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　（1870-1953）

　1870（明治３）年に現在の徳島市東船場で生まれた考古学・人類学・

民族学の研究者。20歳で上京し、東京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。
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ごあいさつ

　徳島県立鳥居龍蔵記念博物館と徳島県立博物館では、歴史・文化に関心を持つ中学生・高校生

の自主研究を支援するため、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

しました。

　鳥居龍蔵は、徳島が生んだ世界的な考古学・人類学・民族学の研究者です。小学校教育もほ

とんど受けていませんが、20歳で単身上京し、23歳で東京大学人類学教室に職を得て、研究者

としての歩みを始めます。以後、彼は、日本列島はもちろん、北はシベリア・サハリンから南

は中国西南部・台湾に至るまでの東アジア各地を踏査しました。そして、諸民族の体格や生活

文化、遺跡などを調査・分析して本や論文を多数刊行し、国内外で高い評価を得ました。

　幅広く活躍した鳥居龍蔵の学問的な基礎は、独学あるいは仲間との研究を重ねた10代に築か

れました。彼は、読書に励み、また徳島県内の遺跡や民俗について現地を訪ねて調べ、その知

見をまとめて全国的な学術雑誌に投稿しました。このように、自らの探究心に基づき積極的に

現地調査を行ったことが、後の飛躍に繋がりました。

　「鳥居龍蔵記念　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・高校生に活動の「場」を提供するとともに、博物館が持つ「ひ

と」「もの」「情報」を通じて支援することで、広く活躍できる「人財」の育成を目指すもので

す。「歴史のドアを開けよう！徳島から世界への挑戦！」というキャッチフレーズには、そのよ

うな思いを込めています。

　折しも鳥居龍蔵生誕150周年に当たる令和２年度には、２月21日に第５回目のフォーラム

（発表会）を開催しました。年度当初から新型コロナウイルス感染症が流行していたため、自主

研究を進めるには厳しい状況でしたが、それを乗り越えて優れた成果を寄せていただくことが

できました。当日は、中学生３件、高校生５件の研究発表を行い、90人の方々が温かく見守っ

てくださいました。

　また、「鳥居龍蔵生誕150周年記念　全国高校生フォーラム  2020 in 徳島」も開催し、県内

外の高校生による優れた研究成果の発表の機会としました。今後は、二つのフォーラムを「車

の両輪」として、歴史文化研究に熱意をもつ若者への支援を強化していきたいと考えています。

　最後になりますが、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、心から感

謝申し上げます。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

館長　長谷川　賢　二
  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　「僕が見つけた「石器」の謎に迫る
　　　　　　　　　～出土した「石」が「石器」である可能性を探る～」
　　　　　　　　　鳴門教育大学附属中学校 　大和 千哲
　　研究報告２　「日本三祇園の１つと伝わる宍喰八坂神社の謎に迫る！
　　　　　　　　　～真夏のひな祭り編～」
　　　　　　　　　海陽町立海陽中学校  　三浦 美貴
　　研究報告３　「アイヌについての一考察」　
　　　　　　　　　鳴門教育大学附属中学校 　小笠原 定爾

■高校生の部■　13:20 ～ 16:30

　　研究報告１　「そごう閉店から徳島を考える　～コロナ禍で可能な研究を目指して～」
　　　　　　　　　徳島生涯教育研究会  　香川 貴宣、久保 璃於、齋藤 誠一郎 
       　友成 泰聖、山口 秀人、吉田 真優
       　廣田 智行、金森 陽大、山本 あすか
　　研究報告２　「なぜ、徳島女師高女の修学旅行は大陸に渡ったのか
　　　　　　　　　～修学旅行資料から見た大陸へのまなざし～」　
　　　　　　　　　徳島県立城東高等学校  　梅村 勇尽、庄野 実里、桑原 義毅
       　氏久 菜々美　
　　研究報告３　「阿波国にやってきた英国公使ハリー・パークス」　　　　　　　　　
　　　　　　　　　徳島県立小松島高等学校 小松島歴史クラブ
       　竹内 彩夏、島﨑 美怜、森 紅志郎
       　中村 信志　
　　研究報告４　「徳島県の高地蔵の研究　－新たな発見－」
　　　　　　　　　徳島文理高等学校 郷土研究部　今井 滉教、松井 葉音、吉田 和矢
　　研究報告５　「戦国期における木津城の役割」
　　　　　　　　　徳島県立鳴門渦潮高等学校 　西谷 漸

