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塾長 日宇 孝良 

 

■ 塾長コメント ■ 

今年度の塾の活動内容として、年度当初に

次の 4 項目を提示しました。「①キリスト教

関連遺産の墓碑や遺物等の調査を継続する。

②禁教時代及びその後の時代を含めて、五島

をはじめ移住の実態やその理由を調査する。

③関係筋の協力を得ながら、地元住民からの

聞き取り調査を行う。④それらの成果をマッ

プ、文献目録を含む小冊子として作成す

る。」 

今振り返ると、志は高くとも、素人の私た

ちにはかなり重い課題だったと思います。実

際の活動は離島や外海等遠隔地を含むため、

かなり困難を伴いました。実際にどれだけの

成果をあげることができたか、小冊子や長崎

伝習所まつりの発表等をご覧いただき、皆様

に判断していただくしかありません。 

■ 活動の内容と経過 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 人の塾生でしたが、平均年齢の高さを

長崎伝習所の運営委員から危惧され、「無理

しないで頑張ってください」と激励されまし

た。しかし、みなさん熱意があり、特に 10

月から 12 月にかけての原稿提出の追い込み

の時期には気迫がみなぎっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

壱岐への移住実態について、調査対象の地

域別に①出津・大野地区  ②黒崎地区 ③三

重・式見・福田地区 ④市街・その他の地区

(浦上・古賀等を含む )の塾生を４班に分け、

全体で集まる月２回の定例会を基礎に、調査

活動は班単位で自主的に行うことを基本とし

ました。各班の活動内容については、詳しく

は塾で作成した冊子で、その概要については、

この報告書でご覧ください。 

また、8 月には研修として上五島の教会巡

りを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記班以外に「長崎のキリシタンの移住の

歴史」の調査班、「長崎のキリスト教関係文

献目録」作成班を並行して作り、塾活動の多

面化と冊子の充実を企図しました。 

－ 18 －



お忙しい中、小冊子発行にあたり監修や助

言をいただいた顧問の宮川雅一・原田博二両

先生をはじめ、その他の講師の諸先生、上五

島町の行政やガイドの方々、長崎カトリック

大司教区の皆様、長崎伝習所事務局、長崎市

世界遺産推進室、各地で聞き取り調査その他

さまざまの面でご協力いただいた方々に厚く

お礼を申し上げます。 

■ 塾の目的 ■ 

塾の目的を年度当初の案内のパンフレット

で次のように示しました。「２５年度の成果

と問題点を明らかにして、西部地域を細分化

した班による墓碑調査を軸に、他地方への移

住班を加えた新たな班構成を行い活動する壱

岐への移住実態調査の過程で、禁教時代及び

その後の時代を含めて他地域との信者潜伏キ

リシタンを含む移動がかなりあることが明ら

かになった。それらについて移動の実態と理

由を明らかにしていきたい。教会・寺院等関

係筋の協力を得ながら、地元住民からの聞き

取り調査を徹底して行うことにより、かくれ

キリシタンを始めとする庶民の信仰の内実や

地域の特性のより正確な解明に努める」 

■ 塾の研究・活動内容 ■ 

各班の活動内容を概観すると、一班は、出

津の野中墓地・菖蒲田墓地を中心に墓石の数、

それぞれの配置や縦・横の寸法等の実測を行

いました。また、外海神浦のキリシタン、バ

スチャンの伝承、野中騒動、マリア十五玄義

図、ド・ロ神父、大野地区のかくれキリシタ

ンについての聞き取り等班員各自がテーマを

持ち、この地区の信仰を深く理解するよう努

めました。 

二班は、黒崎永田町の向道上墓地貝の首墓

地、城の平墓地、枯松墓地等の実測調査等を

行いました。また、11 月 3 日の枯松神社祭

への参加、次兵衛岩の史跡見学や、キリシタ

ンと関係する伝承の収集等も行いました。 

三班は、東樫山・西樫山の墓地や天福寺住

職への聞き取り、手熊・柿泊・式見・福田地

区の墓地調査や史跡調査を行いました。また、

事前学習として県立図書館や二十六聖人記念

館の図書室・資料見学等を積極的に行い、班

員の共通理解を図りました。 

四班は、班長を中心に浦上のキリシタン、

まちなかのキリシタンを中心に研究の深化を

図りました。浦上地区の古地図や潜伏キリシ

タンの帳方たちの氏名等の調査、長崎初期の

教会群と幕末秘密教会配置図など、詳細な内

容をわかりやすく図示することに努めました。 

移住班は、上五島への移住を中心に調査し

ました。聞き取りでは現在もかくれキリシタ

ンの信仰を続けている方から、かなり深い内

容を聞くことができた。ただ、残念ながら事

情によりその全容を詳しくは紹介できません。 

その他、田平へのキリシタン移住、移住の

歴史的背景、阿部真造の研究等個人研究とし

て深めたものも収録しています。 

■ 塾活動の成果 ■ 

歴史研究の専門家でもなく、大半がカトリ

ック教徒でもない塾生にとって、塾の目的は

ハードルの高いものであり、結果としては十

分達成できたとは言えないかもしれません。

ただ、その目的のために努力したことにより、

私達自身のキリスト教への理解と、宗教と住

民の生活や地域との結び付きを深く考えるき

っかけになったことは確かです。 

成果物は、多くのエネルギーを費やして著

した「キリスト教関連遺産調査Ⅱ」の冊子と、

DVD の制作を含めた長崎伝習所まつりの発

表、それと今後の塾生の活動に行かされるで

