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■「湘南」の由来について 

 

 

出典 引用 

湘南の由来 1 

「湘南物語Ⅰ」 

湯山学 

★小田原の 

紹太寺と禅僧 

に言及した珍し

い例 

■『しかし「湘南」ということばをあらたまって考えてみると、その性格の漠然としていること、その呼ばれている地域の不明確なことに驚かざるを得ない。（略）そこでこのシリーズのはじめ 

は地方がいつから「湘南」といわれるようになったか、また「湘南」といわれる理由からはじめてみよう。幸いこのことについては、「郷土の文学散歩」シリーズのⅡとして、湘南紀行文学会同 

人が編んだ「湘南の文学めぐり」と題する冊子のなかで、郷土史家の高瀬慎吾氏が「湘南について」という題名でまとめておられるのでそれを紹介しよう。（注：「郷土の文学散歩」シリーズⅡは 

現在大磯町立図書館が所蔵）◆『「湘南」の「湘」は「相」の雅称ということが適当であろう。この地方には「湘南」と並んで、相模川・相模湾・相模鉄道などという、「相模」の名のついた地名 

や施設が多い。これは神奈川県のうち、横浜（旧戸塚区を除く）・川崎の両市を除いた全地域が、近世まで相模国と称していたことによる。いわゆる日本全国を 60 余州といったころの名勝であ 

る。先の横浜・川崎のあたりは、武蔵国に属し、武州と通称され、相模国は相州と略称されていた。相（シャウ・サウ）州が「相陽」となり「相中紀行」などともちいられ、ついでに「湘陽」「湘 

南」と飛躍してきたという。この「湘南」ということばが記録として残るもっとも古いものは、江戸時代の初めのころ、寛文 4 年 (1664)に、小田原の旧家外郎（ウイロウ）家の 1 族である崇 

雪なる俳人が、西行法師の旧跡として有名な大磯の鴫立沢に「鴫立沢」という古石標を建てたその裏面に、「看尽湘南清絶地（注１）」と刻んだのがそれである。江戸時代の相模に関する詩文には、 

「湘東」「湘水」「湘岳」「湘峡」「湘川」などという言葉が多く使われている。「湘東」は鎌倉付近をいい、「湘水」は「湘水ノ浜」と書いて相州の海浜をいい、「湘岳」「湘峡」は霊峯大山を指し「湘 

川」は相模川のことである。こうした詩文を主につくったのは禅僧であるが、そのうちの 1 人の鉄牛道機は、海老名町国分の竜峯寺で作った境内八景詩に、相模川を「湘川」といい、また「湘 

浦」といって相模川の渡船を灔澦（中国四川省）の嶮に比している。 

このころの同じく禅僧である木庵性瑫（中国渡来僧）が、小田原の箱根湯本に近い入生田にある紹太寺で詠んだ境内八景詩に、相模湾一帯の海浜を「湘江」とよんでいる。これらの禅僧の修養 

の背後には中国の南画の背景となった中国南部の風景がある。禅宗の故郷は中国南部であるが、その地方に毛沢東が旗揚げしたことで有名な「湖南」省という地方がある。ここには相模国の倍ほ 

どもある洞庭湖と呼ばれる大きな湖があって、その湖の南の平原を「湘南」といったことから名付けられた。この湖に「湘川」（湘水）が蕭川に合してそそぎ、沿岸の風景は変化に富み、いま 

しも新中国では有名な遊楽地となっている。中国の禅僧は好んでこの風景を、絶景八処などと呼んで、古来蕭湘八景と題して詩文に読み、とくに登仙の妙境衡山あたりを「湘南」と呼んだ。「相」 
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を「湘」に、さらに「湘南」と美称化したのは、大陸の名勝「蕭湘」や「湘南」による詩文などから、かの地にあこがれをもったこれら学僧たちで、鎌倉時代から渡来した僧にはじまったという。』 

★「湘南物語Ⅰ」湯山学/1987/p9-11  ★高瀬慎吾氏は平塚市の郷土史家  ★大磯図書館の本のコピーから内容を転載の事。 

湘南の由来 2 

「湘南の文学め

ぐり」高瀬慎吾 

■「サガミ」という呼称に、なにびとかが、相（シャウ・サウ）、模（ボ・モ）の字をあてたのでやがてこれが「相州」となり、「相陽」となり、あるいは「相中紀行」などと、広くもちいられる 

ようになり、ついでに「湘陽」「湘南」と飛躍して来たのである。「相」を「湘」と書きはじめたのは、鎌倉時代にさかのぼり得るかも知れないが、はっきり指摘することが出来ない。いまわたく 

しは、わたくしの管見によるーそれも江戸時代のー１，２のことを、以下にのせて見たい。 黄檗宗が、日本へ渡ってきたのは承応３年（1654）で、隠元隆琦(1592-1673)はじめ 2 名が来朝した。 

この僧たちはすべて中国に生まれ、中国で育ち、かつ修行大成した禅僧たちで、この木庵が箱根と小田原の中程、北側に位置する入生田の長興山紹太寺に来たときに作ったという境内八景の詩がある。 

そのひとつに「湘江雪浪」というのがある。 （詩は略） この詩で木庵は、相模湾一帯の海浜を指して「湘江」とよび、10 里の長浜に舞う白雪の姿に感銘している。中国の地図を開いてみると、揚子江の 

源流をなす地域に、相模国の倍ほどもある洞庭湖がある。この洞庭湖を北にもつ平原を「湖南」と呼ぶのである。ここで広西省の陽海山に発して北流する「湘水（湘川）」が、瀟水に合して悠々と洞庭湖に 

そそぐのである。その河水は清く澄んでいて、よく十尋の底を見ることができると言われ、沿岸の風景は変化に富み、絶景八処が撰らまれ、古来これを蕭湘八景と言っている。また、登仙の妙境、衝山の 

あたりを「湘南」と呼んでいる。碧巌録という中国の禅書の第 18則によると、耽源という僧が、唐の皇帝粛宗の問いに対して、むぞうさに「湘之南、瓢之北」と、含蓄ある言葉をもって応答している。 

湘南・瓢北は言うまでもなく、湘水に沿った都邑、湘潭のあたりにちなむ勝境の雅語である。相模国の「相」を「湘」に、さらに「湘南」と美化粧したものは、大陸の名勝「蕭湘」や「湘南」による詩文などか 

ら、かの地に憧憬をもった学僧たち、ないしは、鎌倉時代からあいついで来朝した渡来僧などに、始まったのではあるまいか。鉄牛道機(1629-1700)は、俗姓藤原氏、はじめは、京都の妙心寺 

で臨済の学風を修したが、のち、隠元隆琦に参じて黄檗宗に入り、木庵性瑫の印可を得たと伝えている。長興山紹太寺は小田原藩主稲葉候の請に応じて、鉄牛が開創した寺である。この鉄牛が、相州 

高座郡国分村(現在海老名町国分）の瑞雲山竜峯寺で作った、境内八景詩のひとつに、次の一絶がある。（詩は省略）鉄牛は、相模川を「湘川」といい、また「湘浦」といい、相模川の渡船を灔澦（中国四川省 

の河）の嶮に比している。このほか、相模の詩文によると、「湘東」「湘水」「湘岳」「湘峡」等の文字に出会う。「湘岳・湘峡」は相模国霊山大山を言い、「湘水」は「湘水ノ浜」と書いて相州の海辺を云い、「湘 

東」は鎌倉およびその付近の地をいっている。大磯町の鴫立庵へ行くと、「鴫立沢」の古石標をみる。高さ 1，5ｍほどの自然石である。その裏面には、建立者崇雪の名のほかに「看尽湘南清絶地」の７字の刻 

銘がある。崇雪は、小田原宿の旧家外郎（ういろう）家の族といい、鴫立沢に茅舎を建てて住みついた最初の人と伝えている。鴫立沢の後丘にならんでいる石造五智如来の台座には「寛文四甲辰天十一 

月吉日。建立者狐峯崇雪」の銘が残っている。これによると、崇雪は寛文 4年（1664）の頃ここに栖止していた人物であることが分かる。かれは、ここの自然のすばらしさに、「看尽す湘南清絶の地」と、詩 

学大成の一句を思い出して刻銘したのである。この刻銘は、「湘南」の 2 字を載せた碑碣として、湘南地方最古のもののように思われる。★「湘南の文学巡り」湘南紀行文学会同人編、1968、p16-18 

注）高瀬慎吾氏は、平塚の郷土史家で平塚市・厚木市文化財保護委員を務めたほか、「湘南の文学巡り」等の著作がある。故人。 

湘南の由来 3 

「湘南雑記」 

本田一壽 

 

■現在、湘南という名称は有名だが、その名称の謂を知っている人は意外と少ないと思う。そこでその謂を「広辞苑」で引いてみると、①中国湖南省の洞庭湖に注ぐ湘江の南方一帯の景勝地の称、 

②（相模国南部「相南」を、①に因んで書く）相模湾沿岸地帯の称。葉山・逗子・鎌倉・茅ケ崎・大磯などを含む。夏季は海水浴場多く、冬季は比較的温暖で京浜の避寒地。住宅地化が進む。こ

のように記載されている。そこで①にまつわる伝説を中国の「史記」「五帝本紀」や、神話と地理書ともいわれる「山海経」、あるいは「詩経」と並んで中国古代の二大詩集ともいわれる「楚辞」

「九歌」などから拾うと次のように出てくる。中国五帝堯（ぎょう）の時代、舜（しゅん）は２０歳のとき、すでに親孝行で評判が高かった。３０歳のとき皇帝堯に登用され、堯が帝位について

７０年目の年、舜が５０歳のとき、堯から摂政を命じられた。舜が５８歳のときに堯は崩御した。舜は３年の喪に服してから堯に代わり帝位についた。６１歳のときであった。即位後１８年のと

きである。舜は南方へ巡察に出かけた。その途中、蒼梧（そうご）の野まで来たとき舜は死亡し、江南の九疑山（きゅうぎさん）に葬られた。その地のことを「史記」に、そこが零陵（れいりょ
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う）であると記載されている。舜が蒼梧で崩じたことを知った舜の２人の妻、娥皇（がこう）と女英（じょえい）は舜の後を追い湖水のほとりまで来たとき、悲嘆のあげく湖水に身を投じて水死

した。娥皇は堯の長女であり女英は二女でともに舜に嫁していた。水死した娥皇は湘君（しょうくん）女英は湘夫人と呼ばれ、湖水の神になったという。屈原の「楚辞」「九歌」のなかに「湘君」

「湘夫人」の２編がある。ともに彼女たちを慕い呼びかけている歌なのだ。屈原は楚の王族に生まれ、王の側近として活躍したが、妬まれて失脚し、湘江の辺を彷徨った果てに、湘江に注ぐ汨羅

江（べきらこう）に投身した人である。時代は下り、盛唐の李白が一族のおじである李曄（りよう）と左遷されていた賈至（かし）との２人に同行して、洞庭湖に舟を浮かべて遊んだときに作っ

たのが、次の詩である。族叔刑部侍郎曄及び中書賈舎人至に陪して洞庭に遊ぶ 洞庭西に望めば楚江分かる 水尽きて南天雲を見ず 日落ちて長沙秋色遠し 知らず何れの処にか湖君遠し 知

らず何れの処にか湘君を弔う またこのとき、賈至が詠んだのが次の詩なのだ。 初めて巴陵に至り李十二白を洞庭湖に泛ぶ  楓岸紛々として落葉多く 洞庭の秋水晩来波だつ 興に乗じて

軽舟近遠無く 白雲名月湘娥を弔う ともに七言絶句で、伝説の洞庭湖の女神を弔い詠ったのである。それほどまでに洞庭湖畔は、特に瀟湘八景は美しい所といわれている。我が国の金沢八景や

近江八景はこれにならってつけた地といわれている。★「湘南雑記」本田一壽、新風舎、2006、p13-16 

湘南の由来 4 

「湘南の50年」

草柳大蔵 

★徳富蘇峰の

前に富岡畦草の

存在あり！ 

 

 

■国鉄は「湘南電車」を走らせ、文部省は「県立湘南高校」を抱えているが、「湘南」はあくまで感覚的な空間領域なのだ。では、「湘南」の語源はなにか？ 吉井勇の恋歌を紹介したい。「君が

ため蕭湘湖南（しょうしょうこなん）の乙女らはわれと遊ばずなりにけるかな」この１首は吉井勇の処女歌集「酒ほがひ」の中に収められている。野田宇太郎は「湘南文学散歩」を書くにあたっ

て、目ざとくこの１首を拾いあげている。「相模湾に面する鎌倉や逗子の海岸は湘南と呼ばれている。湘南は、蕭湘湖南の略称である。蕭湘湖南は説明するまでもなく、中国湖南省の風光明媚な

地帯として古くから知られた瀟水や湘江のある地方の総称だが、これを芦ノ湖のある箱根以南の海岸にもって来て、得意になったのは、どうやら近世の漢学者などの文人趣味であったらしい。そ

れでも戦後になって江の島あたりにマイアミが生まれ、大磯にロングビーチが生まれたのとは違って、いささか文化らしいものが湘南という呼称には感じられもする。（略） 「湘南」を誕生さ

せた「近世の漢学者」は誰であったか？これが分からない。富岡畦草の「湘南の散歩みち」の冒頭はこうなっている。「日清戦争後、中国に旅した明治の文化人は、湖南省洞庭湖とこれに注ぐ「湘

河」の美に打たれて帰国すると、彼らの好んだ相模南部の風景に「湘南」の名を献じた。その後、湘南の美称は、徳富蘆花の「自然と人生」などの文芸作品によっても広められた。富岡畦草も、

やはり「明治の文化人」にとどまっている。この名づけ親の名前が分かれば面白いとは思うが、やや好事家的な趣味に偏しているようにも思われる。だいたい、「何処から何処までが湘南」とい

う空間領域がハッキリしていないのだから、瀟水や湘江のイメージそのものが主人公ということになるだろう。富岡畦草は「湘南の散歩みち」で横浜の三溪園から湯河原までの海岸線を取り上げ

ているし、野田宇太郎は「箱根以南の海岸」というような表現の仕方である。要するに、相模湾に沿った地帯であって、三浦半島のつけ根から湯河原までがスッポリ入っている、と思うことが適

当のようだ。★「湘南の５０年－湘南を築きあげた先駆者たち」知性社編/ばら出版/1977(S52)/巻頭言・草柳大蔵・p10～12 

湘南の由来 5-1 

「湘南の風景」 

小風秀雅 

 

■湘南とは、不思議な地名である。相模国の南を意味する「相南」から来るという説もあるが、僧侶や漢詩人が号に使用したり、京都西芳寺の茶室に「湘南亭」（重要文化財）があることなどか

ら見て、日本の歴史に淵源を持たず、「瀟湘（しょうしょう）八景」で有名な中国湖南省の洞庭湖に注ぐ「湘水」という川の風光明媚な南の地域を指す「湘南」にちなむ地名と考えるほうが自然

であるように思われる。箱根を中国の函谷関になぞらえて函嶺と言い、函嶺湘南と並び称されたことなど、「東洋のマイアミ」ならぬ「日本の湘南」というところであろうか。しかし、風光明媚

を表す雅称である湘南が中国になぞらえた地名ならば日本全国に存在してもよいはずであるが（地名を冠した近江百景などは全国に存在する）、相模湾沿岸の地域を指す名称として一般に広がり、

社会的に定着するようになってきたのは、いつ頃のことだったのであろうか。★「茅ヶ崎市史ブックレット 11/湘南の風景」小風秀雅著,茅ヶ崎市史編集員会編、H21,3,p2 

湘南の由来 5-2 

「湘南の誕生」 

■湘南の由来には、大きくわけて、相模国の南の地域、を意味する相南という言葉にさんずいがついて湘南になったという説と、中国湖南省の洞庭湖に注ぐ川に「湘水」があり、その南の風光明

媚な地域を指す「湘南」にちなんだという説がある。また洞庭湖に注ぐ瀟水と湘水の２つの川が合流するあたりの絶景を「瀟湘（しょうしょう）八景」といい、金沢八景などの名勝の原型である
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小風秀雅 

 

が、江戸初期の沢庵和尚が江の島の風景を「瀟湘」に譬えたと伝えられている。いわば文人趣味の世界に現れた名称であり、雅号としての使用例は、中世の禅僧の湘南淙沅や明治の漢詩人大久保

湘南などにもみられるが、これが地域名として使用され、箱根を函谷関に比定するのと同様に、「東洋のマイアミ」ならぬ「日本の湘南として相模湾沿岸を呼んだというのである。★「湘南の誕

生」（小風秀雅）藤沢市教育員会, 2005,p1、 

湘南の由来 6 

「湘南別荘物

語」島本千也 

 

■『「湘南」とはどの地域をさすのであろうか。平成 8 年 4 月、大磯町は鴫立沢のそばに「湘南発祥の地大磯」の石碑を建てた。その説明版には次のように書かれている。『湘南発祥の地大磯の

