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9 真砂瀬 まなごぜ 東洋町 39101 昭和55年7月1日
61 甲浦 かんのうら 東洋町 39101 昭和55年12月30日
117 生見 いくみ 東洋町 39101 昭和56年7月14日
144 大斗 おおと 東洋町 39101 昭和56年10月13日
223 白浜 しらはま 東洋町 39101 昭和57年8月3日
24 日南 ひなた 室戸市 39102 昭和55年8月19日
41 椎名 しいな 室戸市 39102 昭和55年10月21日
78 三十代 さんじゅうだい 室戸市 39102 昭和56年2月24日
93 奈良師 ならし 室戸市 39102 昭和56年4月21日
105 西山台地 にしやまだいち 室戸市 39102 昭和56年6月2日
129 入木 いるぎ 室戸市 39102 昭和56年8月25日
164 崎山台地 さきやまだいち 室戸市 39102 昭和56年12月22日
199 黒耳 くろみみ 室戸市 39102 昭和57年5月11日
246 三津 みつ 室戸市 39102 昭和57年10月19日
294 浮津 うきつ 室戸市 39102 昭和58年9月14日
44 米ヶ岡 よねがおか 奈半利町 39103 昭和55年10月28日
85 車瀬 くるまぜ 奈半利町 39103 昭和56年3月24日
137 六本松 ろっぽんまつ 奈半利町 39103 昭和56年9月22日
178 久礼岩 くれいわ 奈半利町 39103 昭和57年2月16日
259 大原 おおはら 奈半利町 39103 昭和57年12月7日
302 大師坂 だいしざか 奈半利町 39103 昭和58年10月12日
20 土生岡 はぶのおか 田野町 39104 昭和55年8月5日
64 大野 おおの 田野町 39104 昭和56年1月6日
97 千福 せんぷく 田野町 39104 昭和56年5月5日
161 中野 なかの 田野町 39104 昭和56年12月15日
202 開 ひらく 田野町 39104 昭和57年5月18日
5 二又 ふたまた 北川村 39105 昭和55年6月17日
56 久府付 くぶつけ 北川村 39105 昭和55年12月9日
170 崎山 さきやま 北川村 39105 昭和57年1月19日
308 長山 ながやま 北川村 39105 昭和58年12月7日
75 中ノ川 なかのかわ 馬路村 39106 昭和56年2月17日
149 朝日出 あさひで 馬路村 39106 昭和56年11月3日
218 上坪 かみつぼ 馬路村 39106 昭和57年7月13日
243 丸山台地 まるやまだいち 馬路村 39106 昭和57年10月12日
29 唐浜 とうのはま 安田町 39107 昭和55年9月9日
126 栄峰 えいほう 安田町 39107 昭和56年8月11日
190 城 じょう 安田町 39107 昭和57年4月6日
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232 間下 まげ 安田町 39107 昭和57年8月31日
270 中里 なかざと 安田町 39107 昭和58年3月30日
286 田の尻 たのしり 安田町 39107 昭和58年8月17日
1 入河内 にゅうがうち 安芸市 39108 昭和55年6月3日
33 畑山 はたやま 安芸市 39108 昭和55年9月23日
49 八ノ谷 はちのたに 安芸市 39108 昭和55年11月18日
120 奈比賀 なびか 安芸市 39108 昭和56年7月21日
132 八流 やながれ 安芸市 39108 昭和56年9月1日
152 内原野 うちはらの 安芸市 39108 昭和56年11月10日
174 大井 おおい 安芸市 39108 昭和57年2月2日
184 別役 べっちゃく 安芸市 39108 昭和57年3月9日
198 江川 えがわ 安芸市 39108 昭和57年5月4日
215 河野 こうの 安芸市 39108 昭和57年7月6日
236 黒瀬 くろせ 安芸市 39108 昭和57年9月14日
255 上尾川 かみおがわ 安芸市 39108 昭和57年11月23日
299 穴内 あなない 安芸市 39108 昭和58年10月5日
16 極楽団地 ごくらくだんち 芸西村 39109 昭和55年7月22日
68 堀切 ほりきり 芸西村 39109 昭和56年1月20日
92 瓜生谷 うりうだに 芸西村 39109 昭和56年4月14日
12 天皇 てんのう 香南市 39201 香我美 昭和55年7月8日
40 羽尾 はお 香南市 39201 夜須 昭和55年10月14日
65 富家 ふけ 香南市 39201 野市 昭和56年1月13日
86 千切 ちぎれ 香南市 39201 夜須 昭和56年3月24日