あろう内部蓄積といえます。 
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キリスト教関連遺産調査塾 活動記録 

日  時 場  所 内   容 

平成 26 年 

5 月 9 日(金) 市立図書館多目的ホール 長崎伝習所「塾」開所式、第 1 回 塾会議 

5 月 23 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 2 回塾定例会 構成案の提示、班長・副班長

の選出、連絡網の作成 

6 月 13 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 3 回塾定例会 講演「天領長崎とキリシタン

政策」 

今後の班別活動内容の検討 

6 月 27 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 4 回塾定例会 講演「長崎市内のキリスト教

施設・史跡の分布状況について」、研修計画・

墓碑調査 

7 月 11 日(金) 長崎市民会館 
第 5 回塾定例会 研修旅行の案内と希望調査、

各班の今後の行動計画 

7 月 25 日(金) 長崎市民会館 

第 6 回塾定例会 

「五島等への移住の歴史」資料配布と説明 

「上五島の教会の現状と歴史」 

8 月 8 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 7 回塾定例会 講演「キリスト教の伝来から

弾圧時代の長崎での宣教師の布教活動」(二十

六聖人記念館長レンゾ神父) 

8 月 10 日(日) 外海 

外海地方のキリシタン史講話と出津墓地調査 

講演｢外海子ども博物館｣(松川隆治氏)と墓地

案内 

8 月 22 日(金) 
長崎県勤労福祉会館 第 2 中会議

室 

第 8 回塾定例会  

「浦上地方の潜伏キリシタンについて」 

8 月 26(火)～

27 日(水) 
上五島 

上五島の教会を巡る研修旅行              

（長崎のキリシタン移住の歴史調査） 

9 月 12 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 9 回塾定例会 上五島研修旅行の報告 

講演「鉄川与助について」 

9 月 26 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 10 回塾定例会 

長崎市世界遺産推進室の活動紹介        

塾冊子構想について 

塾長提案、伝習所まつり実行委員選出 

10月 10日(金) 市立図書館多目的ホール 
第 11 回塾定例会 

各班で冊子原稿検討、各班の活動報告 

10月 24日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 12 回塾定例会 

塾作成原稿・提出要領について 
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日  時 場  所 内   容 

10月 31日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1、2 研修室 

長崎伝習所中間報告 

各塾の報告と運営委員からの質疑、塾生交流タ

イム 

11月 14日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 13 回塾定例会  

長崎のキリスト教関連文献について 

11月 28日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 14 回塾定例会 

長崎談叢にみるキリスト教関連文献について  

各班で冊子原稿検討 

12月 12日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 15 回塾定例会 

各班の最終原稿提出、掲載許可願いについて 

12月 26日(金)  本年の塾活動反省会 

平成 27 年 

1 月 9 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 16 回塾定例会 

原稿監修結果の報告と見直し 

1 月 23 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 
第 17 回塾定例会 原稿各班・本人最終校正 

2 月 3 日(火)  印刷所へ原稿手渡し 

2 月 13 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 18 回塾定例会 

原稿印刷所第１回校正、伝習所まつり準備 

2 月 27 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 19 回塾定例会 

原稿印刷所第２回校正、伝習所まつり準備 

3 月 13 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第 1 研修室 

第 20 回塾定例会 

塾冊子納本、伝習所まつり所諸準備 

3 月 20 日(金) 
長崎市男女共同参画推進センター 

アマランス 第１研修室 
第 21 回塾定例会 伝習所まつり掲示物作成 

3 月 21 日 

(土・祝) 
ベルナード観光通り 

長崎伝習所まつり 

調査内容パネルの展示、クイズなどを実施 
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出津地区の墓地調査 