由来、崇雪という人が寛文４年(1664)頃西行法師の詠んだ名歌「こころなき身にもあはれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮れ」を慕って草庵を「ここに結び標石をたて、東海道を往還する旅人に

鴫立沢を示し「著盡湘南清絶地」と景勝を讃えて刻んだのがはじめてです。中国湖南省にある洞庭湖のほとり湘江の南側を湘南といい、大磯がこの地に似ているところから湘南と呼ばれるように

なりました。』「湘南発祥の地が大磯であることの宣言である。大磯町は「湘南」の語の多用とその範囲のあいまいさに不安を感じたのであろうか、石碑に隣接する鴫立庵のなかには「鴫立沢」の

石碑があり、その裏面に「著盡湘南清絶地」（明らかに湘南は清絶をつくすの地）と刻まれた碑が残っている。それが「湘南」の語のもっとも古い用例とされている。』★「湘南別荘物語・海浜の

憩い」島本千也,2000,p39 

湘南の由来 7 

「湘南再発見」 

吉田克彦 

★川のイメージ 

■では「湘水」はと申しますと大修館・大漢和辞典に寄れば「（略）」、そして「湘南」はと見てみますと「湘水の南」となっています。そうだとしますと、もともと「湘南」は海のイメージより

も河のイメージの方がなじむように思われます。しかしまあ海にしても河にしても水辺の風景という点では共通しているわけですから余り詮索しても意味のないことかも知れません。幸か不幸

か津久井郡の湘南村は昭和 30 年に川尻村や三沢村の一部と合併して城山町となりましたので現在は現存しませんが、明治 39 年に出来た湘南小学校は現存しているとのことです。ここで注目

されますのは湘南村が出来たのが明治 22 年だということです。これは徳富蘆花が湘南雑筆を書いた時期より 10 年も前のことになります。「湘南」を海と結びつけたのは若しかすると徳富蘆花

の大きな功績？だったのではないでしょうか。★「湘南再発見」吉田克彦・江ノ電沿線新聞社・1996(H8),p201-202 

湘南の由来 8 

「目でみる藤沢

の歴史」藤沢文

庫刊行会 

★日清戦争後と

いう新説 

■湘南とは、相模の南部を意味する「相南」だとか、日清戦争後に中国を旅した明治の文化人が、湖南省洞庭湖とこれに注ぐ湘河の美しさに魅せられ帰国すると、ここ相模南部の景勝の地に、湘

南の名をつけたのだとかいわれている。とりわけ徳富蘆花の「自然と人生」は、湘南という地名を全国的なものとした。また湘南の名称は、江戸時代の初めのころすでに使用されていたようで、

大磯鴫立沢の「鴫立沢の碑」にも刻まれている。今、相模国を区分すると次のようになる。（略）湘南地域は、一般には三浦半島の西岸から伊豆半島の根元あたりにおよぶ海岸地帯をいう。相模

湾にのぞむ鎌倉から小田原に至る間の、ゆるやかな弧状をえがく大砂丘地帯である。藤沢・茅ケ崎は、この砂丘地帯の東部を占めるもので、相模野台地の南辺で、古くから東海道の交通路となり、

鎌倉時代の「東関紀行」のなかには、箱根の湯本、大磯、江の島、もろこしが原、鎌倉といった海岸の道程となっている。★「目でみる藤沢の歴史」藤沢文庫刊行会、名著出版、p203-204 

湘南の由来 9-1 

「湘南の逆襲」 

三觜貴義１ 

 

■「湘南」の名の由来については、いずれの辞典（「日本大百科全書」「角川日本地名大辞典」「日本地名大辞典」）も、相模国南部の意味で「相南」、その「相南」が風光明媚な中国の湘江の南岸

を連想させるとして「湘南」といいかえたということで一致している。明治 30 年、東京から逗子に移り住んだ徳富蘆花が、明治 33 年「自然と人生」をものし、作中の「湘南随筆」で湘南をう

たったことは事実である。蘆花は当時、この「自然と人生」でベストセラー作家になったのだから、この作品により湘南という名がいっそう世に広められたことも確かだろう。問題は、いつ、だ

れが、この「湘南」という名称を使い始めたか、である。引用した３つの事典はもちろん、その他の事典、辞書の類は、私が調べた限りこの点に言及しているものはない。むろん、蘆花の創造で

はないだろうから、蘆花もどこからかこの名称を聞いたのであろう。湘江を見た人から直接聞いたのか？文化人など特定の人々のあいだではすでに周知のものであったのか？ 神奈川県中南部

の相模湾に面した大磯町。この大磯の市街地の西辺の鴫立沢に、東海道一のか歌塾として知られた史跡、鴫立庵がある。庵の名は、西行法師が東国に旅した際詠んだ、あの有名な一句「心なき身
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にもあはれは知られけり鴫立沢の秋の夕暮」（新古今集）に由来する。この庵内に、およそ１メートルほどの高さの古びた石碑が建っている。裏面に、風化して読みにくいが「看盡湘南清絶地（あ

あしょうなんせいぜつのち）」とはっきりと碑文が刻みこまれている。小田原の文化人崇雪が、寛文 4 年(1664)、ここに庵を結んだ時に建てたものである。「湘南」という言葉自体は中国・唐の

詩人李白がすでに詩の中で使ったことが分かっている。しかし素朴な疑問はわく。たとえば李白の詩と鴫立庵の碑文と蘆花はどこでつながっているのだろうか。それとも李白の湘南と 300 年前

の湘南と蘆花の使った湘南とはそれぞれ別のルーツをもつものなにか。なぞである。★「湘南の逆襲」三觜貴義、神奈川新聞社、1987、p39-40 

湘南の由来 9-2   

「湘南の逆襲」 

三觜貴義２ 

★新しい湘南と

古い湘南という

考え方 

★「相南」という

新説 

■私は湘南は２つにわけて考える必要があるのではないかと思う。「あたらしい湘南」と「ふるい湘南」と。「ふるい湘南」とは、湘南が風光明媚な中国の湘江南岸のイメージを持たされていた時

代のものであり、「あたらしい湘南」とは、石原慎太郎の「太陽の季節」に端を発し、加山雄三の出現でその原型を完成させるライフスタイルとしての湘南のことである。それは一時的には藤沢

を中心とする相模湾沿いのまちに集約される。湘南の定義についての 20 年前の事典と現在の事典との間の相違は、じつはこの点に原因があったように思う。（略）湘南の名称についてはどうで

あろうか。相模国南部を縮めて「相南」。そして、風光明媚な中国湘江の「湘」を拝借し、「相」と「湘」を入れかえて「湘南」としたという説明がある。しかし、この「相南」ということばその

ものがことばとして定着した様子がどこにもみられない。相模国は長い歴史を持っているのだから「相南」ということばがもしあったとしたら「相南」もふるくから人々が使っていたはずであ

る。それがそうでないのである。だとすれば、「相南」ということばは架空のものであるかもしれない。理屈としては存在するが実際には使われたことが無かったのかも知れない。とすれば、「相

南」とは何か。それは湘南を導くための単なる道具、理由づけにすぎなかったのだと考えることはできないだろうか。その上、李白がすでに「湘南」ということばを使っているのだ。私には「相

模国南部→相南→（湘江）→湘南」というこのとりすました図式が、なぜか最初から「出来過ぎている」感じがしてならなかった。私は思う。湘南は初めから李白の湘南ではなかったのかと。■

つまり、こういうことだ。相模国は厳然として存在する。そして、その相模国のど真ん中を大きく東西に 2 分して南北にゆったり流れる川がある。相模国（神奈川県）最大の川、相模川である。

相模国の成立以前、この流域を支配していた相武（さがむ）国の時代から、古来どこの川でもそうであるように、相模川も重要な物資、文化の運搬路であった。県北の丹沢、津久井の村々が、河

口の須賀湊（現平塚市域）を経由し、東は江戸、西は伊豆下田と結ばれていたのだ。相模川の右岸に展開する広大な沖積平野と左岸に広がる肥沃な相模野台地。富が約束され、加えて、富士山を

背景とした、丹沢、箱根、そして長い海岸線など四季おりおりの美しい自然があった。相模川は豊かな水量をたたえ、夏の陽にキラキラと輝きながら永遠へと流れ下った。相模国における相模川

の存在はそれほど圧倒的だった。そう考えると、中国の湘江をいきなりこの相模川に比することも可能ではなかっただろうか。川が重要であった時代なら、いくら湘南が文人の気まぐれから生ま

れたとはいえ、「湘江＝相模川、湘南＝相模川一帯」と素直に考えるのが自然だと思う。相模川は津久井郡で平野部に入るから、風光明媚でさえあるなら、もはやこの地点から湘南だと考えたっ

ていい。そうすると相模国は全体が湘南有資格地域ということになる。これが私のいう「ふるい湘南」のことである。「ふるい湘南」を前述したものの中からいくつかひろってみよう。明治 22

年から昭和 30 年まで旧津久井郡に存在した湘南村。明治 39 年から昭和 12 年まで中郡二宮町を走った湘南馬車鉄道（湘南軽便鉄道、湘南軌道鐡道）。大正 10 年藤沢に創立された湘南中学（現

高校）、逗子に海水浴客を運ぶために昭和 5 年横浜日ノ出町を起点に営業を開始した湘南電気鉄道（現京浜急行の前身）。相模湖河口にかかる湘南大橋（平塚、昭和 11 年完成）。横須賀の湘南女

子高等学校（昭和 23 年校名変更）。平塚市の自然公園である湘南平（昭和 33 年、それまでの呼称「千畳敷」を改称）。昭和 44 年、神奈川県中地方事務所を改組してスタートした神奈川県湘南

地区行政センター（平塚）。★「湘南の逆襲」三觜貴義、神奈川新聞社、昭和 62、p80-84 

湘南の由来 10 

「湘南の風景」 

 

■湘南とは不思議な地名である。相模国の南を意味する「相南」から来るという説もあるが、僧侶や漢詩人が号に使用したり、京都西芳寺の茶室に「湘南亭」(重要文化財)があることなどから見

て、日本の歴史に淵源を持たず、「瀟湘（しょうしょう）八景」で有名な中国湖南省の洞庭湖に注ぐ「湘水」という川の風光明媚な南の地域を指す「湘南」にちなむ地名と考える方が自然である

ように思われる。箱根を中国の函谷関になぞらえて函嶺と言い、函嶺湘南と並び称されたことなど、「東洋のマイアミ」ならぬ「日本の湘南」というところであろうか。しかし、風光明媚を表す
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雅称である湘南が中国になぞらえた地名ならば日本全国に存在してもよいはずであるが（地名を冠した近江八景などは全国に存在する）、相模湾沿岸の地域を指す名称として一般に広がり、社会

的に定着するようになって来たのは、いつ頃のことだったのであろうか。近世以前から使用事例があることはよく知られているが、地域名称としては必ずしも一般的ではない。1889(明治 22)

年に、愛甲郡に湘南村（小倉村と葉山島村が合併、1955(昭和 30)年城山町に合併、現在の相模原市）が誕生しており、新聞などで使用され始めるのもこの頃であるが、必ずしも地域名称とし

ては定着していないし、湘南イメージを必ずしも伴っていなかった。しかし、それから 25 年後の 1915(大正４)年に刊行された「湘南遊行記」には、現在の湘南地域に関して、次のように記さ

れている。『湘南といふの漠として広く且つ直ぐと勝景の地を連想せしむるかの気分がする湘南の名は、直ぐと人の遊心を晙る。同時に人をして雲水行旅の身となさずには措かん。其地に秀れた

自然の美があり気候風土の天恵があり、思出多い史蹟の豊富なるものあるからであろう。』自然の美、天恵の気候風土、豊富な史蹟に恵まれた遊び心をそそる地、勝景の地、という湘南イメージ

が、すでに大正初期には成立していたのである。★「茅ヶ崎市史ブックレット 11・湘南の風景」小風秀雅、H21、ｐ2－3 

湘南の由来 11 

wikipedia 

★「相南」説は無

視 

■『湘南とは、もともと現在の中国の湖南省を流れる湘江の南部のことで、かつては長沙国湘南県が存在し、中世には禅宗のメッカとなった。日本における「湘南」も禅宗の流入に伴って広まっ

たと考えられ、禅宗を保護した鎌倉幕府の北条得宗家が居し、国内初の禅寺「建長寺」や「円覚寺」を擁した鎌倉周辺の地域が中国の「湘南」にちなんで名付けられたといわれる。実際に、円覚

寺の僧夢窓疎石の周辺には「湘南」を冠する人物・建築が散見される。また、1664 年頃、室町時代に中国から日本に移住した中国人の子孫が小田原に居してういろう商人となり（崇雪という人

物）、自ら創設した大磯の鴫立庵に建てた石碑に「著盡湘南清絶地」と刻んだものが、現在の神奈川県周辺域における呼称の起源ともいわれる。この石碑は複製品が作られて鴫立庵の庭にあり、

本物は大磯町が管理している。』★wikipediaH2611 

湘南の由来 12 

湘南は小田原

なり 

T.Fujimoto 

ASAHIネット

Blog サービス 

江戸時代の湘

南は小田原 

 

■憑欄夜静驛邊樓、烏鵲翻飛對客愁、江左随來千里月、 湘南望盡八州秋、風徐崇滄海濤聲穩、天朗關門真氣浮、匹馬明朝踰岑去、何湛暁露濕征裘  これは松村延年が「湘南」を詠んだ漢詩です。詠

んだ年は不明ですが、享保から天明年間(1730～1784)の作だと言われています。ウィキペディアでは、「湘南」の地名の由来を、中国の湘南地方に結び付く説をとっています。実は京都西芳寺

（苔寺）に「湘南亭」という重要文化財が残っていますが、元は南北朝時代の庭園建築で、この「湘南」も中国から渡来した名前だとすれば、相当歴史が古いものになります。但し、当時の西芳

寺には「湘南亭」のほか、「漂北亭」と呼ばれる建物が対で存在していたようで、その命名のルーツがよくわかりません。もしかして、「湘南亭」が中国の湘南地方と似た名前になったのも、偶然

の一致に過ぎないかも知れません。現在、神奈川県周辺が湘南と呼ばれる起源について、ウィキペディアでは以下のように記しています。 

「室町時代に中国から日本に移住した中国人の子孫が小田原に居してういろう商人となり（崇雪という人物）、自ら創設した大磯の鴫立庵に建てた石碑に「著盡湘南清絶地」と刻んだものが、現

在の神奈川県周辺域における呼称の起源ともいわれる。」 しかし、これ以前にも神奈川周辺で「湘南」が使われていたそうです。石井啓文の著作によれば、天文 12 年(1543)、鎌倉明月院で禅

興寺の無隠法常老師が「湘南葛藤録」を印施したそうで、鎌倉が既に湘南と言われていたことが窺えます。（「小田原の郷土史再発見」2001 年）。平塚の郷土史家故高瀬慎吾は、「湘南の「湘」は

「相」の雅称ということが適当であろう」だと書いています。（「湘南の文学めぐり」、1968 年） 神奈川県内、横浜、川崎の両市を除く大部分は、近世まで相模国と称され、相州とも略されま

す。「相陽」という言い方もありますが、「山南水北日陽」とある通り、相州の南であり、相南、湘南と変わっていった可能性があります。そこに、中国古来の「湘南」と混同、もしくは意識的に

結びつけたというのが事実かも知れません。昭和 30 年、元東京都知事の石原新太郎が著書「太陽の季節」で文学界新人賞、芥川賞を取り、舞台となった葉山・逗子まわりは「湘南族」なる流行

語が生まれる程のブームとなりました。一時期、「湘南」は葉山・逗子のイメージが主流になっていたそうです。しかし、現在の「湘南」の代表的なイメージは、やはり藤沢・茅ヶ崎あたりでし

ょうね。樓神奈川県の行政区域では、平塚、大磯、二宮なども含まれます。大磯の国道沿いに「湘南発祥之地」の石碑が建てられていますが、歴史を考えれば、この発祥はかなり怪しいです。車

のナンバープレートで「湘南」は人気があるようで、これはかなり広範囲で使われています。冒頭の漢詩、注目すべきはそのタイトル「宿湘南驛[小田原也]となっています。どうも中世に「湘南」
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と称された鎌倉一帯は江戸時代は「湘中」となり、そして、「湘南」は小田原なり、と江戸時代ではなっていたようです。（「小田原の郷土史再発見」）by T.Fujimoto｛コメント(0)I トラックバック

(0)｝ ★2016,1,12, アサヒプロ・ASAHI ネット BLOG サービス、 

湘南の由来 13 

「新・神奈川県

の地理」湘南と

は 

■＜湘南の名は中国生まれの神奈川育ち＞湘南という地名は、中国の洞庭湖の南部に注ぐ湘江付近の風光明媚な景勝地を指したのが始まりで、日本では漢詩を通じてその名が知られるようになった。

この地方が湘南と呼ばれるようになった理由の定説はないが、相模国南部であることから「相南」となるはずのところが、中国の湘南にあやかって「湘南」となったというのが、有力な説である。この地

