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塾長 三丸 正紀 

 

■ 塾長コメント ■ 

乙女姉さんに「日本を今一度せんたくいた

し申候」と手紙に書いた龍馬。何と屈託のな

い壮大で気高い言葉でしょう。私はこの言葉

が好きです。 

封建社会で縛られた殻を破ろうとする気概

に惹かれます。押し寄せる西洋文明の大波、

開国と攘夷をめぐる国内の動乱、志ある者は

新しい日本の姿を描きその実現のため奔走し

ました。その者たちは日本先進の地、ここ“長

崎”に集まりました。 

龍馬をはじめ勝海舟、小松帯刀、高杉晋作、

桂小五郎、伊藤博文、吉田松陰、五代友厚、

岩崎弥太郎、福沢諭吉、などなど挙げればき

りはありません。一人ひとりが束になり新し

い日本を創りました。その壮大なエネルギー

を探したい気もありました。 

総勢 64 名。20 代から 80 歳まで幅の広

い人たちの集まりでした。楽しくやれるか目

的は達せられるのか、少々不安の船出でした。 

まずは、幕末に活躍した人たちを薩摩藩、

長州藩、土佐藩、佐賀藩、江戸他藩、長崎の

6 班に分け自分のファンや研究したい人を希

望に応じ班分けしました。まず市内外にある

文献等により場所を探し出し、現地に赴いて

現況把握したり、話を聞いてきたり活動が始

まりました。 

長州の三傑と言われ、龍馬が敬愛した高杉

晋作の東行記念館へ、そして晋作を愛し晋作

の死後を守り続けた“おのう”の東行庵、ま

た日本近代化に尽くした佐賀藩の大隈重信旧

宅跡や佐野常民記念館など 2回の研修旅行に

もみんなで行きました。 

この塾は学術書を作るのではありません。

足りないところは読者に教えてもらうつもり

で、素人だが一生懸命纏めました。勉強し、

聞いてきたことを書きました。素人集団の熱

意を感じていただければと思っています。 

塾が終わると安店で一杯もやりました。愉

快な仲間と知り合い、付録がこの二次会にあ

りました。 

暑い日、寒い日、雨の日もありましたが、

この報告書はその集大成で皆様に少しでもお

役に立ったら最高の喜びです。 

これもひとえに我々の顧問であられる原田

博二先生、宮川雅一先生また長崎伝習所関係

者皆様のご指導のおかげと感謝しているとこ

ろです。次年度もこの続きをやりたいと思っ

ておりますがよろしくお願い致します。 

先人の生きざまや時代の夢を学び、そして

素晴らしい仲間と出会えたこの活動にロマン

を感じながら、コメントといたします。 

 

 



■ 塾の目的 ■ 

坂本龍馬など日本近代化のために、幕末(維

新)に長崎で活躍した人物の止宿先、訪問先、

活躍地、墓地などを探し訪ねて、その事実を

調査・検証し、その成果を発信する。特に「長

崎さるく」や長崎の歴史愛好家に供する事を

目的としました。 

 

■ 塾の研究・活動内容 ■ 

塾活動は、原則として毎月 2 回の定例会を

第 2 金曜日の午後 6 時から 7 時 30 分まで

開催しました。 

 市外研修も 2 回実施し、1 回目は北九州・

長州方面、2 回目は鍋島・佐賀藩の日本近代

化遺産の見学をしました。 

このほか、班ごとに定めた日時に現地を訪ね

調査を実施しました。 

また、塾生の中には有名人の墓地・墓碑の清

掃・碑文の調査、長崎学への参加、長崎市史

編纂への協力など活動を展開しました。 

 

■ 塾活動の成果 ■ 

1 龍馬伝と幕末人物塾の冊子 

塾生みんなで作り上げました。纏めるのが

とても難しかったのですが、是非読んでくだ

さい。 

2 人的交流 

 塾生同士は言うまでもなく、調査に行き現

地での案内者や子孫の方との話しや遺留品を

見せていただくなど、人的交流が出来たのと

同時に、志士たちに出会えたような親近感も

感じました。 

3 新しい発見 

現地の方や子孫の方と話をしていると、本

や文献に載ってない話しを聞くことができま

す。例えば、佐賀の大隈重信生家に行った時

のことですが、碁盤が部屋に置いてありまし

た。囲碁は強かったのですか？と質問すると、

大隈重信はピンチになってから考えるそうで、

伊藤博文は一手一手先を読みながら碁を打っ

たとのこと。二人の性格を楽しく想像するこ

とが出来たのは、やはり現地に行くことが新

しい発見に通じるのだと思ったりしました。 

4 人間的成長 

 龍馬を始め幕末の志士達の命をももろ共に

せず「世の中を何とかしなければ」という想

いや情熱を感じた時、日常どんな苦しいこと

があっても彼らを思えば笑えるような気持ち

にさせられたことは、この塾で勉強したから

こそと有難く、私にとって大きな成果の一つ

であったと思っています。 

 

(大隈重信生家跡) 

 

■ 提 言 ■ 

NHK 大河ドラマ「龍馬伝」は好評の内に

進行しています。間もなく長崎の舞台が登場

するのは楽しみです。如何に盛り上げるか、

本塾が来年度も含めどう繋ぐか、塾だけで終

わることなく、これをネタに活用し、拡がり

を持つように市の対応をお願いいたします。 

我々も市民としての展開を報告書で終わら

ないようにしたいと思っています。 



龍馬伝と幕末人物塾活動記録 

日  時 場  所 内   容 

平成 21 年 

4 月 30 日(木)  三役会会議(塾長、副塾長、庶務) 

5 月 7 日(木)  七者会会議(顧問、三役) 

5 月 11 日(月) メルカつきまちホール 長崎伝習所「塾」開所式、第 1 回 塾会議 

5 月 29 日(金) 市民会館 6 階第 3 会議室 第 2 回 塾会議 

長崎歴史文化博物館 研究所長 原田博二先生による

「龍馬と長崎」の講話 

班別構成の希望調査(アンケート調査) 

6 月 12 日(金) 市民会館 6 階第 3 会議室 第 3 回 塾会議 

宮川雅一顧問による「長崎ゆかりの幕末・明治維新時

に活躍した人物たち」の講話 

6 月 23 日(火) アマランス交流コーナー 三役会会議 

6 月 26 日(金) 市民会館 6 階第 3 会議室 第 4 回 塾会議 オリエンテーション、班別構成とグ

ループ活動の進め方 

7 月１日(水) 出島交流会館 4 階 第 1 回 班長会議 調査活動、申し合せ事項について

の協議 

7 月 10 日(金) アマランス第 1 研修室 第 5 回 塾会議 班長会議の内容報告、班別活動 

7 月 20 日(月) アマランス交流コーナー 三役会会議 研修旅行について、コース等内容確認 

７月 24 日(金) 市民会館 1 階大会議室 第 6 回 塾会議 班別活動、研修旅行の説明 

8 月 2 日(日) 山口県下関市、萩市 研修旅行、宮川雅一顧問による案内 

8 月 7 日(金) アマランス第 1 研修室 第 7 回 塾会議 班別活動…大物のリストアップ 

8 月 28 日(金) 市民会館 1 階第 1 会議室 第 8 回 塾会議 班別活動…人物のリストアップ 

9 月 11 日(金) アマランス第 1 研修室 第 9 回 塾会議 班別活動…調査対象人物の確定 

9 月 25 日(金) アマランス第 1 研修室 第 10 回 塾会議 班別活動…現地調査等について 

原田博二先生による講話…天草、小山秀之進、北野織

部の話ほか 

10 月 9 日(金) アマランス第 1 研修室 第 11回 塾会議 班別活動…現地調査の概要報告ほか 

10 月 23 日(金) アマランス第 1 研修室 第 2 回 班長会議 調査内容のまとめ方について協議 

1O 月 23 日(金) アマランス第 1 研修室 第 12 回 塾会議 班別活動…現地調査等について、 

龍馬伝について、プロジェクトチームを編成  

宮川顧問による原稿作成の見本提示 

11 月 13 日(金) アマランス第 1 研修室 第 1 回プロジェクトチーム(PJ)会議 

報告書の構成要領、各班への割当頁数等 

11 月 13 日(金) アマランス第 1 研修室 第 13 回 塾会議 PJ 会議報告、班別活動…原稿作成他 

11 月 27 日(金) アマランス第 1 研修室 第 14 回 塾会議 班別活動…現地調査の報告ほか 

原田博二先生による講話……天草、西道後鎮道寺、小

山家ほか 



日  時 場  所 内   容 

12 月 11 日(金) アマランス第 1 研修室 第 2 回 PJ 会議 

第 15 回 塾会議 各班原稿のチェック 

12 月 18 日(金) アマランス第 1 研修室 第 16 回 塾会議 各班原稿提出 

出典等の明記と著作権の注意について説明、伝習所ま

つりについての経過報告 

平成 22 年 

1 月 15 日(金) 市民会館第 3、第 4 会議

室 

第 17回 塾会議 顧問による校訂済み原稿を各班返却 

出典等の明記と著作権等について、再度説明（班長・

副班長へ） 

原田博二先生による…原稿作成における 留意事項等

について説明を受ける 

1 月 29 日(金) アマランス第 1 研修室 第 18 回 塾会議 研修旅行についての説明・出席者の

確認 

各班、原稿を印刷所へ説明、掲載写真、出典、著作権

等について確認…著作権等の問題で、一部差替えにつ

いて提案 

1 月 31 日(日) 佐賀県佐賀市、鹿島市 研修旅行(原田顧問による案内) 

班別会議、第一次のゲラ校正、一部差替え写真の配付 

2 月 16 日(火) 市民活動センター 第 3 回 班長会議 

第一次校正ゲラの取りまとめ、成果物タイトル・表紙

写真の決定、活動報告の作成、伝習所成果報告用原稿

の取りまとめ 

2 月 26 日(金) 勤労福祉会館 4 階 

第 2 中会議室 

第 20 回 塾会議 班別会議、第二次のゲラ校正、取り

まとめ、奥付けの確認 

3 月 12 日(金) 

 

アマランス第 1 会議室 第 12 回 塾会議 

伝習所まつり準備 

班別会議、伝習所まつり発表用の原稿作成 

アマランス第 1 研修室 伝習所まつり打合せ 

班別会議、伝習所まつり発表用の原稿の確認 

3 月 20 日(土) 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、展示会場周辺の史跡案内(ミニ

ガイド)、クイズなどを実施 

 

 

 

 

 

 

 

原田顧問の講話 大隈重信生家での研修 



ⅠⅠ  龍龍馬馬とと直直接接・・間間接接にに交交流流ののああっったた人人物物群群  

( 薩摩藩 )  