[文久絵図について] 

文久絵図は 1862 (文久 2) 年佐賀藩が作

成した、外海地区の自藩の領域図である。彼

杵郡三重出津村、黒崎村、永田村図と彼杵郡

三重樫山村、平村図の 2 枚が残されている。 

さて、この絵図には、当時の集落、畑、道

などと共に、墓地の場所が描かれている。更

にこの絵図に、現代の地図を重ね合わせた図

面が作成されており、これを見ると現在でも

墓地として、そのまま残されている所が数か

所ある。これらの墓地は明らかに江戸期から

のもので、その中には潜伏キリシタンの墓碑

も含まれていると考えられる。私たち 1 班は

絵図に描かれた、菖蒲田墓地と野中墓地を調

査したが、ここでは菖蒲田墓地について簡単

に記述する。 

［菖蒲田墓地］ 

墓地の場所は、出津小学校裏手の林の中腹

あたりである。50ｍ×30ｍ位の広さで、緩

やかな斜面にあり、うっそうとした樹木にお

おわれている。この中に大小あわせて、98

基の墓碑がある。平らな結晶片岩を多数積み

上げた長方形で、寸法は長さ 140～70ｃｍ、

幅 100～60ｃｍ、高さ 40～10ｃｍ位であ

る。しっかりした形の墓碑もあるが、崩れ落

ちたり、土に埋まっているものが多い。中に

は樹木の間にはさまれたり、完全に崩れ落ち

て、前は墓碑であったと思われるものもかな

りある。全ての墓碑には名前など何も彫られ

ておらず、誰の墓碑なのか分からない。かな

りの墓が無縁墓になっているようだ。古い時

期のものと思われる墓碑が多く、まさしく文

久絵図に記された、明治以前の潜伏キリシタ

ン墓碑を思い起こさせられる。しかしどの墓

碑が該当するのか、残念ながら特定すること

はできない。 

 

 

 

 

 

 

(林の中の墓碑の様子) 

 

プチジャン神父と出津の野中騒動 

(1)プチジャン神父の出津訪問 

大浦天主堂のプチジャン神父は、信徒発見

以降潜伏キリシタンが浦上ばかりでなく、長

崎の港外周辺や外海地区さらには五島まで、

多数存在していることを知り、それらの所を

訪れたいと強く願っていた。そしてついに

1865 年 9 月 13 日、彼は神ノ島のミゲル忠

吉の船で外海の出津に向かった。夜半大浦海

岸を秘かに漕ぎだし、7 里の海を 3 時間半で

出津の小浜海岸に上陸したという。その当時

の出津は、戸数 260 戸ほどで、医師の松本

敬三郎を除く全員が潜伏キリシタンであった。

神父は上陸後、迫頭(現在の出津教会の近く)

のバスチャン重蔵の家に案内され、そこで多

くの潜伏キリシタンと会った。彼らは皆感激

して泣きだしたという。結局神父は出津に 2

泊して帰っている。 

(2)出津の野中騒動 

その後出津の潜伏キリシタンの一部は、秘

かに大浦に出向き、神父らから教理を学び、

帰ってきて出津の部落の者に伝えるなど、熱

心にしかも公然と活動し始めた。同じキリシ

タンであった庄屋は、このような急進的な動

きを心配し、これまでどおり慎重に振る舞う

よう、急進派を説徔したが彼らの耳には届か

なかった。そこで庄屋は慎重派の者と話し合
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い、急進派の意気をそぐために、彼らが大切

にしていた「マリア十五玄義図」と「聖ミカ

エル」の 2 枚の聖画を盗み出し隠してしまっ

た。このため急進派はいきり立ち、ついに出

津の野中という所で、両派の者が衝突し、乱

闘事件が起こった。これが野中騒動と言われ

る事件である。その後、庄屋方が聖画を返し

たので騒ぎは収まったが、この事件は出津の

潜伏キリシタンの間に、深い対立としこりを

残した。 

(3)野中騒動がもたらしたもの 

この事件を契機として、これまで一致協力

して信仰を守ってきた出津の潜伏キリシタン

は、約 60 戸の慎重派と約 200 戸の急進派

に分裂した。さらに1867 (慶応3) 年から、

佐賀藩は急進派のキリシタンに対し厳しい弾

圧を始めた。これにより分裂は一層深まって

いったと考えられる。そして 1873 (明治 6) 