101
須留田八幡
宮周辺 するだ 香南市

39201 赤岡 昭和56年5月19日

123 深渕 ふかぶち 香南市 39201 野市 昭和56年8月4日
148 下山川 しもやまかわ 香南市 39201 香我美 昭和56年10月27日
153 備後 びんご 香南市 39201 夜須 昭和56年11月17日
160 本生寺周辺 ほんしょうじ 香南市 39201 吉川 昭和56年12月8日
175 的場 まとば 香南市 39201 香我美 昭和57年2月9日
194 寺村 てらむら 香南市 39201 夜須 昭和57年4月20日
205 兎田 うさいだ 香南市 39201 野市 昭和57年6月1日
233 松が瀬 まつがせ 香南市 39201 吉川 昭和57年9月7日
240 福万 ふくまん 香南市 39201 香我美 昭和57年9月28日
263 白岩 しろいわ 香南市 39201 野市 昭和57年12月21日
273 土居 どい 香南市 39201 野市 昭和58年5月4日
282 手結 てい 香南市 39201 夜須 昭和58年8月3日
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296 岸本 きしもと 香南市 39201 香我美 昭和58年9月21日
4 日ノ御子 ひのみこ 香美市 39202 香北 昭和55年6月10日
21 笹 ささ 香美市 39202 物部 昭和55年8月12日
28 逆川 さかかわ 香美市 39202 土佐山田 昭和55年9月2日
48 佐敷 さじき 香美市 39202 香北 昭和55年11月11日
60 有川 あらかわ 香美市 39202 香北 昭和55年12月23日
81 大西 おおにし 香美市 39202 物部 昭和56年3月10日
94 かじ佐古 かじさこ 香美市 39202 物部 昭和56年4月21日
108 蔵福寺島 ぞうふくじじま 香美市 39202 土佐山田 昭和56年6月9日
116 安丸 やすまる 香美市 39202 物部 昭和56年7月7日
133 柚ノ木 ゆのき 香美市 39202 香北 昭和56年9月8日
141 平山 ひらやま 香美市 39202 土佐山田 昭和56年10月6日
186 岡ノ内 おかのうち 香美市 39202 物部 昭和57年3月16日
200 谷相 たにあい 香美市 39202 香北 昭和57年5月11日
220 上穴内 かみあなない 香美市 39202 土佐山田 昭和57年7月20日
225 押谷 おすだに 香美市 39202 物部 昭和57年8月10日
251 太郎丸 たろうまる 香美市 39202 香北 昭和57年11月9日
257 須江 すえ 香美市 39202 土佐山田 昭和57年11月30日
268 清爪 せいづめ 香美市 39202 香北 昭和58年3月2日
287 朴ノ木 ほうのき 香美市 39202 香北 昭和58年8月24日
32 釣瓶 つるべ 南国市 39301 昭和55年9月16日
53 番所 ばんしょ 南国市 39301 昭和55年12月2日
74 八京 やきょう 南国市 39301 昭和56年2月10日
167 黒滝 くろたき 南国市 39301 昭和57年1月12日
214 中谷 なかだに 南国市 39301 昭和57年6月29日
245 八丁 はっちょう 南国市 39301 昭和57年10月19日
278 白木谷 しらきだに 南国市 39301 昭和58年5月25日
57 立川 たじかわ 大豊町 39302 昭和55年12月16日
100 西峰 にしみね 大豊町 39302 昭和56年5月12日
165 馬瀬 うまぜ 大豊町 39302 昭和56年12月29日
221 奥大田 おくおおた 大豊町 39302 昭和57年7月27日
266 桧生 ひのきお 大豊町 39302 昭和57年12月28日
281 川口南 かわぐちみなみ 大豊町 39302 昭和58年8月3日
8 大石 おおいし 本山町 39303 昭和55年6月24日
84 寺家 じげ 本山町 39303 昭和56年3月17日
151 古田 ふるた 本山町 39303 昭和56年11月10日
203 沢ヶ内 そうがうち 本山町 39303 昭和57年5月25日