域では、江戸時代の初めに大磯の鴫立庵の初代庵主崇雪（そうせつ）が、鴫立庵の石碑の碑文に「著盡(ああ)湘南清絶地」と刻んだのが湘南という地名を使った最も古い記録であるとされており、碑

は 1664 年に建立されている。明治時代に入り、徐々に湘南の名が使われるようになった。1881(明治 14)年に大磯で民権運動の結社「湘南社」が結成され、1889 年には湘南村（現在の城山

町の一部）が登場した。後者は、今日でも湘南小学校という校名に名残をとどめている。また 1885 年に日本最初の海水浴場が大磯に設けられた。これを契機として、湘南海岸一帯に別荘・保

養所・療養所が並ぶようになり、リゾート地としてのイメージが成立していった。しかし湘南という地名が一般的に使われるようになったのは、徳富蘆花が 1897 年に逗子に移り、「湘南雑筆」

を収めた随筆「自然と人生」を発表してからである。さらに湘南という地名が全国的に知られるようになったのは、第 2 次大戦後の事である。県立湘南高校が甲子園で優勝したこともあるが、

なんと言っても逗子を舞台とした石原慎太郎の「太陽の季節」の映画化が、湘南イコール海と若者というイメージを決定づけた。そして、湘南サウンド、サザンオールスターズ、チューブなど、

若者の歌の舞台であり続けている。 ＜イメージが先行する湘南＞湘南の持つイメージをまとめると、次のようなことがあげられる。海に面した開放的で、景勝地としても優れている。気候に恵

まれ、冬は温暖、夏でも比較的涼しい。かつての政財界人や文化人に代わり、現在では若者が主役で、若者の風俗の発信地となっている。このように、行政区画や歴史的な経緯よりもイメージが

先行しているため、時代と共に湘南の中心も移動している。戦前においては、徳富蘆花や国木田独歩が湘南の名を広めたため、逗子付近から藤沢・茅ヶ崎を経て平塚にかけてが代表的な地域で、

別荘・療養所が並ぶ地域であった。（略）その後、石原慎太郎の「太陽の季節」では磯である逗子・葉山が舞台となり、東に中心が移った。しかし、サーフィンや海水浴に人気が集まる現在では、

砂浜である江の島付近から茅ヶ崎の烏帽子岩にかけてが、湘南のイメージを代表する地域であると言えよう。★「新・神奈川県の地理」伊倉退蔵監修、川嶋理夫（神奈川県高等学校教科研究会）、

1996、p150-151、  

湘南の由来 1４ 

「城山風土記」 

■小倉村と葉山島村は合併し湘南村として発足した。名称の由来は相模川を文人たちが「湘江」と呼んでいたところから湘江の南にある二か村が一つになることから湘南という名が生まれた、と伝えら

れている。発案者は戸長で小倉村に住んでいた馬場健二で、かれは漢詩人大沼枕山の下で塾生として修業を積んだ人であった。★「城山町史７・通史編・近現代」編集城山町、発行城山町、H９、p148 

湘南の由来 15 

 

■湘南地方の「湘南」とは、相模の国の南という意味で、「相南」というべいでありますが、中国東南内陸部の湖南省洞庭湖の南岸にある「瀟湘湘南」の景勝にあやかり、「湘南」と名づけられました。いつ

頃からこれが使われるようになったかは明瞭ではありませんが、大磯にある鴫立庵の碑に「ああ湘南清純地・・・」と書かれてあります。年代は 1664 年ですので、既に江戸期には使われていたことが分かり

ます。しかし、一般的には明治以降から多く使われるようになったのでしょう。「湘南」の呼称を世に広めたのは、1897 年(明治 30 年)に東京から逗子に越してきた徳富蘆花で、彼は名作「不如帰」をあらわ

し、「湘南雑筆」などを収めた随筆「自然と人生」を発表して湘南の名を天下に広めました。★「湘南なぎさプランシリーズ Vol.1湘南の歴史」神奈川県都市部なぎさ・相模川プラン推進室、 

  

 

■「湘南」地域に関する事典の定義 
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■事典の事例 

事例 内容 

地理学的分類の湘南 

 

■「日本地理集成・神奈川県の地理湘南」では、湘南を「鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、寒川、大磯、二宮」としている。★「湘南物語Ⅰ」湯山学/1987 ・「日本地名辞典、伊倉退蔵」では、

湘南を「江の島付近の片瀬川河口から大磯丘陵東麓までの湘南砂丘地帯」としている。★「湘南物語Ⅰ」湯山学/1987 ・日本地誌研究所「日本地誌８」神奈川県の部では、湘南を「鎌倉、

藤沢、茅ヶ崎、平塚、寒川、大磯、二宮」としている。★「湘南物語Ⅰ」湯山学/1987 

郷土史分類の湘南 

「神奈川大観」 

■郷土誌的にやや歴史的立場を含んだ郷土史家の石野瑛氏の「神奈川大観」では、「横浜、川崎、鎌倉、三浦、湘南、湘東、湘中、湘西、湘北」の区分を用いており、「湘南」は、藤沢、茅ヶ

崎の両市を中心とした地域をいっている。★「湘南物語Ⅰ」湯山学/1987 

「世界大百科事典」 ■「湘南の範囲は一定しないが、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯、二宮、小田原の５市２町の相模湾岸を指し、ほかに三浦半島の逗子市、葉山町を含めることが多い。」 

★世界大百科事典・ 

「日本大百科事典」 

小学館、S61,11 

■神奈川県三浦半島の中央西部海岸から、箱根火山の山脚部にわたる相模湾奥の沿岸地域。葉山、逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯、二宮、小田原にかけた一帯が含まれる。旧相模国

の南海岸なので「相南」と書くべきであるが、中国の景勝地の湖南省の湘江にちなんで「湘」の字があたられている。★「湘南の逆襲」みつはし貴義、神奈川新聞社、S62、p38 

「日本地名大辞典」 

朝倉書店、Ｓ43 

■神奈川県南部、相模湾の沿岸一帯約 80 キロメートルに及ぶ地域を指す。湘南とは、相模国の南部、すなわち相州南部を意味し、相南というべきところ、中国の湖南省湘江の南部地方を指

す湘南の名をとったものといわれる。湘南地方の範囲については、必ずしも固定的ではないが、広義には上記のように、三浦半島から伊豆半島頸部にかけての神奈川県の海岸地帯を指し、そ

の中央部が核心地域と言える。神奈川・静岡の県境より南の伊豆半島の相模灘沿岸は含まれない。湘南地方は一般に「北山南海」の地形で、気候・風景に恵まれ、しばしば日本のリビエラと

称される。亜相模湾に面する市町村を東から西に列挙すると、三浦市、横須賀市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、橘町（現在は小田原市に吸収）、

小田原市、真鶴町、箱根町の８市 6 町（現在は 5 町）に及ぶ。 

「日本地名大辞典」 

角川書店、S59 

■神奈川県の南部、相模湾に面する一帯を指す地域称。生活圏としては、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、高座郡寒川町、中郡大磯町、二宮町からなる。「湘南」の命名は、中国湖南省

の洞庭湖に注ぐ湘水の南方一帯の景勝地に因む。★「湘南の逆襲」みつはし貴義、神奈川新聞社、S62、p38 

「広辞苑」 ■①中国湖南省の洞庭湖に注ぐ湘江の南方一帯の景勝地の称、②（相模の国南部「相南」を、①に因んで書く）相模湾沿岸の称。葉山・逗子・鎌倉・茅ケ崎・大磯などを含む。夏季は海水浴

場多く、冬季は比較的温暖で京浜の避寒地。住宅地化がすすむ。★広辞苑 

「神奈川県百科事

典」 

■「湘南の範囲は固定的ではないが、逗子・葉山から鎌倉・藤沢・茅ケ崎・平塚・大磯・二宮までの範囲を指すことが多い。県内の地域区分としては逗子・葉山は三浦地域に入れられ、茅ヶ

崎に隣接する寒川を湘南に含めることが多い。★「神奈川県百科事典」神奈川県百科事典刊行会編,大和書房,1983 

参考書の湘南「神奈

川の歴史百話」 

■湘南を「相模湾に面した逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚方面を呼んでいる。」 

★「神奈川の歴史百話」神奈川県高等学校社会科歴史部会著・山川出版・1980 (昭和 55) 
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■「湘南」全般を論じる記述 

 

 

行政主導「湘南ナ

ンバー」対象区域

設定に対する疑

問・吉田克彦 

 

 

 

 

■これまで自称・他称を問わず「湘南」と称している地域は行政区分ではなく、（略）全く感覚的な領域であり続けたのです。ところが「湘南ナンバー」になりますとこれは状況がかなり変わ

ってきます。「湘南ナンバー」の車でカッコよく走りたい・・・という声は確か昭和 58 年(1983)年頃から取りざたされてきたように思いますが、相模ナンバーが飽和状態になったおともあ

って平成 4 年(1992)に自動車検査等ｒ九事務所が平塚市に新設されることになり、一挙に湘南ナンバーの実現が具体化してきました。この機会に湘南ナンバーの対象区域への編入を希望す

る自治体が相次いだといいますが、結局、図のように藤沢市以西の 7 市 11 町がその対象になることが決まりました。これを見てみますと何と箱根や丹沢方面にまで湘南ナンバーの対象区域

となり、鎌倉・逗子・葉山は横浜ナンバーのままとなっています。新聞によりますと『・・・・・「たかが車の標識に、小選挙区の線引き波の騒ぎでした。【湘南】が持っているイメージの強さ

を思い知らされました。」と運輸省の幹部が苦笑する。』（3 月 10 日付朝日新聞）とありますが、ここで気になりますのは湘南ナンバー対象区域なるものは今までの「湘南」イメージのように

単に感覚的な領域の存在ではなくなり、明らかに行政区域として確定されることになるのです。「湘南ナンバー」の車でカッコよく走りたい…という人々の当初の思いにもかかわらず、これを

転機として「湘南」の持つ意味もイメージも今後大きく変わってくるのではないかと予想されます。』★「湘南再発見」吉田克彦・江ノ電沿線新聞社・1996(H8)・p127-128 

「湘南」は行政用

語である・１ 

三觜貴義 

■湘南は行政用語ではない、と多くの人はいう。しかしこれは間違いだ。ことばそれ自体は確かに行政が作りだしたものではないようだが行政のやり方を見ると、どうしても湘南を行政用語

に取りこもうとしている。神奈川県湘南地区行政センターと湘南平の例をあげてみたい。ともに平塚の湘南度にも大きく関係する。神奈川県湘南地区行政センターの前身は大磯町に所在地を

置いていた神奈川県中地方事務所である。同事務所は、昭和 44 年、相模川の東岸に沿って南北に伸びた高座郡（現在の藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、相模

原市）と愛甲郡の一部（現厚木市）を所管していた神奈川県高座愛甲地方事務所の一部（藤沢市、茅ヶ崎市）と合併する。この時、事務所は平塚に移され、神奈川県湘南地区行政センターとな

り、現在に至っている。それまでのコミュニティは、酒匂川、相模川、境川といった川に沿って南北にまとまりをみせてきたが、鉄道（東海道線、横須賀戦、小田急線等）や道路（国道 134

号線、藤沢バイパス、第 3 京浜等）が整備されてくると、今度は鉄道や道路に沿ってまちが発展してくるようになった。行政もこのことを目ざとく察知し、出先機関の整理統合を行う。湘南

地区行政センターもその考え方に沿ったものだ。おりからの湘南海岸ブームで、いっきに相模川を渡り平塚を核都市に、東は藤沢、西は大磯と二宮、北は中郡として長い間大磯文化圏に所属し

ていた伊勢原、秦野（ここで思いだしていただきたいのが昭和 12 年まで二宮～秦野間を走った湘南軌道鉄道）を加え、「湘南」地区行政センターとしたのである。★「湘南の逆襲」三觜貴義、

神奈川新聞社、昭和 62 年、p92-94 

「湘南」は行政用

語である・２ 

三觜貴義 

■湘南平（平塚市）にも十分な説明が必要である。平塚に「湘南平？」の違和感の理由が納得できるはずだ。西湘バイパスに入る少し手前、平塚市と大磯町の境を流れる花水川。この流域沿い

に高麗山を左手に見て少し遡り、高麗山の裏側からまわるこむようにして急坂をのぼると湘南平につく。ここは海抜わずか 181 メートルの山頂の盆地にすぎないが、展望台からの眺めは素晴

らしい。（略）つまり「相模国」の全てが見える。湘南平にのぼると相模国が「ひとつのまとまり」であることにふと気づく。（略）昭和 32 年 4 月、平塚市は市制 25 周年の記念式典を催し
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たが、かねてからここからの眺めに心酔していた時の市長戸川貞雄は、当時、千畳敷もしくは泡多羅山（あわたれやま）と呼ばれていたこの場所を園遊会会場にあて、この場所を積極的に PR

する。思いはこうじて県、そして建設省に千畳敷の開発を訴える。訴えは実現し、翌年の 4 月、千畳敷は平塚市の自然公園としてデビューする。が、この時、戸川市長は「湘南に誇る高台」

という意味で、長い間人々に親しまれてきた千畳敷という名称を廃し、あらたに「湘南平」と名付けるのである。壮大な湘南のパノラマを目の前にして、平塚が湘南の中央に位置するというこ

と、そして中郡最大のまちの自負、さらに第 2 次大戦後の復興にかける市長としての気負い、そんなものが戸川市長をして、「湘南の盟主」たらんと思わせたのだろう。だが、「湘南」のその

後の歴史は、この２つの行政判断―神奈川県湘南地区行政センターと湘南平―の思惑とは全く異なった方向に展開する。戸川市長が湘南平の名称に平塚復興の願いを込めて陣頭指揮をとって

いるころ、逗子在住の大学生石原慎太郎が「太陽の季節」で芥川賞を受賞し、太陽族が登場する。また昭和 31 年の経済白書が「戦争は終わった」と書き、大衆社会へのスタートが切られてい

た。こうした社会状況の中から藤沢・茅ケ崎を中心とした湘南の海が大衆と結びつき第 1 次湘南ブームが到来する。そして、藤沢・茅ケ崎付近の海岸だけがいっきに「湘南」として大衆のこ

ころに刻み込まれ「あたらしい湘南」が誕生するのだ。こうして生まれた「あたらしい湘南」がやがて湘南そのもののイメージとなり、「ふるい湘南」は急速に歴史の流れに取り残されていく

ことになる。風光明媚さだけを根拠に湘南を定義づけしていた時代は終わったのだ。それからは、「ショーナン」ということばだけが喚起するあたらしい「藤沢（・茅ケ崎）型湘南」が湘南の

すべてになっていく。★「湘南の逆襲」三觜貴義、神奈川新聞社、昭和 62 年、p94-97 

「湘南」は行政用

語である・３ 

三觜貴義 

■県立湘南地区行政センターは、こうした第 1 次湘南ブームの頂点にあった加山雄三の時代の機構改革で設置されたもので、今となっては株の高値づかみのような間の悪さを感じさせる。「湘

南」地区行政センターが、なぜ伊勢原、秦野をかかえ、なぜ逗子、葉山を所管していないのか、その経緯を知らない人々にとっては分かりにくいことであろう。湘南平には、命名の時期がちょ

うど藤沢・茅ケ崎が、あたらしい湘南イメージを獲得しようとしはじめた時期に重なるという不運があった。しかし、結局は、湘南平の命名の発想がふるい湘南そのものであり、それがあたら

しい湘南に打ち負かされたというのが実状であろう。その結果、湘南平は平塚の山の中にポツンとひとりとり残されることになるのである。★「湘南の逆襲」三觜貴義、神奈川新聞社、昭和

62 年、p97-98 

『「湘南」は一体ど

こからどこまで

か、平塚や大磯、湯

河 原 は ニ セ 湘

南？』 

J-CASTニュース 

■湘南といえば、いったいどこからどこまで指すのかーそんな議論が、またぞろ話題となっている。きっかけとなったのは、地域系サイト「Jタウンネット」の記事だ。ツイッター、フエィス

ブックなどでは、地元出身者を中心に「ウチは湘南だ」「あそこは湘南じゃない」などさまざまな声が出ている。そこから見えてきた、現状の「湘南」とは。 ■「相模湾沿い全部湘南！」に

「広すぎ！」； 「湘南ボーイ」という言葉も今では死語だが、古くは石原慎太郎氏の小説や映画「若大将」シリーズ、最近でもサザンオールスターズや湘南乃風の楽曲の部隊として、きらめ

く太陽、輝く海のイメージとともに、今なお「湘南」という地名はちょっとしたブランドだ。 にもかかわらず、湘南の範囲には定説が無い。たとえば平凡社の『世界大百科事典』では、「神

奈川県中部、相模湾岸一帯の地域名」としつつ、「範囲は一定していない」として断定を避けている。ところが最近、神奈川県の進める観光プロジェクト「かながわープロジェクト Feel 

SHONAN」では、「湯河原から三浦までの相模湾沿岸を『湘南』と呼びます！」と宣言してしまった。要するに小田原や横須賀なども含めた神奈川県の相模湾沿いすべてが「湘南」だという