年キリスト教信仰が事実上許されたとき、急

進派のキリシタンはカトリック教会に所属し

た。キリシタンの復活である。しかし、慎重

派の人たちはカトリックに入らず、これまで

どおりの潜伏時代の信仰形態を守り続けた。

このような信者達は、「カクレ(かくれ)キリシ

タン」と呼ばれた。外海地方では「昔キリシ

タン」とも呼ばれた。出津地区にカクレキリ

シタンが存在した原因の一つに、野中騒動が

あると言えるだろう。 

[マリア十五玄義図] 

野中騒動の元となっ

たこの聖画は、明治以

降も出津教会に掲げら

れていたが、貴重な遺

物として浦上天主堂の

展示室に納められてい

た。しかし、原爆によ 

り焼失した。幸い模写が残されている。 

永田町・下黒崎町のキリシタン関連遺産 

向道上墓地 

黒崎永田湿地自然公園の南側の斜面にある。

野石(自然石)を積み上げ、その真ん中に石板

を立てた墓碑が 40 基ほど残っている。外海

地区地管理者によると「調査した大学の先生

の話では明治 6 年以前の墓碑」という。ただ

建立が江戸時代初期か幕末なのか丌明だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒崎伝十と娘カシ 

黒崎伝十はガスパル伝十のこと。弾圧が続

いていた 1869 (明治 2) 年、伝十ら 12 人

が三重の横目屋敷に呼び出され、そのまま大

村城下の牢に送られて拷問を受け、棄教を迫

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

翌年には伝十の妻フク、娘カシ、弟の佐六ら

15 人も大村の牢につながれ、飢えと寒さの

中で拷問を受けた。また男と若い女は大村藩

の家臣の家で働かされた。カシは陰日向なく、

まめまめしく働き忠義者と呼ばれた。カシの
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行動は愛の心をもって周囲の人に感動を不え、

人と人との絆を築いていった。 

 

枯松神社祭 

 

 

 

 

 

 

 

外国人宣教師サン・ジワンを祀っており、

地域の人には「枯松さん」とも呼ばれ、親し

まれている。2000 (平成 12) 年から毎年

11 月 3 日に神社祭を行っている。カトリッ

ク信徒、仏教徒、今なお息づくかくれキリシ

タンの 3 者が一堂に集まり、迫害時代に先祖

が潜伏しながらサン・ジワンを心の支えとし

て信仰を貫き通したことに感謝し、顕彰して

いる。こうした 3 者が宗派を超え、一体とな

って祭りを行うのは全国的にも異例だ。 

 

次兵衛岩 

 

 

 

 

 

 

 

日本人神父・金鍔次兵衛(修道名トマス・サ

ン・アウグスチノ)は弾圧時代に役人の厳しい

取り締まりをかいくぐり、步士や農民、漁民

などに扮しながら各地を転々としていた。

1635 (寛永12) 年この岩に潜伏しているの

を密告され、翌年捕えられた。西坂の丘で殉

教。35 歳だった。2008 年ローマ教皇から

福者(聖人の前の位)と認定された。 

 いつしかこの場所はすっかり忘れ去られて

いたが、黒崎教会の信者代表の山崎政行さん

は信者の古老らに伝わる話を基に8年がかり

で探し出した。次兵衛が福者となるための物

的証拠として採用され、今でも熱心な信者が

訪れている。 

 

子捨川(こすてごう) 

 新長崎漁港から国道で永田町に入る直前の

左側に切り立った崖がある。崖下はすぐに海

岸線が迫る。この付近は迫害時代の悲劇が伝

わる「子捨川」と呼ばれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出津、黒崎など外海地区は山の傾斜がきつ

く、平地も尐ない。このため農民の生活は苦

しかった。キリシタン迫害時代に大村藩は藩

財政の安定のため人口抑制策として長男だけ

を残す「間引き」を強制した。隠れて育てて

も人別改めで発覚するなど取り締まりは厳し

いものだった。そんな時、夜になるとこの高

い崖から自分の子どもを投げ落としたと伝わ

る。 

【 福田地区 】 

戦国期、福田氏は大村氏の家臣となり、福

田村は大村領となった。 

 1563 (永禄 6) 年、福田村を治める領主
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17 代福田兼次の時、藩主、大村純忠と共に

