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豊田市中心部で見られる野鳥（左：田古屋公園〔梅坪町〕のツバメの子育て、右上：冬鳥のジョウビタキ、右下：喉に食物を詰めて運ぶハシブトガラス）

大昔に豊田の地に住んでいた人々の

扱うことに対しては、少々の抵抗
感があったことは事実です。一般
に原始時代は、
「大昔、文化が未
開で自然のままに生活していた時

近世までの考古資料を掲載した
『考古Ⅲ』
の三冊の資料編を、さらにこの度

古Ⅰ』
、弥生時代と古墳時代の資料を取り扱った
『考古Ⅱ』
、そして古代から

原始部会では、旧石器時代と縄文時代の遺跡資料を掲載した
『資料編 考

に生活をしていた時代とは到底考

ないとしても、未開で自然のまま

が大昔のことであることに違いは

す。弥生時代や古墳時代の出来事

暮らしと社会を描く

代」
（旺文社
『国語辞典』
）
というよう

は資料編の資料を基本に市域の旧石器時代から古墳時代までの歴史を描い

えられません。この問題について

な意味合いで受け止められていま

た
『通史編 原始』
を刊行することができました。市史の仕事は平成十八年

は部会でもさんざん議論しました

「原始」
と
「考古」
のあいだで

（二〇〇六）
に始まりましたから、調査から通史編刊行までで一五年近くを要

し、また愛知県史でも結局は
『通

とせざるを得なかったように、学界においても適語が
史編１ 原始・古代』

したことになります。
市史の編集作業は各巻一斉スタートでありながら、当部会は資料編でも通

見つかってはおらず、やむなく
「原始」
を受け入れることになりました。

ある会議の折に、幾つかの地方自治体史に関わってこられた東京大学史料

史編においても、いつも最初に刊行する巻を担当してきました。これはいわ
ルを切って原稿を提出しなければならないような感じで、第一走者がコケて

編纂所の先生から、考古学の人が書いた市史原稿の中には日本史概説の中に

地元の資料から大昔の人々の暮らしと社会を描く

しまうと、他部会に対しても多大な迷惑を与えてしまいかねないというアン

その土地の事項をはめ込んでいるだけのものや資料編に掲載した資料を並べ

ば、
走る距離の異なる走者が一斉に走り出し、
まず初めの一〇〇ｍ地点でゴー

ダー・プレッシャー状態の中で、調査や執筆・編集活動を進めてきたと思い

て解説しているような原稿も見られる、と指摘されたことがありました。チ

もう一点、
「原始」
と
「考古」
のはざまの問題がありました。当部会名が原始

ように日本史概説的な表現になりがちです。日本全体の動きを踏まえ、周辺

クリと刺された感じで、確かに地元の資料が乏しい場合には、某自治体史の

さん

ます。
部会であることはスタート時からの与件でありましたが、正直に言って、当

地域の動向とも関連させながら、地元の資料を基にして、豊田の歴史を描く

また、
『愛知県史』
や
『新修名古屋市史』
作成の編集委員長を務めておられた

初から微妙な違和感があったことは否めません。特に資料編の場合は、考古
いくものでしたから、例えば
『考古Ⅲ』
に所収した飛鳥時代から室町時代・織

塩沢君夫先生が、常々、地方史においても社会を描くことが大切ですよと述

ことは、とても難しい作業でした。

豊期までの遺跡を
「原始」
が担当することについては一種のチグハグ感があっ

べておられたことも、頭の片隅にありました。遺構と遺物、遺跡と遺跡との

学の手法によって遺跡で発見された遺構や遺物などから歴史資料をまとめて

たのです。また、通史編においても、特に弥生時代や古墳時代を原始として
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原始』