のだ。Ｊタウンネットが 2014 年 10 月 7 日、この事実を取り上げたところ、地元在住者を中心にツイッターやフェイスブックでたちまち議論が沸騰した。圧倒的に多かったのは、「いくら

なんでも広すぎるだろ」という声だ。 ■調査では「茅ヶ崎～葉山」が最多； Ｊタウンネットでは、「湘南の範囲は床からどこまでだとおもいますか？」と題したウェブアンケートを行った。

16 日までに 3074 の応募があったが、県が宣言した「湯河原～三浦」を支持したのはわずかに４％。「三浦が湘南のわけないだろ」「いやー、小田原は湘南じゃないっしょ」と反応は厳しい。

一応、小田原は自動車も「湘南ナンバー」なのだが・・・。対して最も支持を集めたのは、茅ヶ崎から藤沢、鎌倉、逗子、葉山の範囲を湘南とする「茅ヶ崎～葉山」の３５％だ。これに西側の

平塚、大磯を加えた「大磯～葉山」が 26％で続く。中でも、茅ヶ崎・藤沢エリアは、投票者中９２％が「湘南」と認めた。「湘南は逗子、葉山、鎌倉まででしょう。某グループが湘南と言い
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張っていますが、茅ヶ崎は湘南じゃないでしょう。と言い張る反対派もいるが、ここをひとまず湘南のコアとしていいだろう。 平塚あたりに来ると、湘南としての認知率は半数を割って 48％

まで落ちる。特に平塚は、「平塚はなんちゃって湘南」「平塚は微妙なところ」などとひどい言われようだ。なお、大磯など相模湾沿い西部には「西湘」という呼び方もあり、「西湘ブランドで

推せば良い」との声も目立つ。 逗子・葉山は 66％。明治時代には「湘南」といえば逗子あたりを指したが、その中心は藤沢・茅ケ崎に移ったようだ。また逗子は湘南と認めるにしても、「葉

山は海あるけどサーファーがいるぞくるぞって感じではあまりない」ので湘南ではない、との説もあった。 ■湘南ナンバーでも大激論； また「内陸部は湘南じゃないだろ」という主張も強

い。慶応大学湘南藤沢キャンパスなどがある湘南台(藤沢市)や、東海大学湘南キャンパス（平塚市）が好例だ。 「そこを湘南と呼ぶのは詐欺だと思った。『～台』って言うんだから海じゃな

いよね」「東海大学の湘南校舎はあまりにも内陸なので、学内の他校舎の学生からは『丹沢校舎』と呼ばれている・・・」 思えば湘南の範囲をめぐる話題は今に始まった話ではなく、1990

年代前半の「湘南ナンバー」誕生時にはその適用範囲をめぐって自治体が綱引きを繰り広げるちょっとした騒動になった。平塚市が音頭をとった「湘南市」構想も一時盛り上がったが、結局と

ん挫している。  どこからどこまでが湘南か。この問題をめぐる波風は、そう簡単には収まりそうもない。J タウンネット、湘南、Ｊ－ＣＡＳＴニュース  www.j-

cast.com/2014/10/18218624.html?p=3 

★Ｊタウンネットによる「湘南の範囲は？」投票の結果。茅ヶ崎～葉山＝35％、大磯～葉山＝26％、藤沢・茅ケ崎・寒川＝１３％、湘南市構想エリア=10％、湯河原～三浦＝４％、大磯・平

塚＝４％、その他＝？ (図形表示) 

イメージが先行す

る湘南 

湘南の範囲はどこ

までか 

川嶋理夫 

■＜イメージが先行する湘南＞ 湘南の持つイメージをまとめると、次のようなことがあげられる。海に面した開放的で、景勝地としても優れている。気候に恵まれ、冬は温暖、夏でも比較的

涼しい。かつての政財界人や文化人に代わり、現在では若者が主役で、若者の風俗の発信地となっている。このように、行政区画や歴史的な経緯よりもイメージが先行しているため、時代と共

に湘南の中心も移動している。戦前においては、徳富蘆花や国木田独歩が湘南の名を広めたため、逗子付近から藤沢・茅ヶ崎を経て平塚にかけてが代表的な地域で、別荘・療養所が並ぶ地域で

あった。（略）その後、石原慎太郎の「太陽の季節」では磯である逗子・葉山が舞台となり、東に中心が移った。しかし、サーフィンや海水浴に人気が集まる現在では、砂浜である江の島付近

から茅ヶ崎の烏帽子岩にかけてが、湘南のイメージを代表する地域であると言えよう。■＜湘南の範囲はどこまでか＞イメージの影響を受けやすい地域なので、湘南の範囲を決めることは大

変難しい。昭和 30 年以前に湘南の名がついた代表的な例を見てみると、かつての相模湾南部に限らず極めて広い地域が湘南であると考えられていたようだ。さて、現在なされている地域区

分をもとに考えてみよう。行政区域としても湘南地域が設定されているが、県による範囲もその目的によってまちまちである。また、NTT のタウンページを見てみると、湘南エリア版の地域

設定は県によるものや湘南ナンバーの範囲と大きく異なっている。この傾向は研究書でも同様で、湘南の範囲はそれぞれ少しづつずれている。つまり湘南は、特定の地域を指しているわけで

はなく、むしろ湘南の名前を利用してイメージアップを図ろうとする傾向が強くなっている。例えば、企業などのＣＩの一環として湘南の名を冠したり、湘南ナンバーのように、新しい地域区

分を行った場合によりよいイメージを求めて湘南の名をつけている。このように湘南という地名を 1 つのブランドとして利用する傾向によって、湘南の外縁部はますます拡大する傾向にある。 

★「新・神奈川県の地理」伊倉退蔵監修、川嶋理夫（神奈川県高等学校教科研究会）、1996、p150-151、  

湘南市に向けた動

き 

 

■湘南市に向けた動き：藤沢市と茅ヶ崎市・寒川町（あるいは鎌倉市と平塚市を含む）を合併して湘南市を建設する計画は、敗戦直後から度々浮上した課題であった。最初にこの構想を打ち出

したのは、1946（昭和 21）年 6 月藤沢市長に就任した飛鳥繁であった。同年 11 月に発表した大藤沢市建設構想説明書の中で、飛鳥は、西は相模川から東は横浜市境までの湘南海岸一帯と

高座郡南部の町村を一丸とする湘南大都市を建設し、横浜市が特別市制施行した後の神奈川県の中枢地とする計画を明らかにしたのである。この構想は具体化されずに終わったが、1954 年

に高座郡南部で町村合併問題が遡上に乗る過程で、藤沢・茅ケ崎・寒川を合併する湘南市構想が再浮上した。しかし、小出村の合併をめぐって茅ヶ崎市・藤沢市双方が激しく対立した結果、遠

http://www.j-cast.com/2014/10/18218624.html?p=3
http://www.j-cast.com/2014/10/18218624.html?p=3
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藤地区のみが分村合併に至った（1955 年）。さらに、遠藤地区南部の住民の一部が茅ヶ崎市への編入を陳情するなど（1956 年）、両市の間に合併をめぐるしこりが残り、湘南市に向けた機

運は遠のいた。ところが、1950 年代に入ると、藤沢にいすゞ自動車・荏原製作所などの大規模工場が進出し、茅ヶ崎・寒川にも新たな工場地帯建設が予想された。本格化する高度成長の波

の中で個別自治体都市計画では、予想を大きく上回る都市化・工業化への対応が困難になって来たのである。 こうした事態を受けて、寒川町は、財政基盤の強化と行政の効率化を目的とし

て、茅ヶ崎市・藤沢市に対して、２市１町の合併を提唱した。しかし、藤沢市は、茅ヶ崎市の巨額の赤字財政の処理を理由に、合併に消極的な姿勢を示し、実現に至らなかった。このように湘

南市構想は３度頓挫したが、それに代わって登場したのが、広域行政というアイデアである。★「回想の湘南」藤沢市史編さん委員会、2009、P116 

「明治が開拓した

湘南」草柳大蔵 

★大磯が湘南を主

張する 2 つ目の理

由に？ 

 

■「湘南」の名づけ親にこだわる必要がないと思われるのは、この土地の開発のされ方である。石塚裕道の労作「明治・大正期における湘南海岸の開発の歴史」を読むと、関西の「塩屋」地帯

と好対照である。「塩屋」一帯の豪邸は、ほとんど大阪や神戸の実業家の標札がかかっている。薬種問屋や回漕問屋の末裔がそのまま住んでいる。いわば「富」が開拓した町である。これに対

して、「湘南」の方は「明治」が開拓している。「政治」や「学問」が先乗りをし、昭和に入って「文士」が住みついている。関西側が「塩屋と湘南では富の蓄積がちがう」というのは、開発の

され方そのものの比較をいうのであろう。「湘南海岸における海水浴場の発祥地は、通例、明治１８年８月、松本順により開かれた大磯の照が崎海岸であったといわれる」と、石塚裕道は書い

ている。松本順は幕末に佐藤泰然（東京・本郷の順天堂病院の始祖）の二男として生まれ、長崎で蘭学を修め、山県有朋の推挙によって、明治６年５月、初代陸軍軍医総監に就任した。彼は、

はやくから保健のための海水浴の効果を認め、明治１９年８月には「海水浴法概説」という本を書いている。彼がこの本を上梓した時は軍医総監を退いたあとであるが、その年、伊豆から東京

へ帰る途中大磯に一泊、旧門弟の鈴木御斎の熱烈な進言を容れて大磯を海水浴場とすることに起ち上がったのだ。そのために彼は「政治」まで使っている。明治 22 年 7 月、官設鉄道が神戸

まで延びたとき、大磯には停車場の設置が許されなかった。松本順は伊藤博文、山県有朋を説得して、大磯に汽車を停めることに成功した。◆この「大磯駅」を契機に、海水浴客を目当てに大

旅館・料亭・茶屋が設けられる。道路と上水道の資本投下が盛んになる。土地の付加価値が上がる。とばれば、各界名士の別荘があらわれるのは当然だろう。明治 29 年 5 月、伊藤博文が西

小磯に滄浪閣を建築するや、西園寺公望・山縣有朋・原敬・島津忠亮・酒井忠道・徳川頼倫・鍋島直大・岩崎弥之助（のちにエリザベス・サンダース・ホームとなる）・浅野総一郎などが別荘

を設け、明治 40 年にはその数 150 を超えたという。このため夏の閣議は大磯でひらかれることもあったというから、まさに「明治」がそのまま移ってきたようなものだ。 

■鵠沼海岸をひらいたのは、「東屋」という旅館をつくった伊東将行である。彼はまた地元の名士を説得して「武相クラブ」を作り、富豪貴紳の誘致に力を尽くした。この伊東の「東屋」のほ

かに「岩本楼」「対江館」があり、いずれも富士山と江の島を借景としたロケイションを訴え、皇族・政治家・財界人を迎えることに成功した。さらに鵠沼と片瀬を発展させたのは、学習院と

江の島電鉄である。学習院は学生の「遊泳演習」として鵠沼をぢ呈する。江の島電鉄は明治 35 年、藤沢駅と片瀬駅の間の線路工事を完成する。藤沢は江戸時代は遊郭を含む宿場町だったが、

これが明治に入ると行楽地変わってくる。このことが鵠沼、片瀬へと人を集める勢いに拍車をかけた。（略）大筋のところをいえば、皇族・華族・政府の顕官・政商・成金・学者といった「明

治ハイラルキー」に属する面々であったことは確かである。★「湘南の 50 年―湘南を築きあげた先駆者たち」ばら出版・知性社編・三菱信託銀行編集協力・1977(S52) 

「いま湘南は回生

の転機に」 

草柳大蔵 

 

■「湘南地方」の誕生由来を追ったのはほかでもない。この高雅で気品のある地帯は、明治のエネルギーのサブシステムとして組み込まれたのだ。彼らにとって「別荘」は「勲章」と同じであ

り、ステイタスシンボルであったろう。あるいは薩長や京都から進発して「東京」を占領した勝利者たちの「ニュー・コロニー」であったと見てもよい。このコロニーに気品と静謐さ（せいひ

つさ）を与えたのは、大正・昭和期の教養人の移住ではないかと思われる。藤沢と縁のある作家は徳富蘆花・芥川龍之介・鎌倉の材木座には吉井勇が住んで「月夜よし七里ヶ浜の水際の白く顫

（ふる）ふを君とながむる」と詠んでいる。この 1 首が収まっているのが『夏のおもひで』だが、野田宇太郎は「この歌によって、鎌倉を中心とする湘南の浜辺は近代文学の上にはっきり浮

き彫りされた」と言っている。吉井のほか、国木田独歩、夏目漱石、蒲原有明、与謝野晶子、葛西善蔵などが鎌倉に別荘を持つ。昭和に入ると、もはや鎌倉は文士にとって別荘ではなく居住地
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になってくる。久米正雄、大佛次郎、川端康成、林房雄、高見順。彼らの発議によって「鎌倉カーニバル」が出現したのは昭和 9 年である。文士ばかりではなく、学者も多く、一時は 300 人

を超す学者が鎌倉に住んでいたという。明治の元勲たちの「ニューコロニー」は、社会資本を増加させ、東京との間の時間距離を短縮させた。この基盤構造が「定住者」を増加させたが、彼ら

にとっての魅力は「湘南」が「書斎」になりえたことだった。頭脳労働者にとって「湘南」は絶好の足場であった。◆昭和元年からの湘南 50 年の歴史をひもとくと、学校、それも私立の学校

の進出がまず目につく。つぎが「福祉施設」である。この現象は、やはり「湘南」のひとつの特徴であろう。第 1 に自然が残っている。第 2 に東京から隔離される。第 3 に、第 1 と第 2 の

要素を考えあわせると、創造的な空間形成ができる。その空間の中で独自の価値創造をなし得るのではないかーこれが学校創立者の思いであったろう。敗戦直後の困難な時期に、三枝博音が

「鎌倉アカデミア」を開校し、これに林達雄や遠藤慎吾が手弁当で参加したのは、新しい空間の形成に心のほむらを立てたからにほかならない。と同時に、高度成長期に入ると、かつて「明治

の文人」が瀟江に比したこの空間は「大衆社会」のための絶好の場となる。ここから、定住民族との間に摩擦がおこり、「鎌倉を守る運動」や「葉山海岸でのキャンプ禁止」などの抵抗現象が

あらわれるのだ。（略）「湘南」は昭和に入って 50 年を閲（けみ）して、いま、その回生の転機を孕んでいるように思われてならない。★「湘南の 50 年―湘南を築きあげた先駆者たち」ばら

出版・知性社編・三菱信託銀行編集協力・1977(S52) 

「湘南２０世紀物

語」高木規矩郎 

■湘南のキーワードは海と太陽。ヨット、海水浴、サーファーがあふれ、温暖な気候が別荘族を集めた。大規模な住宅地があいついで開発され、通勤圏としてラッシュにもまれるようになった

が、海は今も人々の心をなぐさめ、青い空と緑の畑は湘南のかけがえのない資産である。』（「湘南２０世紀物語」高木規矩郎著/読売新聞横浜支局編/有隣堂 

「湘南八景」の 

提案/吉田克彦 

■洞庭湖とその周辺の地は「湘瀟八景」としても知られ、北宋の宋廸（そうてき・921～1121）がその風景を八幅の絵としたとされていますが、これが日本に伝わって明応 9 年(1501)近

衛政家が「近江八景」を選定しています。「金沢八景」は延宝年間(1673～1681)に心越禅師が定めたとされています。ところがです。湘瀟湖南になぞらえて湘南としたとされる湘南地方に

「湘南八景」が見当たらないのです。これでは片手落ちと画家の田口雅巳さんとご相談して「湘南八景」を選んでみることにしました。次にそれを紹介しましょう。◆「湘瀟八景」：①平沙落

雁②遠浦帰帆③山市晴嵐④江天暮雪⑤洞庭秋月⑥湘瀟夜雨⑦煙寺晩鐘⑧漁村夕照 ◆「金沢八景」①堅田の落雁②矢橋の帰帆③粟津の晴嵐④比良の暮雪⑤石山の秋月⑥唐崎の夜雨⑦三井の晩

鐘⑧瀬田の夕照 ◆「湘南八景」 ①姥島落雁 ②腰越港帰帆 ③稲村崎晴嵐 ④左富士暮雪 ⑤相模川秋月 ⑥江の島夜雨 ⑦龍口寺晩鐘 ⑧七里浜夕照 （略）茅ヶ崎で豆菓子 8 種類を湘南八景

に見立てた銘菓「湘南八景」が登場し、湘南八景絵葉書も発行されました。湘南八景もどうやら市民権を得てきたような気がします。(88 年 5 月) ★「湘南再発見」吉田克彦・江ノ電沿線新

聞社・1996(H8)・p167-168 

官設鉄道が湘南イ

メージを形成 

■官設鉄道の企画乗車券が、好評であればあるほど、そこに記された適用期間が湘南という曖昧な地域を、鉄道駅という形で明確に区分していった。近代以前、この地のランドマークは江の

島・鎌倉であったが、鉄道の開通が、海浜避暑を発展させ、新しい地域を誕生させたのである。しかし、それは停車場であれば、湘南になったということではない。他の地域から遅れて停車場

