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第 88 回 徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像 

               筆者：林 久治（記載：2019 年４月 28 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本の銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は

珍しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけること

を目標としている。ここで「珍しい」とは、「➀見つけ難い場所に隠れている有名

人の銅像。②市井で頑張って人生を過ごしたが、有名人ではない人物の銅像」と言

う意味である。私は自宅が東京にあり、孫達が大阪にいるので、主として東京近郊

と近畿地方で銅像探索を行っている。最近、私はそのような「スクープ銅像」の候

補となりそうな多数の銅像をネットで見つけている。 

本年の２月 21 日から３月４日まで、私は大阪千里山に滞在して、孫達と遊んで来

た。その間、近畿地方で銅像探索を行って来た。81 回の記事/fでは、宝塚市の馬上

太子像と神戸市東灘区の嘉納治五郎像の探索記を記載した。82 回の記事/fでは、京

都市山科区の蓮如像の探索記を記載した。83 回の記事/fでは、大阪市の銅像探索記

を記載した。 
東京に帰京してから、私は３月 13 日に東京谷中で岡倉天心像を探索し、その探索

記を84 回の記事/fに書いた。３月 19 日に、私は港区で芝パークホテルの犬丸像と

松岡美術館の松岡像を探索し、その探索記を85 回の記事/fに書いた。私は３月 29

日に松岡美術館を再訪した。その後、渋谷区恵比寿駅周辺の銅像を探索した。86 回

の記事/fでは、それらの探索記を記載した。前回の記事/fでは、国立駅前の郵政大

学校にある前島密像の探索記を記載した。 

本年の４月 25 日に、中学の同窓会が徳島市であったので、私は３年ぶりに帰徳し

た。2016 年 10 月に帰徳した時には、私は徳島で初めて銅像探索を行った。徳島市

での五宝翁太郎先生の銅像探索記を16 回の記事/fに、美馬市の真鍋勝代議士の銅像

探索記を17 回の記事/fにそれぞれ記載した。３年前から現在までの調査で、私は徳

島県にも日本の銅像探偵団に未収録の銅像が多数残っていることを発見している。 
そこで、今回の帰徳を利用して、私はこれら未収録の銅像の幾つかを撮影した。

今回は、徳島県小松島市櫛淵八幡神社の喜田貞吉像を探索した模様を記載する。本

像は、日本の銅像探偵団が徳島県で指名手配している銅像の一つである。なお、本

稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）の意見や説明を青文字で記載する。 
 

（２）徳島県小松島市とは 

 小松島市の周辺地図と小松島市櫛淵町の地図を次ページの図１に示す。図１上が

示すように、小松島市は紀伊水道に面し、徳島市と阿南市の間に位置している。小

松島市は 1951 年に、小松島町と立江町が合併して、徳島県下第３番目の市として発

足した。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-81.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-82.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-83.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-84.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-85.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-86.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-87.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-16.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-17.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www.geocities.jp/douzouz/
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図１．上：小松島市の周辺地図。本図は２）のサイト/より借用。➀：18 番・恩山

寺、②：19 番・立江寺、③：20 番・鶴林寺、④：源義経の上陸地・勢合。 

下：小松島市櫛淵町の地図。本図は３）のサイト/gより借用。 

 

 1980 年代までは、小松島市は四国の東玄関として発展してきた。小松島港からは、

神戸・大阪行きや和歌山行きの連絡船が発着し、小松島港駅からは、徳島行きの列

徳島市 

阿南市 

小松島市櫛淵町 

➀ 

② 

④ 

③ 

小松島市櫛淵町 

http://map2.nissan.co.jp/c/f/DEALER/STATION/ST27599/36203/
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/027/025/22/N000/000/004/142208331280246847179.png
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車や阿波池田・高知行きの準急列車が発着していた。市の人口は、1985 年までは順

調に増加し、同年には 43998 人に達した。しかし、それ以降は人口減少となり、

2017 年の人口は 38755 人になっている。 

 小松島市の衰退は、1985 年の本四連絡高速道路・大鳴門橋の開通、同年の国鉄小

松島線の廃止などが原因である。しかし、小松島市周辺は古代から栄えていた。図

１上に示すように、小松島市内には、18 番・恩山寺→19 番・立江寺→20 番・鶴林

寺を結ぶ遍路道が平安時代より整備されていた。また、市内の勢合（図１上の④）

は源義経の上陸地として有名であり、恩山寺近傍の旗山（標高 20ｍ）には巨大な義

経騎馬像がある（勿論、本像は日本の銅像探偵団のサイトに収録されている）。 

私は、24 回の感想文/fで「平家物語・勝浦合戦」の真相を考察したので、その詳

細はこのサイトをご覧下さい。図２左には勢合の石碑を、図２右には旗山の義経騎

馬像を示す。 

  