通史編

『新修豊田市史 1

を遡ればさかのぼるほど、資料の多様性が乏しくなっていき、社会の描写が

関係から社会の姿を描くこともまた、容易なことではありません。特に時代

ありますか。少年少女よ、野に出て自然を体感し、時には自分の目で遺跡や

ボーイたちの活躍は微笑ましく感じられたものです。現今はそんな雰囲気が

も多かれ少なかれ、
こうした考古ボーイに通ずる経験をもっていましたから、

系の叩き甕の到来、首長層の発生と古墳の築造、カマドや大壁建物の将来な

濠を巡らした弥生時代後・終末期の集落の姿、祀りのシンボルの移行、畿内

暢保さんなど、多くの考古学研究者が大昔の豊田についての解明と理解を進

大橋勤さんと杉浦知さん、伊藤稔さん、鈴木茂夫さん、大参義一さん、天野

古くは田中正幅さんから小栗鉄次郎さん、磯谷清市さん、久永春男さん、

文化財を観察してごらん。

難しくなります。
石器を作った石材の交流や縄文時代の墓制、南山畑遺跡の微小な鉄片、環

ど、日常性を打破していった進取性に富む遺構や遺物などから、どれだけ当

めてこられました。中でも、資料編と通史編にたびたび出てくる田端勉さん

まつ

時の社会の姿を描き出すことができたか、心もとない点も残っています。読

保護体制の充実として活かされているのですが、私の心の中にはいつも、新

は、忘れてはならない人です。愛知県内でも最も早い段階に、文化財保護を

資料編では各遺跡の
「調査」
の項で遺跡調査の経緯を記述し、通史編では折

修豊田市史の
「考古」「原始」
の仕事は本来、田端さんが担うべきであったとい

まれる方それぞれに、大昔の姿を考えていただくこともまた、市史の役目な

に触れて、遺跡発見や発掘調査、遺跡保護に携わった人たちの取り組みにつ

う思いが強くありました。田端さんであったら、この時代をどのようにまと

担当する専門職員として豊田市に採用された田端さんは、惜しくも現職中に

いても紹介しています。よく
「遺跡調査にはロマンがありますね」
と言われま

め、
叙述されたのだろうかという思いがずっとあったのです。
ある意味で、『資

のかもしれません。

すが、追究する楽しさの裏には、発見者や調査担当者が思わぬ資料を発見し

料編 考古』
と
『通史編 原始』
は、田端勉さんに捧げるレクイエムでした。

早逝されてしまいました。田端さんの功績は、その後の教育委員会の文化財

た時に感じた戸惑い、歴史として解釈する場合の苦慮、保存と開発との板挟

市史の財産

通史編の旧石器時代遺跡探索の

ら未来に向かって進んでいくための礎にしようとする作業です。このため、

で歩んできた大昔から現代までの道を的確にまとめることによって、これか

高まっていた日本文化の起源を

す。
「考古」
の範ちゅうで言えば、重要な遺跡の史跡指定保存、史跡や遺跡の

近年では、市史の成果をまちづくりに活かしていくことが求められていま

－3－

遺跡の保護や調査に関わった人たち

みになってしまう苦悩があったことなども叙述しておきたかったからです。

中で、
「考古ボーイ」と呼ばれた

市史には自治体の意志が現れるもので、大正年間から昭和初期には首長自ら

申し上げるまでもなく地方自治体史編さんは、それぞれの自治体がこれま

少年たちの活躍を紹介していま

が一人で書かれた村誌や郡誌もありました。

追 究 す る 楽 し さ に つ い て は、

す。昭和三〇年代～四〇年代に
探る学界の雰囲気を感じて、少

（原始部会 部会長 加藤安信）

進取性とが調和する豊田の意志を体現させるものになるでしょう。

整備、予定されている新博物館での資料保存と展示などは、まさしく歴史と
ていたのです。当部会のメンバー

まわって石器探しに夢中になっ

年たちもまた豊田の山野を駆け

田端勉さん（平成５年撮影）

専信房専海について
―結局よくわからなかった鎌倉時代・初期真宗の僧侶―
『新修豊田市史２ 通史編 古代・中世』
において、宗教史分野の執筆を担

とされています。専信は親鸞の直弟子として、その主著である
『教行信証』
も

伝授されたとみられ、親鸞八三歳の寿像
（西本願寺蔵・国宝）
も拝領しており、

専信本人もしくはその近い子孫・後継者が三河にまで移ってきました。そし

て、その所在が本願寺から
「安城」
と認識されたので、専信が拝領した親鸞寿
へごし

像は
「安城御影」
と呼ばれるようになりました。

実際に
「安城御影」
は戦国時代まで同寺にありました。市域でも願正寺
（桝塚

専信の系譜は舳越願照寺
（岡崎市・浄土真宗本願寺派）