が開業した茅ヶ崎は、「往復割引切符」の最初の発売駅からは漏れている。しかし、約 1 か月後、追認を受けるかのように「往復割引切符」が発行されている。これは、停車場開業からわずか

1 年の茅ヶ崎が、既に湘南の特徴を備えていた、つまり湘南たりえていたという事実があったからであろう。海浜地図は大きく塗り替えられていった。湘南は、江の島を囲む藤沢・鎌倉だけで

なく、相模湾を臨む鉄道沿線の海浜一帯を指し示すだけの大きな広がりを持っていた。そして官設鉄道の鉄道政策が、湘南という広がりで捉えられていく中で、茅ヶ崎という地もまた、新たな

地域展開をしていったのである。官設鉄道は、湘南を海浜避暑の最大のモデルとして、積極的に観光政策をとってきた。官設鉄道のその政策は、湘南を湘南たらしめたということができる。同

時に，廉価で短期間の旅行を可能にしてきたことにより、湘南を大衆化に導く原動力になったことも事実であろう。★「鉄道会社の観光政策と湘南」大矢悠三子、茅ケ崎市史研究・茅ヶ崎市編

修委員会、平成 19 年、ｐ2 



14 

 

「湘南暮らし」 

いしいきよこ 

 

■以下は、湘南の若い世代が書いたと思われる本の引用。湘南人の意識が垣間見えて興味深い。 

◆まるで冗談のようなこんな話がある。葉山の長柄の交差点で地方ナンバーをつけた車から道を尋ねられた。通りがかった地元の人が「何か？」と聞くと、「あのー、湘南に行きたいんですけ

ど、湘南ってどこですか？」「・・・」「湘南とは神奈川県南部の相模湾に面した一帯を指すエリア名で、漠然としたニュアンスで使われている。「ここからここまで」という明確な線引きがな

いので、各市町・団体が発行する資料を見ても、あくまで大雑把な捉え方だ。湘南と言えば「海」というイメージが定着したのは昭和以降。太陽族、加山雄三、サザンオールスターズといった

アーティストたちが、湘南の太陽、海、潮風といった明るいイメージを歌い、ハイセンスな海辺のリゾート「湘南」を築き上げた。だから都心や地方から湘南へと向かう人たちの頭の中には、

つねに波打ち際の音がインプットされている。太陽と解放感ある海のイメージがいっぱいに広がっている。そういう人たちに「湘南とは？」と聞けば、江の島や片瀬海岸、茅ヶ崎、逗子、葉山

と答える人が多い。都内の人は「湘南＝有名な海辺」という感覚のよう。が、同じように地元民に聞くとそうした意見とは温度差があり、個人の思い入れやうんちくもあって、これがなかなか

ローカルらしい。・大磯人「もともと湘南というのは大磯ですよ。海水浴場発祥の地だし、湘南発祥の石碑もあるし」・逗子人「本当の湘南の発祥は葉山なんです。ベルツ博士が葉山に初めて海

水浴場を開いたんです。その碑が葉山の森戸海岸にありますよ」・平塚人「みんな何ていうかわからないけど、平塚だって湘南に入ると思う」・茅ケ崎人「湘南といったら葉山から茅ヶ崎まで。

相模川の向こう側、平塚方面はイメージが違う」・平塚人「湘南は茅ヶ崎と藤沢。平塚は平塚だし、大磯は大磯だ」・藤沢人「大きな声でいうと角が立つから小声でいうけど、稲村ケ崎（鎌倉

市）から茅ヶ崎まで。あそこを超えると空気が違う」・茅ケ崎人「海岸続きであっても鎌倉は鎌倉、あちらは文化が違う。湘南は相模川から東の江の島まで」・鎌倉人「茅ヶ崎から葉山の長者ケ

崎までが湘南」・藤沢人「東海道線から南側の潮騒が聞こえるエリア。西は大磯、東は横須賀市の秋谷海岸まで！」・葉山人「歴史的には大磯から葉山までが湘南と呼べるエリアでしょう」と、

この話題になるとみな一段と声が大きくなり、口角に泡を飛ばして論争めいた口調になる人も。地元民にとってはそれぞれ一家言あり、湘南移民にとっては「憧れの地に移り住んだ」プライド

が見え隠れする。みんなを集めて湘南討論会を開催したら、金曜夜の「朝まで生テレビ」じゃないけれど、異論、反論、大激論で収集がつかなくなることは間違いないと思った。面白いことに

カンカンガクガクと意見が分かれる中、共通するのは多くの人が、自分の暮らす市町をほぼ湘南に含めているという点だ。わが町こそ湘南と自負している。地元の人はそれくらい胸を張って

この地に住んでいる。100 人以上に聞き取った意見をまとめると、地元の人が思う湘南とは、藤沢市、茅ヶ崎市が中心で、範囲は茅ヶ崎市から葉山までの意見が多かった。西は大磯止まり、

東は意見がバラけたが、葉山から先を含める人は少なく、最東端が横須賀市の「佐島マリーナ」。三浦半島先端の「城ケ島」までを含めた人は 1 人もいない。こんな風に「湘南」をイメージす

る人が多いなか、以前から「湘南雑学」を調べている雑誌の編集者が、興味深い話をしてくれた。「湘南という地名は、明治から大正にかけて活躍した徳富蘆花が書いた「湘南雑記」が全国に

広めるきっかけとなったのよ」。「湘南雑記」とは、逗子に住んでいた作家、徳富蘆花が、明治 30 年代に新聞の連載に四季の湘南の様子を身辺雑記として執筆し、その記事によって「湘南」が

世間一般に知られるようになったのだという。同時に雑記に書かれた逗子、葉山を含む地域名として「湘南」は定着したと。私も湘南という地域名を調べ進めるうちに、本来の湘南とは、明治

期からの別荘地を指すのではないかと思うようになった。具体的には海水浴場が開かれた大磯から葉山辺りまで。大磯の「鴫立庵」には、湘南発祥の石碑がある。庵の創設者崇雪がこの地を

「湘南」と称したことが始りで、石碑の建立は寛文 4 年（1664 年）。それには「中国湖南省にある洞庭湖の畔、湘江の南側を湘南といい、大磯がこの地に似ていることから湘南と呼ばれるこ

とになった」と記されている。それに、多くの人は「相南は海のある地域」というイメージを持っているが、歴史的にみると決してそれだけではないようだ。「年配者に聞くと、湘南はもとも

と中郡大磯町から西のことで、今の湘南と呼ばれている地域は新しい湘南だって話ですよ。相模川から東の茅ヶ崎は、昔は湘東って呼ばれたって言います」と、平塚の友人はいう。この話も確

かなようで、明治期には相模川から西の地域を「湘南」と呼んでいたようだ。ただ、一般的に地元の人が口にする「イメージの違い」「文化の違い」というのは、現代の湘南を表現する意味で

は、案外的を得ているのではないかと私は思っている。昔から住んでいる地元の人たちは、相模湾を大雑把に「三浦」「湘南」「西湘」と分けて考える人が多い。三浦半島はあくまで三浦市と横
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須賀市という文化圏で、葉山町と逗子市はぎりぎり湘南に入るかな、というニュアンス。西湘というのは「西湘バイパス」で分かるように大磯町、二宮町、小田原市と続くエリアで、こちらも

湘南というよりも西湘という見解（実際の聞き取りでもこの意見は半数を超えた）。また、横浜新道・東海道から続く「新湘南バイパス」が通っているのは藤沢市と茅ヶ崎市。２つのバイパス

の中間に位置する平塚は、どちらとも繋がっていない。このあたりも平塚は湘南か、西湘か、という論議になる要因のようだ。ちなみに日本気象協会が区分する「湘南」とは、西端が二宮町

で、小田原から西側が「西湘」というそう。そんな多くの意見を聞いているうちに、私は一昔前の湘南騒動を思いだした。「湘南って海がある市町じゃないの？」と囁かれ、議論された湘南ナ

ンバー発足当時だ。今から 10 年ほど前、従来横浜と相模ナンバーのみだった神奈川県の車輛登録ナンバーに、新たに「湘南ナンバー」が発足することになり、どの市町を湘南ナンバーにする

か地元では大きな話題となった。自動車メーカーはイメージのよい湘南ナンバー誕生は願ってもない。販売台数アップに向け、1 日も早い発足に期待を寄せていたのだが・・・。湘南ナンバー

発足会に参加していた某自動車メーカー勤務のＡさんは、会議に出席するたびし「また今日も何も決まらなかったよ！一体いつになったら湘南ナンバーができることやらなあ、湘南って一体

どこだ？」と深いため息をついていた。結局、1994 年の湘南ナンバー誕生まで数年がかり。陸運事務所の管轄地域の関係もあり、相模湾沿いで湘南ナンバーが取得できるのは、小田原市、

二宮町、大磯町、平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市となった。鎌倉市、逗子市、葉山町は横浜ナンバーだ。そして近年。市町村合併案によって、二宮町、大磯町、平塚市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、

藤沢市の 3 市 3 町合併によって、神奈川県では横浜市、川崎市に次ぐ人口 97 万人の第 3 の政令指定都市をつくるという「湘南市構想」が浮上した。が、周知のように 2003 年の平塚市長

選で、合併反対派の女性市長が誕生。藤沢市、茅ヶ崎市長も反対を表明したことで事実上、白紙撤回。「湘南市研究会」にオブザーバー参加していた茅ヶ崎市は、市民が「茅ヶ崎市は茅ヶ崎市！」

と独自のブランドを主張する意見が多かったのが現状のよう。新聞記事によれば茅ヶ崎市民の 6 割が反対だったとか。こうしたニュースからも分かるように、地元民の多くは自分が暮らす市

町が「湘南」に含まれるか否かは、なかなか根の深い問題なのである。ハイソで都会的センスがあり、経済的にも豊かな地域として有名になった現代の湘南は、地元民が自分が暮らす市町を

「湘南」に含めようと、言葉の端々に力を込めるほど誇りに思う、みんなが愛するブランドなのである。★「湘南暮らし」いしいきよこ、東京出版、2003(H15)  

サーフィンブーム

が湘南に若者を呼

んだ 

橋本玉泉 

■50 年代から 60 年代にかけて、テレビでは大量のアメリカドラマが流され、多くの若者がアメリカのライフスタイルに憧れを抱いた。太陽族や、その当時流行したアイビーやトラッドも、

そんなアメリカへの憧れから生まれたものだ。アメリカを理想とする考えが若者に蔓延するなか、70 年代にサーフィンブームが到来する。アメリカの西海岸やハワイをイメージさせるサーフ

ィンは瞬く間に若者の間に浸透した。湘南は雑誌ポパイで日本のサーフィンの中心地として紹介されたことで、サーファーのみならず、流行にうるさい若者の聖地となっていった。サーフィ

ンブームもあって、完全に若者のスポットとなった湘南。80 年代にはお洒落な若者を表す言葉として「湘南ボーイ」や「湘南ガール」といった固有名詞まで生まれた。80 年代後半～90 年

代のバブル最盛期には、ホイチョイの「波の数だけ抱きしめて」などの影響からか、東京や神奈川に住むお上りさん的若者は、彼女が出来たら一度は、小田急に乗って湘南（片瀬江の島周辺）

デートしたものだった。★「これでいいのか湘南エリア」橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010, 

江の島が欲しかっ

た鎌倉 

橋本玉泉 

■藤沢の湘南度を極限まで高めている江の島は、元々鎌倉（鎌倉郡片瀬町）に属していたのだ。よって鎌倉に編入されても良かったのだが、江の島が所属していた片瀬町が財政逼迫を理由に、

藤沢に合併を申し入れた。こうして藤沢は 1947 年に江の島を獲得し、この後、観光事業として江の島周辺を整備。東洋のマイアミビーチとして大々的に売り出した。こうした事業が当たり、

江の島周辺は人気のリゾート地に。そして江の島を擁する藤沢は、湘南の中心地として確固たる地位を築いたわけだ。江の島が無かったら、今ごろ藤沢は茅ヶ崎と江の島を擁する鎌倉に挟ま

れて、形見の狭い思いをしながら我も湘南と主張していたことだろう。その藤沢の繁栄を歯がみしているのが鎌倉である。実は鎌倉は昭和の始め、「大鎌倉市構想」により、周辺地域との合併

を画策していた。鎌倉は町だったが、1939 年鎌倉町と腰越町が合併して鎌倉市になると、後に深沢村、大船村を編入していったわけだが、実はどうしても片瀬町、いや江の島が欲しかった。

そのため、すでに藤沢に合併を申し込んでいた片瀬町にも、鎌倉は後から合併を申し込んだのである。しかし、片瀬町での住民投票の結果、藤沢市への編裕が決定する（昔、境界線を争ってい
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た片瀬と腰越の不仲もあった？）。この後だしジャンケンに敗れた鎌倉は、絶好の観光財源を失ったのである。藤沢と鎌倉。普段は表向き平穏だが、鎌倉にはおそらく藤沢への反発心が渦巻い

ていることだろう。後に平塚や藤沢が中心になって動いた湘南市構想では、当時の藤沢市長が鎌倉にもラブコールを送ったが、これを却下。これを大鎌倉市構想を頓挫させられた恨みとする

のは短絡過ぎるかも知れないが、やはりここに鎌倉の意地を見る気がする。となれば、湘南と呼ばれたくないとする鎌倉の主張もまた藤沢への意地なのか？もし江の島が鎌倉だったら、鎌倉

は思いっきり湘南をアピールしただろうけど。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010,p44-45 

茅ヶ崎の自己中心

的主張と平塚の誇

大な湘南願望 

橋本玉泉 

■茅ヶ崎と平塚は藤沢と鎌倉のように「見た目は仲が良さそうなのに実は仲が悪い」みたいな陰鬱な関係ではなく、ハッキリとした犬猿関係だけに、逆に清々しい感じさえ受けてしまう。藤沢

と並んで湘南を代表する都市・茅ケ崎。茅ヶ崎と言えばなんといっても「サザン」だ。加山雄三が茅ヶ崎にゆかりがあるといっても、やっぱり茅ヶ崎といえば桑田佳佑だ。日本を代表するバン

ドに成長したサザンのおかげで、茅ヶ崎は湘南でのポジションを確固たるものにした。藤沢が湘南の中心なら茅ヶ崎は茅ヶ崎の心といわれたりもするが、茅ヶ崎人は「うちこそ湘南」という湘

南意識とプライドがかなり強いため、藤沢を湘南の中心だと認めない人もけっこう多い。そんな茅ヶ崎の主張（アク）の強さは、お隣の平塚に向かうとき、さらに強烈になる。茅ヶ崎には最高

の橋頭保であり、平塚にとって邪魔な境界線が相模川である。茅ヶ崎の主張では、この相模川があることにより、西の異物と思っている平塚の浸入を阻止することで、茅ヶ崎はピュアな湘南を

維持できると思っている。ここまでいわれる平塚民のなかには「平塚は平塚でいいじゃないか」という人もいるけれども、「平塚だって湘南だ！」と、茅ヶ崎の横暴に対して強気に宣言してし

まう人もいる。強気といえば平塚行政も超強気に湘南で押しまくっている。ベルマーレ平塚を「湘南ベルマール」に改称。七夕まつりも「湘南ひらつか七夕まつり」と、平塚の祭りにもかかわ

らず、名称のトップに「湘南」を持ってきたほど。そのほかにも平塚には湘南とつくものが実に多いのだ。そこには過剰な湘南意識があるわけだが、湘南と呼ばれるためなら浜まで造ってしま

う平塚のバイタリティには感心してしまう。湘南といえば海が必須だが平塚にはこれといった海水浴場がずっと無かった。そこで 2003 年に海水浴場（湘南ひらつかビーチパーク）を開設。

それでも茅ヶ崎の喫水の湘南人（だと思っている）からは、平塚が湘南だと全く認めてもらっていない。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010、p46-

47 

湘南市を巡る 

平塚と茅ヶ崎 

橋本玉泉 

■しかし平塚はめげない。ここは湘南だという既成事実を作ってしまえ「湘南ナンバー」を創設。果ては「湘南市にしてしまえ！」という構想も出された。湘南ナンバーはまだしも、この湘南

市構想に敏感に反応したのが茅ヶ崎だった。構想のための研究会には不参加の態度を取り、市民アンケートでは大半が「反対」だったという。茅ヶ崎からすれば、サザンによって確固たるもの

となった「湘南＝茅ヶ崎」という図式を無くしたくなかったのだ。しかも平塚と一緒になるのはどうしても許せない。しかし、平塚を擁護するようだが、湘南は元々相模川以西を指していたの

だ。海側の湘南度は低いし、街中は治安が悪そうでイメージは悪いが、平塚は由緒正しい湘南なのだ。茅ヶ崎も湘南っぽいのは海側の一部だけで、東海道線をはさんだ北側は、北上すればする

ほど田舎だ。そして平塚にも匹敵しそうな、歩くと怖いエリアも存在する。結局、湘南さえ取り払えば、どちらも似たような町なのだ。だから茅ヶ崎は殊更に平塚を毛嫌いするのかもしれない