(1) 島津斉彬 第 11 代藩主。藩の近代に努

め、洋式造船、反射炉の建設等の事業を

興し、西郷らを育てた 

(2) 吉井友実 西郷らと討幕活動を行い、龍

馬新婚旅行に同行した日本鉄道会社の社

長を務めた。歌人の吉井勇は孫  

(3) 西郷隆盛   薩摩藩の巨頭。龍馬を信頼し

薩長同盟を図る。勝海舟と江戸無血開城

を果した。西南戦争で討死した 

(4) 小松帯刀  薩摩藩の家老として、亀山社

中を援助した。龍馬の尽力で薩長同盟を

結んだ。小菅修船場を建設した 

(5) 五代友厚 23 歳の時長崎に遊学し研鑽  

を重ねる。常に小松帯刀と共同行動をと

る。大阪商法会議所の初代会頭 

( 長州藩 )  

(1) 吉田松陰 明治維新の精神的指導者。 

松下村塾を開き久坂玄瑞、高杉晋作ら育

てた。嘉永3年、6年三度長崎へ遊学 

(2) 木戸孝允 長州藩の巨頭。龍馬の仲介で

薩長同盟を結び、討幕を図る。明治政府

では参議として重責を果した 

(3) 高杉晋作  薩長同盟を結ぶ。龍馬にピス   

トルを贈呈。文久2年上海渡航途中長崎

寄航 100 日滞在。慶応2年にも来崎し

た。 

(4) 久坂玄瑞 長州藩における尊皇攘夷派の

中心人物。龍馬が萩城下に訪問した。禁

門の変で負傷し自刃した 

(5) 伊藤博文 18歳の時長崎に遊学し操練術

を学ぶ。その後薩長同盟に挺身する。日

本の初代内閣総理大臣を歴任 

 

 

( 土佐藩 )  

(1) 岩崎弥太郎 土佐商会の幹部として、龍

馬の海援隊の会計を担当し資金的に支援

した。三菱財閥の創始者 

(2) 後藤象二郎 政敵の龍馬と清風亭で会談

し意気投合した。いろは丸号事件等を解

決した。土佐商会を創立した 

(3) 近藤長次郎 龍馬不在中に亀山社中を指

揮、ユニオン号購入に尽力した。独断で

の英国密航発覚し、小曽根邸で切腹した。 

(4) 中岡慎太郎 龍馬と共に薩長同盟に奔走

し、その成立に尽力した。陸援隊の隊長

で、龍馬と共に暗殺された 

(5) お龍 寺田屋遭難時に機転で窮地を救い、

龍馬と日本初の新婚旅行へ。長崎の小曽

根邸で月琴を習った 

( 長崎 )  

(1) 本木昌造 養子として阿蘭陀通詞の名門

本木家へ。造船、製鉄、活字製造、活版

伝習所などに関わったマルチ人間  

(2) 小曽根乾堂  長崎の商人。亀山社中を支

援し、一時お龍を預かった。小曽根町を

埋築・造成した。国璽を篆刻した                       

(3) 大浦 慶 英商人オルトと提携して、お

茶の貿易商を始め、一代で財をなした。

龍馬ら幕末の志士を援助した 

(4) 上野彦馬 日本最初期の写真館を開業し、

龍馬や若き志士、内外の名士等を撮影し

た。日本初の従軍カメラマン  

(5) 小曽根英四郎 乾堂の弟 ( 四男 ) 海援隊

の活動を支えた功労者。いろは丸に同乗

し明光丸と衝突、沈没を体験した            

( その他 )  

(1) 横井小楠 [ 肥後 ]  福井藩の松平春嶽の

政治顧問として、日本の近代化を指導。

龍馬も大きな影響を受けた 



(2) 永井尚志 [ 幕臣 ]  海軍伝習目付として、

長崎海軍伝習所を創設した。龍馬と交流

し大政奉還を促進した。海舟の上司 

(1) 勝海舟 [ 幕臣 ]  長崎に4年遊学した。

龍馬が師事し「日ノ本 第一の人物」と

称賛。江戸城無血開城の立役者 

(2) 由利公正 [ 福井 ]  越前藩の財政を立直

し、五ケ条のご誓文の原案を起草した。

龍馬が最後に歓談した友人 

(3) 陸奥宗光 [ 和歌山 ]  亀山社中・海援隊

で龍馬の下で活躍。外務大臣として不平

等条約の改正を実現した 

(4) グラバー [ 英国人 ]  討幕派を支援し、

武器や船舶を販売した。亀山社中や海援

隊とも取引した商人で日本近代化立役者。 

(5) アーネスト サトウ   龍馬とは、イカル

ス号事件で接触し、日本の大変革を世界

に発信した英国の外交官 

幕末 ･ 維新時  長崎を舞台に日本の近代化に

貢献した人物群 

( 佐賀藩 )  

(1) 鍋島直正 10 代佐賀藩主、佐賀の殖産 

興業・人材育成に尽力。 50 回以上長崎

を訪れ、佐賀藩の近代化を陣頭指揮 

(2) 佐野常民 長崎海軍伝習所で学び、佐賀

藩海軍の先駆者。日本赤十字社の創設者。

博覧会男。大蔵卿等を歴任した 

(3) 副島種臣 致遠館の学監、外務卿の時マ

リヤ・ルイス号事件を指揮、正義・高潔

の政治家、書家としても著名 

(4) 江藤新平 司法卿として、日本の司法制

度を整備。参議も勤めたが征韓論で下野。

佐賀戦争の首謀者として刑死 

(5) 大隈重信 致遠館を設立、その経験を活

かし早稲田大学を創立。参議、大蔵卿を

建て第 17 代の内閣総理大臣                 

( その他)  

(1) シーボルト  ドイツ出身のオランダ商館

医。幕末再来日し、幕府の外交顧問を務

めた長崎でタキや娘のイネと再会 

(2) 高島秋帆 長崎町年寄の家に生まれ、日

本の西洋砲術の祖となり、江川太郎衛門

ら多くの門人を養成した  

(3) 河井継之助 32 歳の頃長崎に遊学。長

岡藩の家老として最新兵器を備え、武装

中立を主張するが北越戦争へ突入 

(4) ポンペ 長大医学部の前身である小島養

生所を松本良順らとともに設立した。近

代西洋医学の父と称される 

(5) フルベッキ オランダ出身。米国の宣教

師として来崎。致遠館の校長、開成学校

の教授、教頭を歴任した 

(6) 松本良順 ポンペに西洋医学を学び、と

もに小島養生所を設立。幕府の奥医師や

西洋医学所頭取、初代軍医総監を歴任 

(7) 福澤諭吉 中津出身。 19 歳の時、光永

寺に寄宿し蘭学を学ぶ。慶應義塾の創者

で、明治期日本最高の思想家 

(8) 榎本武揚 幕臣。海軍伝習生。箱館の五

稜郭に拠り、政府軍に抗戦。才能を買わ

れ新政府では数々の大臣を歴任した 

(9) 楠本イネ シーボルトと楠本タキとの間

に生まれ、日本初の女医となった。宮内

省御用掛を務めた 

 

ⅡⅡ  長長崎崎ににおおけけるる坂坂本本龍龍馬馬のの活活躍躍    

元治元年(1864) 

 龍馬が最初に勝海舟に連れられて長崎に来

たときは２月 23 日長崎到着より４月４日の

長崎発まで 40 日間ほど彼自身の動向につい

ては不明とされている。 

 



慶応元年(1865) 

 3月に神戸海軍繰練所が廃止になり、龍馬

をはじめ他の志士も一時去就が不明になって

いる。 

 4月には京都に滞在し、同月 22 日に京都

を発って５月１日鹿児島に着いている。この

時、長崎に立ち寄ったとの説があるが確たる

資料はない。5月 16 日に鹿児島を発って、

熊本経由大宰府に行き三条実美ら七郷に拝謁

している。 

 閏5月に社中 ( 亀山 ) を立ち上げたことに

なっているが、閏５月１日に下関に着いてか

ら彼はほとんどが下関や京都での滞在が多く、

年末まで長崎にはっきり居たという記録は無

い。下関一長崎間を行き来していたのではな

いかとの説があるが定かでない。 

 

慶応 2 年(1866) 

 年の初めは下関におり、長崎では１月に近

藤長次郎の自刃があっている。1、2月は薩

長同盟の取り仕切りや寺田屋騒動で長崎には

不在である。寺田屋騒動の後、３月にお龍と

京都から鹿児島へ傷の治療 ( 新婚旅行 ) に出

かけるが、途中の3月8日か９日に1日だけ

近藤長次郎の墓参りに長崎に寄港している。 

 ６月上旬に病が癒えお龍と一緒に鹿児島を

発ち、長崎に行き一週間ほど滞在する。お龍

を小曽根家に預け、6月 12 日頃長崎を発ち

長州へ向かっている。途中、五島に寄ってワ

イル・ウェフ号 ( 亀山社中が薩摩の出資で初

めて買った船が最初の航海で沈没 ) の遭難者

の墓碑を建設する。 

 ７月末からこの年の 12 月半ばまでは主に

長崎に滞在したようである。断片的に長崎滞

在の記録があるが、不明な点が多く薩摩や下

関へ行き来しているとの説がある。 10 月、

11 月はプロシア船 ( 大極丸 ) 購入で活動し

ており在崎している。 

 この辺の事情はこの年の 12 月４日付けの

兄権平に出した便りに、「この8月より小曽

根家を定宿として滞留致し居り ｣ と記してい

ることから長崎がベースだったと推定される。 

ただ龍馬が半年近く確たる理由もなく無為

に長崎に滞在したとも思えず、下関や鹿児島

へ度々繰り出していたことは理解できる。 

年末には長崎に滞在し ､ いろは丸を無断購

人した大洲藩の国島六左衛門が責任をとり白

刃した時に遭っている ｡ 本船はイギリスから

薩摩藩が購入したものを四国大洲藩が再購人

したもので、運行は亀山社中の手により行な

われた。 

 

慶応 3 年(1867) 

