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48
67 払川 はらいかわ 214 四万十町 宮内

四万十川の支流。仁井田の五社さまに仕える神主さんたちがミソギ（禊）し
た跡とみてよかろう。

47
66 襟 えり 601 四万十町 黒石

方言の採取例は、地形の入りをエリと考えるが、言語学者は着物のヘリ
（縁）の意からエリをヨリ（寄）の転とみる。山のヘリに沿うてバスは走って

50
70 吾川 あがわ 801 四万十町 大正

まえの流れを吾（あが）川とよんだ名ごりだなあ、と思った。我が川を近世
語は、吾川（あがわ）とよんでいたわけ、ということになる。

52
72 大道 おおどう 911 四万十町 大道

東海道、南海道といった大区分だけでなく、ローカルな小範囲の地方にも
適用される。その概念の四国で生きているのが、道前道後であり、十和の
「大道」であろう。

1 伏越 ふしごえ 39101 東洋町
2 飛鳥 あすか 39102 室戸市
4 奈半利 なはり 39103 奈半利町
5 田野 たの 39104 田野町
3 安倉 あぐら 39105 北川村
6 薬師 やくし 39107 安田町
7 井ノ口 いのくち 39108 安芸市
8 馬の上 うまのうえ 39109 芸西村
14 赤岡 あかおか 39201 香南市
16 烏川 からすがわ 39201 香南市
15 大将軍 だいしょうぐん 39201 香南市
12 千切 ちぎれ 39201 香南市
13 山川 やまかわ 39201 香南市
11 猪野々 いのの 39202 香美市
9 宇筒舞 うつつまい 39202 香美市
17 河の川 こうのかわ 39202 香美市
10 日ノ御子 ひのみこ 39202 香美市
18 咥内 こうない 39301 南国市
19 小庭 こにわ 39302 大豊町
20 小南川 こみながわ 39302 大豊町
21 佐々連山 さざれやま 39303 本山町
22 能谷山 のうたにやま 39401 大川村
23 三島 みしま 39402 土佐町
24 網川 あみかわ 39403 高知市
29 春日 かすが 39403 高知市
25 蟹越 かにごえ 39403 高知市
26 敷の山 しきのやま 39403 高知市
27 土東 ととう 39403 高知市
28 竜王岬 りゅうおうざき 39403 高知市
32 安望 あもう 39501 いの町
30 鎌田 かまだ 39501 いの町
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33 后生楽 ごしょうらく 39501 いの町
31 波川 はかわ 39501 いの町
35 雨ヶ森 あめがもり 39502 仁淀川町
41 長者 ちょうじゃ 39502 仁淀川町
34 椿山 つばやま 39502 仁淀川町
40 桐見川 きりみがわ 39601 越知町
39 九頭 くず 39603 日高村
36 宇佐 うさ 39604 土佐市
38 鳴無 おとなし 39605 須崎市
37 久通 くつう 39605 須崎市
43 力石 ちからいし 39606 津野町
42 姫野々 ひめのの 39606 津野町
45 六丁 ろくちょう 39607 梼原町
46 笹場 ささば 39608 中土佐町
44 奈路 なろ 39608 中土佐町
49 拳の川 こぶしのかわ 39701 黒潮町
51 風指 かざし 39702 四万十市
56 神有 かみあり 39703 宿毛市
54 皆尾 みなお 39705 三原村
55 皆尾川 みなおがわ 39705 三原村
53 以布利 いぶり 39706 土佐清水市
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