ふるさとぱとろーる（高知新聞連載）

四万十町地名辞典資料 4/10 2016/2/13

掲載
順

地名 よみ
所在

市町村
コード

細
区分

キー
用語

説明 掲載日

71 小麦畝 こむぎうね 大川村 39401 昭和56年2月3日
113 小松 こまつ 大川村 39401 昭和56年6月30日
173 川口 かわぐち 大川村 39401 昭和57年2月2日
247 大北川 おおきたがわ 大川村 39401 昭和57年10月26日
30 大渕 おおぶち 土佐町 39402 昭和55年9月9日
43 高須 たかす 土佐町 39402 昭和55年10月28日
140 峰石原 みねいしはら 土佐町 39402 昭和56年9月29日
195 和田 わだ 土佐町 39402 昭和57年4月27日
300 宮古野 みやこの 土佐町 39402 昭和58年10月5日
36 平和 へいわ 高知市 39403 春野 昭和55年9月30日
37 高川 たかかわ 高知市 39403 土佐山 昭和55年10月7日
52 坂口 さかぐち 高知市 39403 鏡 昭和55年11月25日
62 御殿 ごてん 高知市 39403 春野 昭和55年12月30日
109 円行寺 えんぎょうじ 高知市 39403 昭和56年6月16日
127 菖蒲 しょうぶ 高知市 39403 土佐山 昭和56年8月18日
163 新川 しんかわ 高知市 39403 春野 昭和56年12月22日
206 七ツ淵 ななつぶち 高知市 39403 昭和57年6月1日
211 御畳瀬 みませ 高知市 39403 昭和57年6月22日
216 宗安寺 そうあんじ 高知市 39403 昭和57年7月6日
219 狩山 かりやま 高知市 39403 鏡 昭和57年7月20日
226 池 いけ 高知市 39403 昭和57年8月10日
231 城 じょう 高知市 39403 土佐山 昭和57年8月31日
238 蓮台 れんだい 高知市 39403 昭和57年9月21日
244 小山 こやま 高知市 39403 鏡 昭和57年10月12日
250 宇賀 うが 高知市 39403 昭和57年11月2日
256 入定 にゅうじょう 高知市 39403 昭和57年11月23日
262 徳谷 とくだに 高知市 39403 昭和57年12月14日
272 領家 りょうけ 高知市 39403 昭和58年4月27日
277 西畑 さいばた 高知市 39403 春野 昭和58年5月25日
283 唐谷 からたに 高知市 39403 昭和58年8月10日
290 正蓮寺 しょうれんじ 高知市 39403 昭和58年8月31日
295 針原 はりはら 高知市 39403 昭和58年9月21日
301 種崎 たねざき 高知市 39403 昭和58年10月12日
303 芳原 よしはら 高知市 39403 春野 昭和58年10月19日
304 尾立 ひじ 高知市 39403 昭和58年10月19日
310 石渕 いしぶち 高知市 39403 昭和58年12月21日
13 問屋坂 といやざか いの町 39501 伊野 昭和55年7月15日
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17 脇ノ山 わきのやま いの町 39501 本川 昭和55年7月29日
50 思地 おもいじ いの町 39501 吾北 昭和55年11月18日
69 成山 なるやま いの町 39501 伊野 昭和56年1月27日
89 大内 おおうち いの町 39501 伊野 昭和56年4月7日
102 漉地 すきじ いの町 39501 吾北 昭和56年5月19日
125 日比原 ひびはら いの町 39501 吾北 昭和56年8月11日
128 越裏門 えりもん いの町 39501 本川 昭和56年8月18日
142 八田 はた いの町 39501 伊野 昭和56年10月6日
176 柳瀬 やなのせ いの町 39501 伊野 昭和57年2月9日
183 桑瀬 くわせ いの町 39501 本川 昭和57年3月9日
187 池ノ内 いけのうち いの町 39501 伊野 昭和57年3月30日
228 八代 やしろ いの町 39501 伊野 昭和57年8月17日
237 寺川 てらがわ いの町 39501 本川 昭和57年9月21日
239 長引 ながびき いの町 39501 吾北 昭和57年9月28日
280 高籔 たかやぶ いの町 39501 本川 昭和58年6月1日
288 大森 おおもり いの町 39501 本川 昭和58年8月24日
289 小申田 こさるた いの町 39501 吾北 昭和58年8月31日
6 桜 さくら 仁淀川町 39502 吾川 昭和55年6月17日
54 松尾 まつお 仁淀川町 39502 仁淀 昭和55年12月2日
72 坂本 さかもと 仁淀川町 39502 池川 昭和56年2月3日