 この年になると脱藩の罪が許され ､ 外部資

料による記録もかなりはっきりしてくる。ま

た、いろは丸事件やイギリス兵殺傷のイカル

ス号事件で長崎滞在を余儀なくされる。 

1月 11 日に下関から長崎に着き、後藤象

二郎との和解会談などで2月上旬まで長崎に

滞在している。 

上野彦馬が撮った有名な立像写真この頃と

言われている。２月中旬から３月末までは長

州を中心に活躍している。 

３月末にいろは丸で大阪ヘー航海した後、

４月８日に長崎に帰港。この後、脱藩を許さ

れ晴れて土佐藩士となり海援隊を結成、隊長

を拝命する。 

４月 19 日にいろは丸で長崎を出航するが、

同月 23 日紀州藩の明光丸と衝突し沈没する。 

この問題で5月 13 日から長崎に滞在し、

土佐藩幹部とともに紀州藩と交渉を重ね、５

月末頃にはいろは丸の件がほぼ解決する。 



この後、６月９日に後藤象二郎と共に京都

に上る。この時「船中八策」の草案が出来た

と言はれている。 

７月の京都滞在中に長崎でイカルス号事件

が起こり、海援隊に嫌疑がかかり８月上旬に

京都から土佐へ移動するが、土佐では解決で

きず８月 15 日に長崎に着く。以後イカルス

号事件で9月 18 日まで止むなく長崎に滞在

する。 

9月 10 日本件の嫌疑が晴れ、９月 18 日

震天丸で長崎を発ち、 11 月 16 日に亡くな

るまで再び長崎に戻ることはなかった。 

 

亀山社中の創設時期 

 年表を調べているうちに亀山社中 ( 当時は

単に社中とか才谷社中とか言っていた ) の創

設時期がはっきりしない。 

 長崎市史年表によると、『慶応元年

(1865)5 月、薩摩藩士小松帯刀、坂本龍馬

を同伴して来崎、この時龍馬は、伊良林の亀

山に本拠を置き、連れてきた同志と ｢ 社中 ｣

( 軍事的、政治的かつ商業的組織 ) を作り、

これを指揮する』とある。 

 この年５月は閏５月があり、高知県立龍馬

記念館のパンフレットの年表によると『閏５

月、長崎で「亀山社中」を設立』とあり、大

方の資料も閏５月となっているのでこの頃設

立されたのは間違いないようである。 

一方 ､ 龍馬の行動記録をみると5月と閏５

月のニケ月間で龍馬の所在や行動が不明なの

は ､ 5月 20 日から 22 日の３日間 ( 肥後か

ら大宰府に向う間 ) と、閏5月は 10 日頃か

ら 20 日頃までと 23 日頃から 27 日頃の間

の 14 日ほどである。 

 5月末に肥後から大宰府に向かうとき長崎

に立ち寄ったことも考えられるが、時間が短

いようである。閏５月の不明時期に下関と長

崎を行き来して亀山社中を立ち上げたとの説

があるが確たる資料は見出し得ないでいる。 

従って龍馬が薩摩滞在中に小松帯刀らと話

し合いがなされ、彼が居なくても何とかなっ

たであろうとも推測される。 

亀山社中の最初の働きと思われるものは、

７月下旬、長州の伊藤博文、井上馨らが長崎

に来て多くの武器を購入する商談である。龍

馬の尽力で長州と薩摩が手を握ることにより、

伊藤と井上らは長崎で薩摩藩から社中を紹介

される。社中の近藤長次郎と高松太郎と交渉

し、薩摩藩名義でグラバー商会から膨大な数

の洋式統の購入に成功している。この件から

この年の７月には社中がすでに機能していた

ことがうかがえるが龍馬の名は出ていない。 

 

龍馬の長崎滞在期間推定 

龍馬が亀山社中を立ち上げたといわれる慶

応元年５月頃から慶応３年 11 月 16 日に亡

くなるまで2年8ヶ月のうち、長崎に居たと

思われるのは約 240 日である。 

ただし、これは慶応2年の7月末から 12

月までの行動がはっきりしない半年間を長崎

に滞在したものとしての数字である。 

慶応元年は閏５月に亀山社中が立ち上げら

れているが ､ 龍馬はこの年ほとんど長崎には

不在である。慶応２年は前記のように後半は

不明な点が多く、断片的な記録からあきらか

に滞在していたと推定されるのは 80 ～ 90

日と思われる。慶応３年は脱藩の罪が許され

確かな記録が残り滞在日は約 95 日である。 

このように見てくると龍馬が長崎に滞在し

た日時は大胆な推定をすると 180 日前後

( 約6ヶ月 ) ではなかったかと思われる。 

 



元治元年(1864) 

2/9  勝海舟、長崎出張の命を受ける 

10 京都→大阪へ 勝海舟に同道 

11 神戸着 

13 大風のため船待ち 

14 翔鶴丸にて出帆 

15 佐賀関着 ( 徳応寺へ止宿 )  

16 鶴崎へ ( 陸路 ) 泊 

17 野津原泊 

18 久住泊 ( 細川俣旅亭 )  

19 内牧泊 

20 熊本城下泊、勝海舟の指示で横井小

南と会う 

21 熊本→高橋宿 ( 船 ) →島原へ 

22 明け方島原着 ( 船 ) →愛野 ( 会津 )  

23 長崎着 福済寺 ( 勝のみ ) 旅宿 

この間の龍馬の動向不明 

4/4  長崎発→島原へ 

慶応 2 年(1866) 

6/5  長崎着 ( お龍、小曽根家へ逗留 )  

 8  渡辺昇 ( 大村 ) と面談 

12 長崎発 

7/26 長崎 ( 後藤象二郎来崎 )  

27 木戸孝允へ手紙 ( 幕府情報を流す )  

28 大洲藩へ船員派遣、三吉慎蔵へ手紙 

8/13 森玄道 ( 長州 ) 、伊藤助太夫に小曽

根英四郎の身柄保全を依頼 ( 長州で

捕る )   

16 小曽根英四郎の番頭与平を長州へ向

わせる。三吉慎蔵へ手紙 

25 下山尚 ( 越前・長崎留学 ) と面談 

9/10 下関発 

 11 長崎着 

 18 渡辺昇 ( 大村 ) へ手紙 

10/3 薩摩藩より亀山社中の給金受領 

 5  吉井幸輔へ手紙 

 22 プロシャ商人チョルチーと面談 

( 帆船購入為 )  

 23 帆船検分 

 24 薩摩藩聞役汾陽五郎右銜門と面談 

 28 チョルチーより帆船受領 

11/10  溝淵広之丞へ存意書送付 

  15 溝淵広之丞と面談 

  16 溝淵広之丞へ手紙出す 

  20 寺田屋おとせに手紙 

12/4 坂本権平 ( 兄 ) 、乙女へ ( 小曽根家

で、８月より定宿と記す )  

  25  ( 大洲藩士国鳥六左衛門、いろは丸

購入の責任をとり自刃、龍馬遭遇 )  

慶応 3 年(1867) 

1/11 長崎着 

 13 溝淵広之丞、松井周助の仲介 

後藤象二郎と清風亭で会う 

 14 木戸孝允へ手紙 ( 後藤との会談 )  

 17 伊藤助太夫へ長崎到着を知らせる 

 20 春猪に手紙 ( 慶応 2 年の説あり )  

 21 門田為之助と会う、谷干城と会う 

 22 乙女に手紙 

 24 この頃上野撮影局にて写真を撮る 

2/5  この頃神保修理 ( 会津家老 ) と面談 

 7  荘村助右衛門 ( 肥後 ) と会う 

 8  長崎発 

4/6  伊藤助太夫へ手紙 

 7  乙女へ手紙 

 8  いろは丸長崎入港 

 11 福岡勝次ら長崎着、脱藩赦免状持参 

 12 海援隊結成、隊長を拝命 

 19 いろは丸長崎発 社中給与百両、 

大阪行餞別五十両受領 

5/13 長崎着 



5/14 荘村助右衛門 ( 肥後 ) と面談 

 15 いろは丸処理交渉 

 16 交渉続く 

 17 三吉慎蔵へ手紙 

 18 渡辺昇 ( 大村 ) へ手紙 

 19 賃金の不足分受領 ( 岩崎弥太郎か

ら )  

 21 土佐商会より書籍引渡し願う 

 22 いろは丸処理交渉 ( 於聖福寺 )  

後藤象二郎と紀州重役茂田一次面談   

オルト邸で後藤象二郎とともにイギ

リス提督と会う 

23～26 長崎滞在この頃 ｢ ‥金をとらずに国

を取る ｣ の俗謡を流す 

 27 高柳楠之助 ( 紀州船将 ) に英国水師

提督との面談時間指示の手紙出す 

 28 後藤象二郎病気 

高柳楠之肋、岡本覚十郎 ( 紀州 ) が

龍馬の宿舎を襲うも不在で難を逃れ

る 

 29 いろは丸補償、紀州藩は五代才助に

調停依頼したことを後藤象二郎へ伝

える 

6/2  後藤象二郎、岩崎弥太郎と会談いろ

は丸補償交渉成立、大洲藩重役大橋

采女と面談 

 3  後藤象二郎と面談、小銃代価の件 

岩崎弥太郎と面談(4日説あり )  

 5  長州より売却依頼の銅の代価受領 

 6  岩崎弥太郎と大洲藩玉井某と面談 

 8  中江兆民と会う 

 9  水蓮 ( 夕顔丸 ) にて長崎発 ( 後藤象

二郎に随伴 )  

8/15 長崎着、佐々木高行、岩崎弥太郎ら

と面談 ( 横笛丸乗員佐々木栄らに 

イカルス号事件の嫌疑） 

 16 佐々木高行訪問、土佐商会へ出向、

睦奥宗光へ手紙 

 17 岩崎弥太郎、佐々木高行と面談 

 18 佐々木高行と面談、長崎奉行所へ出

頭 

 19 岡内俊太郎に連絡 

 20 料亭玉川で佐々木高行に木戸孝允を

紹介（木戸孝允は船の修理で来崎） 

 21 木戸孝允のため岩崎弥太郎に千両の

借金を申し込む 

佐々木高行より 8 両 2 分受領 ( 探索

費 )  

 23 岡内俊太郎へ手紙 

 24 佐々木高行らと面談、横笛丸呼び戻

しに石田英吉を派遣 

 25 佐々木高行へ手紙 

石田英吉に20両遣わす 

 26 木戸孝允より借金の礼状 

佐々木高行と面談 

 27 福原往弥 ( 赤馬関奉行 ) 来訪 

 28 佐々木高行を訪問、宿泊 

 29 佐々木高行宅 

 30 岩崎弥太郎を訪問、嘉満楼へ行く 

9/1  佐々木高行 ( 病気 ) を見舞う 

 2  石田英吉、佐々木栄を拉し帰崎 

 3  西役所での佐々木栄、渡辺剛八、橋

本久太夫の取調べに立ち会う 

清風亭で小沢広次と面談 

 4  佐々木高行、佐々木栄の始末書を書

く、佐々木高行を訪問後、内田屋に

て会談 

 5  佐々木高行と西役所へ出頭 

 6  船の借り入れと小銃購入のため動く 

9/7  佐々木栄放免ならず激論続く 



 8  佐々木高行、龍馬らを慰労 

 9  佐々木高行と藤屋で面談 

 10 佐々木高行と西役所へ出頭、イカル

ス号嫌疑晴れる 内田屋で祝杯 

 11 奉行所へ提出の「書取」草稿を記す 

 13 小銃の代金、陸奥宗光に託す ( 手

紙 )  