洗礼を受け、領民もキリシタンになるものが

増えた。純忠の没後、1614 (慶長 19) 年キ

リシタン禁教令が出され、福田村も厳しい弾

圧が始まった。村役人の監視、領民には五人

組制度・踏絵が行なわれ、神仏の信仰を強制

した。 

 禁教令が解かれる1873 (明治6) 年以降、

昭和になって、福田に二つの教会が建立され

た。 

1 岳教会   長崎市福田本町 477 

 

 

 

 

 

福田本町を通り過ぎると、「福田カンツリー

倶楽部」がある。その奥にカトリック信徒の

集落があり、南東の眼下に福田浦や神ノ島が

見え、遠く正面に戸町大山教会が見える。「岳

教会」はそんな所に建っている。 

現在の教会は 1970 (昭和 45) 年に新築

された。 

2 福田教会集会所  長崎市小浦町 59-2 

 

 

 

 

小浦波止場からフレスポ福田を通り抜け、

武いて 10 分ほどの住宅街の上にある。教会

とは思えぬ質素で厳粛な建物、地区の信者た

ちは自らの信仰生活の研修の場所、子供たち

の要理教育の場所として教育する集会所の建

設を決意し、1995(平成 7) 年 3 月に坪数

30 坪の集会所が落成した。集会所は定期的

にミサが捧げられ、1999 (平成 11) 年から

巟回教会として地域の信者の信仰を守ってい

る。 

【手熊・柿泊・式見地区】 

1565(永禄 8) 年、福田浦が開港し、ポル

トガル船が入港した。貿易と共にキリスト教

の布教活動も開始され、領主・大村純忠が既

に洗礼を受けていたこともあり、樒地区(現式

見)も地頭をはじめ住民たちがキリスト教に

なったと神父メルショウル・デ・フィゲイル

ドの書簡に記されている。 

しかし、禁教令が 1614(慶長 19 年)に発布

され取締が厳しくなり、又、1657 (明暦 3) 

年大村の郡川村一帯で隠れキリシタンが発覚

し、「郡崩れ」が起き、しかもきっかけが長崎

奉行所であったことから、大村藩は藩取り潰

しを恐れ、素早い対応をした。キリシタンと

認めた者については、次々と捕まえ、領民に

は踏絵を行い、各村には寺社を建て、キリシ

タンであった者の古墓まで掘返し、その骨を

海に捨てるなど徹底的に取締を行ったため、

当地にキリシタンに関する物がほとんどない。

ただ、下記の 4 か所は墓などが何とか現存し

ている。 

【柿泊のキリシタン墓】  【上のとんの墓】 

 

 

 

 

 

17 代領主福田兼次と夫人  福田忠謙の墓

との墓と推定される     思われる 

【下のとんの墓】   【式見・牧野の石塁】 

     

 

 

19 代福田兼親の墓と思われる 
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【東樫山のキリシタンと天福寺】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重樫山地区のキリシタンは、道を隔てて

西樫山と東樫山とに分かれている。それは、

西樫山は大村藩であり、東樫山は佐賀藩深堀

領で、さほど厳しく取締りをされることはな

く、指導者がいたため長くキリシタンとして

の生活を続けることができた。また、このあ

たりでは踏絵もなかった。東樫山のキリシタ

ンが誰ひとりとしてキリスト教やその他に改

宗しなかったのは、天福寺があったからだ。 

【西樫山の隠れキリシタン】 

三重樫山は、低い山に囲まれた小盆地であ

り、大半の住人は潜伏キリシタンであった。

西樫山の住民は大村藩領民だったことから、

キリシタンに関して、特に厳しく、おらしょ

の習徔や洗礼の授受に関してうまく伝承され

ず、指導者も無く、ただ密かに、先祖の教え

を守り耐え抜くことしかできなかった。五島

への移住の歴史や、寺請制度も、真宗正林寺

の檀家として表向き仏教徒であった。 

          

 

 

 

 

 

 

 「岩屋山に三度登れば、樫山に一度お参り

したことになり、そして樫山に三度登ればロ

ーマにお参りしたのと同じ」と浦上のキリシ

タンは樫山の赤岳を崇拝していた。神秘性を

持った山である。牢死した東樫山の茂重の顕

彰碑、現在の皇大神宮弁財天は実はキリシタ

ンの殉教者 7 人を祀ったものであったなど、

いくつかの伝説が残っている。1897 (明治

30 年)樫山修道院が設立され、1924 (大正

13) 年には、樫山教会が献堂された。 

 