　日　時:令和３年２月 21 日（日）10:00 ～ 16:30　

　会　場:文化の森  イベントホール

令和２年度　鳥居龍蔵記念  徳島歴史文化フォーラム

プログラム
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令和２年度　鳥居龍蔵記念  徳島歴史文化フォーラム

プログラム

鳴門教育大学附属中学校
大和 千哲

■研究の概要
　吉野川市を訪れた時、先が細く、使用痕のようなものが見られる石を発見した。この石は、
石器かもしれないと思い、研究を始めることにした。
　石器の種類などをインターネットで調べることを手始めに、発見した石と、徳島市立考古
資料館に展示されているものを比較した。しかし、石器であると断定できなかったため、徳
島県立埋蔵文化財総合センターに鑑定を依頼した。その結果、石は学術的にみて石器とは言
えないことがわかった。
　今回は、石器の発見とはならなかったが、この経験を生かし、今後も出土品の調査や研究
を続けていきたい。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等
　吉野川市内で出土した石

■利用した博物館・資料館等
　徳島市立考古資料館、徳島県立埋蔵文化財総合センター

研究・調査

①観察
側面はそれぞれ斜めに傾き、
美しい角度で構成されている。

その一辺は角度を付けて削られ
ナイフのように見える。

6

おわりに

今回の調査で「石器」ではな
いという結果であったが、
この「石」は僕の宝物である。

僕は、不思議な形をした
「石」を発見したことで、
たくさんのことを学んだ。

山がありその裾を川が流れるこの場所、
何か新たな発見が隠れているかもしれない。
今後も、僕は様々な可能性を信じて調査・研究を続けていき
たいと思う。

21

先になるほど細くなり使用痕がある。

研究・調査

土を掘ったり、物をすりつぶした
り、切ったりするのに使われてい
たのかもしれない。

①観察

出土した石は石器かも
しれない！

7

僕が見つけた 「石器」 の謎に迫る
　～出土した 「石」 が 「石器」 である可能性を探る～
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■研究の概要