14 ハットマン商社とライフル銃1300丁

の購入契約を結ぶ 

 15 震天丸 ( 広島藩 ) に銃器を積み込む 

 16 出港予定をオルトの依頼で延期 

 17 長崎滞在 

 18 震天丸長崎発 ( 岡内俊太郎ら同行 )  

11/15  近江屋において暗殺される 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ⅢⅢ  塾塾のの研研究究・・活活動動内内容容  

（（長長崎崎））  

龍馬と時代を駆け抜けた女貿易商大浦慶 

大浦慶は、幕末から明治に掛けて、長崎だ

けで無く日本を代表する女貿易商人であり、

また日本回天の礎を築いた坂本龍馬など維新

の志士との交流があったとされている。 

慶は文政 11 年 (1828)6 月 19 日に長崎

において 200 年続く油商の大浦屋の一人娘

として誕生、祖父は大浦大右衛門、父は大平

次、実母はお慶の幼い頃亡くなった。継母は

佐恵といった。兄として、養子大五郎がいた

が、お慶9歳の時、天保8年 (1837)20 歳

で早世する。弟は、父大平次と継母佐恵の間

に大右衛門 ( 二世 ) が生まれる。 

当時の大浦屋は、天保の改革での株仲間の

開放政策に依って油間屋の独占販売特権を失

う、慶は油商から貿易商への転業を決意、嘉

永6年 (1853)阿蘭陀通詞品川藤十郎を通じ

て、嬉野茶の見本 ( 上、中、下等の三分類 )

を米国、英国、アラビアに送る。 

安政3年 (1856)英国商人オルトが、慶を

訪問、多量のお茶の注文をした。慶は、オル

トと組み順調にお茶貿易を拡大。明治4年

(1871)熊本県士族遠山一也と長崎府役人品

川藤十郎によるオルト商会への詐欺事件に連

座し、多額の賠償金 (1,450 両 ) を支払う事

になり、3年後完済するも信用の失墜は大き

く、その後、商売は衰退していく、明治 17

年 (1884)4 月 13 日 57 歳にて没する。 

亡くなる直前には、日本茶貿易の先駆者と

し、元海援隊士石田英吉長崎県令の推薦にて

明治政府から表彰をうけた。大浦お慶の死後、

養子の代に破産し油屋町にあった豪壮な屋敷、

土地も人手に渡ったが、その内お慶の座敷と

仏間のある一棟と小庭、石灯篭などは、長崎



市内の個人宅に移築されている。また、記録

などは散逸、慶の実像を物語るものは残って

ない。墓は高平町にある。 

 

龍馬と小曽根四兄弟 

小曽根乾堂は、維新の志士である坂本龍馬

を始めとする、亀山社中の隊員を支援した事

は有名である。 

幕府側にも、勝海舟、松平春嶽など、豊富

な人脈をもち、極めてバランス感覚を有する

商人であった。乾堂は、薩摩藩の小松帯刀と

ともに、亀山社中立上げに際し、亀山焼窯跡

を借受け、拠点と推察される場所を提供した。 

小曽根町の小曽根本家に、坂本龍馬の妻お龍

を慶応2年 (1866)６月より翌３年 (1867)

２月まで、預かったことも有名である。 

乾堂は、文政 11 年 (1828) ５月２日に小

曽根六左衛門豊茂の長男として誕生する。安

政4年 (1857)乾堂は、江戸で越前藩主松平

春嶽に会い、開港・貿易の必要性を説いてい

る。 

乾堂は、開明派の幕臣勝海舟と大変親しく、

勝海舟が元治元年 (1864)弟子の坂本龍馬を

同行して来崎した際に、乾堂に龍馬を紹介し

た。時代を変えると意気込む龍馬に大きな魅

力を感じ、物心両面の後盾になる。 

乾堂には、３人の弟がいた。次男清三郎正

樹、三男順三郎正雄、四男英四郎竹静の4兄

弟である。龍馬ら維新の志士たちの面倒を見

たのは、末弟の英四郎で、龍馬と行動をとも

にした。 

乾堂は、貿易業に乗出し、長崎港沿岸を埋

め立てて造成、小曽根町に本居を移した。本

博多町の質商は、四男英四郎が引継ぐ。英四

郎は、蒸気船いろは丸に会計官として乗組み、

瀬戸内海で紀州藩船明光丸と衝突する事件に

も遭遇している。 

乾堂は、明治 18 年 (1885)58 歳にて病

死。墓は鍋冠山中腹の太平寺墓地にある。清

三郎は、明治 19 年 (1886)3 月 24 日死去、

その間の消息、墓地は、不明。英四郎は、龍

馬暗殺後の活動の記録はない。明治 23 年

(1890)３月６日死亡。墓は晧台寺にある。 

 

龍馬を撮ったといわれる日本最初のプロカメ

ラマン 

上野彦馬は、幕末から明治にかけて長崎を

始め、日本各地や維新の志士、外国人などを

撮影した。有名なものは坂本龍馬を撮影した

といわれる写真があるが、最近の研究では、

撮影したのは土佐藩より化学 ( 舎
せい

密
み

) や写真

術修行のため長崎の上野彦馬に入門していた、

井上俊三であるとの説が有力である。この龍

馬の写真が中島川川岸にあった上野撮影局で

撮影されたのは間違いない。 

上野彦馬は、天保8年 (1837) 上野俊之丞

の四男として長崎銀屋町 16 番地 ( 現3番

12 号 ) に生まれる。上野家は絵師の家柄で、

父俊之丞は画号を若竜と称していた。 

彦馬 14 歳の時に父俊之丞死去、彦馬が上

野家を相続する。その後、日田の広瀬淡窓の

咸宜園へ入門、長崎へ帰国後、阿蘭陀通詞名

村八右衛門にオランダ語を学び、父俊之丞と

同じ蘭学、化学の研究を目指した。オランダ

商館医ボンペの医学伝習所舎密局で化学を勉

強中に、フォトグラフィーという語に出合い、

以後、その研究に没頭した。自作の写真機と

薬品によって長崎興福寺山門の撮影に成功。 

文久2年 (1862)彦馬 25 歳の時、長崎桜

馬場の川端に上野撮影局を開設。当時の上野

撮影局のお客はほとんどが外国人達であった

が高杉晋作、桂小五郎、井上馨、伊藤俊介、



佐賀の大隈重信などの維新の志士も上野撮影

局の客となり、明治期になると盛業となった。

明治7年 (1874)2 月9日、アメリカ観測隊

が大平山 ( 現星取山 ) で金星を観測したが、

その観測の場面を撮影している。明治 10 年

(1877)には、西南戦争に従軍カメラマンと

して参加、戦跡の写真を撮影する。 

明治 37 年 (1904)5 月 22 日 67 歳にて

死去、晧台寺後山の上野家墓地に眠る。同墓

地にはムラ夫人と愛妾かえでの墓がある。 

  

近代活版印刷の祖・本木昌造 

本木昌造は、文政7年 (1824) 長崎会所請

払役馬田又次衛門の二男元吉として新石灰町

( 現油屋町 ) に生まれた。昌造 12 歳のとき

本木茂吉郎 ( 後の昌左衛門 ) の養子となり、

稽古通詞になった。昌造は 17 歳で小通詞末

席になり、 23 歳で小通詞並、 30 歳で小通

詞過人になった。 

安政元年 (1854)アメリカ使節ペリーが浦

賀に来航、日米和親条約を締結したときは、

下田へ出張した。 

同じ頃、ロシアのプチャーチンの乗るディ

アナ号は、伊豆西海岸で沈没した。これによ

り伊豆の戸田 ( へた ) で新たに軍艦を建造す

ることになった。昌造は軍艦打建方掛を務め、

三本マストのスクーネル船の建造を通して西

洋の造船技術を実地に学ぶことが出来た。 

安政2年 (1855)幕府は長崎奉行所西役所

( 現長崎県庁 ) に海軍伝習所を開設、昌造は

海軍伝習掛となる。万延元年 (1860)昌造

(37歳 ) は、長崎製鉄所御用掛になった。慶

応4年 (1868)7 月には長崎製鉄所頭取とな

った。 

明治2年 (1869)昌造 (46歳 ) は本興善町

( 現興善町 ) の唐通事会所跡 ( 現市立図書

館 ) に活版伝習所を設立し、これを製鉄所に

附属させた。明治元年 (1868)昌造は新町

（現興善町）の長州藩蔵屋敷の跡に、私塾

( 新町義塾 ) を開設した。昌造はこの年、長

崎新聞局を造り『崎陽雑報』を発刊した。明

治3年 (1870)3 月、昌造は製鉄所を辞し、

私塾の中に新町活版所を創設した。 

明治6年 (1873)1 月、昌造は松田源五郎、

池原香穉、西道仙らと共同して新町活版所で

『長崎新聞』を創刊したが、同年 12 月廃刊

になった。 

明治8年 (1875)昌造は病床に就き、9月

３日死去 ( 享年 52 歳 ) 、大光寺後山に埋葬

されている。 

 

(( 薩薩摩摩 ))   

小松帯刀－亀山社中の生みの親 

坂本龍馬と同じ天保6年 (1835) に生まれ

る。幼名肝付尚五郎。安政2年 (1855)20

歳で藩主島津斉彬の御近習になり、生涯その

薫陶を受ける。同年、吉利郷小松家を継ぎ、

安政5年 (1858)小松帯刀清廉と改名。しか

し、この年に斉彬は急死し、小松は下級武士

大久保利通らを率いて葬儀役を務める。 

文久元年 (1861)台場掛に左遷されたこと

で電気水雷の実技習得のため長崎を訪れる

( その後も5回は長崎に来ている ) 。習得成

績が認められ文久2年 (1862)には大番頭、

家老見習いに抜擢され、斉彬の遺志を継いだ

島津久光の中央政界デビューを支えて成功す

る。帰途に生麦事件に遭遇、翌年の薩英戦争

につながる。しかしこれで藩全体が開国に目

覚め慶応元年 (1865)藩士の留学生 19 人を

欧州へ送り出し、翌年には英国公使パークス

を薩摩に招いて友好を深め、藩の存在感を高

めた。いずれも小松の力あってのことである。 



元治元年 (1864)勝海舟の神戸繰錬所罷免

に伴い、龍馬ら塾生の面倒を小松が承諾した

ことで龍馬と出会い、親交が始まる。小松は

龍馬らを薩摩に招き、集成館を見せたりした。

龍馬が一番驚いたのは小松の藩活動を支えて

いる財政力だった。そんな小松に後押しされ

て龍馬は長崎で亀山社中を創設する。小松は

後にグラバーと小菅修船場を建設している。 

龍馬は薩摩で薩長同盟構想を語り、そのた

め薩摩藩の協力を小松に頼んでいる。同盟は

慶応2年 (1866)成立。その後も久光ら有力

藩主同盟の努力は続くが、いったん走り出し

た倒幕の勢いは、小松や龍馬ら穏健派の手を

超えて武力討伐となる。龍馬は慶応3年

(1867)に暗殺され、小松も新政府出仕後の

明治3年 (1870)には病死している。 

 