111 引地 ひきち 仁淀川町 39502 吾川 昭和56年6月23日
121 ツボイ ツボイ 仁淀川町 39502 池川 昭和56年7月28日
145 都 みやこ 仁淀川町 39502 仁淀 昭和56年10月20日
168 橘 たちばな 仁淀川町 39502 吾川 昭和57年1月12日
179 宮ヶ坪 みやがなろ 仁淀川町 39502 仁淀 昭和57年2月23日
191 明戸岩 みょうといわ 仁淀川町 39502 池川 昭和57年4月13日
235 織合 おりあい 仁淀川町 39502 仁淀 昭和57年9月14日
260 岩戸 いわと 仁淀川町 39502 吾川 昭和57年12月7日
293 戸立 とたて 仁淀川町 39502 仁淀 昭和58年9月14日
312 瓜生野 うりうの 仁淀川町 39502 池川 昭和58年12月28日
15 今成 いまなり 越知町 39601 昭和55年7月22日
88 柴尾 しぼう 越知町 39601 昭和56年3月31日
157 文徳 ぶんとく 越知町 39601 昭和56年12月1日
224 楠神 くすがみ 越知町 39601 昭和57年8月3日
285 桑籔 くわやぶ 越知町 39601 昭和58年8月17日
42 峰 みね 佐川町 39602 昭和55年10月21日
63 室原 むろはら 佐川町 39602 昭和56年1月6日
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99 寺野 てらの 佐川町 39602 昭和56年5月12日
207 紫園 むらさきえん 佐川町 39602 昭和57年6月8日
276 場所ヶ内 ばしょがうち 佐川町 39602 昭和58年5月11日
27 妹背 いもせ 日高村 39603 昭和55年9月2日
83 長畑 ながばた 日高村 39603 昭和56年3月17日
136 猿田 さるだ 日高村 39603 昭和56年9月15日
248 鹿兒 かこ 日高村 39603 昭和57年10月26日
25 蓮池 はすいけ 土佐市 39604 昭和55年8月26日
80 四方寺 しおじ 土佐市 39604 昭和56年3月3日
114 野田 のだ 土佐市 39604 昭和56年6月30日
156 天崎 あまざき 土佐市 39604 昭和56年11月24日
197 竜 りゅう 土佐市 39604 昭和57年5月4日
210 谷地 やつじ 土佐市 39604 昭和57年6月15日
254 出間 いずま 土佐市 39604 昭和57年11月16日
7 串ノ浦 くしのうら 須崎市 39605 昭和55年6月24日
55 須ノ浦 すのうら 須崎市 39605 昭和55年12月9日
96 弘岡 ひろおか 須崎市 39605 昭和56年4月28日
115 岡本 おかもと 須崎市 39605 昭和56年7月7日
150 西生 にしう 須崎市 39605 昭和56年11月3日
177 落合 おちあい 須崎市 39605 昭和57年2月16日
185 切畑 きりはた 須崎市 39605 昭和57年3月16日
196 久通 くつう 須崎市 39605 昭和57年4月27日
222 神田 こうだ 須崎市 39605 昭和57年7月27日
229 坂内 さかうち 須崎市 39605 昭和57年8月24日
267 桑田山 そうだやま 須崎市 39605 昭和58年3月2日
284 出見 いずみ 須崎市 39605 昭和58年8月10日
306 檜生 ひそ 須崎市 39605 昭和58年10月26日
311 轟 とどろ 須崎市 39605 昭和58年12月28日
45 大西 おおにし 津野町 39606 葉山 昭和55年11月4日
76 力石 ちからいし 津野町 39606 東津野 昭和56年2月17日
139 西黒川 にしくろかわ 津野町 39606 葉山 昭和56年9月29日
159 桑ケ市 くわがいち 津野町 39606 東津野 昭和56年12月8日
209 樺ノ川 かばのかわ 津野町 39606 葉山 昭和57年6月15日
249 札場 ふだば 津野町 39606 葉山 昭和57年11月2日
292 床鍋 とこなべ 津野町 39606 葉山 昭和58年9月7日
66 文丸 ぶんまる 梼原町 39607 昭和56年1月13日
104 上折渡 かみおりわたり 梼原町 39607 昭和56年5月26日
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258 上西の川 かみにしのかわ 梼原町 39607 昭和57年11月30日
19 鎌田 かまだ 中土佐町 39608 中土佐 昭和55年8月5日
31 槇野々 まきのの 中土佐町 39608 大野見 昭和55年9月16日
87 矢井賀 やいが 中土佐町 39608 中土佐 昭和56年3月31日