　海部郡海陽町の宍喰地区では、八朔の日（旧暦８月１日）に、「八朔のひな祭り」として、

ひな飾りを行う。これが、宍喰の八坂神社と関係があることを知り、調べようと思った。

　古い文献や他地域（香川県三豊市、兵庫県たつの市など）の例をもとに、夏期にひな祭り

を行う理由を調査したが、不明であった。しかし、ひな祭りの起源と、八坂神社とその祭神

である鷲住王とが関係している可能性があると考えた。

　今回の調査で得たものを手がかりに、これからも県南の伝承や民俗信仰を中心に、歴史研

究を続けていきたい。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等

　徳島県海部郡海陽町で実施されるひな祭り

海陽町立海陽中学校
三浦 美貴

京京都都のの八八坂坂神神社社

広島の沼名前神社

日日本本三三祇祇園園ととはは

特特にに古古いい祇祇園園ののこことと

宍喰八坂神社

京都の八坂神社

日本三祇園の１つと伝わる宍喰八坂神社の謎に
迫る！　～真夏のひな祭り編～

八朔って何の日？ 旧暦８月１日である

台風の時期と重なる→気象の上 「三大厄日」といわれる。

稲穂の時期である→農業に深く関わる

武家社会に贈答品へ→稲穂（田の実）から「頼みの節句」

江戸時代に節目→徳川家康が正月に次ぐ吉日と定める

風

農業

挨拶やお礼

季節の節目

しんこ細工を作り子ども成長を祝う地域もあり、
宍喰地区でも桃の実を模したものが供えられる。

踊りの行事も多い（踊り納め）

宍喰地区のようかん餅

牛頭天王の后である
はりさいじょ

頗梨采女

宍喰祇園社１７１８年

神階正一位祇園牛頭天王と称す

住吉明神の后神である
はりさいじょ

婆利賽女
３月３日に嫁ぐ
婦人病になり戻された

↓

人形でケガレを祓った

同じ名前である 八大龍王の娘

ひな祭りの起源の伝承

正体不明の淡島神②
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■研究の概要

　北海道を訪れる中で、美しい文様などを持つアイヌ文化に触れる機会があった。その中で、

失われつつあるアイヌ文化の歴史を知ることで、その保存や継承の力になれると考えた。

　調査によって、アイヌは旧石器時代に、ロシアなどの北方の大陸から北海道に渡って南下

したこと、北方の島々にも移動したこと、移動の過程でその文化圏が広がっていったことがわ

かった。さらに、鳥居龍蔵がアイヌを日本の先住民と捉えていたことや、そこから日本民族起

源論を展開したことを知ることができた。

　研究を通して、長い時間をかけて形成されたアイヌ文化を途絶えさせてはならず、守ってい

かなければならないと改めて思った。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等

　北海道、東北地方、サハリン、千島列島

鳴門教育大学附属中学校
小笠原 定爾

アイヌについての一考察

１ 研究の目的

•母が北海道出身で度々北海道を訪れる

•アイヌの言語に由来した地名や，ホテルな
どに飾られる独特で美しいアイヌ文様などか
ら，アイヌ文化に触れる。

• 「ゴールデンカムイ」という漫画から，同じ日
本人でありながら異なる文化を持つアイヌ
に興味を持つ

３ 研究仮説

アイヌはロシアなどの大陸から北海
道にも渡り，海を渡り南下して東
北地方に北海道アイヌ語圏を形
成していたのではないだろうか。

研究を終えて

日本人のルーツの一つがアイヌであったことを学んだ

歴史ははっきりと線引きできないことを実感した

アイヌの美しい文化は変遷を経て，数万年にわたり築かれた

だからこそ，途絶えさせてはならず，
大切に守っていかなければならない
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徳島生涯教育研究会 
香川 貴宣、久保 璃於、齋藤 誠一郎、友成 泰聖、山口 秀人
吉田 真優、廣田 智行、金森 陽大、山本 あすか

■研究の概要
　そごう徳島店の閉店に象徴されるように、徳島駅周辺は賑わいがなくなりつつある。その
背景を歴史的に考察し、今後の徳島を考えるヒントにしたいと思った。
　そこで、フィールドワークを行い、駅前商店街を中心に、城下町の歴史を調査した。また、
インターネットや学校図書館を活用し、徳島の町の変遷を調べるとともに、金沢など他都市と
の比較を行う中で、徳島は、全国でも早期に城下町が整備されたことがわかった。一方、近代
以降の新たな都市整備には十分に対応できない状態が、現在も続いていることがわかった。
　以上のことから、今後のより良い徳島のまちづくりには、私たち高校生がもっと意見を出
すことや、歴史を踏まえた議論が必要であると考えた。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等
　 徳島城下町跡、徳島大学構内遺跡、持明院跡（以上、徳島市）、勝瑞城館跡（藍住町）、齋藤

家文書、金沢市

■利用した博物館・資料館等
　徳島市立徳島城博物館、徳島大学埋蔵文化財調査室、徳島県立文書館、徳島県立図書館

そごう閉店から徳島を考える
　～コロナ禍で可能な研究を目指して～

インターネット、書籍、家にあったものを中心とした調べ学習

城下町形成から現在までの歴史を考察

徳島の今後を考えるヒント

「徳島市の都市計画史-戦災復興都市計画の変遷とその考察」 より

「都市問題の変遷と市街地整備施策のこれまでの取組（国土交通省）」 より

〇まちのあり方を理解 → 今後のまちづくり
〇このまちを良くしていく主人公としての自覚
〇意見の交換 → 城下町サミット！？

（大都市になる ≠ 町づくりの成功）

今後をどうするか
これまでは
どうあったか
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■研究の概要
　卒業生から寄贈された資料から、戦前に徳島県女子師範学校（以下、女師）と徳島県立徳島
高等女学校（以下、高女）が合同で、朝鮮半島・中国東北部へ修学旅行に行っていたことを
知った。そこで、当時の生徒の思いを解き明かすとともに、修学旅行の目的や影響はどのよう
なものであったのか研究しようと考えた。
　寄贈された資料や校誌の調査、卒業生に対する調査などを行った結果、修学旅行は女師・高
女の生徒にとって最大の楽しみであったこと、愛国心の高揚などを目的に行われていたこと、
卒業後の進路にも影響を与えていたことがわかった。また、研究を進める中で、資料の収集や
保存、活用や継承などの重要性を実感した。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等
　 「鮮満修学旅行」（1936年実施）関連資料、徳島県女子師範学校・徳島県立徳島高等女学校、