浦上・まちなか・南部地域のキリシタン遺産 

1584 (天正 12) 年数万の龍造寺軍と有

馬・薩摩連合軍数千が島原の沖田畷で激突、

圧倒的に丌利な状況下で龍造寺隆信を討ち取

る事で勝利を徔る。有馬晴信は、イエズス会

の支援に感謝して有馬氏が領有していた浦上

地方をイエズス会に寄進した。浦上では前か

らキリスト教の布教が行われていたが、この

寄進により布教が加速し、キリスト教が根付

きキリシタン禁教令下の潜伏期を経て現在ま

で信仰は続くことになった。 

［秀吉、浦上を没収して直轄領とする］ 

1587 (天正15) 年九州を平定した豊臣秀

吉は、伴天連追放令とイエズス会領の没収を

布告。翌 1588 (天正 16) 年直轄領にした。 

［浦上キリシタン摘発事件］ 

浦上では、キリシタン摘発事件が発生した。

これを崩れと云い、一番崩れから四番崩れま

で 4 回発生した。 

［浦上四番崩れ］ 

1867(慶応3) 年3月百姓久三が母が死亡

したのを檀那寺である聖徳寺に届けず自分た

ちだけで埋葬する、自葬事件がおこる。以後

同様の事件が 8 件連続して発生し、長崎代官

所管内でも 712 人の自葬事件が判明した。

天福寺 1624 年(寛永元年)創建 
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同年 6 月 13 日夜中に一斉摘発を行い男女

70～80 人を捕縛、うち 68 人を牢(最初は桜

町牢であったが、後に小島牢)に入れた。しか

し、その後も 8 月から 11 月にかけて 10 件

の自葬事件が起こっている。入牢されたもの

は同年 11 月には村預けにすることで釈放さ

れた。1868 (慶応 4) 年正月鳥羽伏見の戦い

で薩長が主力の官軍が勝利し、明治政府が誕

生する。最後の長崎奉行河津伊豆守は 1 月

14 日長崎退去し、2 月九州鎮撫総督・沢宣

嘉が着任、6 月 1 日キリシタンの主だったも

の 114 人を萩、福山、津和野へ流配、さら

に 1869(明治 2) 年 2 月 3,040 人を、他に

185 人を 19 藩に流配した。これにより総計

2,926 人となった。流配先の待遇は各藩によ

って大きく異なっていた。しかし劣悪な生活

環境のため 446 人の信者が病死(餓死も含

む)した。1873(明治 6) 年キリシタン禁制の

高札が撤去され、全員が解放され帰村した。 

［長崎まちなかのキリシタン］ 

1580(天正8) 年に大村氏からイエズス会

へ寄進されることになった。これにより長崎

の裁判権は頭人たちが支配して、イエズス会

神父と協議の上判決をくだした。さらにキリ

シタン以外の長崎への立ち入り禁止の入市制

限令の公布によって長崎市民へのキリスト教

への強制改宗が行われた。これにより、長崎

で貿易をするためにはキリシタンに改宗する

必要が発生し、多くの商人がキリスト教への

改宗を行った。 

［長崎初期の教会群］ 

トードス・オス・サントス教会  (春徳寺) 

サン・パウロ教会       (長崎県庁) 

ミゼリコルディア教会  (法務局合同庁舎) 

聖ラザロ病院・聖ジョアン・バプチスタ教会 

(本蓮寺) 

山のサンタ・マリア教会 

(長崎歴史文化卙物館) 

浦上のサン・ラザロ病院  (山王神社付近) 

サン・ミゲル教会 

(山のサンタ・マリアと炉粕町の間) 

サンチャゴ教会   (旧酒屋町・現栄町) 

サンタ・クララ教会       (大橋町) 

サン・アントニオ教会     (本大工町) 

サン・ペドロ教会      (所在地丌明) 

サン・ロレンソ教会     (所在地丌明) 

サント・ドミンゴ教会    (桜町小学校) 

サン・フランシスコ教会 (長崎市役所別館) 