が直系の由緒を持ち、

営まれた神社堂舎の造営、長興寺をはじめとする禅宗寺院の展開、そして浄

西町・真宗大谷派）
が関係する由緒寺院です。とはいえ、専信房専海に関す

当しました。まさに重厚な猿投社を中心とする顕密寺社の世界、地域社会で
土真宗の広がりなど、中世豊田の豊かな信仰世界を確かめて、提示すること

点で物語る
『三河念仏相承日記』
が、高田の真仏・顕智と共に行動して三河に

る中世の文献史料はほとんどなく、三河真宗の始まりを高田専修寺門流の視

しかしながら、
取り組み始めた当初から重要な課題として位置づけていた、

来訪する専信に触れる程度で、その実像は不明であり、謎めいた存在でした。

が、何とかできたと思います。
鎌倉時代・初期真宗における専信房専海の歴史像の解明については、残念な

の始まりにおいて鍵となるのが、専信房専海と光信房源海の存在でした。関

市域を含む西三河は、浄土真宗の展開の顕著な地域です。三河真宗の歴史

介によせて―」〈早島有毅編
『親鸞門流の世界 絵画と文献からの再検討』
法藏館、

ました（脊古真哉
「専海系三河門流の北陸地方への展開―高僧連坐影像二点の紹

所蔵するような、専海を描く高僧連坐像の研究にかかっていると考えられ

そこで、専信房専海とその門流に関する歴史像の解明は、舳越願照寺が

東からやってきたこの二人の門流集団が、三河における初期真宗の重要な核

二〇〇八年〉
参照）
。高僧連坐像とは、初期真宗の僧侶における教えの継承
（師

程度すでに把握されており（脊古真哉
「荒木満福寺考―満福寺歴代の復元と源海

伝える木像も残されています。そのため、源海とその門流の歴史像は、ある

実見したものでした。同コラムでは説明不足でしたので、ここに補足説明を

ページ）
。そこに写真掲載した光照寺と光善寺の高僧連坐像が市史の調査で

て、
コラム
「高僧連坐像に描かれた専信房専海」
を執筆しました（三六〇・三六一

息において、
「専信坊、京ちかくなられて候うこそたのもしうおほえ候え」
と

へと展開することを強く認識することになりますが、問題はここからどのよ

あらためて、
「専海―円善」
の系譜が、三河和田の円善から越前大町の如道
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がらやり遂げることができませんでした。

になったと考えられ、市域にもその痕跡を残します。

市史の調査の成果も加え、現在のところ知られる、専海を描く高僧連坐像

弟関係）
を示す絵画で、中世から近世にかけて描かれたものです。

いては如意寺
（力石町・真宗大谷派）
がその由緒を持っています。同寺には実

は一五点となりました
（表 ）
。これに関して、
『通史編 古代・中世』
におい

両者のうち、光信房源海については、伝説的部分も多いものの、市域にお
際に
「光明本尊」
をはじめとする初期真宗の法宝物が伝存し、源海の姿をよく

系荒木門流の拡散―」〈
『寺院史研究』
第一一号、二〇〇七年〉
参照）
、今回も提示で

示します。二か寺とも福井県越前市の真宗佛光寺派の寺院であり、二幅とも

述べるほどの人物でした。これは、関東にいた専信房
（坊）
が、遠江国池田に

うに検討を進めればよいのかということです。正直に言えばやや手詰まりな

「専海―円善」
系を描く高僧連坐像と確かめられます。

拠点を移し、それを京都から近くなったと親鸞が頼もしく思うと伝えたもの

もう一人の専信房専海については、浄土真宗の祖である親鸞がその自筆消

きるものでした。

1

流入品か

＊2015.9.3市史調査

旧本巣郡根尾村より移転

＊2015.9.3市史調査
日下無倫『真宗史の研究』

なるでしょう。

そして、⑶は、通史編のコラムで黒衣の下

の赤い衣
（ ・ ）
に触れましたが、今回いく

つかの画像部分
（写真 ）
をあらためて並べて

13

７
― ～
・ ・

⑵
「 専海―了善 」系高僧連坐
３
― ・
）
との関係を

⑶絵画史料研究として、そ

れぞれの高僧連坐像におけ

る専海の像容を比較検討し、

判明する点を探る。
まず、⑴は三河と北陸の各

真宗勢力同士が後世まで歴

史認識を共有できる相互交

流をしていたことを示すも

のと思われます。その経路が

脊古氏の指摘する美濃国郡
上・越前国大野の白山信仰の
道であれば、市域の関わりも
想定できそうです。
次に、⑵は知多半島から
木曽三川流域に展開する経
路に見出されます
（半田市無
量壽寺・常滑市光明寺が同系

