たるものであろ

う。ハリマヤ橋のコーナに立てば土佐の風土気風

（よさこい節ムード）が一気に味わえるようなロ

ケイション（景観）を理想とした再構築が高知振

興の切り札である。 

このカードをもって渚観光策に波及させていく

べきである。 

再構築案として 

１ ハリマヤ橋そのものを浮き立つ、風流型に改

築（化粧直し含む） 

２ 元西武空き地の観光会館又は観光空間として

の利用（交通基点も含む） 

３ 銀行建物の上記目的利用（移転、銀行は高知

観光シンボルではない） 

４ 周辺店舗、事務所の化粧直し（色調統一など） 

５ 堀川の再整備（ハリマヤ橋付近の川水の存在

感） 

ハリマヤ橋を軸にした「東西南北」ラインの構築 

ハリマヤ橋を基点として東西、南北ラインの観

光体勢（ルート、施設、アクセス、サービス）を

充実する。 

東西はさておき南北ラインとして（イオン）－

高知駅―ハリマヤ橋―浦戸湾周辺―桂浜ルートが

潜在する。ハリマヤ橋を基点に浦戸湾の観光復と 

桂浜、種崎いわゆる吾南地区観光ルートの構築を

推進すべきである。 

「みませ（御畳瀬） 見せましょ 浦戸を明けて

月の名所は桂浜 ヨサコイヨサコイ」 

浦戸湾界隈の紹介句であるが特に桂浜は周知の

名所である。 

その景観は依然昔日の面影を残し南国的な海、

松林、白浜、そして空気などの調和風景は龍馬と

併せて今後の体験型観光としてこれ以上の適切な

場所はないように思う。 

桂浜については昨今いろいろと話題になってい

るが、観光資源として十二分の価値がありその魅

力や価値を時代に合った形に磨き上げ提供（構築）

することにより観光振興が加速される。 

新しい形のサービスやこまやかなおもてなし諸

策（施設、運用）がこれから不可欠である。 

具体策の一例をあげれば 

・桂浜全体の活用、（竜宮様、灯台、龍馬像、浦戸

城跡、桂月をはじめとする文化史跡を多角的に観

賞（鑑賞）できるレイアウト） 

・公園内でのアクセス対応（障害者対応、散策ル

ート、周遊運輸、繁忙期の交通渋滞、わかりやす

い親切な案内掲示板、など） 

・サービス施設の充実（子どもたちの教育的マリ

ン遊戯場、道の駅、客層別宿泊所など） 

桂浜公園は高知市の管理管轄下にあり、今こそ

高知市は、市民、地域人一体感を土台に桂浜再振

興を率先リードされることを熱望します。また高

知県におかれても県振興の一環としてご協力、ご

指導を期待します。 

龍馬像から見た桂浜 
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「言うたちいかんちや、おらんくの池にゃ、潮吹

くクジラ（魚）が泳ぎよる、ヨサコイヨサコイ」 

土佐人気風の南国、豪気、酒を象徴するのにク

ジラはカツオに匹敵する格好の動物である。 

クジラウオッチングが各地で盛んになりつつあ

ることは喜ばしいかぎりである。 

この事象に乗っかるわけではないが、ウォッチ

ングと併行して浦戸湾を拠点とする世界に冠たる

天然型マリンアミューズメントの展開を将来ビジ

ョンとして取り入れる。 

浦戸湾は昔日の姿を取り戻せば湾全体がすばら

しい観光地となる条件を備えている。高知県の取

っておきの観光地として絶対に活かすべきである。 

現状は水質（透明度）や景観の不統一などに難点

があり、改善規模は大型公共的なものになるが、

高知新港などより公益的（知的価値感、エコ意識）

でまた経済効果（観光）も不朽である。 

これからの方向や価値観を先取りした環境、低

炭素、リサイクル技術を駆使した省資源型の美し

い湾を売り物にすべきである。地域活性化プロジ

ェクト（国家予算）として是非取り上げて欲しい。 

改築の要点は 

・浦戸湾美化そのものを観光対象にする。（景観、

環境技術を売り物） 

・浦戸湾に隣接する堀や川を浄水し観光目的に供

する。 

・浦戸湾美化条例の制定 

・山崎圭二や浦戸湾を美しくする会（既存）の思

想を尊敬し水質浄化、景観改善に徹底した取り組

みを行い世界に冠たる自然的かつ近代（人工）的

な湾とする。 

・浦戸湾をマリンレジャーゾーンとして構築しハ

リマヤ橋―桂浜への観光海上交通路を作る。（船便、

水上バス、鉄道） 

・きれいな、静かな、流れのある、鏡川はじめ幾 

つかの河川と合流する汽水域を活かし海面及び沿

岸には必要なマリン施設を置く。（漁業権には触れ

ない範囲） 

（帆掛け舟、風流舟、釣り、舟競争、ボート、屋

形舟、花火、水上野外演舞場、いかだ館のホテル、

飲食店。潜水艇。ハンググライダー、その他マリ

ン娯楽施設） 

・シンボル的にはクジラ類を浦戸湾の延長沖合で

飼育（ふれあい、心療） 

その規模は県民のみならず国民対象のレジャー

ランドを目指す。 

以上は、７年前に県の産振計画へのコメントで

あるが、現状に鑑み追記したいと思います。 

産振へのコメントの中で、ハリマヤ橋再構築案

は残念ながら周辺整備も一段落し実現性が薄くな

った。 

浦戸港と浦戸湾 

 

