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犬山城（別名 白帝城）
犬山城は天文 6 年(1537 年) 清洲三奉行の織田
信秀（信長の父）の弟・織田信康（のぶやす）
は居城の木ノ下城を廃し、現在の位置に城郭
（乾山の砦）を造営して移った。現存する天守
の 2 階まではこのころ造られたと考えられてい
る。
元和 3 年(1617 年）尾張藩付家老の成瀬正成
（まさなり）が城主になり、 天守の大改修が行
われ、現在の姿となる。
『郷土読本犬山（きょうどとくほんいぬや
ま）』によると犬山の地名の語源には以下の 3 つの学説がある。
１．犬を使った狩りに最適だったことから「いぬやま」になった説。
２．平安時代の丹羽郡小野郷が山間部であるということから小野山から転じて「いぬやま」になっ
た説。
３．大縣神社（おおあがたじんじゃ）の祭神「大荒田命（おおあらたのみこと）」が犬山の針綱神
社（はりつなじんじゃ）の祭神の一人玉姫命（たまひめのみこと）の父にあたり、大縣神社から見
て犬山が戌亥の方角に当ることから、
「いぬいやま」が転じて「いぬやま」になった説がある。
「犬山」の表記で最古期の文献は 1336 年の『南山巡狩録（なんざんじゅんしゅろく）』などがあ
る。
「犬山城」は別名を「白帝城（はくていじょ
う）
」という。
これは、木曽川沿いの小高い山の上にある天
守の佇まいを、中国・長江流域の丘上にある白
帝城を詠った李白の詩「早発白帝城」（早に白帝
城を発す）にちなんでいると伝えられている。
この別名の名付け親は、江戸時代中期の儒学
者の荻生徂徠（おぎゅうそらい）といわれてい
る。荻生徂徠は徳川綱吉の側近・柳沢吉保や、
徳川吉宗に重用された儒学者・思想家・文献学
者である。

（続く）

（写真：愛知県の観光情報サイトより）
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道後温泉本館前に
火の鳥のマンホールが出現
7 月 19 日、設置されました。
1.仕事前に検温し、チェックシートに毎日記入しています。
2.37.5 度以上の熱がある場合は、店頭に出ていません。
3.店頭に消毒液を設置しています。
4.マスクの着用を徹底しています。
5.お客様との距離は、1.5m ぐらいを取り、接客しています。
（キープディスタンス）
6.手洗い・うがいはこまめにしています。
7.レジあしもとの距離を一定に保っています。
（ソーシャルディスタンス）
8.換気はこまめにしています。
9.現金受け渡し後は、こまめに手の消毒をしています。
10.お客様・従業員がよく触れるところは、こまめに消毒しています。

俳句甲子園（8 月 23 日、全国大会審査結果発表）
出場チーム
都道府県 チーム名 全国大会出場
北海道

北海道札幌西高等学校

初出場

青森県

青森県立弘前高等学校

2 年連続 6 回目

岩手県

岩手県立水沢高等学校Ｂ 16 年連続 16 回目

茨城県

茨城県立結城第二高等学校

埼玉県

星野高等学校Ａ 2 年連続 2 回目

東京都

開成高等学校Ａ 20 年連続 20 回目

東京都

海城高等学校Ａ 2 年ぶり 4 回目

東京都

立教池袋高等学校

石川県

石川県立金沢錦丘高等学校Ｂ 2 年連続 3 回目

愛知県

名古屋高等学校 7 年連続 7 回目

愛知県

愛知県立幸田高等学校Ａ 5 年連続 18 回目

京都府

洛南高等学校Ａ 18 年連続 18 回目

岡山県

岡山県立岡山朝日高等学校 3 年連続 4 回目

愛媛県

松山東高等学校 2 年連続 21 回目

愛媛県

今治西高等学校伯方分校Ａ 9 年連続 20 回目

熊本県

熊本信愛女学院高等学校 2 年ぶり 17 回目

青森県
岩手県

弘前学院聖愛高等学校

岩手県立水沢高等学校Ａ 16 年連続 16 回目
秋田県

2 年ぶり 5 回目

4 年連続 7 回目

7 年ぶり 9 回目

秋田県立秋田北高等学校

初出場

群馬県

群馬県立高崎高等学校

初出場

埼玉県

星野高等学校Ｂ 2 年連続 2 回目

東京都

開成高等学校Ｂ 20 年連続 20 回目

東京都

海城高等学校Ｂ 2 年ぶり 4 回目

神奈川県 神奈川県立津久井高等学校 2 年連続 4 回目
長野県
愛知県

長野県屋代高等学校 2 年ぶり 3 回目

愛知県立岡崎東高等学校 3 年連続 3 回目
三重県
大阪府

山口県

宮崎県

大阪桐蔭高等学校 2 年連続 2 回目

山口県立徳山高等学校 7 年連続 7 回目

愛媛県
愛媛県

高田高等学校 2 年連続 15 回目

今治西高等学校 3 年連続 10 回目

松山西中等教育学校Ａ
宮崎県立宮崎西高等学校
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3 年ぶり 7 回目
2 年ぶり 4 回目