（古代・中世部会 執筆委員 安藤 弥）

たいと思います。

いうことを、後日のため、ここに述べておき

以上、なお残された謎、研究課題があると

味深いところです。

までさかのぼれるのかという点が、とても興

が記されています。こうした歴史認識がどこ

であるという由緒を認めて欲しいという内容

たことを嘆き、あらためて
「安城御影御里坊」

本願寺教団の東西分派でとりまぎれてしまっ

で、元来舳越願照寺と兄弟寺院であったのに、

専信房専海の弟子であった照心房専空の開基

章第六節
「寺社由緒書」
由緒一〇）
には、同寺が

「奉歎願候口上覚」
（
『資料編 古代・中世』
第二

幕末期と推定される願正寺住職専淳による

の手がかりであることにも注意が必要です。

塚西町の願正寺の由緒のみが今のところ唯一

海の痕跡がほとんど見出せず、先に触れた桝

ところで、⑴に関わって、市域に専信房専

問題が今後の追究課題と思われました。

点では困難）
。また、それぞれの成立時期の

ことを確かめられました
（系統的把握が現時

みると、
「専海」
の描写にそれぞれ特徴がある

1

14

統）
。専海の弟子筋に少なく

10

12

とも円善・了善の二系統があ

写真1 高僧連坐像における専海像（了雲寺蔵：同朋大学仏教文化研究所提供、浄誓寺蔵：真宗大谷派名古屋教区教化センター提供）

のですが、以下三点を示しておきたいと思います。

（吉良町）

１
―・
２・４）
することをどう考えるか。

1

⑴この
「専海―円善」
系高僧連坐像が、北陸に多くある
（表
）
一方で、三河にも伝存
（表

15
表1 専海を描く高僧連坐像

1
13

どう考えるか。

1

ると想定し、それらが分流す

光善寺蔵
光照寺蔵

像
（表

（注）脊古論文掲載表（1～12）を増補（13～15）。寺院名に付した（本）（大）（三）（佛）（誠）（出）は、それぞれ浄土真宗本願寺派、真宗大谷派、真宗三門
徒派、真宗佛光寺派、真宗誠照寺派、真宗出雲路派を指す。なお、岐阜県大垣市の浄源寺（大）の高僧連坐像も「専海―円善」を描いているという可能
性が指摘されている（『真宗重宝聚英』第8巻）。

る構図で捉えていくことに
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焼失
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

浄誓寺蔵
了雲寺蔵

備 考
親鸞以降の人物
親鸞―真仏―専海―円善―如道
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性
親鸞―真仏―専海―了善―仏性
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性
親鸞―［ ］―□海―［ ］―［ ］
親鸞―真□―専海―□善―□□―□性―如覚
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性―如覚
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性―如覚―正通
親鸞―真仏―専海―円善―如導―導性
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性―如覚
親鸞―専海―了善―仏性―［ ］―［ ］―［ ］
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性―善貞
親鸞―真仏―専海―円善―如道―道性―如覚
所在地
愛知県岡崎市
愛知県岡崎市
愛知県岡崎市
愛知県西尾市
愛知県犬山市
滋賀県彦根市
福井県福井市
福井県福井市
福井県福井市
福井県越前市
福井県鯖江市
岐阜県岐阜市
三重県いなべ市
福井県越前市
福井県越前市
所 蔵
願照寺（本）
西照寺（大）
勝蓮寺（大）
正覚寺（大）
浄誓寺（大）
善敬寺（大）
専照寺（三）
専照寺（三）
月輪寺（本）
光照寺（佛）
願生寺（誠）
願養寺（誠）
了雲寺（大）
光善寺（佛）
城福寺（出）