徳島城下町跡徳島町２丁目地点（徳島市、徳島県女子師範学校・徳島県立徳島高等女学校の
寄宿舎跡）

■利用した博物館・資料館等
　芳越歴史館（徳島県立脇町高等学校）、渦の音歴史館（徳島県立城南高等学校）、
　徳島県立埋蔵文化財総合センター、徳島県立文書館

なぜ、 徳島女師高女の修学旅行は大陸に渡ったのか
　～修学旅行資料から見た大陸へのまなざし～

徳島県立城東高等学校
梅村 勇尽、庄野 実里、桑原 義毅、氏久 菜々美

鮮満修学旅行スクラップブック
1936（昭和11）年実施

満州などの

地図駅ごとの発着時間を記した

行程表

参加者名簿

訪問先に送った

礼状送付先一覧

博物館の遺物や戦跡など、
買ったとは思えないたくさんの

絵葉書

観光地や百貨店、
たくさんの

パンフレット

１５泊１６日

研究目的

資料の収集・整理

１ 当時の高校生の思いを解き明かす

２ 鮮満修学旅行の目的と影響を考察

理

察

おわりに
鮮満修学旅行は

高校生活最大の楽しみ
軍人への尊敬と、愛国心を大いに高めた
海外移住への関心も高めた

今後の課題
散逸した資料の収集とその保存
資料の活用や継承

た
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徳島県立小松島高等学校 小松島歴史クラブ
竹内 彩夏、島﨑 美怜、森 紅志郎、中村 信志

阿波国にやってきた英国公使ハリー ・パークス

■研究の概要

　小松島市元根井には、幕末の日本に大きく関わった、英国公使ハリー・パークスが上陸した

ことを記す石碑がある。なぜ彼は、小松島の地に上陸したのか疑問に思い、研究を始めた。

　研究の結果、小松島に上陸し徳島を訪れた理由は、通訳アーネスト・サトウの要望を受け、

徳島藩13代藩主蜂須賀斉裕に会うためであったということがわかった。また、当時の古地図

を現在の地図に照らし合わせながらフィールドワークを行い、元根井から藩主との会見場所で

あった徳島城までのパークスの行程の復元を試みた。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等

　小松島市元根井地域、石碑「英国公使ハリー・パークス上陸地」、

　金長神社（以上、小松島市）、観音寺（徳島市）

■利用した博物館・資料館等

　徳島市立徳島城博物館、徳島県立文書館

『英国公使
ハリー・パークス上陸地』

研究動機

小松島の元根井
『英国公使ハリー・パークス上陸地』の石碑

調査内容

① 一行が何のために小松島に上陸したのか

② 徳島城までのルート

今回の発表

幕末の徳島藩の藩政からみた斉裕の姿

根井から徳島間のルート

小松島西高

ハリーパークス
上陸地石碑

金長神社

江田橋（潜水橋）

大松橋渡し場
(現：大松川橋)