  

図２．左：勢合の石碑。本図は４）のサイト/lより借用。碑文：源平合戦の元歴二年

（1185）二月十八日 源義経は風雨の中を散りぢりに着いた軍船をここに集め勢ぞろいの

後、屋島に向かう。 

右：小松島市旗山の源義経騎馬像。本図は５）のサイト/7より借用。 

 

（３）櫛淵町と櫛淵八幡神社の紹介 

 明治初期には、当地は櫛淵村であった。1889 年の町村制施行により、立江村と合

併して立江村が発足し、1908 年には立江村が町制施行して立江町となった。前節で

書いたように、1951 年に小松島町と立江町が合併して小松島市が発足した。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-hayashi/D-24.pdf
http://basie.mobi/gall_3/tokusima_city-2.html
http://www.east-tokushima.jp/spot/detail.php?id=17
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 ６）のサイト/に、櫛淵町と櫛淵八幡神社に関して、次のような記載がある。 

櫛淵荘は寛仁元（1017）年より、石清水八幡宮領となり、別宮として櫛渕八幡神社が祭祀

されとされています。境内には、県指定天然記念物・櫛渕のフウ（マンサク科）の巨木や

樹齢 700 年ともいわれる楠があります。 

 

 図３に、櫛淵八幡神社の周辺地図を示す。本図により、櫛淵八幡神社は櫛淵小学

校の隣にあることが分かる。徳島駅前から櫛淵方向には、徳島バス（立江線）が運

行されているが、１日に７便しかなく大変不便である（８）のサイト/）。今回は幸

い、甥が櫛淵八幡神社まで車で連れて行ってくれると言うので、大雨の中、本社に

行くことが出来た。なお、櫛淵八幡神社の紹介は９）のサイト/lが優れている。図

４に、櫛淵八幡神社を示す。鄙には稀な、なかなか立派な神社である。平安時代に

は、櫛淵荘は石清水八幡宮領となっていたので、当地に代官所として立派な八幡神

社が設置されたのであろう。 

 

図４．櫛淵八幡神社 

図３．櫛淵八幡神社の周辺地図 

本図は、７）のサイト/lより借用。 

https://www.city.komatsushima.tokushima.jp/institution/shisetsu/facility92/
https://www.navitime.co.jp/diagram/bus/00028423/00009407/0/
https://s.webry.info/sp/09270927.at.webry.info/201811/article_6.html
http://www.tree-flower.jp/36/kushibuchi_huu_752/kushibuchi_hachiman.html
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図５．上：千年祭記念碑（2017 年３月５日）、下：櫛渕のフウの巨木（向かって

右）と樹齢 700 年ともいわれる楠（向かって左）。 

 
 図５上に当社の千年祭記念碑を、図５下に県指定天然記念物・櫛渕のフウ（マン

サク科）の巨木（向かって右）と樹齢 700 年ともいわれる楠（向かって左）を示す。 
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（４）文学博士喜田貞吉の胸像 
 図５下の写真で、鳥居の外側に銅像が設置されているのが見える。これがお目当

ての文学博士喜田貞吉の胸像である。本像と台座の銘文を図６に示す。 

  

  
図６．文学博士喜田貞吉の胸像と台座の銘文 



 7 

 台座の銘文には、次のように記載されている。 
文学博士喜田貞吉（1871-1939） 
 天馬空を駆けるが如き史学の泰斗。文部省図書編集官。東京、京都、東北各帝国大学の