資料編

近 代 Ⅲ 』の

トルで、愛知県の総面
積の約一八パーセン
トを占めるという大

る計画で、平成十九年度
（二〇〇七）
から編集作業を進めてきました。平成

『新修豊田市史』
の近代編は、資料編三冊、通史編一冊の計四冊を刊行す

キロメートルですか

屋市は約三二六平方

国第二六位です。名古

『新修豊田市史
きな市になりました。

二十七年度に
『資料編 近代Ⅰ』
、平成二十九年度に
『資料編 近代Ⅱ』
を刊行

ら、約二・八倍という

刊行を終えて

し、昨年、令和元年度に
『資料編 近代Ⅲ』
を取りまとめ、市民の皆さんに新

ことになります。

市域面積としては全

しい資料とそれに基づく成果の一端を提示することができました。

『近代Ⅲ』
は、通史的に市域の近代史を捉えるのではなく、市域の近代を特徴

宗教・文化という四つのジャンルに分けて資料を精選して、配列しました。

での市域の歴史過程について、時代を追って政治・行政、産業・経済、教育、

が編さんの目的でした。現在の市域となった旧市町村の枠を越えた地域史像

た。豊田市民に向けて、新豊田市域の歴史と生活の姿を理解してもらうこと

うになった豊田市の成立に合わせて、
『新修豊田市史』
の編さんも始まりまし

行政区域を有するよ

こうした広域的な

づけるいくつかのテーマ・素材を取りあげて、それらに関する資料をできる

を提案すること、
『新修豊田市史』
はそうした統合された、しかも広大な区域

『近代Ⅰ』
と
『近代Ⅱ』
では、廃藩置県
（一八七一年）
から敗戦
（一九四五年）
ま

だけ多く採録することを心がけました。

を有する新豊田市の歴史と生活の歩みを記述することが目標となります。

章 人口と人の移動」
という、一一章で構成しました。こうしたテーマを設

さん」
、
「第九章 生活の記録」
、
「第十章 近代の石造物・記念碑」
、
「第十一

章 風水害と地震」
、
「第七章 主要神社の近代」
、
「第八章 歴史地理書の編

川とその利用」
、
「第四章 用水の開鑿と利用」
、
「第五章 山と生業」
、
「第六

かと考え、それらをテーマとして関連する資料をできるだけ多く採録するこ

明治両用水）
、道路
（飯田・足助両街道）
、それに広大な山林と生業ではない

いう問題意識をもってきました。そして、それは河川と用水
（矢作川、枝下・

近代部会では、新市域全体の歴史と生活を支えてきた骨格・脈絡が何かと

歴史的に形成された地域の骨格・脈絡という柱に加えて、
『近代Ⅲ』
では主

とに努めました。
新しい広域性をもつ地域史の特色が、
採録した諸資料によっ

「平成の大合併」
と呼ばれる全国的な市町村の合併政策によって、地域は大

要な神社の歴史、地域住民の生活に密着した日記・記録、石造物・記念碑と

定した理由と編集の経過、そして採録した資料の意義については、
『近代Ⅲ』

きな変化に見舞われました。豊田市域でも平成十七年の合併によって、西加

いったテーマにも配慮しながら、編集をおこなってきました。これらのテー

て少しでも提示できていれば幸いです。

茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・旭町・下山村、北設楽郡稲武町の六

マに関する資料は市史編さんのための調査の過程で数多く見つかり、蓄積さ

の
「総説」
と
「解説」
で詳しく述べてありますので、そちらをご覧ください。

かいさく

『近代Ⅲ』
は、
「第一章 土地と地籍」
、
「第二章 道の近代」
、
「第三章 河

『新修豊田市史 資料編 近代』

町村が豊田市に合併されました。新しい市域の面積は約九一八平方キロメー

－6－
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れてきたものです。ただ残念なことに、紙幅の関係でほんの一部しか採録で