桂浜については、高知市による「桂浜公園整備

基本計画」が、最近発表され（H２８,１１,８、高

知市ホームページ）今後の展開、発展に期待して

います。 

また、県及び各市町村は独自の観光メニュー作

りに励み「高知家」の家族も誕生して「おもてな

し文化」を推進、展開しており、観光意欲を感じ

ることはうれしいことです。 

浦戸湾観光開発プロジェクト 

しかし、つぎの声が静かに時には激しく海波の

ごとく間断なく聞こえてくる。「おまんらあ、ほん

まに大事なものをわすれちゃあせんかよ」、「なめ

たらいかんぜよ！浦戸わんを！」 

往時の浦戸湾を知る者にとって、まさに待って

いたと喝采を贈る文句です。即ち「浦戸湾観光開

発プロジェクト」の創設です。ヨサコイ文化、海

と舟文化が交互した一大総合レジャーランドの建

設と街作りである。その姿（夢）をちょいと覗い

てみよう。 

・イカダ道路ができ、湾周サイクリングや散策は

もとより、湾内の、海上市場（海の駅）、海上ホテ

ル、レストラン、居酒屋などへのアクセスが容易

である。 

・海上レジャー設備が完備しドロン、舟（ボート、

カヌー、ささ舟）海水浴、魚釣りなど体験型観光

を最新技術で提供する。 

・浦戸地域を、漁師町、城下町の匂いを残した設

計で新たな商業街作りをする。 

・観光船巡回、造船博物館の見学、高知新港の有

効利用も大人気。 

夢はまだまだ拡がるが、まずは、プロジェクト

作りの準備運動を展開し、高知県庁等に本プロジ

ェクトの創設を願う。 
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感動と学び－ ガーナ高校生一行桂浜ツアー 

ガーナよさこい支援会 

中田昌志 

2016年日本研修旅行の一環として 8月 31日～9

月7日迄の予定で来高したガーナ高校生一行20人は、

交流先の土佐中・高生やホストファミリーといっし

ょに桂浜を訪れた。 

「ガーナの人が一番感動していたのはなんとい

っても桂浜の景色です。坂本龍馬記念館の屋上や

水族館の前で“素晴らしい、とてもきれいだ”と

興味津々でした」(土佐生徒感想文より) 

「桂浜は大変素晴らしい場所・・・海風を受け

ると悩みや心配事から解き放たれる思いだ。心を

透明にしたい時にゆったり出来る良い場所」(ガー

ナ人感想文より) 