講師教授。法隆寺論争、南北朝正閠論争、や同和問題、民族問題の探究を通じて、歴史学

を国民のものとして闘い抜かれた碩学。明治４年小松島市櫛淵町生。 
平成 11 年 10 月 小松島市教育委員会・櫛淵公民館 

贈 京都市東山区 中西傅吉 中西石太郎 中西吉太郎 

 台座の人名欄には、次のように記載されている。 
世話人 斎藤サツキ 小牧彰二 喜田和彦 岡田正美 
胸像製作 京都市 大杉直 

10）のサイト/fによれば、喜田和彦氏は櫛淵在住の「たけのこ農家」で、喜田貞吉

の兄宇吉のひ孫である。なお、10）のサイト/fは、喜田貞吉の生涯や研究業績を詳

しく紹介している。 
 また、11）のサイト/によれば、彫刻家・大杉直のプロフィールは次の通りである。 

1950 年   京都府生まれ。 

1977 年   京都市立芸術大学彫刻科専攻科修了 

1977～88 年 イタリア留学（ローマ美術アカデミア、クロチェッティ教室） 

1986 年   第 1 回ロダン大賞展優秀賞受賞 

 12）のサイト/lは、喜田貞吉の胸像建立の経緯と、除幕式の様子を次のように書

いている。 
歴史学者喜田貞吉（きた・さだきち）の胸像が、昨日（2000 年 10 月７日）に郷里の徳

島県小松島市櫛渕に建立されました。「妖怪世界」参加者には、憑き物などの研究で知ら

れる妖怪博士ですが、一般には法隆寺再建論争や南北朝正閏論争などで知られる歴史学者

であり、同和問題などにも活躍された人として知られています。 
したがって、10 月８日の「徳島新聞」の見出しには、以下のようにあります。 
中見出し「歴史学者・喜田貞吉（小松島市出身）」 
大見出し「胸像を設置、除幕式」 
小見出し「櫛渕八幡神社」 
 胸像は京都市東山区の中西吉太郎（53 歳）さんが小松島市に寄贈したものです。 
この胸像は、喜田貞吉の生家の近所であり、その境内に少年時代の喜田が通っていた寺子

屋のあった櫛渕八幡神社の鳥居の脇に設置されました。除幕式には櫛渕小学校の生徒や中

学生を含む地域住民、約 200 人が参加し、子供たちがロープを引っ張って胸像にかけられ

ていた白布を外しました。 
 土地は神社が提供、設置費は住民有志が負担しています。郷里に喜田貞吉博士の碑また

は像を建立しようという話は、以前からあったものの、諸般の都合で立ち消えになってい

ました。今回、やっと建立に至ったのは、中西吉太郎さんの父の中西石太郎さんの発案に

よるものです。中西石太郎さんは計画半ばにして昨年５月に亡くなられましたが、その遺

志を吉太郎さんが継いで今回の建立に結びついたのです。 
中西石太郎さんは、昭和 10 年ごろに、東京から京都に単身赴任していた喜田貞吉氏に師

事していたことから、喜田氏の偉業を顕彰しようと喜田氏の郷里の櫛渕への胸像などの建

立を発案しました。 
 当初は、昨年の６月に完成の予定でしたが、石太郎さんの死去により延期になっていま

した。なお、この胸像は京都時代の喜田貞吉氏のイメージで作られているためにアゴ髭の

長々とあるものです。しかし、郷里に帰ってくるときの喜田氏は、「郷里ではそうもゆく

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjhg/63/5/63_431/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjhg/63/5/63_431/_pdf
http://haps-kyoto.com/events/meisei-osugi/
http://scene5.com/yokai/bbs/pslg1489.html
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まい」と髭を常に短めに剃り落としてから実家に帰省していたと実家の方々は言います。