相、鈴木委員には人口から見た市域の特徴、服部委員には昭和の二度の地震

演をしていただいたところです。溝口委員には地籍帳に見える土地利用の様

体験者へのアンケート調査の結果、聞き取り調査から得られた生々しい体験

きませんでした。
他方でまた、
『近代Ⅲ』
では歴史地理学を専門とする委員の協力を得て、土

野 と し て、 今 後 も

近代史の重要な分

つですが、災害に関連する歴史資料は実に数が多いということです。市域の

地震）
に関する資料を採録しました。調査の過程で分かったこと、成果の一

三つの地震
（一八九一年濃尾地震・一九四四年東南海地震・一九四五年三河

の歴史についても、
明治以来くり返し市域住民に被害を与えてきた風水害と、

た成果を掲載することができました。さらに、近年特に注目されている災害

に作製された地籍図、市域に残されている人口統計資料などを調査・検討し

南と北に区分されました。こうした新しい郡には郡役所が置かれ、それには

治十一年
（一八七八）
にそれまでの加茂郡は東と西に区分され、また設楽郡も

の下に置かれるようになりました。加えて大きく変化したことの一つに、明

挙母や足助は、村制から町制へ形を変え、多くの村は合併して広域的な村制

の下で社会が大きく変化していきました。地域の中核的機能を果たしてきた

れらの所領を廃止し、新しい行政機関、それもたびたび変更されますが、そ

（代官領）
が混在し、複雑な所領支配の様相を呈していました。廃藩置県はそ

す。現豊田市域には、江戸時代多くの大名・旗本の所領、そして幕府直轄領

現在、近代部会では今年度末の通史編刊行に向けた編集作業を進めていま

談を紹介していただきました。

調査研究が進めら

郡長以下の郡吏がいました。また郡会が開かれ、郡を単位とした産業団体な

座を担当しました。

た第三七回市史講

題と共に、通史編で考えるべき課題でしょう。こうした問題以外にも、通史

の市域の中心的な地区がいかに時代と共に変容していったのか、といった問

こうした郡制の歴史的な意味についても、挙母・足助・九久平・稲武など

－7－

地
（地籍図）
と人口という視点で、愛知県公文書館に所蔵されている明治中期

れる必要があるで

どもありました。こうした行政機関として、郡制が愛知県と各町村の中間で

機能していたことが、近代史の特徴です。郡制は一九二〇年代に廃止されま

しょう。
近代部会は、十一

「近代豊田の土地と

編で考えていく事柄は多くあります。できるだけこれまで収集した新しい資

すが、平成の大合併とともに
「郡」
は住所表記からもなくなりました。

人びと―地籍帳・人

料を生かしながら、新しい豊田市域の近代史像を提示することができるよう

月一日に開催され

口・災害―」という

にしたいと考えています。

（近代部会 部会長 羽賀祥二）

タイトルで、溝口常

れる委員の方に講

地理学を専門とさ

由未の三人の歴史

俊・鈴木允・服部亜

（令和2年11月6日付け）

矢作新報の新聞記事

都市に暮らす野鳥
―通勤がてらにバードウォッチング―

梅坪駅と新豊田駅

周辺の街路樹

街中の街路樹も

できます。平成二十五年度から令和二年度までの八年間、

くことができ、家から一歩外に出ればその姿を見ることが

商店の軒下によく営巣するツバメですが、昨今は建物構造

ある電灯の上では、ツバメが子育てをしています。民家や

春になると、田古屋公園と岩畑公園の公衆トイレの中に

二十九年度と令和元年度の冬には、ヒレンジャクの群れも

は、この実を求めてヒヨドリとツグミが飛来します。平成

をたくさん付けます。冬が深まる十二月の終わりごろに

鉄の梅坪駅周辺にはクロガネモチが植えられ、秋に赤い実

また、都市に暮らす

私が通勤で歩いた愛環梅坪駅から市史編さん室までの道中