五代友厚－開国主義的改革の思想家 

天保6年～明治 18 年 (1835 ～ 1885)

江戸時代末期の薩摩藩士、明治時代前期の官

僚、実業家、初代大阪商法会議所会頭。五代

は天保6年 (1835)12 月、薩摩藩士の家に

生まれる。名は徳助、才助、友厚。 

安政4年 (1857)2 月、 23 歳のとき長崎

に遊学し、長崎海軍伝習所に入学。その間、

勝海舟と出会い、勝の開国主義の考え方に触

れている。安政6年 (1859)5 月、再び長崎

に滞在し、公私とも堀孝之、岩瀬公圃、永見

伝三郎らをはじめ多数の長崎の人々と交遊し

て友情を結んでいる。特にグラバーとは密接

な関係を持ち、グラバーの情報・助言・協力

を得て活動している。また、長崎を舞台とし

て多くの幕末維新の志士と交遊している。 

文久2年 (1862)4 月、幕船千歳丸に水夫

として乗船、上海で市場調査等を行っている。

その後、船舶武器などの取り引きにあたって

いる。 

文久3年 (1863)の薩英戦争の際、同年7

月に松木弘安 ( 寺島宗則 ) とともに英国艦に

捕らえられたが、横浜で脱走し、しばらく身

を潜めた。元治元年 (1865)1 月、長崎で潜

伏する。慶応元年 (1865)3 月、藩命によっ

て松木弘安と藩幹部、留学生など合わせて

19 人を引率して英国へ渡った。五代は明治

元年 (1868)12 月に完成した小菅修船場

( 通称 ｢ ソロバンドック ｣ ) の建設に関わっ

ている。また慶応3年 (1867)6 月 ｢ いろは

丸事件」の賠償金の斡旋を行っている。 

慶応4年 (1868)1 月、新政府に出仕、明

治2年 (1869)7 月、官を辞し実業界に身を

投じた。このときから大阪への貢献が始まっ

た。明治 18 年 (1885)9 月、 51 歳の生涯

を閉じ、大阪阿倍野に葬られた。 

 

島津斉彬－幕末の名君 

島津家 28 代藩主。 27 代島津斉興長男

( 修理太夫 薩摩守 幼名邦丸 ) 文化6年

(1809)生まれ。 

蘭癖といわれた曽祖父重豪の影響を受け、

幼少の頃から海外の情報や文化に精通してい

た。生母周子から四経五書や習字等で厳しく

教育を受け、同時に人としての優しさも伝え

られて「ふたつビンタ ( 頭 ) 」といわれるほ

ど聡明だった。江戸生まれ、江戸育ちで松平

春嶽、老中阿部正弘、水戸徳川斉昭らと親交

があり、後年、養女篤姫を将軍家に嫁がせた。 

18 歳の時、重豪に従い、江戸参府に同行

したシーボルトと面会。蘭学開眼の契機とな

った。同年、一橋徳川斉敦の娘英姫と結婚。

藩主になるのは「高崎崩れ」等もあって遅く

嘉永4年 (1851)43 歳であった。母から受

け継いだ「孝」という倫理観、曽祖父の幅広



い教養が藩主としての実行力の基礎となった。 

そのころ、数々の外国船が日本近海の現れ、

対応を迫られていた。嘉永6年 (1853)ペリ

ーが浦賀に現れる。諸外国の近代化を見、わ

が国国防の見地から富国強兵、殖産事業など

薩摩藩をフィールドに新しい国づくりを模索、

鋳砲 ( 反射炉 ) ・造船・ガラス・紡績・出版

など多岐にわたる数々の事業である「集成館

事業」を展開。海防に備え大型軍艦「昌平

丸」を竣工、翌年、日章旗をつけて幕府に献

上した。 

藩士を海軍伝習所に派遣。海軍伝習所教官

カッティンディーケ、伝習生勝海舟、榎本武

揚らが咸臨丸等で２回薩摩に実習訓練で寄港

した際は同艦を視察、自ら集成館を案内した。 

安政5年 (1858)7 月、天保山で大軍事演

習を指揮した後発熱し 16 日藩主在位7年余

の 50 歳で急死した。島津家の菩提寺福昌寺

跡に墓が造られた。死後、天皇から「照國大

明神」の神号が贈られ、照國神社に祭られて

いる。 

 

松方正義－幕末の長崎の秩序維持に尽力 

天保6年 (1835)2 月 25 日、薩摩藩下級

武士 ( 郷士 ) の松方正恭の4男として生まれ

る。 10 歳のとき一家は破産。 11 歳で母、

13 歳で父を亡くす。 

慶応2年 (1866)軍艦掛として来崎。軍艦

規則や艦内整理を研究、西洋数学、測量術の

勉学に励んでいた。長崎にはたびたび訪れ、

艦船の購入や小銃など武器の調達に奔走する。 

慶応4年 (1868)1 月 14 日、鳥羽伏見の

戦いで幕府軍が敗退したのを知った長崎奉行

の河津伊豆守祐邦は奉行所西役所を急ぎ退去。

長崎港内に停泊の外国船に潜み、江戸に向か

おうとしていた。土佐藩士の佐々木三四郎

( 高行 ) らとともに西役所を占拠した松方は

奉行が公金1万７千両を持ち出しているのを

知り、地役人を派遣して全額取り返した ( 後

に3千5百両を戻した ) 。同月9日、長崎の

東古川町など中心部を焼く大火があり、この

金と米を配って困窮の被災者を救済した。 

また、長崎奉行が直轄する遊撃隊 ( 後に振

遠隊と改称 ) の暴発が懸念された。松方は単

身、隊本部に乗り込んで隊長らを説得し新政

府側に帰順させた。さらに在長崎の各国領事

に対し、新政府が確立するまで長崎の各藩代

表が協議して物事を決め、警備もするので従

来通りの通商外交を継続するよう要請した。 

幕末、明治の長崎の混乱時に治安の維持と

人心安定、混乱のない対外活動などに大きく

貢献した。新政府では九州鎮撫使参謀、長崎

裁判所参謀を歴任し、日田県知事に任命され、

長崎を離れる。その後中央では主に金融畑を

進み参議兼大蔵卿に就任、大蔵大臣、首相２

回を務める。内大臣も歴任、元老としても重

きをなした。大正 13 年 (1924)没。 89 歳。 

 

(( 土土佐佐 ))   

岩崎弥太郎 

 岩崎弥太郎は、岩崎家の２男２女の長男と

して土佐国井ノ口村 ( 現在の高知県安芸市）

で、天保5年 (1834)12 月 11 日に生まれ

る。岩崎家は地下浪人であった。地下浪人と

は、土佐藩だけにある武士形態で 40 年以上

郷士であり、のちに郷士職を売却したものに

許された呼称。家禄はないが、身分は武士で

名字帯刀が許されていた。 

 弥太郎は、成長とともに負けず嫌いで直情

径行な餓鬼大将となったが、同家再興の期待

をかけられ 12 歳頃から小牧米山の塾に通う。

嘉永元年 (1848)14 歳にして藩主山内豊熈



に漢詩を披露し「土佐の奇童」とお賞めの言

葉を賜るほど向学心の強い少年であった。 

安政元年 (1854)21 歳、国留守居役奥宮

慥斎の従者として江戸へ遊学した時、儒者安

積艮斉の見山塾に慥斎の尽力で入学するが翌

年父が庄屋との喧嘩で大怪我を負い、急遽帰

国。 

安政４年 (1857)土佐藩の実権を握る吉田

東洋の少林塾に入門。弥太郎が時代の動向を

察知し創案した「貿易論」が縁で許可される。 

 安政６年 (1859)長崎出張を命じられる。

海外事情の実態把握が目的であったが、情報

を得るための遊郭で公金 100 両を遣込み無

断で帰国。わずか4ヶ月で罷免、帰農。 

 文久２年 (1862)東洋暗殺さる。 

 慶応３年 (1867)土佐藩福岡籐次から開成

館貨殖局長崎出張所へ誘われ、２度目の長崎

行きが実現する。弥太郎の赴任直後、海援隊

が誕生。長崎の清風亭において、龍馬と象二

郎との画期的な会談が実現した結果、龍馬と

中岡慎太郎の脱藩罪が許され、土佐藩財政を

救援する目的で土佐商会が結成。弥太郎はこ

の海援隊の会計も兼ねたことから龍馬とは深

く関わっていく。弥太郎と龍馬、２人の強大

なエネルギーは長崎という舞台で融合し、や

がて日本政治・経済を牽引する力を生み出し

ていく。 

 

坂本龍馬と「いろは丸」事件 

 龍馬は、伊予大洲藩所有の「いろは丸」を

海援隊で使用するため、後藤象二郎を通じて

「日数 15 日間、1航海 500 両」という契

約を結び借り受け、運航した。 慶応3年

(1867)4 月 23 日午後 11 時頃、瀬戸内海

の備中六島沖で、いろは丸 (160㌧ ) と紀州

藩明光丸 (887 ㌧ ) と衝突し、いろは丸が沈

没した事件である。これは、我が国最初の

「蒸気船どうしの衝突」事故であった。 

 龍馬ら乗組員は明光丸に乗り移り、備後鞆

の津に上陸した。4月 24 日龍馬は明光丸船

長といろは丸沈没の善後策を協議するため交

渉を始めたが不調に終わり、5月 15 日から

長崎玉園町の聖福寺で交渉が再開された。 

 当初は海援隊と紀州藩との談判に終始して

いたが、途中からどうにも進展しない状況を

察知した土佐藩参政後藤象二郎が加わり、事 

は土佐藩対紀州藩の事件に発展した。 

 龍馬は万国公法を持ち出したり、長崎花街

に「船を沈めた、その償いは金を取らずに国

を取る」という俗謡を流行らせたりした。 

 紀州藩が勝ち目がないことを覚り、薩摩藩

の五代戈助に調停を依頼し、5月 23 日つい

に83,500両の賠償金の支払いに同意した。 

 その後、紀州藩の中で反対意見が噴出し、

慶応３年 (1867)10 月頃紀州藩の岩崎轍輌、

山田伝左衛門らと土佐藩最高責任者佐々木三

四郎、土佐商会岩崎弥太郎らと交渉を行った

結果70,000両で合意し、同年 11 月７日賠

償金が完済された。その頃、後藤象二郎と龍

馬は上京しており不在であった。 

 この事件は衝突原因をはじめ、賠償金の減

額理由、その後の賠償額の分配等、多くの謎

を秘めた事件である。 

 