なあ。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010、p47 

鎌倉、逗子、葉山、

横須賀 

橋本玉泉 

■相模湾に面する、鎌倉、逗子、葉山、横須賀といった自治体は、行政区分は三浦半島のブロックに属する。ナンバーも湘南ではなく横浜ナンバー。じゃあ「湘南じゃ無いじゃん」となるが、

実際のところ、海沿いに関しては湘南エリアと捉えられている。とはいっても、三浦の城ケ島までを湘南と呼ぶ人はさすがにいない。◆横須賀は東部が東京湾に面しているのが致命的で、西部

が相模湾に面しているのに湘南とは認められていない。実際、横須賀を湘南だと思っている藤沢・茅ケ崎市民はほとんどいない。葉山に近い佐島マリーナ付近には湘南と名のつく施設やマン

ション、分譲地もあるが、名前を付けるのは勝手。湘南は正式名称じゃないので、相模湾沿岸ならどこでも湘南とアピールすることはできるのだ。◆江ノ島を獲られてから藤沢とビミョーな確

執が続く鎌倉は、長い歴史もあってプライドが高く、うちは湘南じゃなく鎌倉だ！という対抗意識も強いが、七里ガ浜、由比ガ浜、材木座、稲村ケ崎など海岸周囲は紛れもなく湘南エリアだろ
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う。藤沢や茅ヶ崎の住民は「鎌倉は別物」扱いするものの、内心では江ノ電あたりは湘南だよね、と思ってはいるのだ。◆逗子と葉山は相模湾沿岸では少し経路が違う。藤沢や茅ヶ崎あたりの

若者感は薄く、落ち着いた大人のリゾートの雰囲気がする。なので、空気感の違いから湘南と見ない向きもある。しかし、湘南という呼称が世間一般に広まったきっかけは当地にある。逗子に

住んでいた徳富蘆花が、当地の風景を湘南の名で紹介したことから、湘南の名が一般に定着したのだ。また、太陽族の発端もここから。湘南に欠かせないアメリカ文化は、まず鮨や葉山に流入

し、太陽族ブームに乗せて西へ広まった。つまり、ここは湘南の原点でもある。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010、p48-49 

日本のマリンレジ

ャーは湘南発信の

ものばかり！ 

■湘南が海水浴のメッカになったのは 1950 年代。戦後の混乱期を脱した国民が 1929 年に開通した小田急江ノ島線を利用してドッと押し寄せた。追い打ちをかけたのが 1959 年の藤沢市

とマイアミビーチ市の姉妹都市提携。「東洋のマイアミビーチ」なんて冠がついてしまったもんだから、アメリカ万歳な国民が大挙して押し寄せた。1964 年には、藤沢市内の鵠沼、片瀬、辻

堂、江の島海岸に 956 万人の人が押し寄せ、それを頂点に海水浴ブームは沈静化する。まあ、国民がレジャーに飢えていた時代だったのだ。海水浴を大衆化し、全国区に広めた湘南は、この

後も海のトレンドリーダーとして君臨し続けた。終戦後に鵠沼海岸で進駐軍兵士が興じていたサーフィンは、70 年代になると湘南を象徴する風景となった。1961 年には片瀬西浜と鵠沼海

岸に日本初のライフガードが登場。90 年代半ばにブームを巻き起こしたボディボードは、80 年代前半にはすでに湘南の海で見かけられた。いまやサーフィンはマリンスポーツの代表格だし、

日本中どこの海水浴場を探してもライフガードがパトロールしていないところはない。そしてその過程で湘南のビーチは家族連れの大衆レジャースポットから、ヤングが集うオシャレな恋の

ハッテン場と化した。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010、p52-53 

湘南発信ならば 

流行になりやす

い？ 

橋本玉泉 

■マリンスポーツのトレンドの発信源、しかも流行に敏感なヤングが放っておいてもわんさか集まるとなれば、あざとい大人がやましい気持ちで湘南を利用し始めても不思議はない。1987

年にビーチバレー、1989 年にスポーツカイト（要は凧揚げ）、1991 年にはビーチフットボール（砂浜でやるタッチフット）、さらに 2000 年になるとビーチアルティメットなる新スポーツ

まで「日本初」とか「世界初」を謳い文句に鵠沼海岸で大会が開催されている。新たなマリンスポーツ＆レジャーを売り込むために、湘南発信にすれば焚き付け効果が 1 番高いと踏んだ大人

がそれだけいた結果でもある。つまり、それだけ湘南のブランド価値が高いってことなんだけれども。★これでいいのか湘南エリア,橋本玉泉・岡島慎二,マイクロマガジン社,2010、p53 

別荘と湘南・１ 

橋本玉泉 

■湘南がリゾート地として大きく発展したのは、明治時代以降、要人の別荘が当地に相次いで建設されたことによる。政治家、財界人、文化人の別荘が相模湾の沿岸に集積し、それらの邸宅が

織りなす美しい空間は、以後、湘南のイメージ形成に大きく寄与していくことになる。（略）初めて湘南に別荘としての価値を見出したのは、日本人ではなく外国人だった。内務省から海水浴

場に適した場所を問われたというドイツ人医師のベルツは海水浴場の他に別荘地としての湘南にも注目していたようだ。本格的に湘南が別荘地として発展するのは、そのベルツが他の日本人

医師とグループを結成して、湘南に医療目的の海水浴場を開設し、かつ自身の別荘を当地に建設して以降である。ベルツがいた医師グループは、時の政府高官や富裕層の主治医でもあり、療養

や保養の場として湘南に別荘を作ることを彼らに勧めたことで、別荘地としての湘南が誕生していくのである。1887 年には東海道本線の横浜～国府津間が開通。湘南地域は保養地として脚

光を浴び、投機商人たちや有力者たちが湘南の土地の買い占めを行い、別荘をどんどん建てていった。土地投機を目的とした別荘建築ブームが湘南に到来したのである。最初に別荘地として

確立したのが大磯と葉山で、その後、東海道本線に続々と駅が出来ると、湘南地区全体に別荘地が広がっていったのである。★これでいいのか湘南エリア、橋本玉泉他、2010,p14-15 

別荘と湘南・２ 

大磯・葉山・鎌倉・

藤沢・逗子・茅ケ

崎・平塚 

■まず最初に別荘地として発展した大磯。元軍医総監の松本順によって海水浴場が開設されたこともあって、伊藤博文や山県有朋、陸奥宗光といった政府要人、さらに三井や三菱などの財界

人が多かったのが特徴である。皇室関係者の別荘こそ少なかったが、著名人が揃っているということでは当時の湘南でも屈指だった。そんな著名人の別荘のうち、伊藤博文邸の滄浪閣は、後に

西武に売却され、大磯プリンスホテルの別館となり、さらに 2007 年に新たな所有者に売却された。吉田茂邸は、神奈川県と大磯町が県立公園にしようとして西武と交渉中、失火して全焼し

てしまう。◆西の大磯に対する東の葉山。こちらは現在でも弱いインフラは当時ｍ変わらず弱かったものの、1888 年に池田徳潤男爵（元播磨福本藩主）邸が建ったのを皮切りに、イタリア



18 

 

橋本玉泉 公使のマルティーノやベルツが別荘を建てている。1894 年には大正天皇のために御用邸が建てられ、一気にその価値を高めた。別荘地としてのブランド感は湘南随一で、1897 年の段階で

は天皇家、宮家といった皇室関係を筆頭に 15 の別荘が建てられていたと記録されている。その後は小村寿太郎、高橋是清、北里柴三郎といった多くの政府要人や学者、文化人の別荘が建て

られたという。■文豪の別荘が多いというイメージの鎌倉。明治中期までの鎌倉は田畑ばかりで、その中に寺と別荘がポツポツと建つ程度だった。転機は東京と横須賀を結ぶ横須賀線と江ノ

電が開通したこと。これにより別荘の建築に拍車がかかり、1912 年の「別荘一覧」によれば、その当時 583 もの別荘が建っていたという。当時の鎌倉の全戸数が 1725 戸だから、実に 3

分の１が別荘だったわけだ。そのため 1 大別荘タウンとして、当時の鎌倉は湘南地区における別荘地の中心的役割を担った。しかし、当初は皇族の別荘や華族の別荘が中心で、文士の別荘は

無かった。文士が鎌倉に住むようになったのは大正に入ってからである。関東大震災後、被害のひどかった東京を引き払う文人たちも多く、その移転先が鎌倉だった。以後、文士の 1 大拠点

となった鎌倉には、多くの文士・文豪が居を構えたのである。◆藤沢は鵠沼海岸が皇族お墨付きの海水浴場だったため、鵠沼地区が主な別荘地だった。しかし、別荘の所有者は地元の有力者が

主だったという。◆逗子は、徳富蘇峰と蘆花の兄弟が父母を逗子で保養させたことで有名になった土地である。かの東郷平八郎の別荘が逗子にあったように、明治中期以降は、横須賀線を利用

していた海軍将校が主に居住する別荘地だった。◆茅ヶ崎は東海道線の駅設置が遅れたため、別荘地としての開発は遅め。1898 年に駅が開設されると、多くの官僚や学者が別荘を建てた。

また、9 代目市川団十郎といった芸能人の別荘があったように、芸能人とも縁が深い。◆最後に平塚。ここは別荘地ブームのはるか前、江戸初期に徳川家の別荘（中原御殿）があったところ

で、元元由緒ある土地だった。明治には主に海岸線に別荘が出来、島崎藤村などの文人が別荘に来たという。★これでいいのか湘南エリア、橋本玉泉他、2010,p15-16 

別荘と湘南・３ 

橋本玉泉 

■明治以降、湘南各地に別荘が建てられ、日本人の別荘所有者が誕生したものの、その所有者の階層は支配階級や富裕者層の人たちだった。彼らに平民的な感覚は全くなく、別荘地にはあくま

でも貴族的な世界のみが構築されていった。湘南の別荘がいつの間にか本宅になり、そのままずっと湘南に住みついた人、またその子孫たちは閉鎖性が強いといわれる。そこには自らが「選ば

れし者」だという選民意識があるからだという。彼らにとって海水浴ブームによる湘南の大衆化は余計なお世話で、1930 年代から始まった「湘南の別荘地から住宅地への転換」は耐えられ

ないものだった。そうしたなかで、流入してきた湘南移民たち（基本は平民）と、地域内でコミュニケーションを取らないという問題点が、今もずっと指摘され続けている。★これでいいのか

湘南エリア、橋本玉泉他、2010,p17 

西行の足取り 

 

 

 

■西行法師の足取りをたどるコース ①足柄峠 ② 鴫立庵（大磯) ③茅ヶ崎の浜 （相模の国大庭の砥上原(とがみがはら)を過ぎたあたり） ④ 西行戻り松と江ノ島弁才天道標（藤沢片瀬) ⑤ 

鶴岡八幡宮（鎌倉大蔵）頼朝に呼び止められ夜明かしで談論 ⑦ 鎌倉街道（藤沢宮前）近くに「袈裟懸けの松」あり ◆メモ：神奈川県大磯町「鴫立庵」 心なき 身にもあはれは しられけり 鴫た

つ沢の 秋の夕暮 (西行 山家集 470) この地で鴫立沢を詠んだという言い伝えは室町時代よりある、1143年に西行 26歳、最初の奥州の旅の途上詠んだとされる鴫立庵は、江戸時代寛文４（１６６４）

年、俳人崇雪が西行をしのび草庵を結んだ。約３０年後元禄８年（1695年）５月、、紀行家と知られた俳諧人・大淀三千風(おおよどみちかぜ)が庵を再興。入庵した。それから３００年以上に渡り、代々の庵主

がこの庵を守ってきた。伊藤博文や大隈重信、原敬といった偉人らがこぞって別邸を構えた街 ◆西行饅頭 サイギョウマンジュウ 神奈川県｜中郡大磯町 新杵 〒255-0003 神奈川県中郡大磯

町大磯 1107 TEL 0463-61-0461  http://www.town.oiso.kanagawa.jp/cgi-bin/database/database.cgi?cmd=j&DataNum=20181 「西行物語」には、この歌が詠まれたのは、文治２年（1186年）西行 69

歳が奥州平泉に向かう途中であったという。その地は相模の国大庭の砥上原(とがみがはら)を過ぎたあたりで、夕方のことであるとしている。大庭は、今の藤沢市大庭であり、鎌倉武将である大庭氏

が領していた場所である。鴨長明の歌に「浦近き砥上原に駒とめて片瀬の川の潮干(しほひ)をぞ待つ」がある。この歌によると砥上原は片瀬の川の西ということになり、それを過ぎたところの鴫立沢

は現在の藤沢市片瀬海岸のあたりということになる。1186 年の奥州の旅の時ではないかという説もある。歌の内容からすればどちらでもよいので、とりあえず奥州への旅の途中、湘南の大磯から藤

沢・江の島のあたりの間で詠んだ歌 ★出典：湘南遺産プロジェクト会員上石氏作成 H28, 

http://www.town.oiso.kanagawa.jp/cgi-bin/database/database.cgi?cmd=j&DataNum=20181
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湘南の切り口・１ 

「ふるい湘南」と

「あたらしい湘

南」という概念 

三觜孝之 

■私は湘南は２つにわけて考える必要があるのではないかと思う。「あたらしい湘南」と「ふるい湘南」と。「ふるい湘南」とは、湘南が風光明媚な中国の湘江南岸のイメージを持たされてい

た時代のものであり、「あたらしい湘南」とは、石原慎太郎の「太陽の季節」に端を発し、加山雄三の出現でその原型を完成させるライフスタイルとしての湘南のことである。それは一時的

には藤沢を中心とする相模湾沿いのまちに集約される。湘南の定義についての 20 年前の事典と現在の事典との間の相違は、実はこの点に原因があったように思う。★「湘南の逆襲」三觜貴

義、神奈川新聞社、昭和 62、p80 

湘南の切り口・２

おおざっぱな湘南

イメージ形成の流

れ(仮) 

■「禅僧による中国の景色に擬えたイメージ形成時期」→「明治の徳富蘆花や外国人による風光明媚なイメージ形成時期」→「明治の海水浴や別荘によるイメージ形成時期」→「明治から昭和

初期にかけての別荘分譲によるイメージ形成時期」→「昭和の太陽族等、文学や映画等によるイメージ形成時期」→「昭和４４年の行政による湘南区域指定によるイメージ形成時期」→「湘南

を冠してイメージ向上を図る企業等によるイメージ形成時期」→「湘南ナンバーによる行政がつくったイメージの形成時期」→「湘南イメージの拡大・発散・混乱の時代へ」・・・ 

湘南の切り口・３ 

「湘南」位置づけ 

■「湘南」を考える時、（１）日本の歴史の中心にあった「鎌倉」の周辺地域としての「湘南」、（２）「江戸・東京」に隣接した地域としての「湘南」、以上 2 つの視点から湘南を考えると 

理解しやすい。 

湘南の切り口・４ 

禅宗と湘南 

（湘江～遊行寺） 

■禅僧の来日（要約）■「湘南」を湘江の景色に擬えた禅僧について；中世末の中国で漢民族の中国に異民族の元王朝が成立したため、禅僧は南方に移動、一部は日本に渡った。彼らは博多 

に入国後、当時の首都鎌倉に禅の宣教師としてやって来た。その頃の日本では、仏教はあるが念仏のいみの宗教に堕していたため、仏教は何をすべきかという問題に陥り、中国から来た禅 

僧は鎌倉に建長寺や円覚寺などの禅寺をつくり、修行の場にし、武家に影響を与えた。やがてそこに中国には無かった日本人の無常観も入ってきた。そして日本独自の禅林文化が鎌倉と京 

都の五山を中心に開花していった。★「練塾・方法日本・Ⅰ 神仏たちの秘密」松岡正剛、春秋社、2008、p343-344 

湘南の切り口・５ 

湘南イメージの失

墜 

■＊湘南ブランドのイメージ低下は既に始まっている。湘南地方という呼称が北陸地方、東海地方と同じようなただの地方名になる日が来る可能性が強い。湘南の有難味が薄れつつある。 

＊茅ヶ崎の湘南イメージは、サーフィン、加山雄三→桑田ユウスケによって形成されたが、高齢化した加山、桑田を継ぐスターの不在とサーフィンブームの終焉（スキーがそうであったよ 

うに）で神通力を失い、ただの茅ヶ崎市に戻る可能性が強い。もともと茅ヶ崎には何もなかったから、加山、桑田、サーフィンと湘南が結びついて、湘南茅ヶ崎になった、という説は説得 

力がある。＊藤沢が湘南離れを起こしているという話には説得性がある。湘南が陳腐化したときに、中途半端に湘南をつけておくよりもつけておかない方が安全なのである。湘南をつけな 

くても十分に歴史遺産でやっていける。その意味で、すでにその一歩先を歩いているのが古都鎌倉である。藤沢と犬猿の仲の鎌倉が湘南離れをし、藤沢も後を継ぎ、茅ヶ崎も存在感を無く 