美しい海を見下ろす『浦戸城跡』より浜辺へは

桂浜の『黒松の森』遊歩道、足元には黒松の根っ

子が横たわっている、セント・ローズ学校先生シ

スターはひんやりとしたこの小道を笑顔で下って

いった。 

桂浜はこの『黒松の森』と大海原より打ち寄せ

る“白波”が美しい景観となっている。 

ガーナ生一行大海原を眺望している大きな『坂

本龍馬銅像』に接し偉人を実感した。 

桂浜水族館では、ウミガメの餌ヤリ体験、エサ

に食いついてくる迫力に驚嘆。ペンギンの餌ヤリ

ではかわいいと楽しみ、ショーではカワウソが飼

育指導員の指示通りにボール受取返しをする仕草

を見て拍手喝采。 

ガーナ生が感動したこと 

・景観：海と森の大自然の美しさ 

・水族館：本物の生き物がいる、海、川、寒冷 

地から熱帯まで 

・偉人・『坂本龍馬』を実感・感動 

桂浜の明日を考える 

・景観：大自然の美しい景観維持存続 
 ・浦戸城：桂浜に聳え立つ『浦戸城』の再現は

如何だろう 

外国人観光客対応 

豪華クルーズ客船の高知新港へ寄港が増えてい

る。桂浜は海の玄関、外国人に備え英語による案

内の向上。桂浜ツアーは桂浜荘のバスによる送迎

をいただいたうえ、『桂浜を守り育てる会』永国雅

彦会長のご厚意により『桂浜水族館体験見学』が

実現した。ガーナ生一行は、桂浜の景観に感動、

龍馬を学び将来へ夢を膨らまし帰国した。 

最後に、セント・ピーターズ高校先生による『レ

ノア神父纏め』および『ガーナ高校生が見た坂本

龍馬』感想文を掲載します。 

ガーナ高校生一行高知交流については皆様方に

大変お世話になり誠にありがとうございました。 

桂浜の今後益々の発展を祈念し御礼の挨拶を申

し上げます。 
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レノア神父纏め 

「龍馬は私にとって偉大なお手本。先ず、強い

愛国心の持ち主。そして、日本を偉大な近代的発

展に導いた精神のパイオニア。日本人に団結を促

し、平等の精神のために戦った。・・・・」 
そして、「私はガーナの新聞に坂本龍馬の精神に

関する記事を寄せ、今年の選挙に立候補する政治

家たちに読んでもらおうと考えています。私たち

は、団結と、自分のことよりも国のことを考える

愛国心を必要としています。」と締めくくった。 

ガーナ高校生が見た坂本龍馬 

「坂本龍馬は、大半のガーナ人にとっても模範 

に値する偉大な人物である。大変に教えられる事

の多い人生であった。1835年 11月 15日明治維新

の立役者である龍馬は生を受けた。龍馬の人生は、

日本で最も尊敬に値するものであり、多くの日本

人が彼に敬意を表している。ガーナ独立の祖であ

るクワミ・エンクルマ大統領をガーナ人が尊敬す

るようなものである。」 
「龍馬が民主制を日本にもたらし、人々の生活

は平和なものとなった。日本の二つの相反目する

藩の間を取り持ったのも、龍馬にしか出来ない事

であった。龍馬の生き方は、日本人にとって格別

なものであり、ガーナ人を含め世界中の人が見習

うべきところがある。そうなったら、世界はより

住み良い場となるであろう。」 

「龍馬は寛容であり、私心を持たずに国事を憂

い、希望を捨てなかった人物である。龍馬は不幸

にも 33 才の時に暗殺されてしまったが、志を全う

した人生であった。龍馬は、幕末に京都の近江屋

において暗殺された。龍馬の人生は小説となり、

多くの国民が愛読して生活に取り入れている事が

見て取れる。小説の中に書かれた龍馬が、日本全

国そして世界に語り継がれている。」 

「桂浜は、大変素晴らしい場所で、訪れる人を

虜にする。広く目の前に広がる海を見下ろして、

大きな龍馬の銅像が立っていることが、龍馬の価

値を表しているようだ。」 

「桂浜の海風を受けると、しばし悩みや心配事

から解き放たれる思いだ。心を透明にしたい時に

ゆったり出来る良い場所である。偉大な坂本龍馬

の銅像を背にして、人々に安らぎを与えてくれる

桂浜を、このまま大切に維持して欲しいと思う。」 

 

 

 

脊椎動物「進化」のお話  

その１ 海と生命の誕生

脊椎動物「進化」のお話の前に生命がどのよう

な環境で誕生したか考えたいと思います。 

生命は約４０億年前、いろいろな元素が豊富に

含まれていた海で誕生しました。そう考 えられる

のは海に存在する元素の種類がヒトの細胞外液

（細胞の外側にある液体）のそれ とほぼ同じだか

らです。ヒトのからだの水分量は体重の約６０％

で、この水分の３分の１ が細胞外液、３分の２が

細胞内液です。細胞外液にはナトリウムと塩素

（NaCl：塩）が多く、細胞内液にはカリウムが多

く存在します。３７兆２０００億個ほどと言われ

るヒト成 人の細胞は NaCl（塩）の多い細胞外液

に浮いているといえます。すなわち袋のごとき皮

膚で覆われたヒト のからだのなかには４０億年

前の海水が存在しているのです。ヒトの細胞外液

は０.９％の 食塩水に相当し、この塩分濃度は生

命の誕生時の海水の濃度と同じと考えられます。

現在 の海水の塩分濃度は３.５％ですから、４０

億年を経て約４倍の濃度になったわけです。  

いまでも陸上の塩分が海に流れ込み、極めてわ

ずかずつ濃度は高くなっています。               

戸田善久（土佐高３１回生） 
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桂浜水族館前、ガーナ高校生一行との交流 

編集後記 

中城正堯さんは現在、江戸子ども文化研究会主

宰、国際浮世絵学会理事、浮世絵連絡協議会会員、

日本城郭協会顧問。著書「アジア魔除け曼荼羅」

（ＮＴＴ出版）、「さらば学校の世紀」（成甲書房）、

「江戸時代 子ども遊び大事典」（東京堂出版）、

編著書「浮世絵に見る江戸の子どもたち」（小学館）、

「江戸子ども百景」（河出書房新社）。 

「桂浜を守り育てる会」の事業のひとつは「桂

浜公園活性化に関する検討及び政策提言」である

（会則４（２））。これを受けて、永国会長の「よ

さこい節観光の提唱」を掲載した。 

ガーナよさこい支援会は中田昌志さん等土佐高

３５回生有志が２００２年１０月に設立。同級生

の前駐ガーナ特命全権大使浅井和子さんの発想で

ガーナで行われるジャパン・ウィークに「よさこ

い祭り」が開催されることになったが、これを受

けて「よさこい祭り」が国際親善の一助になるよ

うにと浅井大使の同級生が中心となって立ち上げ

た。 

 

なお、中田さん等は「森の中の高知駅」の運動

もしている。この運動はＪＲ高知駅を木々で囲み

南国高知ならではの陸の玄関にしたいという市民

運動である。 

土佐高３１回生戸田善久さんは、解剖学者、歯

学博士、元日本大学歯学部教授・現名誉教授。 

（たなの・まさし記） 
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