八幡神社

土佐街道 激動の時代
コロナ禍の時代に生きる
現在の私たちと重なる

古道や歴史的文化遺産を知ること

土地利用 人々の生活当時の

新しい小松島を発見

しっかりと自分らしく生きていけるような人

古地図

アフターコロナの未来

幕末の激動の時代を生きた斉裕
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■研究の概要

　県内の高地蔵を調べることが、防災にも役立つと考え、調査や研究に取り組んでいる。

　今回は、高地蔵の分布について、各種文献資料を参考に現地調査を行い、位置情報と高地

蔵の種類・時期・大きさ・向きのデータを収集し、一覧表にまとめた。それを基に GIS のソ

フトを活用して、江戸時代の古地図などと照合し、比較検討を行った。

　その結果、高地蔵は江戸時代後半につくられたものが多いこと、愛媛県や香川県との県境

でも分布していること、県南では津波記念碑と共につくられていたことなどがわかった。こ

れまでは吉野川流域の洪水との関係に注目してきたが、高地蔵の建立には様々な目的や役割

があると思われるので、さらに調べていきたい。

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等

　徳島県内所在の高地蔵（約500基）と津波記念碑

■利用した博物館・資料館等

　徳島県立博物館、徳島大学総合科学部空間情報研究室

徳島文理高等学校 郷土研究部
今井 滉教､ 松井 葉音、吉田 和矢

徳島県の高地蔵の研究　－新たな発見－

研 究 方 法

１．地蔵の報告書や市町村史→地域別に高地蔵のリストを作成

２．現地調査前→Google Mapのストリートビュー→場所の特定

→緯度経度情報入手

３．現地調査 位置情報の取得・計測・略図の作成・写真撮影

４．データのまとめ→ＧＩＳで地図化→高地蔵の分布図を作成

・これまでの研究で高地蔵が吉野川

下流域に３００基以上あることを確認

・昨年徳島県南でも高地蔵を発見

・徳島県全域に調査範囲を広げてみることにした

新たな発見

１．探訪高地蔵では２０８基 → ４８４基確認した

２．吉野川下流域だけでなく、徳島県内に分布していた

３．最古の年代も宝永から寛永に古くなった

４．徳島県だけでなく、香川県にも造られていた

５．洪水の慰霊碑が主な目的だが、へんろなどの道標や交
通安全・水難安全祈願なども多く見られた

寛
永
三
年
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徳島県立鳴門渦潮高等学校
西谷 漸

戦国期における木津城の役割

■研究の概要

　木津城は県内で唯一、土佐方の城の構造を持つ城である。徳島の山城であるにもかかわらず、

なぜ、その構造を持つのか疑問に思い、研究を始めた。

　文献調査とともに現地調査を行った。それによって、木津城は、築城の時期は不明であるが、

戦国期の三好氏にとって阿波北部の水運の拠点を防衛する上で重要な城であり、さらに土佐の

長宗我部氏が拠点化して改修したことがわかった。また、16世紀後半の備前焼擂鉢や白磁碗、

平瓦といった出土遺物を実見し、これらが焼土層から出土していることや、瓦は長時間燃やさ

れた痕があったことから、長宗我部氏がもとの城を破壊する際に燃やしたものと推測された。 

　以上の結果から、木津城は、戦国期の中で、三好氏や長宗我部氏にとって重要な城であった

ことがわかった。　　

■研究対象とした地域・遺跡・文化財等

　木津城跡（鳴門市）、木津城跡出土遺物（鳴門市教育委員会蔵）

1研究の動機

徳島にあるにもかかわらず、なぜ土佐方の城の構造を有しているのか

木津城は徳島県内で唯一土佐方の城の構造を持っている

木津城跡 木津城全景 https://cmeg.jp/w/castles/7998

瓦・燃えた土の写真

青海波紋様の瓦は勝瑞城で
も出土しており、同紋

長時間燃やされ続けたことに
より変色・変形

鳴門市教育委員会提供

6 木津城のまとめ
木津は古来より人や物の往来の盛んな地であ
り、三好時代には重臣の自遁が配置されるなど
重宝された
長宗我部氏は四国平定に際し、淡路から進軍し
てくる敵の侵入を防ぐために木津城は改修さ
れ、この過程で土佐方の構造を持つ城になった

戦国期の中で三好氏や長宗我部氏にとって木津城
は重要な城であった
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■中学生の部■
　優 秀 賞 「僕が見つけた「石器」の謎に迫る　～出土した「石」が「石器」である可能性を探る～」　
  鳴門教育大学附属中学校　大和 千哲

　奨 励 賞 「日本三祇園の１つと伝わる宍喰八坂神社の謎に迫る！　～真夏のひな祭り編～」
  海陽町立海陽中学校　三浦 美貴

 「アイヌについての一考察」 鳴門教育大学附属中学校　小笠原 定爾

■高校生の部■
　優 秀 賞 「なぜ、徳島女師高女の修学旅行は大陸に渡ったのか　～修学旅行資料から見た大陸へのまなざし～」
  徳島県立城東高等学校
  　　梅村 勇尽、庄野 実里、桑原 義毅、 
   氏久 菜々美