龍馬の妻、お龍の生涯 

 龍馬の妻となる楢崎龍は、医師楢崎将作の

長女として京都で生まれる。父が井伊直弼に

よる安政の大獄で捕らえられ、それが原因で

病死。遺族は困窮し一家は離散。お龍は旅館

扇岩で働くことになる。妹が悪い輩に騙され

て大坂の遊郭に連れて行かれた時、お龍は単

身乗り込み妹を連れ戻す程の血気を秘めてい



た。天誅組の世話になるなど、働き口を転々

としている時に龍馬と出会う。龍馬は、お龍

の美人で気が強く自由奔放なところを気に入

っていた。 

  慶応2年 (1866)1 月寺田屋が包囲され

た時、お龍は機転で龍馬に危機を知らせ、そ

の時重傷を負った龍馬を必死で介護した。そ

の献身的な看病がお龍との結婚を決断をさせ

た要因だといわれ、その後中岡慎太郎の媒酌

で結婚。薩摩藩船三邦丸で薩摩へ向かった。

2人にとって薩摩行きは、京都で受けた傷を

癒す旅であると同時に逃避行でもあったのだ。

吉井幸輔に薦められ、霧島地域の温泉などを

巡り、これが日本最初の新婚旅行といわれて

いる。 

 長崎へ向かった龍馬は、豪商小曽根本乾堂

宅にお龍の世話を頼んだ。慶応２年 (1866)

６月から翌年２月までの約８カ月間長崎の小

曽根邸で暮らし、この頃龍馬も亀山社中の経

営に専念。２人の結婚生活が３年余りに過ぎ

ないことを思えば、長崎は文字通り２人の

「愛の巣」だったのである。 

 慶応３年 (1867)２月、龍馬はお龍をつれ

下関の伊藤邸 ( 自然堂 ) に入る。 11 月 15

日近江屋で龍馬は中岡慎太郎等と会談中に刺

客に襲われ死去。それをお龍が知るのは、

12 月２日三吉慎蔵からであった。 

 

 

 

長長州州（（萩萩藩藩））  

藩の概要と調査 

幕末の長州藩は周防・長門の２カ国 36 万

石で 13 代藩主毛利慶親の時代である。萩に

城を構えていたので活躍した志士達の大部分

は萩出身であるが、井上馨・大村益次郎ら今

の山口市出身者や、海防僧と呼ばれた月性、

奇兵隊総督の赤禰武人ら今の岩国の人もいた。

支藩の長州藩 ( 現下関 ) では豪商の白石正一

郎が坂本龍馬、高杉晋作らの活躍を支え続け

た。また、お龍を預かった伊藤本陣もあった。 

嘉永6年 (1853)のペリー来航以来、攘夷

を藩論として京都や江戸で桂小五郎、久坂玄

瑞、高杉晋作らが活躍する。その精神的支え

は吉田松陰の松下村塾の教えにあった。 

孝明天皇の外国嫌いを知り、開国やむなし

とする幕府を朝廷を巻き込んでの攘夷に突き

進み、しぶしぶ認めた幕府の攘夷決行日、文

久3年 (1863)5 月 10 日には長州のみで外

航船砲撃を行ったが手痛い反撃を受けて、防

衛体制の強化のため高杉晋作の案による奇兵

隊の創設となり武士階級以外の軍事組織が初

めて誕生した。 

 さらに、将軍の入洛に合わせて倒幕をも含

んだ攘夷運動を計画するがこれには孝明天皇

も反対し、薩摩 , 会津両藩の8月 18 日の政

変で長州と攘夷派７卿が京都から追放された。 

 元治元年 (1864)失地回復を狙っていた長

州藩内では強硬派の勢力が強まり、準備不足

のまま７月１９日に御所の攻撃 ( 禁門の変 )

に踏み切った。これに勝利した朝廷側は幕府

に長州征伐の勅命をだすが長州側では保守派

が主導権を握り、恭順して攻撃をまぬかれた。

その時期、4カ国連合艦隊の下関攻撃を受け、

砲台は全滅し窮地に陥った。 

 保守派の弾圧が強まり、多数の志士達の処



刑等で藩の将来に危機を感じた高杉晋作は逃

亡先の福岡から下関に帰り、功山寺で７卿に

挨拶した後、伊藤博文他８０人程度と挙兵し

た。後に奇兵隊も加わり萩の本隊を破って主

導権を握った。 

これを知った幕府は第２次長州征伐を企て

るが、他藩の動きは鈍かった。この間に、大

村益次郎による軍備の近代化、坂本龍馬の仲

介による薩長同盟が結ばれ、薩摩名義での船

や兵器の調達も順調に進み、

反撃の態勢を整えた。慶応

2年 (1866)幕府軍は4方

面から長州攻撃を行うがすべて敗退し、 14

代将軍家茂の死亡を契機に勝海舟を派遣して

休戦講和を行った。 

 これ以降、薩摩と手を握り倒幕運動に邁進

する。慶応3年 (1867)12 月、王政復古が

行われ有栖川親王を総裁に頂いて、長州、薩

摩、土佐などが土台となって新政府が発足し

た。 15 代将軍となった慶喜は大坂に居たが、

京へ向かって反撃 ( 鳥羽伏見の戦い ) に出る

も、錦の御旗を掲げた新政府軍に反抗して朝

敵となることを怖れ、江戸に帰って恭順の意

を示した。その後、東北の会津藩ほかの幕府

に忠実な勢力も戊辰戦争での長州、薩摩、土

佐、肥前を中心とする新政府軍に敗れ、日本

は新しい時代をむかえた。 

 明治2年 (1869)には藩籍奉還を行った後、

藩主の座を元徳に譲り毛利敬親は引退した。

( 恭順のとき、敬親に名前を変えている )  

 木戸孝允の死後、伊藤博文、山県有朋らが 

活躍する時代となる。 

長州藩を担当した私達は当初、吉田松陰、

高杉晋作、久坂玄瑞、大村益次郎、木戸孝允、

白石正一郎を取り上げて調査をしたが、報告

書の制約から木戸孝允、白石正一郎は次回に

譲り、伊藤博文、井上馨、山県有朋らととも

に来年度の報告に入れることにした。           

班の活動の１回目は８月２日東行記念館他

に塾全体の行事として行き史跡探索を行った。         

２回目は有志による調査旅行を行った。 

１０月６日、萩 ( 萩博物館、萩城跡、松陰神

社、城下町の志士ゆかりの場所、他 )    

１０月７日、下関 ( 長府博物館、功山寺、白

石邸跡、砲台跡、高杉ゆかりの場所、他 )  

吉田松陰 

下村塾で幕末の若き志士達を身分の差別な

く受け入れ、藩の枠を超えた政治のあり方を

説き短い時間ではあったが後の長州人の活躍

の基礎を築いた。 

高杉晋作 

 萩藩の将来を懸念して長府の功山寺で挙兵

して、松下村塾の教えを貫き、後に薩摩と組

んで倒幕に向かう基礎を築いた。 

若くして病死したが、東行庵で、今もずっと

弔われている。 

久坂玄瑞 

 日本の将来を思い尊王攘夷運動の先頭に立

って活躍した。公明寺党を作って外国船攻撃

を行ったりしたが時期が熟せず、禁門の変で

志半ばで散ってしまった。 

大村益次郎 

 大坂適塾で蘭学を学び医者を目指すがうま

く行かず、同時に習った西洋式兵法で力を発

揮して、第２次長州征伐、戊辰戦争で活躍し

た。最後は不満を持つ守旧派の士族に暗殺さ

れた。 

終わりに  

充実した１年であったが、来年に続くので、

さらに深く探求したい。皆で楽しみにしてい

る！ 

             



(( 江江戸戸・・諸諸藩藩・・そそのの他他 ))   

我が班は、薩摩、長州、土佐、肥前佐嘉、

長崎以外で龍馬と関わりのあった人物、もし

くは、幕末に長崎に来たことのある人物など

について、各自が江戸 ( 東京 ) ・会津 ( 福

島 ) ・越後 ( 新潟 ) ・肥後 ( 熊本 ) ・土佐

( 高知 ) ・薩摩 ( 鹿児島 ) などにも赴いて調

べた成果をまとめた。調査した人物は生まれ

順に、柴田方庵、ドンケル・クルチウス、河

井継之助、由利公正、松本良順、榎本武揚、

アーネスト・サトウの7名である。 

以下にそれぞれの人物の概略を記す。 

柴田方庵 (1800-1856)  

 水戸藩医で現・茨城県日立市出身。天保2

年 (1831)32 歳で長崎に留学し蘭方医とし

て活躍し長崎に定住する形になり、出島への

出入りも許され阿蘭陀通詞と親しくなり貴重

な世界の情報を得る立場となった。結果とし

て水戸藩への情報提供が任務のようになった。 

 また、牛痘種痘法普及の貢献者であるが、

長崎人として記録されていたため水戸藩出身

の医家としては知られることが少なかった。 

それから、水戸藩が兵糧としてパンやビス

ケットに注目していた事を知る記録として、

方庵の日記である『方庵日録』の安政2年

(1855)2 月 28 日付けに、阿蘭陀人から学

んだビスケットの製法を藩に送ったと記して

あるのも興味深い。 

ドンケル・クルチウス (1813-1879)  

 最後のオランダ商館長であり、オランダの

東部都市アルンヘム市生まれ。 

 1852年に東インド会社総督の長崎奉行宛

信書を携えてオランダ商館長としてバタヴィ

アから来日した。日本滞在8年間の業績は、

①幕府海軍の創設を提言。 

②外交業務。 

③絵踏制度の廃止。 

④駐日外交官として日蘭間の交渉役を継続。 

⑤日本語文法書『日本文法稿本』を作成。 

⑥ライデン大学の日本学の基礎作り。 

⑦日本初の有線式実用長距離電信実験に成功。 

幕末の日本において近代化のために多大に貢

献した外国人の一人である。 

河井継之助 (1827-1868)  