せば、湘南イメージがシュリンクしていく可能性もある。＊湘南ナンバー騒ぎの頃が、湘南バブルの時代。沈静化した今こそ「湘南」イメージの再復活が必要？ 

明治以前の湘南 

「江ノ島・鎌倉・大

山」 

「外国人→避暑→

海水浴→東海道線

■明治以前の湘南地域は、江の島神社参詣や鎌倉史跡見物まどを旅の目的とする著名な観光地であった。（１）江の島への参詣は、古都鎌倉や金沢八景、或いは川崎大師などとセットで行 

われることも多かったが、有名なのは大山詣の帰途、「精進落し」と称して江ノ島で遊ぶコースであろう。江戸時代の江の島・鎌倉観光から得られるイメージは「名所・旧蹟」「参詣」「有 

楽」というもので、現代の湘南という呼称から連想されてくる憧憬イメージとは異なり、あくまでも「江ノ島」、或いは「江ノ島・鎌倉」観光の域を出ていない。それが明治以降大きく変 

化する。湘南の美しさを最初に見出したのは、外国人であったといわれているが、風景としての湘南の美しさの発見とともに、居留地外国人が伝えたことに海水浴がある。外国人の保養習 

慣と新しい医療、そのその両方が、鹿鳴館時代の特徴である西洋文化への傾倒という流行と相俟って、海水浴は貴顕紳士の間に急速に流向していった。それが「貴顕紳士の動向」として新 
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→湘南イメージの

核に」 

聞報道されるに従い、人々は、上流階級の新しい夏の過ごし方「避暑」として海水浴を認識していったのである。この海水浴が、東海道線の開通とともに、相模湾沿岸地帯に一挙に展開し、 

その後の湘南イメージの核になったのは言うまでもない。★「鉄道会社の観光政策と湘南」大矢悠三子、茅ケ崎市史研究・茅ヶ崎市編修委員会、平成 19 年、ｐ１～2 

湘南の別荘 ■湘南文化史の出発点には療養地があった。女性解放運動家・山川菊枝、教育者・津田梅子らも子供や教え子の結核療養のために湘南に別荘をもった。レジャーというよりも、もっと暗い 

イメージの出発点だった。ノルマンディーなどのヨーロッパの海水浴場も保養地と尞要地という２つの顔がある。海辺に住むと言うことは新しい価値観の発見だった。居住性は決して優れ 

たものではないが、海辺に住むことが健康にいいということで、人気を呼ぶことになったのだろう。明治半ばの東海道線、横須賀線、それに江の島電気鉄道の開通が別荘地の開発に拍車を 

かけたと言える。（「湘南別荘物語」著者・島本千也氏談）★「湘南２０世紀物語」高木規矩郎、有隣堂、H15、P31 

■「浴海運動の好適地」と内務省の初代衛生局長が１９世紀末に医療、保養面からの海水浴の効能を推奨したことがきっかけとなって湘南の海に別荘、医療施設が進出した。明治時代創設 

の病院は、湘南文化史の断面を物語る。(略) 養生院創設の頃の湘南では、日本初のサナトリウム杏雲堂分院（平塚）、国木田独歩の尞要地・南湖院（茅ヶ崎）、鎌倉最古である結核療養所・ 

中村恵風園などが療養施設として活動していた。養生院は鎌倉病院に続く一般病院だった。★「湘南２０世紀物語」高木規矩郎、有隣堂、H15、P31 

「ふるさとの文化

財」シリーズ 4 冊

から抽出した湘南

の文化財(除:鎌倉) 

 

 

 

■以下の文化財は「ふるさとの文化財」（県教育庁文化財保護課編集・県教育委員会発行、S57、S59 発行・大庭）4 冊から「湘南」地域について抽出したもの◆総括編（要約）・湘南地 

域の海岸は砂丘地帯のため、三浦地区のような古い遺跡は少ない。江の島は名勝である。高麗山一帯（大磯）は奈良時代に高麗の帰化人を移住させた地域と伝えられ、高麗寺、釜口古墳、 

横山古墳(奈良時代)があるが、本格的に歴史に登場するのは平安時代から鎌倉時代。●清浄光寺・通称遊行寺：一遍上人に始まる時宗の総本山。正中２年（1325）北条髙時の執事俣野景 

平が開祖。弟の遊行 4 世呑海を開山として創建。後醍醐天皇像(重文)、二河白道図(見文)、一向上人像等。●養命寺（藤沢市大庭）：曹洞宗。薬師如来像(重文)。 ●江ノ島神社：養和 2 年 

（1182）頼朝が文覚に弁才天を勧請させて始まる。日本３弁天の１つ。弁才天座像(県文)、太刀等。 ●旧相模川橋脚（国史）：茅ヶ崎駅から２kmの小出川。大正 12 年の大震災で浮上。 

建久 6 年架橋。渡始式の帰路落馬した頼朝は落馬が原因で翌念死去。 ●室生寺（茅ヶ崎市）：真言宗、阿弥陀如来及両脇侍立像（重文） ●浄見寺(茅ヶ崎):浄土宗。慶長 16 年(1611)、 

地頭の大岡忠世が菩提寺として建立、大岡越前守忠相の墓がある。弁財天座像（県文） ●五領ケ台遺跡（平塚市・国史）：縄文時代・五領ケ台式土器の標準遺跡として著名。・妙覚寺（平 

塚市）：天台宗。四脚門（県文） ●松岩寺（平塚市）：曹洞宗。不動明王立像（重文） ●光明寺（平塚市）：天台宗。観音像（県文）、厨子（重文）、銅鐸（県文）●鴫立庵（大磯）：歌聖 

と言われた西行法師を追慕、ゆかりの地との伝承を踏まえ元禄期、三千風が入庵し、明和期、鳥酔が在庵し相模俳壇の中心となり、以後幕末まで東海道中での著名な俳蹟だった。 ●王福 

寺（大磯）：真言宗。薬師如来坐像（重文）。●慶覚寺（大磯）:天台宗。地蔵菩薩坐像（県文） ●釜口古墳（大磯・県史）：奈良時代初期。 ●庄ケ久保横穴群（大磯・県史）：9 穴からな 

る横穴群。・たれこ谷戸西横穴群（大磯・県史）：37 穴からなる横穴群。 ●楊谷寺谷戸横穴群（大磯・県史）：20 穴からなる横穴群。◆天然記念物： ●鶴嶺八幡のイチョウ（県天）、・ 

浄見寺の寺林・オハツキイチョウ（県天）、 ●大磯高麗山の自然林（県天）：高麗山は東海道沿線で常緑広葉樹の自然林が残存している唯一の場所。 ●ナシ・モモ原木群（県天）：大磯 

の神奈川県園芸試験場（二宮下車） ●藤沢の信仰用具コレクション（県有形民俗文化財）正月のお飾り★「ふるさとの文化財」（県教育庁文化財保護課編集・県教育委員会発行、S57、 

S59 発行・大庭 

「神奈川の郷土美

探訪」目次に見る

湘南文化 

●「藤沢市片瀬・龍口寺」日蓮上人が法難にあった霊跡邪鬼、七面堂の守り神・丸彫り石造の龍 ●「小田原市・小田原城」日本的意匠美の調和に見る美観・小田原城大手門跡 ●「伊勢原市

日向・五重塔」大友皇子の御陵と伝えられる五重塔 ●「真鶴町・貴船神社」絢爛豪華な神輿渡御船祭り ●「逗子市・神武寺」逗子八景晩鐘で知られる神武寺鐘楼堂支柱の龍 ●「葉山町・

新善光寺」神奈川県重要文化財指定の四脚門 ●「厚木市飯山・金剛寺」波に翻弄される船上に毅然と立つ岩船地蔵 ●「藤沢市・江の島」尖頭角柱型の搭身群猿舞戯の庚申搭 ●「逗子市・
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岩殿寺」茅葺の優美な観音堂の廻りに貼られた千社札 ●「厚木市七沢・広沢寺前」寺院入口や村はずれの路傍などに見かける六部供養の地蔵尊 ●「葉山町・海宝寺」無縁仏を背に異様な

姿・三途の川の女看守 ●「葉山町・葉山不動尊」ユーモラスで動画的・木古庭石不動 ●「鎌倉市・高徳院・英勝寺・円覚寺・建長寺・長谷寺・今泉不動尊・杉本寺・極楽寺西方寺跡 ★「写

真で綴る文化シリーズ神奈川５・神奈川の郷土美探訪」松浦豊・暁印書館・平成 6 年 

「おまつりガイド

かながわ」目次に

見る湘南の祭り 

■≪お花見≫◎葉山：上山口鈴木家のしだれ桜 ◎鎌倉：段蔓、源氏山公園 ◎藤沢：伊勢山公園 ◎平塚：高麗山公園(湘南平) ◎厚木：飯山白山森林公園及び飯山公園 ◎秦野：弘法山馬

場道 ◎小田原：城址公園、長興山紹太寺のしだれ桜 ≪花火大会≫ ◎二宮納涼花火大会 ◎江の島花火大会 ◎湘南平塚花火大会 ◎相模原納涼花火大会 ◎渚の祭典(大磯) ◎茅ヶ崎花

火大会 ◎逗子海岸花火大会 ◎厚木鮎祭り花火大会 ◎小田原花火大会 ◎葉山海岸花火大会 ◎鎌倉花火大会 寒川納涼花火大会 ≪七夕まつり≫ ◎湘南ひらつか七夕まつり ◎西小

磯の七夕（大磯） ◎橋本七夕まつり ≪春≫●鎌倉まつり ●大岡越前祭 ●三ノ宮比々多神社の春まつり ●五所ノ宮八幡神社の春祭り ●秦野丹沢祭り ●小田原北条五代祭り ●相

模の大凧まつり ●国府祭 ●曽我の傘焼きまつり(小田原)  ≪夏≫●浜降祭 ●貴船祭●烏森神社(皇大神宮)のまつり ●かまくらビーチカーニバル ≪秋≫●秦野たばこ祭 ≪冬≫●

左義長（大磯）●小田原梅まつり ★「おまつりガイドかながわ」神奈川新聞社編・かもめ文庫・1994年 

「神奈川県の民族

芸能案内」の目次

に見る湘南の民族

芸能 

■「湘南」：〇1 月 2 日「寒川神社の追儺(ついな)祭」 〇1 月 8 日「寒川神社の武佐弓(むさゆみ)祭」 〇1 月 14 日「大磯の左義長(さぎちょう)」：左義長はどんど・塞の神・さいと・道祖

神祭等の名称あり全県下で広く行われる正月行事の 1 つ。〇1 月 15 日「川勾(かわわ)神社(二宮)の筒粥神事」 〇2 月 17 日「寒川神社の田打舞」〇3 月 7 日「白岩神社(大磯)の歩射」 〇

5 月 5 日「甲府祭（コウノマチ・大磯）」：甲府祭は六所神社（大磯町甲府本郷）、寒川神社(一宮・寒川町)、川勾神社（二宮・二宮町）、比々多神社（三宮・伊勢原市）、前島神社（四宮・平塚

市）、八幡神社(平塚市)の 6 社による合祭で県下では最大の広域をもつ古式祭事である。〇7 月 7 日「平塚・八幡神社の雅楽、倭舞、巫子舞」 〇7 月 7 日「平塚の七夕祭」 〇7 月 10 日

「西小磯・八坂神社のハヤシ獅子舞」 〇7 月 14 日「江の島・八坂神社の天王囃子」 〇7 月 15 日「茅ヶ崎・海岸浜降祭」 〇7 月第 3 日曜日「大磯・高来神社の船祭」 〇7 月 27 日

「辻堂諏訪神社の人形山車」 〇8 月 7 日「大磯の七夕祭」 〇8月 17 日「鵠沼・皇大神宮の人形山車」 〇8 月 25～27 日「藤沢・西富諏訪神社の祭囃子」 〇9 月 19 日「寒川神社の

流鏑馬」 〇10 月 28 日「藤沢・白旗神社の湯花神楽」 〇11 月 27 日「遊行寺の一ツ火（ヒトツビ）」 〇不定期「藤沢・遊行寺の踊躍念仏・すすき念仏」 〇不定期「藤沢・遠藤のささ

ら盆踊」 〇不定期「茅ヶ崎・芹沢のささら盆踊」 〇不定期「相模人形芝居・前鳥座」  ◆◆県西：〇1 月 7 日「小田原・白髭神社の歩射」 〇1 月 28 日「小田原・万福寺の火伏（ヒ

ブセ）」 〇4 月第 3 日曜日「小田原・米神八幡神社の鹿島踊」 〇5 月 5 日「小田原・石橋子ノ神社の鹿島踊」 〇5 月 28 日「小田原・曽我の傘焼き」 〇7 月 15 日「小田原・江の浦大

美和神社の鹿島踊」 〇7 月第 2 日曜日「真鶴・岩稚子神社の鹿島踊」 〇7 月第 3 日曜日「小田原・根府川・寺山神社の鹿島踊」 〇7 月 27，28 日「真鶴・貴船神社の船祭」 〇9 月

29 日「小田原・宗我神社の人形山車」 〇10 月 9 日「小田原・白山神社の小田原囃子」 〇12 月 6 日「小田原・秋葉山の火伏」 〇不定期「小田原・相模人形芝居・下中座」 〇不定期

「小田原・寿獅子舞」  ◆◆県央：〇1 月 6 日「相模原・田名・八幡神社の的祭（マトマチ）」 〇5 月 5 日「座間の大凧あげ」 〇5 月 5 日又は 6 日「相模原の大凧あげ」 〇7 月第 2

日曜日「大和・福田神社のハヤシ獅子舞」 〇8 月 14、15 日「秦野・弘法山の百八松明」 〇8 月 26 日「相模原・下九沢御嶽神社の獅子舞」 〇8 月 27 日「相模原・大島諏訪明神の獅

子舞」 〇9 月 1 日「相模原・番田の神代神楽」 〇9 月１日「相模原・田名八幡の獅子舞」 〇９月第１土曜日「座間・栗原神社のハヤシ獅子舞」 〇９月 9,19,29 日「相模原・清水寺の

双盤」 〇10 月 22,23 日「相模原当麻・無量光寺の双盤」 〇12 月 26 日「相模原当麻・無量光寺の滅燈式」 〇不定期「厚木・相模人形芝居・長谷座」 〇不定期「厚木・相模人形芝

居・林座」 〇不定期「厚木・神代神楽・面芝居」 〇不定期「厚木・愛甲のささら盆踊」 〇不定期「座間・入谷歌舞伎」 〇不定期「海老名・素人歌舞伎」  ◆◆鎌倉・三浦:  〇１月

１日「鶴岡八幡宮の八乙女舞」 〇１月５日「鶴岡八幡宮の弓始神事（ユミハジメ）」 〇１月６日「八雲神社の湯花神楽」 〇１月 25 日「鎌倉・天満宮の湯花神楽」 〇6 月 7～14 日「鎌
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倉・材木座・五所神社の祭囃子」 〇7 月下旬「鎌倉・小袋谷・厳島神社の湯花神楽とハヤシ獅子舞」 8 月 21 日「葉山・森山神社の世計神事」 〇9 月 16 日「鎌倉・鶴岡八幡宮の流鏑

馬」 〇9 月 18 日「鎌倉・御霊神社の面掛行列」 〇9 月 24 日「大船・熊野神社の湯花神楽と祭囃子」 〇9 月 25 日「大船・北野神社の湯花神楽」 〇10 月第 4 日曜日「池子・神明社

の湯花神楽」 〇11 月 8 日「鎌倉・丸山神社の湯花神楽」 〇12 月 16 日「鶴岡八幡宮の人長舞・宮人舞」 〇不定期「鎌倉・材木座の飴屋踊」  ★「鎌倉の民族芸能案内」神奈川県教

育庁文化保護課、錦正社、昭和 51 年、 

神奈川の城 ●西湘の城＝小田原城、河村城、新庄城、土肥館と土肥城、春日山城、足柄城、●湘南の城＝村岡城、大庭城、布施氏館、土屋城、田村館 ●県央・湘北の城＝津久井城、本間氏館、糟屋 

城、田代城と細野城、田名城、荻野山中陣屋、七沢城、早川城、★「神奈川の城」下巻、朝日新聞横浜支局編、朝日ソノラマ、 

遺跡群から見た湘

南 

●旧石器時代の遺跡群＝吉岡（綾瀬）、用田（藤沢）、橋本（相模原）、月見野（大和）、栗原中丸（座間）、寺尾（綾瀬）、柏ヶ谷長ヲサ（海老名）●縄文時代の遺跡群＝上野（大和）、勝坂 

（相模原）、岡田団地（寒川）、杉久保（海老名）、尾崎（山北）、王子ノ台（平塚）、遠藤（藤沢）、下北原（伊勢原）●弥生時代の遺跡群＝平沢同明（秦野）、堂山（山北）、及川（厚木）、 

砂田台（秦野）、本郷（三浦）、神崎（綾瀬）、宮の里・子ノ神（厚木）、根丸島（秦野）●古墳時代の遺跡群＝真土大塚山（平塚）、小金塚（伊勢原）、秋葉山（海老名）、二子塚（秦野）、桜 