サン・アウグスティン教会 

［キリシタン伝承、予言］ 

［サンタ・カララの盆踊り歌］ 

「家野(よの)は善(よ)か善(よ)か昔から善

(よ)かよ、サンタ・カララで日を暮らす」 

［バスチャンの予言］ 

お前たちを七代までは、わが子とみなすが、

それから後はアニマ(霊魂)の助かりが困難と

なるコンヘソーロ(神父)が大きな黒船に乗っ

てやってくる。毎週でもコンヒソン(告白)が

できる。どこでも、大声でキリシタンの歌を

歌って武ける時代が来る。道でゼンチョ(異教

徒)に出会うと先方が道を譲るようになる。予

言の神父の条件は、一、サンタ・マリアを崇

敬すること、二、独身であること、三、ロー

マ教皇に従うものであること。 

七代目の孫の時代になると、サンタ・マリ

アの旗を立てた黒い船が来る。そして、縁側

でオラショを唱えても、捕えられないように

なる。此の教えは唐(西洋)から来たのだから、

今しばらく唐からサンタ・マリアの旗印を押

したて、前方は黒塗にした船が来る。 

その船中には善か人が乗ってくるから、そ

の人に従えば助かる。 七代ののちには黒船が
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再び入ってくる。さすれば此の教えは歌にす

ることができ、オラショも縁先に座って大き

な声で唱えられる。 

［作者、時代丌明の俗謡］ 

沖にくるのはパーパの船よ、丸にやの字の

帄が見ゆる 

［バスチャンの神山伝承］ 

三度、岩屋山に登れば、樫山(赤岳)に一度

巟礼したことになる。三度、樫山(赤岳)に巟

礼すれば、一度ローマのサンタ・エケレジア

(教会)に巟礼したことになる。 

 

長崎のキリシタン移住の歴史調査について 

1 調査経緯 

 「キリスト教関連遺産調査塾」の2年目は、

平成 26 年 5 月から始まった。8 月 26 日〜

27 日に塾生 19 名で上五島の教会を巟りな

がら、長崎のキリシタン移住の歴史の調査を

実施した。地元の郷土史の方の案内で 10 教

会その他遺跡を見学し理解を深めることがで

きた。さらに調査内容を絞り、キリシタンの

先祖から現在までの信者の生き様を知るため

に、10 月に塾長と塾生の二人で上五島に赴

き、今なおかくれキリシタンの組織が生き続

けていると思われる上五島若松地区を中心に

調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

カトリック桐小教区では桐教会の神父さん、

桐修道院のシスター、かくれキリシタンの現

役の帱方など、キリシタンの方へ直接聞き取

り調査を実施し、また土井の浦小教区では、

有福教会でかくれキリシタンの先祖を持つ信

者の方から、この地に居着く時代の厳しさや

この土地に住む人たちの生活と教会との関係

を長時間にわたり聞き取り調査ができた。 

2 考察 

 キリシタン迫害を恐れて外海、大村から五

島に島伝いに船で渡った時代、最初は五島藩

の支援もあり、居着きしやすかったが、その

後に続く人たちは「地毛もん」との折り合い

が難しくなると、人が住めそうもない高い奥

地へ生活の場所を求めて彷徨い、五島でもキ

リシタン迫害が厳しくなると、近隣に迫害の

噂を聞けば一家揃って夜适げし、さらに人気

のない奥地へ生きる為のわずかな選択肢を選

ばなければならなかった。桐修道院のシスタ

ーはキリシタン洞窟で厳しい迫害を受けた先

祖の末裔だそうで、貴重な話を聞く事ができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

また桐の深浦集落にはかくれキリシタンの

帱方の大将が 20 数軒の信者を統率して、毎

日のオラショの祈りから、山神神社の祭り、

葬祭の立会いから墓の世話までの役目を果た

しており、それについて詳しく聞き取りする

ことができた。 

 明治になりキリスト教が復活すると、ほと

んどのかくれキリシタンの方はカトリックへ

改宗し、新たなカトリックの組織として、カ

トリックの教えを崇拝しながら現在も信仰を
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続けている。また、あと何年かで滅びるかも

しれない桐のかくれキリシタンの信者の方も

何百年も前から信仰を守り続けており、これ

からもずっと守り続けていくということだっ

た。 

調査を振りかえり、それぞれの教えを信じ

つづけることにより、人の心を豊かにして、

いかなることにも挫けない精神が宿ることが

心の支えとしてなるように思われる。 

 

 

 

 

一言コメント 

 

キリスト教関連遺産を 2 年間勉強させていただき、大変でしたが楽しく学びました。 

大塚 淳亮 

塾を通しての新たな発見がさらなる興味を生み、今後も学んでいきたいと思いました。 

川口 将智 

キリスト教関連遺産調査塾 2 年目が終わるので、寂しい気持ちになっています。 

川口 政行 

キリスト教関連遺産を直接訪れ、楽しく学ぶことができました。       

北浦 由美子 

上五島への調査研修のための旅行。環境や地形を見て、信仰に生きた人々の姿に感動した。 

小嶺 昭典 

ミクロや主観的・口談的歴史からより世界史的史観の内容になって殉教者も喜ぶ?  