 越後長岡藩の家老。戊辰戦争において、会

津・庄内藩の征討を掲げる新政府に対して戦

争回避に動いたが、願いはかなわなかった。 

継之助は龍馬よりも5年早く長崎の地を踏

んでおり、龍馬とは多くの共通点がある。二

人は佐久間象山の塾で学び、共に開国思想の

持ち主で、継之助もブーツを履き、ピストル

も持っていたし、万国公法も読んでいた。旧

習にとらわれず新しいものを取り入れた点で

は共通している。 

 二人とも、当時、日本の将来像を描くこと

ができた数少ない人物で、その世界観は国際

的で先進的だった。共に、もし生きていれば

日本は変わったと思わせるような惜しい人物

である。 

由利公正 (1829-1909)  

 龍馬が人生最後に心ゆくまで話し合った男。 

文政 12 年 (1829)、松平慶永 ( 春嶽 ) の福

井城下、藩士の家に生まれる。安政5年

(1858)交易調査のため長崎出張を命じられ、

師である熊本藩士・横井小楠の帰国に随行し

て出発する。安政6年 (1859)福井藩に帰り

物産総会所の設立を促すなど、藩札発行と生

糸・醤油などの専売制を結合した殖産興業政

策によって、藩財政を再建した。 

慶応3年 (1867)、暗殺される直前に福井

に来た龍馬と経済理論・新政府の財政政策に

ついて語り合う。東京府知事、貴族院議員、



有隣保険会社社長、史談会会長などを歴任す

るなど明治維新直後に新政府において国家規

模で殖産興業の経済理論を最初に実践した。 

松本良順 (1832-1907)  

 西洋医学の医師であった父の佐藤泰然の次

男として生まれる。 18 歳の時、難なく医学

試験に合格し、父の親友で東洋医学の松本良

甫の養子になるが、西洋医学を目指し、西洋

医学者になる。彼が民衆に与えた功績として

は、嗜好品としての牛乳の奨励や温泉入浴法、

大磯町においての海水浴の普及等庶民の生活

の中にいきづいているものばかりである。 

新選組の局長であった近藤勇や副長の土方

歳三とも交わりがあり、現在の佐古小学校の

地にあった「医学伝習所」では、オランダ軍

医であるポンペの助手として従事し、死刑囚

の解剖も手掛けた。幕府側の医師として最期

まで尽くし、明治期の初代陸軍軍医事総官ま

で登りつめた。 

榎本武揚 (1836-1908)  

 幕末期の幕臣、明治期の政治家。江戸下谷

御徒町 ( 現在の浅草柳原町辺り ) に生まれた。

幼名は釜次郎。父は幕臣・榎本円兵衛武規で、

高橋景保・伊能忠敬に師事し、忠敬の死後

「日本沿海輿地図」の完成に尽力した人物で

ある。安政2年 (1855)長崎に海軍伝習所が

開設されたおりには、安政3年 (1856)から

安政5年 (1858)まで  、伝習生として在崎

している。慶喜謹慎、江戸城無血開城ののち

徳川家が 70 万石で駿府に移封となり、幕臣

の生活を守るため北方警備とその地での殖産

に役立たせたい思いで、旧幕府艦隊を率いて

蝦夷地へと向かった。新政府では歴代内閣の

閣僚を務めた。 

アーネスト・サトウ (1843-1929)  

 サトウはバルト海に面した北ドイツのヴィ

スマールに生まれた。オリファント著「中国

と日本へのエルギン伯使節団の物語」を読ん

で日本に関心を抱き、大学2年の1861年イ

ギリス外務省の中国・日本領事部門通訳生試

験に首席で合格。太平天国の乱最中の中国を

経由して文久2年 (1862) 9月8日横浜に到

着、初めて日本の土を踏む。6日目に生麦事

件に遭遇。文久3年 (1863)8 月薩英戦争、

元治元年 (1864)下関砲撃に同行。慶応元年

(1865)日本語通訳官に昇進。同僚にアレグ

ザンダー・フォン・シーボルトがいた。 

1906年5月に清国公使を最後に外交官を

引退、枢密顧問官、ハーグの国際仲裁裁判所

の英国代表を務める。オックスフォード、ケ

ンブリッジ両大学から名誉法学博士を授けら

れる。勲一等旭日章。 

第5班メンバー（人物執筆順） 

石橋義孝、坂本紘一、工藤新一、宮川雅一、 

白地弘奈、石橋久美子、今道頴治 

 

（（佐佐賀賀））  

長崎における幕末の佐賀藩 

戦国末期、佐賀の竜造寺隆信は、薩摩の島

津氏と豊後の大友氏と九州を三分するほどの

勢力であったが、天正 12 年 (1584)隆信が

島原の沖田畷の戦いで敗死すると、竜造寺氏

の勢力は衰え ､ 家老の鍋島直茂が頭角を現し

た。慶長 12 年 (1606)竜造寺本家が廃絶す

ると、徳川幕府から鍋島氏は佐賀藩 (35万3

千石 ) の藩主として認められた。 

 鍋島家は、残存する竜造寺分家や深堀氏を

そのまま任地領主として認めたので、小城、

鹿島、蓮池などの鍋島親藩と彼らの領地が入

り混じる佐賀藩独特の複雑な政治形態が生ま

れた。このため長崎にある諌早家や深淵鍋島

家などの領地は佐賀藩領として点在し、両家



は親類同格や家老とし領地経営を任された。 

寛永 18 年 (1641)幕府は天領長崎の警備を

福岡藩に命じ、長崎港に面した戸訂と西泊に

番所を設け警備を命じたので、以後は隔年ご

とに警備をさせた。翌寛永 19 年には佐賀藩

に担当することになった。 

 当時の佐賀藩主鍋島勝茂は、長崎警備の命

を受け大いに感激したといわれ、早速 ､ 深堀

を拠点に警備の具体的方策を立て、領主深堀

鍋島七左衛門に永代番方を命じた。諌早領は、

街道の要所であり異変があれば直ちに長崎奉

行の指示を受けること ､ 矢上宿には鉄砲、兵

糧、草靴などを備えるよう命じた。 

 文化5年 (1808)、イギリス軍艦フェート

ン号がオランダ船に偽装して長崎港に侵入し

た。長崎奉行は、拿捕を命じるがその年の長

崎警備担当であった佐賀藩は、オランダ船が

不在のこともあり、初期の意気込みはなくな

り、武士たちは大半が帰藩していた。深堀鍋

島も諌早も本藩からの指示が遅くなんの対応

も出来ないまま、フェートン号は飲料水、食

料などを得て港を出て行った。 

 長崎奉行松平図書頭は、責任を感じ切腹、

佐賀藩は藩主斉直が逼塞、関係者は蟄居、切

腹など厳しい処分を受けた。幕府権力が強い

時であれば、減封などは免れなかったと思う

が、佐賀藩は幕府に対し大きな瑕疵を背負っ

て幕末をむかえる事になった。 

この様な時、藩祖直茂以来の英君と言われ

る鍋島直正 ( 斉正・関叟 ) が 17 歳で第 10

代の藩主となった。初のお国入りの時 ､ 借金

取に遮られ、行列が動かなかった程の貧乏藩

を見事に立ち直らせ、幕府に次ぐ近代軍事国

家に育て上げた。 

 直正は、フェートン号事件による失態を挽

回すべく長崎警備には特に重点を置き、 50

数回も長崎を視察し、同時に海外の知識を吸

収し警備の強化に努め、家臣にも蘭学や最新

の科学技術を学ばせた。わが国最初の蒸気機

関車、蒸気船の模型や電信機を製作し、安政

2年 (1855)にできた長崎海軍伝習所や医学

伝習所には積極的に多くの伝習生を参加させ

た。又一早く外国船を購入し、自藩でも軍艦

を造り海軍力の増強を図り、更に大砲の製造

には執念を燃やし反射炉を造り、わが国唯一

の 150 ポンドカノン砲の製作に成功した。 

 長崎の内外の魚見岳、伊王島、香焼島の台

場の増強に努め ､ 藩を傾けるとまで言われた

神の島、四郎ケ島台場は、自力で築造するな

ど異常と思わせる行動力を発揮して海防に務

めた。一方、二重鎖国といわれ、実力なき攘

夷を嫌い議論だけの尊皇攘夷の志士だちとの

接触を禁じた。したがって他藩のように派手

な動きは無く、志士らしい大物は出ていない

が、鍋島茂義 ( 武雄領主 ) 、伊東玄朴、佐野

常民、本島藤太夫、副島種臣、大隈重信など

が長崎で多くの事を学び、先進的な知識を得

て維新回天の偉業に携わった。蘭学から英語

への切り替わりも早く、慶応元年 (1865) ア

メリカ宣教師フルベッキを迎え、誰でも入学

できる英語塾致遠館を長崎に創設し、教育の

発展にも寄与した。 

 

佐賀藩出身で幕末・維新に活躍した主な人物 

鍋島直正 

10 代佐賀藩主 ｡ 佐賀の近代化を推進。又

人材育成に貢献 ( 詳細は上記に記載 ) 。生涯

に 50 回以上長崎を訪れ ､ 佐賀藩を指揮した。 

佐野常民 

マルチコーディネーター：三重津海軍所の

創設等佐賀藩海軍の先駆者。パリ・ウィーン

万博に参画、わが国でも勧業博覧会を開催し



た博覧会男。西南戦争で敵・昧方の区別無く

救護し日本赤十字社の創設者。大蔵卿、元老

院議長等を歴任した政治家。 

副島種臣 

致遠館の学生監督を務める。外務卿の時マ

リヤ・ルィス号事件を指揮し正義・高潔の政

治家と言われた。書家としても著名で、佐賀

新聞の題字を書いている。 

江藤新平 

司法卿として、日本の司法制度を整備。又

三権分立を提唱する ｡ 参議も務めたが征韓論

に敗れて下野。佐賀征韓党首領として擁立さ

れて、ついには佐賀戦争に敗れ ､ 刑死した。 

大隈重信 

致遠館を設立し、自ら教師として英語を教

える。明治元年の長崎で、佐賀藩代表として

長崎の行政・治安に当たる。明治 15 年に東

京専門学校 ( 現早稲田大学 ) を創立した。参

議、大蔵卿を経て第8・ 17 代の内閣総理大

臣を務める。 

伊東玄朴 

シーボルトから医学を学ぶ。シーボルト事

件にも関わりを持つが無罪となる。佐賀藩の

御匙医隣、藩主直正に建言し牛痘接種の普及

を図る。蘭方医で初の奥医師となり医学所取

締などを歴任した。 

鍋島茂義 

28 代武雄領主、高島秋帆に学び、西洋式

砲術や科学技術を習得し、近代式大砲の研究

開発、製造を武雄で行う契機となった。藩主

鍋島直正に大きな影響を与えた。又、佐賀藩

精錬方の最高責任者となり国産蒸気船の研究

にも励んだ。 

フルベッキ 

オランダ出身、米国の宣教師として来崎し

長崎英語伝習所の教師となる。浦五島町の致

遠館の校長を務める。その後、大隈重信の推

薦で開成学校の教授、教頭を歴任した。 

佐賀 7 賢人について 

佐賀7賢人を年齢順に並べると、鍋島直正 

( 前出 ) 、佐野常民 ( 船出 ) 、島義勇 ( 北海

道開拓の父 ) 、副島種臣 ( 前出 ) 、大木喬任

( 教育制度を創設 ) 、江藤新平 ( 前出 ) 、大

隈重信 ( 前出 ) 。佐賀藩は ､ 鍋島直正が作り

上げた近代文明と7賢人をトップとする人材

で明治初期の日本をリードした。 

 