土手（秦野）、登山（厚木）、久野（小田原）、代官山（藤沢）●古代の遺跡群＝国分寺・国分尼寺（海老名）、中之宮・中原上宿（平塚）、下寺尾（茅ヶ崎）、向原（平塚）、鳶尾（厚木）、南 

鍛冶山（藤沢）、居村Ｂ（茅ヶ崎）、草山（秦野）●室町時代＝松田城（松田）、岡崎城（平塚・伊勢原）●近世＝河村城（山北）、小田原城（小田原）、宮ケ瀬（清川） 

「かながわの名産

100 選」目次に見

る 

湘南の名産 

■【味】・〇小田原のかまぼこ・ちくわ 〇鎌倉ハム 〇相模湾のひもの 〇小田原・三浦のいかの塩から 〇湘南のたたみいわし 〇厚木・綾瀬の豚肉の味噌漬 〇神奈川のみかんジュース 

〇東海道の鯵の押し寿し 〇高座豚 〇神奈川の地酒  【技】〇鎌倉彫 〇小田原提灯 〇小田原漆器 〇小田原工芸鋳物 〇秦野達磨凧 〇江の島の貝細工 〇小田原の小木工品 〇秦

野の竹製品 〇小田原の長さ計 〇真鶴の子松石  【菓】〇小田原の甘露梅 〇平塚の里  【水】〇相模湾のぶり 〇相模・酒匂の鮎  【果】〇小田原の梅 〇神奈川みかん 〇神奈川

キウイ 〇湘南の温室メロン 〇神奈川いちご  【菜】〇湘南のトマト 〇湘南のきゅうり 〇湘南レッド 〇茅ヶ崎の覆下こかぶ 〇相模原のやまと芋 〇相模うど 〇相州落花生 〇

神奈川しいたけ  【花】〇湘南のスイートピー 〇秦野のカーネーション 〇湘南のバラ  ★「湘南の名産 100選」神奈川新聞社編・かもめ文庫・昭和 63年 

目次に見る 

「湘南の先駆者」 

■目次の引用 ・草柳大蔵「湘南の「ゆり」が回生するとき」 ・小川幸造・八田知治・磯崎貞序「湘南の土と水に賭けた先駆者たち」 ・杉原惣次郎「独力で山へ海へ道を開く・大磯の町づ

くりに献身した人情自転車医師」 ・金子有鄰「古都鎌倉に脈打つ武人の心意気・流鏑馬神事の保存に生涯を賭ける」 ・桜井諗「生徒を教え教師を育てた名校長・平塚市民から敬愛され慕わ

れた教育の父」 ・鈴木文蔵「無医村医療に打ち込んだ医師の執念・財団法人同友会神奈川高座病院開院」 ・菅原時保「市民に心の糧をおくった大和尚・天衣無縫に禅を説いた建長寺管長」 ・

井上彦次郎「手づくり 3 代の味を守る・かまぼこはんぺん 1 筋に生きる大磯の井上」 ・久米正雄「鎌倉カーニバル生みの親・新しい町づくりに 1 役果たした文士会議員」 ・聖園テレジア

「愛の事業に生きぬいた奉仕の一生・藤沢を拠点に奉仕の輪を広げた聖園テレジア ・坂田武雄「優良種苗を育成して園芸界の進歩に貢献する坂田武雄」 ・呉文炳「湘南の風土が生んだ郷土

史の名著・鎌倉江の島研究に取り組んだ博学の士」 ・赤木愛太郎「日本１を目ざして町ぐるみの学校づくり・湘南高校の生みの親」・沢田美喜「エリザベス・サンダーズホームの 30 年・混

血の子らの母として人類愛に生き抜く」 ・浦野理一「染織資料の収集と研究に打ちこむ」 ・三枝博音「昭和の寺子屋・鎌倉アカデミア・教育の原点に立ち有為な人びとを育てた三枝博音と

その周辺」 ・土方定位一「大きく育てた小さな美術館・国際的評価も高い鎌倉近代美術館を充実させた土方」 ・後藤俊太郎「鎌倉彫りに昭和の伝統をこめる・ひたむきな研鑽でその発展へ

の道を開く」 ・酒井恒「天皇とともに相模湾の生物研究・世界にカニ博士の名をはせた」 ・江ノ電「湘南 50 年の暮らしを乗せて・人びとに愛されて海辺の街々をきょうも走る」★「湘南

の 50 年―湘南を築きあげた先駆者たち」知性社編・三菱信託銀行編集協力・ばら出版・1997 
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「湘南」の文学 ■湘南地区＝鵠沼行（志賀直哉）、大山詣り（正宗白鳥）、駅前旅館（井伏鱒二）、蜜柑（永井龍男）、風の遺産（新田次郎）西湘地区＝春（島崎藤村）、耽溺（岩野泡鳴）、あきらめ（田村俊 

子）、青年（森鴎外）、真珠夫人（菊池寛）、トロッコ（芥川龍之介）、波（山本有三）、剣は知っていた（柴田錬三郎）、日日の背信（丹羽文雄）、箱根山（獅子文六）、黒の試走車（梶山季之）、 

ハコネヨウスイ（タカクラテル）、虫のいろいろ（尾崎一雄）、県央地区＝沃土（和田傳）、大菩薩峠（中里介山）、安宅家の人々（吉屋信子）、事件（大岡昇平）、相模国愛甲郡中津村（松本 

正張）■「ＳＨＯＮＡＮ・文豪たちが愛した湘南」神奈川新聞社、桝田るみ子、藤沢：北村透谷と藤沢宿、夫人の声:山川菊栄、和辻哲郎と高瀬通り、文人の宿:東屋と「白樺」川田順と辻堂桜 

園通り、湘南を愛した片山哲、贔屓終焉の地:公家ぬか、茅ヶ崎：拳聖ピストン堀口、9 代目団十郎小和田の晩年、高砂緑地の音二郎、貞奴夫妻、独歩湘南の日々、南湖の萬鉄五郎、小津監督 

と茅ヶ崎館、イサム・ノグチ茅ヶ崎の少年時代、 

相模武士 ■湘南の歴史遺産の中核は相模武士と鎌倉府の成立にある。（「相模武士」（全 5 巻）から神奈川県内の姓名の出自が読み解ける？） 

◆◆鎌倉党（鎌倉党＝鎌倉氏、大庭氏、梶原氏、長尾氏、長江氏、小坂氏、香河氏、柳下氏、金井氏、豊田氏、俣野氏、深沢氏） ◆◆三浦党（三浦党＝三浦氏、杉本氏、和田氏、髙井氏、由

井氏、・・・）◆中村党、波多野党 （中村党＝中村氏、土肥氏、土屋氏、二宮氏、堺氏、小早河氏、飯泉氏、小松氏、新開氏）（波多野党＝波多野氏、松田氏、河村氏、大友氏、菖蒲氏、柳川

氏、沼田氏、平沢氏、柏山氏、曽比氏、渋沢氏、小磯氏、広沢氏、古庄氏、吉沢氏、小田原氏、大槻氏、酒匂氏） ◆◆海老名党（横山党、曽我氏、山内首藤氏、毛利氏（海老名党＝海老名氏、

国分氏、本間氏、荻野氏）（横山党＝愛甲氏、山口氏、小野氏、田屋氏、藍原氏、小山氏、田名氏、古沢氏）◆◆糟屋党（渋谷党、その他の諸氏・和田、宝治合戦と相模武士（糟屋党＝関本氏、

糟屋氏、四宮氏、大山氏、朝岡氏・・・）（渋谷党＝渋谷し、吉岡氏、早川氏、遠馬氏、石川氏・・・） （その他の諸氏＝・・・ 

湘南・鎌倉の観光

スポットランキン

グ 

★じゃらんネッ

ト 、

2015,1,4 

■観光スポットランキング １位＝江の島 ２位＝鶴岡八幡宮 ３位＝高徳院（鎌倉大仏） ４位＝江ノ電 ５位＝新江の島水族館 ６位＝長谷寺（長谷観音）７位＝江の島展望灯台 

８位＝報国寺の竹林 ９位＝江の島アイランドスパ 10 位＝宇賀神神社（銭洗い弁天） 11 位＝寒川神社 12 位＝江の島岩屋 13 位＝江島神社 14 位＝建長寺 15 位＝円覚寺  

16 位＝湘南モールフィル 17 位＝鎌倉宮 18 位＝吾妻山神社 19 位＝由比ヶ浜海水浴場 20 位＝明月院（あじさい寺） 21 位＝湘南平展望台 22 位＝報国寺（竹寺）23 位＝湘 

南モノレール 24 位＝森戸神社 25 位＝龍口寺 26 位＝鎌倉文学館 27 位＝成就院 28 位＝片瀬東浜海水浴場 29 位＝稚児ケ崎 30 位＝長寿寺■イベントランキング １ 

位＝湘南の宝石（江の島・11/29～2/15）２位＝手斧始式（ちょうなはじめしき・鶴岡八幡宮・1/4）３位＝建長寺初詣・半僧坊 新年初祈祷 ４位＝除魔神事（鶴岡八幡宮） ５位＝ 

H27 茅ヶ崎市消防出初式  ６位＝左義長神事（鶴岡八幡宮） ７位＝寒中神輿錬成大会（片瀬海岸東浜）   

■由来の参考１： 

牧谿（モッケイ） 

瀟湘八景図 

Wikipedia 

 

 

 

■牧谿画「瀟湘八景図」（モッケイ） ・牧谿と言えば茶掛絵画の最高峰に立つ画僧として現代の茶道では知られています。南宋で活躍し、独自の画風で画壇からは異端児扱いされた人でありましたが、

後世ではその絵が非常に「侘びている」として所望されるようになり、彼の作品は続々と海を渡って日本へやってきました。そしてこちらでは大変高い評価を受けて「和尚」の名で慕われることになり

ます。桃山時代においては、茶人・山上宗二は彼の絵よりも玉澗という牧谿の後に活躍した画僧の絵を上位に位置づけていましたが、一方では絵師・長谷川等伯が牧谿の鶴の絵や猿の絵を真似てい

て、彼の代表作「松林図」も牧谿の作品から霊感を得たと思われます。   その牧谿の絵で代表作といえば大徳寺が今も昔も持っていて長谷川等伯も拝見した国宝の「観音猿鶴図（国宝）」でしょう。

あれほど緊迫感と構成美に満ちた絵はなかなか無いと思います。そしてこの作品と同じくらい有名なのが今回触れる「瀟湘八景図」です。瀟湘八景図というのは中国南部の瀟湘と呼ばれる風光明媚

な土地の８っつの名所を絵画に仕立てたもの。古くから画題として多くの画家が描いてきており、日本ではこれを真似て近江八景というものが選定され、浮世絵師・歌川広重がこれを描きました。もと

もと牧谿の瀟湘八景図は 1 巻の巻物でありましたが、足利将軍家がこれを手にした時に掛物として使うために裁断され、それぞれに東山御物の印が押されました。戦国の世になると東山御物を筆頭と

して、いわれのある茶道具は軒並み値を上げていきましたが、牧谿の絵画も例外ではなく、瀟湘八景図も足利将軍家の旧蔵とあって垂涎の的でした。    
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◇１、煙寺晩鐘図（畠山記念館蔵・国宝）：濃霧の中に浮かび上がる山寺を描いており、牧谿瀟湘八景図の白眉。左下には東山御物の印。伝来は、松永久秀、織田信長、徳川家康、紀州徳川家、加州前田家。 

◇２、漁村夕照図（根津美術館蔵・国宝）： ◇３、平沙落雁図（出光美術館蔵）：伝来は豊臣秀吉、上杉景勝、徳川秀忠、松平忠直。 ◇４、遠浦帰帆図（京都国立博物館蔵）： ◇５、洞庭秋月図（徳川美術館

蔵） ◇６、瀟湘夜雨図（個人蔵）： ◇７、江天暮雪図（個人蔵）： ◇７、山市晴嵐図（現存せず） これらはもともとは 1 巻の巻物。個人蔵の 2 点に関しては全く情報がない。かつて徳川将軍・吉宗はこれ

ら８つの牧谿版瀟湘八景図を一堂に会して見たという逸話も残っている。現存のうち、3 つまでは東京で見られる。 

■由来の参考２： 

牧谿（モッケイ） 

瀟湘八景図 

Wikipedia 

■牧谿（もっけい・生没年不明）は、13 世紀後半、宋末、元初の僧。法諱は法常で、牧谿は号だが、こちらで呼ばれるのが通例。水墨画家として名高く、日本の絵画史のなかで、最も高く評価されてきた画

家の 1 人である。 ◇略歴：四川の出身。その後、浙江に移り、禅宗の高僧無準師範の門下に入ったとされる。南宋の首都臨安にあり、風光明媚な西湖の畔に臨む六通寺（現在は廃寺）に住み活動してい

た。中国ではあまり評価されなかったといわれるが、賈似道のような大物政治家と関係があったことから、当時は画家として十分評価され、江南山水画の主流に位置づけられていたと考えられる。しか

し、中国では死後次第に忘却され、既に元代には「粗放にして古法なし」（元末の絵画史家、夏文彦「図絵宝鑑」巻４など）とする悪評がある。後代の文人画の流行により、牧谿が連なる院体画系の絵師や

仏教美術は相対的に低く評価されてしまい、牧谿もそのあおりを受けてしまったというのが正しいだろう。弟子に羅窓という画僧がおり、彼の唯一の遺品「竹雀図」（東京国立博物館蔵、重要文化財）

は、牧谿の影響を示している。   ◇日本での受容：南宋末元初と元末明初の王朝交代による混乱による作品流出や、日中の禅宗寺院の交流が頻繁で牧谿の同門には無学祖元や兀普寧など来日し

た中国僧や円爾の他多くの日本人留学僧がいたことから、14 世紀初めの鎌倉時代末には伝わった。14 世紀中ごろには贋作が多く作られるほど人気を呼び、当時の文献でただ「和尚」と言えば牧谿の

ことを指すほど親しまれた。記録も数多く残り、牧谿作品の来歴もかなり正確に知ることができる。  独特な技法により描かれる、見る者に湿潤な大気を実感させる水墨画は評価が高く、室町時代の

水墨画にも大きな影響を与え、多くの追随者を生んだ。早い時期では可翁が有名である。15 世紀の能阿弥になると「花鳥図屏風」（出光美術館蔵）のように、牧谿の絵のモチーフを屏風中に散りばめた

作品まで登場してくる。牧谿のモチーフの中でも、猿は非常に人気があり、雪村や式部輝忠といった関東水墨画の絵師たちも多くの作品を残している。最も熱心に牧谿を学んだ絵師は長谷川等伯であ

る。「等伯画説」でも多くの項目を牧谿に充て、明らかに牧谿の影響を受けた作品が残る。傑作「松林図屏風」もその成果が結実した作品と見做せよう。現在でも、牧谿の優品はほぼすべて日本にあり、

中国、台湾、欧米にも伝称作を含め、牧谿の絵はほとんど存在しない。 

■由来の参考３： 

相模川が湘江に例

えられるほどの名

勝であったかとす

れば、そこはどの

あたりの風景なの

か？ 

■城山 ：鎌倉時代初期に三浦氏の一族津久井義行の長子為行（築井古城記は義胤）が築城したといわれ、山頂の景色は絶景で、山下には相模川の渓谷や三工区の桜等の場所がある。山頂には文化１

３年（1816）地元の根小屋村名主島崎得太郎律直の建立した「津久井古城記」があり、城主内藤氏の系譜、津久井の地名起源などが記されている。ハイカーに好通の場所である。■相模川の舟遊と鮎

漁 ：相模川の津久井渓谷美を嘆賞するために、三沢村の塩民橋際の船着場から帆掛船や高瀬舟で湘南村小倉まで荒川下りをする舟遊があり、多くの遊覧客が訪れている。また荒川橋下や小倉橋下

での鮎漁は有名で解禁の季節になると多くの釣人で賑わっている。 城山の登山道と相模川下りの遊覧に県も大乗気で県北遊覧地開発に太田技師を調査に派遣したと次のように報じている。本県で

は湘南偏重の声に対し、予て県北開発事業を考慮中のところ、14 日午前 10 時城山保勝会より桜の季節迄に城山登山道築造し、津久井渓谷探勝の都人士の遊覧地にしたいと援助方を願ひ出たので、県

当局は直に太田技師を特派し調査を開始することになった。（中略）相模原野を眺める絶好の遊覧地なるが、適当なる登山道なき為め利用されなかったのを（中略）横浜水道水源地に通じる城山橋より

の登山道又は中野町に通じ、中央線を利用する都人士に使用する登山道等を設ける筈、而して県当局は此の機会に津久井の渓谷相模川下りの景勝開発の実現を期する為め、関係町村をして保勝会を

つくらせ、津久井渓谷 50 勝の名ある景勝地帯に桜、つつじ、ゆり、山吹、ふじを始め広葉樹シを植栽し、春は桜、夏は（略） ★「城山町史７・通史編・近現代」編集城山町、発行城山町、H９、p508-509 
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