したがって、長い髭の喜田貞吉の郷里入りは初めてということになります。まあ、大学者

になっても両親や親戚や旧友のいる郷里には頭があがらないといいますか、謙虚だったん

ですね 
 
（５）喜田貞吉の生涯と業績 
 私は徳島県出身でありながら、「喜田像が、日本の銅像探偵団の指名手配銅像で

ある」ことを知るまで、喜田先生が大学の先輩で同郷人である事のみならず、先生

の名前さえ知らなかった。以下の部分で、喜田先生の生涯と業績を簡単に紹介する。 

 
 13）のサイト/lによれば、喜田貞吉の略歴は以下の通りである。 

東北帝国大学講師文学博士喜田貞吉は病気の為 1939 年 7 月 3 日逝去した。享年 69 歳。

博士は法隆寺再建論を持してさきには故関野貞博士、最近は足立康博士と論争を交へて、

夙に学会にその令名が喧伝して居た。しかし博士は唯に法隆寺問題のみではなく、歴史一

般に就いても博覧強記を以て聞え、著書には「帝都」「国史の教育」その他数種があり、

関係雑誌に発表された研究論文等は無慮一千余に達し、又自ら「民族と歴史」「社会史研

究」「東北文化研究」の刊行を主宰してゐた。尚この間教職にあつて後進の誘掖にあたり、

文部編修官となつて教科書の編纂等に尽す処があつた。左にその略歴を掲げる。 

 1871 年徳島県に生れ、1896 年東京帝国大学文科大学国史科を卒業、1900 年早稲田専門

校講師、1901 年国学院大学講師を嘱託され、同年文部図書審査官に、1903 年には文部編

修官に転じ 1911 年退官した。この間に 1906 年には東京帝大、1908 年には京都帝大文科大

学講師を嘱託され、1909 年文学博士を授けられた。1920 年京都帝国大学教授に任ぜられ、

1924 年退官、同年東北帝大、京都帝大講師となつて現在に至つた。 

喜田博士の研究の中で有名な成果（事件？）を以下に紹介する。 

法隆寺再建・非再建論争：明治 38 年（1905）以来、喜田貞吉は再建論の中心となっ

たが、昭和 14 年（1939）の発掘調査で再建論の正しさが証明された。 

南北朝正閏（せいじゅん）論争：南朝と北朝のどちらを正統とするかについての論

争。「神皇正統記」や「大日本史」以来の経緯があるが、明治 44 年（1911）両朝を

対等とした国定教科書の記述が問題化し、執筆者の文部省編修官喜田貞吉が休職処

分となり、以後、南朝を正統とする考え方が第二次大戦敗戦時まで支配的となった。 

部落問題：「喜田貞吉―喜田貞吉と部落問題」という題名の本がある。本書の著者

は塩見 鮮一郎。出版社は三一書房。発売日は 1999 年９月 。本書の内容：日本人の

図７．喜田貞吉の肖像 
本図は、10）のサイト/fより借用。 
本図の原典：『歴史地理』74 巻２号，1939 年の口絵 

本号は、喜田博士の追悼号である。 

http://www.geocities.jp/douzouz/
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8522.html
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/8522.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjhg/63/5/63_431/_pdf
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起源から部落問題まで、喜田民俗学の秘密と鍵は！ 歴史・民俗学に縦横無尽の足

跡を残した巨人・喜田貞吉の「知」のエネルギー。 

えあ草紙・青空図書館 - 作品一覧：喜田 貞吉（13）のサイト/l） 

牛捨場馬捨場（新字新仮名）、エタ源流考（新字新仮名）、エタと非人と普通人

（新字新仮名）、エタに対する圧迫の沿革（新字新仮名）、「エタ」名義考（新字

新仮名）、蝦夷とコロボツクルとの異同を論ず（旧字旧仮名）、遠州地方の足洗

（新字新仮名）、奥羽地方のシシ踊りと鹿供養（新字新仮名）、奥州における御館

藤原氏（新字新仮名）、オシラ神に関する二三の臆説（新字新仮名）、火葬と大蔵 

焼屍・洗骨・散骨の風俗（新字新仮名）、来り人の地位と職業 平民申付候事（新

字新仮名）、『切支丹と旧エタ』について（新字新仮名）、くぐつ名義考 古代社

会組織の研究（新字新仮名）、国栖の名義（新字新仮名）、「ケット」と「マッ

ト」（新字新仮名）、国号の由来（新字新仮名）、サンカ者名義考 ――サンカモ

ノは坂の者（新字新仮名）、時勢と道徳観念 大賊小賊・名誉の悪党（新字新仮

名）、沙門と屠児（新字新仮名）春雪の出羽路の三日（新字新仮名）、周防石城山

神籠石探検記（新字新仮名）、炭焼長者譚 系図の仮托と民族の改良（新字新仮

名）、旃陀羅考 日蓮聖人はエタの子なりという事（新字新仮名）、賤民概説（新

字新仮名）、俗法師考（新字新仮名）、長吏名称考（新字新仮名）、憑き物系統に

関する民族的研究 その一例として飛騨の牛蒡種（新字新仮名）、手長と足長 土

蜘蛛研究（新字新仮名）、道鏡皇胤論について（新字新仮名）、「特殊部落研究

号」発行の辞（新字新仮名）、特殊部落ということについて まず部落としての集

団的取扱いを廃せよ（新字新仮名）、「特殊部落」と云う名称について（新字新仮

名）、特殊部落と細民部落・密集部落（新字新仮名）、特殊部落と寺院（新字新仮

名）、特殊部落と通婚問題（新字新仮名）、特殊部落の言語（新字新仮名）、特殊

部落の人口増殖（新字新仮名）、特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ

（新字新仮名）、人身御供と人柱（新字新仮名）、武士を夷ということの考（新字

新仮名）、編輯雑感（新字新仮名）、放免考（新字新仮名）、法隆寺再建非再建論

の回顧（新字新仮名）、本州における蝦夷の末路（新字新仮名）、間人考（新字新

仮名）、「日本民族」とは何ぞや 日本民族の概念を論ず（新字新仮名）、融和促

進（新字新仮名）、融和問題に関する歴史的考察（新字新仮名）、濫僧考補遺（新

字新仮名）、濫僧考 河原者・坂の者・宿の者・非人法師（新字新仮名）。 
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