 「阿波国にやってきた英国公使ハリー・パークス」 徳島県立小松島高等学校 小松島歴史クラブ
    竹内 彩夏、島﨑 美怜、森 紅志郎、

中村 信志

　奨 励 賞 「そごう閉店から徳島を考える　～コロナ禍で可能な研究を目指して～」
  徳島生涯教育研究会
  　　 香川 貴宣、久保 璃於、齋藤 誠一郎、

友成 泰聖、  山口 秀人、  吉田 真優、
廣田 智行、金森 陽大、山本 あすか

 「徳島県の高地蔵の研究　－新たな発見－」 徳島文理高等学校 郷土研究部
   今井 滉教、松井 葉音、吉田 和矢

 「戦国期における木津城の役割」 徳島県立鳴門渦潮高等学校　西谷 漸

審査結果一覧

ガイダンス講座

城山１号貝塚 徳島市新町橋東公園（鳥居龍蔵生誕地）

令和２年８月９日（日）開催
○自主研究のガイダンスのため、徳島城跡や城下町跡、鳥居龍蔵ゆかりの地などを歩いて巡りました。
　参加者10名。

【行程】　 徳島城跡と城山貝塚（城山１号貝塚から城山３号貝塚）→徳島市立徳島城博物館→徳島城下町跡→
徳島市寺町→徳島市新町橋東公園（鳥居龍蔵生誕地）

審　査　委　員
　徳島大学名誉教授��平井�松午�氏、徳島大学教授��中村�豊�氏、鳴門教育大学准教授��町田�哲�氏
　徳島県中学校教育研究会社会部会会長��霜田�泰徳�氏、徳島県高等学校教育研究会地歴学会会長��藤川�卓司�氏



12

　鳥居龍蔵生誕150周年を記念して、全国の高校生から歴史・文化に関する自主研究を募集し
ました（主催：徳島県・一般財団法人自治研修センター、後援：総務省）。
　一次審査を行い、優秀な研究を表彰しました。
　さらに、上位３組と「徳島歴史文化フォーラム」の上位２組に、口頭報告を行ってもらい、
最優秀者を選考し、表彰しました。

鳥居龍蔵生誕150周年記念

全国高校生歴史文化フォーラム 2020 in 徳島

優秀賞受賞作品の概要

フォーラム（発表会）

「対馬黒曜石の調査・分析による産地推定　～対馬の原始・古代の交易を知る～」
       長崎県立上対馬高等学校　長﨑 菜々子
　８年かけて、対馬の北部と北西部を中心に踏査し、表面採集を行ってきた黒曜石について、
産地推定を試みた。その結果、ほとんどが佐賀県腰岳産のものであった。また、朝鮮半島南部
の遺跡で、腰岳産の黒曜石と縄文土器が出土しており、朝鮮半島と日本で、対馬北部を経由地
とした交易が盛んに行われていたのではないかと推測した。
  「下妻藩における参勤交代について」  茨城県立古河中等教育学校　佐久間 祐樹
　下妻藩が参勤交代に使用した経路が、距離も長く日数もかかる道程である理由について、研
究を進めた。結果として、老中から「参勤交代の休憩は本陣でとるように」との指示があり、
日光街道中田宿経由となったことなどがわかった。

「石橋宿と馬市　～明治から始まる町おこし～」 栃木県立石橋高等学校　歴史研究部 C 班
        阿久津 日和、田代 千夏、本田 夢歩
　石橋宿で馬市が行われるようになった背景などについて研究を進めた。その結果、1898年か
ら石橋を活性化させるために、地元の有志が馬市を開設しようと尽力したことが出発点であっ
たこと、また交通の利便性や地理的要因を利用して発展させてきたことなどがわかった。

　日　時 : 令和３年３月６日（土）13:00 ～ 16:30　
　会　場：徳島市シビックセンター  さくらホール（徳島市元町）　
　参加者：60名（オンライン参加を含む）
　題目・発表者（発表順）　
　　１　「対馬黒曜石の調査・分析による産地推定　～対馬の原始・古代の交易を知る～」
　　　　　長崎県立上対馬高等学校　長﨑 菜々子　〔オンライン参加〕
　　２　「下妻藩における参勤交代について」
　　　　　茨城県立古河中等教育学校　佐久間 祐樹　〔オンライン参加〕
　　３　「阿波国にやってきた英国公使ハリー・パークス」
　　　　　徳島県立小松島高等学校　小松島歴史クラブ（竹内 彩夏、島﨑 美怜、森 紅志郎、中村 信志）
　　４　「石橋宿と馬市　～明治から始まる町おこし～」
　　　　　栃木県立石橋高等学校　歴史研究部 C 班（阿久津 日和、田代 千夏、本田 夢歩）　〔オンライン参加〕
　　５　「なぜ、徳島女師高女の修学旅行は大陸に渡ったのか　～修学旅行資料から見た大陸へのまなざし～」
　　　　　徳島県立城東高等学校　梅村 勇尽、庄野 実里、桑原 義毅、氏久 菜々美