Ⅳ 一言メモ 

天野一朗 長州藩の達跡めぐりで、萩、下関

に行き非常に有意義な旅であった。 

池田忍  皆さんと出逢えた事が何よりの宝

物です。ありがとうございました。 

石橋久美子 念願だった佐野常民記念館行き

が、研修旅行で叶い、嬉しかった。 

石橋義孝 幕末の、人物調べ、興味枠。一つ、

またーつと新しい発見です。 

泉田正和 『幕末と長崎』の史実の深さに加

える龍馬の学習は益々関心高まる。 

泉屋郁夫 盛り上がる幕末の志士龍馬伝 

井手勝摩 故郷佐賀の偉大をあらためて勉強

したが ､ 新しい事柄が発見された。 

上野善幸 初めての参加でしたが調べる程に

なぞが増える不思議な1年でした。 

大町進  史談会や歴女に囲まれ、脳が活性

化！？次は肉体の若返りを・・・ 

小方みどり 文章を短く纏めるのに皆が四苦

八苦。それでも楽しい一時でした。 

梶山定子 資料がとぼしく ､ 写真もなく伯爵

( 吉井友美 ) でも時の流れを感じた。 

北浦由美子 初めての参加でしたが、楽しく

活動でき、素敵な時間が持てま

した。 



工藤新一 歴史を想い、時を繋ぎ、人を想い、

心を繋ぐことの楽しさよ！ 

鞍田屋紘司 伝習所塾生が親しく坂本龍馬を

熱く語らいながら長州藩も楽し

めた。 

栗原混嵩 楽しい塾でした。幕末に活躍した

佐賀藩の若者たちを知りました。 

小嶺昭典 月二回の会合と現地調査旅行と塾

活動の楽しさを次年度も継続した

い。 

坂本紘一 小論文なのに自分の言葉で表現す

るむずかしさを改めて痛感した。 

桜井蓉子 ｢ 推敲を終えてすっきり如月むか

ふ ｣ て気分です。 

佐藤眞一 佐賀藩の調査で佐野常民が実施し

た内容にすごく感銘を受けました。 

白地弘奈 良順先生について調べる機会に恵

まれ、大変充実した一年でした。 

城田征義 調査対象があまりにも広すぎ、非

常に苦しい。ギブアップです。 

田端光男 鹿児島研修で西郷隆盛のご子孫と

の出会いができたのが最高でした。 

常川和宏 幕末の長崎に生きた人達の知らな

かった面を勉強でき、為になった。 

冨永則子 龍馬と薩摩藩の志士達を調べ歴史

を少しだけたどることができまし

た。 

朝長初巳 今年は伝習塾例会に欠席が多く協

力出来ずに迷惑かけました。 

中島吉盛 幕末・明治の変革期に活動した偉

人達の生き方を知ることができた。 

長門ヤス子 佐賀藩の財政はとぼしい中、航

海術鉄砲造船など目を見はる活

躍だ。 

西本浜路 幕末の頃の長崎の輝きを、現在に

も・・・と願っています。 

日宇孝良 幕末の佐賀藩の国防と科学技術の

取り組みへの先見性を知り驚嘆し

た。 

平山次男 幕末長崎に来た龍馬とその志士達

の熱き青春をこの伝習塾で再発見。 

福田哲也 当塾で原稿作成の難しさ ( 著作権

問題等 ) を再認識。勉強になった。 

藤丸清子 「塾」で佐賀藩の事や四郎ケ島の

史跡を知ることができて ､ 感謝です。 

細川敏明 長崎さるく龍馬の幕末より英雄に

輝く飛躍の年になりそう！！ 

松尾千恵 伝習塾に参加して皆様からたくさ

ん教えてもらう事ができました。 

松本奈美 歴史の難しさを実感すると共に、

楽しさを知る事ができました。 

混野正行 龍馬を学んで長崎と鹿児島が強い

結びつきがある事を知りました。 

三ケ島正彦 幕末の長崎、長州への研修旅行

等楽しく学べました。 

三丸正紀 振り切れそうになった時、龍馬思

えばどんなことでも笑って出来る。 

宮川雅一 幕末の長崎には、本当に多くの内

外の人が来て活躍していますな

あ !  

宮田一美 龍馬を知る事で幕末維新を学び直

す切っ掛けとなり感謝しています。 

村崎春樹 龍馬の長崎での足跡並びに彼を支

えた長崎の人々がいた事を誇りた

い。 

八木久雄 毎年、長崎に関しての歴史につい

て勉強でき、大変有意義です。 

山口篤史 調べるうちに長崎での活動ぶりを

知ることができすべてが新鮮だっ

た。 

吉野誠次 龍馬や幕末に長崎で活躍した人物

を知る事で良い勉強になりました。 



Ⅴ 龍馬さんへのラブレター 

 

            塾生 池田 忍  

 

人は誰でもいつか死ぬ。 

でも、死なぬ者も、時には、いる。  

その名は、龍馬。坂本龍馬。 

あなたの心を 覗きたい。 

どうして、そんな生き方が、出来たのか、  

欲に まみれた今の世に、あなたの姿を思い浮かべる。 

龍馬…我等の道しるべ。変わる事無き、光星(ひかりぼし）  

何処に行くにも 何をするにも、あなたを思えば、道は開ける。  

ゆくべき道が、おのずとわかる。  

地位やお金に決して溺れず、自由に生きた最強の魂。 

どんな人や物も受け入れ、愛情豊か、豪快に笑う。 

そんな龍馬 を 誰もが慕う。 

そんな龍馬 の 懐(ふところ)に入りたがる。  

龍馬…あなたが残した志、肌身離さず、この手に持とう。 

龍馬…あなたに恥じぬよう、堂々 たる生き方を 我等は見せよう。  

一人一人の力は小さくて、あなたのようには、なれないが、 

隣を見れば仲間がいる。手を繋げば、大きくなれる。 

だから 皆と生きてゆく。 

この世を長崎から 変えてゆく。  

それが 我等、長崎の役目と、龍馬、 あなたが教えてくれた。  

初めの一歩は、龍馬伝と幕末人物塾。そして、ここから 2歩目が生まれる。  

龍馬、 我等は、あなたの風に乗り、今から この世を 羽ばたき始める！ 



Ⅵ おわりに 

顧問 宮川 雅一 

 最近の長崎伝習所において、長崎学を研究

した塾としては、長崎から全国に広まった

「モノ」・学問・技術・思想を調査した「出

島事始め塾」、広く隠れた長崎の歴史を掘り

起こした「長崎の歴史再発見塾」及び新しく

市域になった場所の歴史を探訪研究した「新

長崎市の史跡探訪塾」がある。 

それぞれ報告書があって市民の勉学や「さ

るく」案内の参考などに活用されている。塾

で検討の結果、提案された行事その他が実現

した例もある。 

 この「龍馬伝と幕末人物塾」は、坂本龍馬

ブームの到来に着目して、龍馬をはじめ、幕

末に長崎に来て勉強したり活躍した人物の長

崎における真実の姿や行動を解明し、それら

を通して、長崎の活況・繁栄を再現・再認識

して、長崎のまちづくりや観光振興に役立て

ようとするものである。 

 幕末の長崎には、知れば知るほど、本当に

全国各地や世界中から歴史に名を残す多くの

人物が訪れていることに驚くばかりである。

そしてそのことを教える多くの文献や史跡が

長崎のほか国内各地にまた欧米にも残されて

いて、その頃の長崎が日本のなかで、江戸時

代当初からに引き続きいかに重要な場所であ

ったかを、示してくれるのである。 

 五十人近い塾生が、主として龍馬にゆかり

のある人物について、地域を分担して、この

1年間、関東・関西・下関・鹿児島など国内

各地にまで、ほとんど自弁で足をのばし、見

聞・収集した材料と、手元にある史料その他

と照らし合わせて整理して、できたのがこの

報告書である。紙面の都合で掲載されなかっ

た写真なども数多くあって、今後の広く有効

な活用を期しているところである。 

 とはいえ調査研究はいまだ道半ばである。

肝腎の地元の人物を始め、龍馬が長崎で活躍

した元治・慶応はもとより、それから前後に

少し時代をずらすと、まだまだ数多くの人物

が調査すべき対象として残っている。事情が

許せば、引き続き次年度にも、皆さんと一緒

に、貴重で楽しい研究の時間をもちたいもの

である。 

市関係当局には、これまでの格別のご配慮

に感謝申し上げますとともに、塾生一同の現

在の気持ちを、よろしくご賢察賜りますよう

お願いいたします。 



龍馬伝と幕末人物塾 

塾長 三丸 正紀 

顧問 原田 博二 21 工藤 新一 41 藤丸 清子 

顧問 宮川 雅一 22 鞍田屋 紘司 42 細川 敏明 

顧問 田端 光男 23 栗原 眞嵩 43 本多 正人 

顧問 小嶺 昭典 24 小武家 雄康 44 松尾 貞雄 

副塾長 城田 征義 25 坂本 紘一 45 松尾 千恵 

6 天野 一朗 26 桜井 蓉子 46 松尾 博之 

7 池田 忍 27 佐藤 眞一 47 松本 淳美 

8 池田 松義 28 白地 和幸 48 松本 奈美 

9 石橋 久美子 29 白地 弘奈 49 眞野 正行 

10 石橋 義孝 30 常川 和宏 50 三ヶ島 正彦 

11 泉田 正和 31 富永 則子 51 宮崎 健 

12 泉屋 郁夫 32 冨永 緑 52 宮田 一美 

13 井手 勝摩 33 朝長 初巳 53 村崎 春樹 

14 今道 穎治 34 中島 吉盛 54 八木 久雄 

15 上野 善幸 35 長門 ヤス子 55 山口 篤史 

16 大町 進 36 西本 浜路 56 山口 義平 

17 小方 みどり 37 原口 和代 57 吉野 誠次 

18 梶山 定子 38 日宇 孝良 58 若杉 昭子 

19 岸本 賢一 39 平山 次男   

20 北浦 由美子 40 福田 哲也 事務局員 
さるく観光課 

中村 勇一郎 

 