の変化や汚れにくく加工された建物が増えたことなどによ

見られました。歩道に人気がなくなると、休んでいた電線

で何度も突いて穴を開け、喉いっぱいにハムを詰めて飛び

空を自由に移動し、人家周辺にも生息している鳥類は、

だけでも、実にさまざまな野鳥との出会いがありました。

り、昔からの営巣に適した場所が減少しているといわれて

から一斉に降りてクロガネモチの実を食べ、人が来ると電

鳥たちにとって大

ここでは、私が主に通勤途中に出会った都市に暮らす野鳥

います。そうした状況の中で、公園の公衆トイレは、ツバ

線に戻ることを繰り返していました。冬鳥のヒレンジャク

去っていきました。きっとどこかに貯食して、後でゆっく

をご紹介します。

メにとって巣を作りやすい場所の一つになっているのかも

は、年によって日本列島への渡来数に多少があるといわれ

私たちにとって最も身近な野生動物の一つです。自然豊か

下町公園・田古屋公園・岩畑公園

しれません。しかし、人通りに乏しいためか、通勤の時間

ますが、梅坪駅周辺の並木でも他の年には見たことがあり

切 な 存 在 で す。 名

愛環梅坪駅から市史編さん室までの道中には、梅坪町に

帯にも関わらず、
岩畑公園の巣がハシブトガラスに襲われ、

ません。ヒレンジャクは
「リリーリリー」
と鈴の音のような

り食べたのでしょう。

下町公園と田古屋公園、平芝町に岩畑公園という小さな公

目の前で巣立ち間近の雛がさらわれたこともありました。

な場所だけでなく、街中でも朝に目を覚ますと鳥の声を聞

園があります。これらの公園では、スズメとハクセキレイ

鳥の中には天敵が少ないことから、人通りが多く明かり

高く澄んだ声で鳴きます。冬に実を付けた街路樹のそばで

また、ある春先に岩畑公園のベンチに座っていると、枯

のある街中の街路樹をねぐらにするものがいます。新豊田

観察していた雛が無事に巣立ちを迎え、近くの電線で親鳥

リ・カワラヒワ・エナガ・コゲラ・キジバトが通年見られ

れ草をくわえたヒヨドリが、ベンチの近くに植えられたツ

駅周辺の並木はスズメとムクドリのねぐらに利用されてい

が地面で採食し、植木にはシジュウカラとヒヨドリが訪れ

ます。下町公園では、秋になるとメタセコイアのてっぺん

バキの中に飛び込んでいきました。子育てシーズンが終

て、毎年七月ごろに親元を離れた幼鳥によって集団ねぐら

この声を聞いたら、頭上の電線を見てみてください。きっ

から
「キィーキィーキィー、ジュンジュン」
とモズの高鳴き

わった十月に、ツバキの中に鏡を入れてのぞいてみると、

が形成され始めます。その後、新たに独り立ちした幼鳥や

から餌をもらっている光景を見ると、安堵すると同時に微

が聞こえ、冬にはシメが飛来していたこともありました。

そこには枯れ草とビニールひもを丁寧に編み込んだ椀形

繁殖を終えた親鳥なども加わり、九月から十月にかけて鳥

ます。冬になるとジョウビタキとツグミが加わり、比較的

下町公園のそばを走る愛知環状鉄道の高架では、春先に

の巣がありました。日ごろ何気なく歩いている公園でも、

の数はピークに達します。この時期には、夕方になるとス

とその冬は、ヒレンジャクに出会えることでしょう。

ドバトが巣材の小枝を雨樋へと運んでいます。また、公園

ちょっとした緑を利用して、人知れずに意外と多くの鳥た

ズメとムクドリの群れが次々に飛来し、最終的には数万羽

笑ましい気持ちになります。

の傍らに設置されたごみ収集所では、幸運にも三連パック

ちが子育てに励んでいるのかもしれません。

樹木が多い下町公園と岩畑公園では、他にメジロやムクド

のハムを見つけたハシブトガラスが、厚い外装をくちばし
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ヒレンジャク