上対馬高等学校
　長﨑 菜々子

小松島高等学校
小松島歴史クラブ

石橋高等学校
歴史研究部 C 班

城東高等学校古河中等教育学校
佐久間 祐樹
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審　査　委　員

　最優秀賞　「対馬黒曜石の調査・分析による産地推定　～対馬の原始・古代の交易を知る～」
  長崎県立上対馬高等学校　長﨑 菜々子
　優 秀 賞　「下妻藩における参勤交代について」 茨城県立古河中等教育学校　佐久間 祐樹
　　　　　　「石橋宿と馬市　～明治から始まる町おこし～」 栃木県立石橋高等学校　歴史研究部 C 班
  　　阿久津 日和、田代 千夏、本田 夢歩
　入　　賞　「下野市の江戸時代と物流　～吉田河岸が繋ぐ東日本の物流～」
　　　     栃木県立石橋高等学校　歴史研究部 A 班
  　　幢崎 真衣、高山 桃佳、荒川 真衣、
 　　 　　神山 怜菜、古賀 柚香、西岡 論　  
　　　　　　「古代上毛野国の繁栄とその要因　～陸及び河川の交通路に着目して～」
  伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校
   菊池 悠真
　　　　　　「明智光秀の謎の前半生を追う　史料とフィールドワークからの検証」　
  岐阜県立関高等学校　地域研究部
   藤井 大輝、山内 康誠、小山 政亮
　　　　　　「家康を怯れさせた両河内　～武田遺臣団　遺された背後の刃～」　
  静岡学園高等学校　歴史研究部
   小澤 颯太、森田 ゆず、小原 陽音
　　　　　　「韮山代官江川坦庵の功績と評価について」 静岡県立韮山高等学校　文系探究コース歴史班
   大野 楓夏、楠 萌杏菜、永井 あや、
   平山 文子
 「蛇・妖怪から見る伊豆の人々の精神構造」 静岡県立韮山高等学校　文系探究コース物語研究班
    羽畑 海哉、坂本 野花、宇野 陽佑、

勝又 彩実、 板垣 健太郎、村越 里緒、
亀浦 ももか

 　佳　　作　「『織田信長の東美濃攻略戦』とまちづくり」 岐阜県立関高等学校　地域研究部
   田中 莉子、藤村 彩須果 
 「国史跡　岐阜城の新しい発見」　　 鶯谷高等学校　八木 七美
 「駅の裏にひっそりと佇むねずみ小僧次郎吉の碑」 鶯谷高等学校　永塚 七夏
 「関ケ原町の観光業」　                                               鶯谷高等学校　髙野 柚日
 「福岡城」                                                                 福岡県立修猷館高等学校
    山口 峰輝、中川 愛菜、八田 朔太朗、

松嶋 亮幸
 「織幡神社の起源について　～織工女の伝説と縫殿神社～」 福岡県立宗像高等学校　歴史研究会
   永井 真衣、瀬戸山 奏
 「定光寺前遺跡出土の貿易陶磁器からみた中世壱岐の研究」  長﨑県立壱岐高等学校　東アジア歴史・

中国語コース歴史学専攻
   吉本 大悟、竹川 柊、益中 大輝、
   冨田 悠斗、大島 透優
 「「七のまち阿久根」の研究　～三国名勝図会から～」　 鹿児島県立鶴翔高等学校　地域文化研究同好会
   倉津 優奈、入徳 舞衣、的場 翔、
   下平 拓真
　奨 励 賞　「戦時下の栃木県における朝鮮人差別」 栃木県立石橋高等学校　歴史研究部Ｂ班 
   原 大祐、早乙女 楓花、塩澤 征来、
   二ノ宮 渉、細野 花、屋敷 亮太
 「岐阜えだまめ」 鶯谷高等学校　高木 芙実

　鳴門教育大学理事・副学長��大石�雅章�氏、徳島大学名誉教授��平井�松午�氏、徳島大学教授��中村�豊�氏
　鳴門教育大学准教授��町田�哲�氏、四国大学准教授��関口�寛�氏
　徳島県埋蔵文化財センター総務課長��藤川�智之�氏

審査結果一覧
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