130 大新改 おおしんがい 中土佐町 39608 中土佐 昭和56年8月25日
169 萩中 はぎなか 中土佐町 39608 大野見 昭和57年1月19日
204 山内 やまうち 中土佐町 39608 中土佐 昭和57年5月25日
242 常賢寺 じょうけんじ 中土佐町 39608 中土佐 昭和57年10月5日
269 久万秋 くまあき 中土佐町 39608 大野見 昭和58年3月30日
275 大野 おおの 中土佐町 39608 中土佐 昭和58年5月11日
14 米原 こめはら 黒潮町 39701 大方 昭和55年7月15日
23 熊ノ浦 くまのうら 黒潮町 39701 佐賀 昭和55年8月19日
51 双海 ふたみ 黒潮町 39701 大方 昭和55年11月25日
67 橘川 たちばながわ 黒潮町 39701 大方 昭和56年1月20日
79 市野瀬 いちのせ 黒潮町 39701 佐賀 昭和56年3月3日
107 奥湊川 おくみなとがわ 黒潮町 39701 大方 昭和56年6月9日
110 鈴 すず 黒潮町 39701 佐賀 昭和56年6月16日
147 荷稲 かいな 黒潮町 39701 佐賀 昭和56年10月27日
154 田野浦 たのうら 黒潮町 39701 大方 昭和56年11月17日
234 市野々川 いちののがわ 黒潮町 39701 佐賀 昭和57年9月7日
241 本谷 ほんだに 黒潮町 39701 大方 昭和57年10月5日
265 御坊畑 おんぼうばた 黒潮町 39701 大方 昭和57年12月28日
274 白浜 しらはま 黒潮町 39701 佐賀 昭和58年5月4日
279 有井川 ありいがわ 黒潮町 39701 大方 昭和58年6月1日
291 出口 いでぐち 黒潮町 39701 大方 昭和58年9月7日
309 加持 かもち 黒潮町 39701 大方 昭和58年12月21日
3 峯半家 みねはげ 四万十市 39702 西土佐 昭和55年6月10日
26 角崎 つのさき 四万十市 39702 昭和55年8月26日
39 藤ノ川 ふじのかわ 四万十市 39702 西土佐 昭和55年10月14日
95 名鹿 なしし 四万十市 39702 昭和56年4月28日
112 竹屋敷 たけやしき 四万十市 39702 昭和56年6月23日
122 九樹 くじゅう 四万十市 39702 昭和56年7月28日
131 須崎 すさき 四万十市 39702 西土佐 昭和56年9月1日
143 入田 にゅうた 四万十市 39702 昭和56年10月13日
166 片魚 かたうお 四万十市 39702 昭和56年12月29日
180 口屋内 くちやない 四万十市 39702 西土佐 昭和57年2月23日
189 津野川 つのかわ 四万十市 39702 西土佐 昭和57年4月6日
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212 黒尊 くろそん 四万十市 39702 西土佐 昭和57年6月22日
230 勝間 かつま 四万十市 39702 昭和57年8月24日
271 中半 なかば 四万十市 39702 西土佐 昭和58年4月27日
2 宇須々木 うすすき 宿毛市 39703 昭和55年6月3日
34 一生原 いっちゅうばら 宿毛市 39703 昭和55年9月23日
77 出井 いでい 宿毛市 39703 昭和56年2月24日
82 手代岡 てしろおか 宿毛市 39703 昭和56年3月10日
135 芳奈 よしな 宿毛市 39703 昭和56年9月15日
162 還住籔 げんじゅうやぶ 宿毛市 39703 昭和56年12月15日
188 都賀ノ川 つがのかわ 宿毛市 39703 昭和57年3月30日
208 楠山 くすやま 宿毛市 39703 昭和57年6月8日
261 山北 やまきた 宿毛市 39703 昭和57年12月14日
297 神有 かみあり 宿毛市 39703 昭和58年9月28日
307 寺山 てらやま 宿毛市 39703 昭和58年12月7日
18 橘浦 たちばなうら 大月町 39704 昭和55年7月29日
46 春遠 はるどう 大月町 39704 昭和55年11月4日
91 安満地 あまじ 大月町 39704 昭和56年4月14日
106 小才角 こさいつの 大月町 39704 昭和56年6月2日
119 タッチ タッチ 大月町 39704 昭和56年7月21日
227 樫ノ浦 かしのうら 大月町 39704 昭和57年8月17日
90 上長谷 かみながたに 三原村 39705 昭和56年4月7日
146 皆尾 みなお 三原村 39705 昭和56年10月20日
182 狼内 おおかみうち 三原村 39705 昭和57年3月2日
213 柚ノ木 ゆのき 三原村 39705 昭和57年6月29日
253 宮ノ川 みやのかわ 三原村 39705 昭和57年11月16日