ながら大きな

安全を確かめ

す。ねぐらの

辺に集まりま

数の鳥が駅周

われる膨大な

に達すると思

とウグイスが鳴きながら移動していたこともありました。

キとツグミが加わり、ツツジの中を
「ジャッジャッジャッ」

餌をねだる可愛らしい姿が見られます。冬にはジョウビタ

て歩き、翼を小刻みに振るわせながら、口を大きく開けて

ヨドリが訪れます。春になるとスズメの幼鳥が親鳥に付い

ラスが地面で採食し、植木にはシジュウカラ・メジロ・ヒ

ズメやムクドリ・カワラヒワ・ハクセキレイ・ハシボソガ

り、ケヤキやツツジなどが植えられています。ここではス

野鳥との出会いを求めて

ります。

「ジュリジュリ」
と鳴きながら飛び回る群れを見ることがあ

越冬するものもいるようで、冬でも旧図書館付近の上空を

巣に出入りしています。イワツバメは夏鳥ですが、市域で

営巣していて、春には親鳥が雛に餌を与えるため、頻繁に

し掛かります。この交差点の高架では、毎年イワツバメが

一斉にねぐら

回し、やがて

れが上空を旋

「イソ」
が付くように、
国内では海岸の岩場や崖、
消波ブロッ

調として、腹部と下尾筒がレンガ色をしています。名前に

イソヒヨドリはツグミに近い仲間で、オスは深い青色を基

この芝地には、二回ほどイソヒヨドリも飛来しました。

私たちに見せてくれるのです。

して、四季折々のふとした瞬間に、その懸命に生きる姿を

厳しい冬を街路樹の実を食べながら乗り越えています。そ

ら秋にかけて人通りのあるところに集団ねぐらをつくり、

で暮らしています。春には建物や植木で子育てをし、夏か

鳥たちは都市の環境を利用しながら、私たちのすぐそば

ムクドリの群

に入る様子に

クの上でよく見られる鳥です。他には通勤途中に民家の屋

ありました。こうした街路樹につくられる集団ねぐらは、

の年に生まれたと思われる若い雄にも出会いました。イソ

も見たことがあります。昨年の十二月には、下町公園でそ

録された種が、美しい写真と共に紹介されています。今号

区の水田地帯まで、市域における鳥類の主な生息地と記

然』
では、稲武地区の面ノ木原生林から上郷地区・高岡地

か び と う

は、他にない独特の迫力があります。さらには、ねぐらに

近年都市部でも見られるようになってきた猛禽類を支えて

ヒヨドリは内陸の都市部に進出しつつある鳥だといわれま

が発行される冬季は、市街地をはじめ平野部で見られる野

別編 自

根や、梅坪駅に隣接する結婚式場の屋上でさえずる姿など

いる大切な狩場の一つなのでしょう。新豊田駅周辺の集

すので、これから市内中心部で最も身近に見られる
「青い

鳥が多くなる季節です。この機会に
『別編 自然』
をガイド

平成二十九年度に刊行した
『新修豊田市史

集まる鳥を狙って、チョウゲンボウが飛来していたことも

団ねぐらは、十一月に入ると次第に駅から移動していき、

鳥」
になっていくことでしょう。春に建物の屋上の目立つ

きたり、戸袋に巣材や雛に与える餌を運ぶムクドリの姿を

リッシリッ」
とスズメの雛のしわがれた鳴き声が聞こえて

春に通勤していると、民家の屋根裏や瓦の隙間から
「シ

イソヒヨドリかもしれ

る鳥がいたら、それは

所で美しい声でさえず

あっても、野鳥の姿や鳴き声に気を付けつつ、ゆっくり静

水辺などを歩いてみませんか。たとえ通勤・通学の途中で

ブックにしながら、
本の中で紹介される場所や近所の公園、

（文：豊田市史資料調査会 専門員 安井 充）

さんに訪れることでしょう。
鉄三河線の高架沿いを

原始部会 調査協力員 林 亜紀子）

（表紙・文中イラスト：
７丁目」
の交差点に差

北に歩くと、
「平芝町

市史編さん室から名

かに歩いていると、きっと思いがけない素敵な出会いが皆

もうきん

十二月になるころには見られなくなります。

23
ません。

見たりします。新豊田駅周辺のねぐらに集まるスズメとム
クドリの中には、皆さんの家から巣立っていった子どもた
ちも含まれているかもしれません。
市史編さん室の芝地
市史編さん室が入る旧図書館の周囲には小さな芝地があ

イソヒヨドリ

－9－

新豊田駅周辺のムクドリのねぐら入り

通史編、ついに完結！
第十回配本として、六月より
『通史編 近世』
、
『通史編 近代』
、
『通史編 現代』
の販売を開始し
ます。次回の配本で、新修豊田市史の通史編が完
結し、原始から現代まで時代を通して読むことが

第四章 日露戦後社会の再編と地方改良
第五章 デモクラシーと郡制廃止後の地域
第六章 戦時体制の構築と工業化

販売価格：四〇〇〇円

第七章 人口と人々の移動
『通史編 現代』
菊 判
第一章 戦後復興期のすがた

できます。カラー写真や図版を多用し、読みやす
く工夫されていますので、この機会にぜひ
『新修

第五章 新しい豊田市の誕生

第四章 国際化の中の多様な展開

第三章 安定成長の時代

第二章 高度経済成長期の諸相

販売価格：四〇〇〇円

豊田市史』
をお手にとってご覧ください。
『通史編 近世』
菊 判

■購入予約について■
どにある刊行案内リーフレットの申込書を市史編

■既刊本も好評発売中■

販売価格：二一〇〇円

新修豊田市史概要版 『豊田市のあゆみ』

Ｂ５判

資料編 『考古Ⅰ』『考古Ⅱ』『考古Ⅲ』

販売価格：四五〇〇円

別 編 『美術・工芸』『建築』『自然』

Ａ４判

通史編 『原始』『古代・中世』

資料編 『古代・中世』『近世Ⅰ』『近世Ⅱ』

『近世Ⅲ』『近代Ⅰ』『近代Ⅱ』

『近代Ⅲ』『現代Ⅰ』『現代Ⅱ』

販売価格：四〇〇〇円

別 編 『民俗Ⅰ』『民俗Ⅱ』『民俗Ⅲ』

菊 判

『新修豊田市史だより
 』第 号

豊田市史編さん室

第一章 領主支配と地域社会
第二章 市域の人びとの暮らし
第四章 商人と流通

さん室にお送りいただくか、市史編さん室にＦＡ

二月から随時予約を承ります。市役所・支所な

第五章 領主の改革と地域社会

Ｘ・メールなどでお申し込みください。

第三章 市域の生業と産業

第六章 民衆運動の高揚

■直接購入について■
左記の施設で六月以降に販売します。詳しくは

令和三年一月 発行

豊田市生涯活躍部文化財課 市史編さん室

〒四七一―〇〇七九

愛知県豊田市陣中町一―一九 ―
一

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

E-Mail:shishihensan@city.toyota.aichi.jp

－10－

で検索！

第七章 地域文化の展開
第八章 地域社会における宗教

『広報とよた』
、市史編さん室ホームページなどで
■
『新修豊田市史』
取り扱い施設■

ご確認ください。

第九章 社会の変動と明治維新
『通史編 近代』

／民芸館
（平戸橋町）／近代の産業とくらし発

市史編さん室
（陣中町）／郷土資料館
（陣中町）

第一章 地域と歴史の概観

見館
（喜多町）／中央図書館
（西町）／市内一部

販売価格：四〇〇〇円

第二章 明治維新後の社会変革

書店

菊 判

第三章 町村制の実施と日清・日露戦争
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