桜井 蓉子 

研修旅行・教会巟りなど、勉強になり、もっと知りたい!学びたい!と思いました。 

猿渡 一美 

今年は信徒発見 150 年でもあり、キリスト関連遺産の世界遺産登録を強く祈念する。 

常川 和宏 

なんとか報告書を書き上げられたのは、純心大学片岡先生や出津地元の人のおかげです。 

朝長 初巳 

信仰の心の継承が世界遺産にも繋がるかと感じた。 

長井 倭雄 

尐しは知っていたようで、実は何にも知らない。一生勉強という言葉をしみじみ思います。 

 長門 ヤス子 

様々な迫害を受けながらも守り続けた信仰心の強さ、深さ、純真さを感じさせられた。 

中村 麗子 

実際におばあさんから聞いたというかくれの信仰に関する貴重な話を聞くことができた。 

西本 浜路 
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キリシタン墓碑の調査、地域の古老からの聞き取り、新上五島町への研修旅行が思い出。 

    野崎 圓 

出津地区を何度も訪れることができ、出津地区の魅力に心うたれました。 

 野田 和弘 

墓碑・遺産等の調査や聞き取り調査で、信徒の内実や強く深い想いを知った。 

原口 和代 

かくれキリシタンの歴史に触れることができ、勉強になりました。       

原田 正敏 

現在も「かくれ」の信仰を持ち続けている方の話が、今でも心に深く焼き付いている。 

日宇 孝良 

キリスト教関連遺産調査塾の二年間の成果が、世界遺産登録に繋がることを願う。 

平山 次男 

塾には 5 回目の参加でした。皆さんとの連携で楽しく調査し、また、編集できたと自負!  

深川 文子 

キリスト教関連調査塾の皆さんお疲れ様でした。必ず世界遺産になるよう願っています。 

細川 敏明 

「自由」と「平和」を考えさせられた塾でした。 

松澤 君代 

東樫山地区を調査し、天福寺とかくれキリシタンの人々との関係に感銘を受けた。 

松本 奈美 

上五島の教会群探訪の旅で、29 の教会が貧困の中造られた事にとても感動しました。 

三丸 正紀 

キリスト教関連遺産と明治日本の産業革命遺産が共に世界遺産になりますように。 

宮川 雅一 

大変勉強になりました。さらにキリスト教関連遺産について調査をしていきたい。 

村崎 春樹 

長崎のキリスト教は厳しい弾圧を受けたが、神道や仏教に溶け込み、支えられて生き続けた。 

八木 久雄 

キリスト教が長崎の地にいかに受け入れられ、心の支えになっていったかを再認識した。 

山口 篤史 

班員の皆様と、長崎のキリシタンのことを勉強できて、参考になりました。 

吉野 誠次 
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キリスト教関連遺産調査塾 

塾長 日宇 孝良 

1 上田 正利 21 原田 正敏 41  

2 大塚 淳亮 22 平山 次男 42  

3 梶山 定子 23 深川 文子 43  

4 川口 将智 24 福田 哲也 44  

5 川口 政行 25 細川 敏明 45  

6 北浦 由美子 26 松澤 君代 46  

7 小嶺 昭典 27 松本 奈美 47  

8 桜井 蓉子 28 三丸 正紀 48  

9 猿渡 一美 29 宮川 雅一 49  

10 白地 和幸 30 村崎 春樹 50  

11 常川 和宏 31 八木 久雄 51  

12 朝長 初巳 32 山口 篤史 52  

13 長井 倭雄 33 吉野 誠次 53  

14 長門 ヤス子 34 
 

54  

15 中村 麗子 35  55  

16 中島 吉盛 36  56  

17 西本 浜路 37  57  

18 野崎 圓 38  58  

19 野田 和弘 39  事務局員 
世界遺産推進室 

西極 春幸 

20 原口 和代 40  事務局員 
世界遺産推進室 

石本 真和 
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