10
貝ノ川浦 かいのかわうら

土佐清水
市

39706 昭和55年7月1日

22
藤ノ川 ふじのかわ

土佐清水
市

39706 昭和55年8月12日

38
大浜 おおはま

土佐清水
市

39706 昭和55年10月7日

59 木ノ辻
きのつじ

土佐清水
市

39706 昭和55年12月23日

73 横道
よこみち

土佐清水
市

39706 昭和56年2月10日

103
布 ぬの

土佐清水
市

39706 昭和56年5月26日
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118
上野 うえの

土佐清水
市

39706 昭和56年7月14日

134
鍵掛 かぎかけ

土佐清水
市

39706 昭和56年9月8日

155
窪津 くぼつ

土佐清水
市

39706 昭和56年11月24日

172
中浜 なかのはま

土佐清水
市

39706 昭和57年1月26日

193
大津 おおつ

土佐清水
市

39706 昭和57年4月20日

305
加久見 かくみ

土佐清水
市

39706 昭和58年10月26日

181
香月が丘 かげつがおか 四万十町

0109
香月が丘

湿田が一変　閑静な住宅街
山崎健正さんの談話「薄い連帯感」

昭和57年3月2日

252 神の西 こうのさい 四万十町 0201 神の西 昭和57年11月9日

58
若井川 わかいがわ 四万十町

0205
若井川

山地酪農から一躍里に活気
小谷収さんの談話「牛とともに」

昭和55年12月16日

201
桧生原 ひさはら 四万十町

0301
桧生原

サツキの里を　観光地化に夢
山脇輝重山の談話「花と人情と・・」

昭和57年5月18日

124
天ノ川 そらのかわ 四万十町

0304
天ノ川

”孤島”返上へ　悲願の抜水橋
芝春野さんの談話「川舟で嫁に・・」

昭和56年8月4日

158
志和分 しわぶん 四万十町

0409
志和分

農作研究盛ん　志和と昔の縁
安藤秀芳さんの談話「百姓一筋じゃ」

昭和56年12月1日

298
日野地 ひのじ 四万十町

0413
日野地

温泉と自然美　町も開発に力
弘瀬升與さんの談話「離れたくない」

昭和58年9月28日

11
一斗俵 いっとひょう 四万十町

0415
壱斗俵

水と闘い続けた米作り農家
広田重寛さんの談話「離れません」

昭和55年7月8日

217
六反地 ろくたんじ 四万十町

0507
六反地

昔は大綱引き　復活望む声も
井上正さんの談話「駅作りに苦労」

昭和57年7月13日

35
八千数 はっせんず 四万十町

0605
八千数

自慢の台地米に減反の悩み
樋口兼輝さんの談話「百姓を研究」

昭和55年9月30日

192
葛籠川 つづらがわ 四万十町

0801
大正

自慢の渓谷美　開通待つ林道
岡本勇吾さんの談話「静かで最高」

昭和57年4月13日

138
瀬里 せり 四万十町

0802
瀬里

豊かな土と緑　昔の舟着き場
坂本久義さんの談話「みんなで協力」

昭和56年9月22日

47
奥打井川 おくうついがわ 四万十町

0806
打井川

馬で往来した峠道今や寂れ
秋田昇さんの談話「われらＵターン」

昭和55年11月11日
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171
中津川 なかつかわ 四万十町

0818
大正中津
川

林業とともに　教育熱も高い
田辺客子さんの談話「田舎に定着」

昭和57年1月26日

70 轟
とどろ 四万十町

0906 昭和
明治の洪水後中州で米作り
川口定美さんの談話「予土線残して」

昭和56年1月27日

98 小野
おの 四万十町

0909 小野
いかだ、和紙　川で生きた昔
蕨川正重さんの談話「川遊び少なく」

昭和56年5月5日

264
地吉 じよし 四万十町

0915
地吉

シイタケの里　伊予とは深く
森春光さんの談話「自慢の夫婦杉」

昭和57年12月21日
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