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戦後の長崎文化史研究の
歩みを語る

長崎地方文化歴史研究家。『ながさきぶらぶら節』に出てくる長崎学の
第一人者・古賀十二郎氏の孫弟子にあたる。長崎史や長崎を中心とした
美術・工芸の研究と紹介に努めるかたわら数多くの執筆活動や監修を手
掛ける。
1921年（大正10年）長崎市に生まれる

龍谷大学文学部を卒業し復員後、長崎市立博物館
勤務（学芸員）

1974年（昭和49年）長崎市立博物館館長に就任
1981年（昭和56年）長崎市立博物館館長を定年退職
1982年（昭和57年）長崎歴史文化協会設立、理事長就任
1983年（昭和58年）純心女子短期大学英米文化科教授となる
1998年（平成10年）純心大学長崎学研究所研究員となる（現在顧問）

１．はじめに

　昭和20（1945）年８月15日終戦の日を迎え、

私が福岡の西部軍より長崎に帰省できたのは

９月３日のお昼頃でした。長崎駅の建物は全

てなく、駅前には焼跡の大きな広場があり、

目の前には遠く焼け残った市役所の建物が唯

一建っていました。幸いに私の家は中島川の

向こうで風
かさ

頭
がしら

山の下にあり、屋根は落ち傾

いていましたが残っていました。其の後、暫

くは食べ物も充分でなく、仕事もなく、大変

厳しい生活でした。

　然し、翌年から長崎の町も次第に復興し、

町には町内会・青年団が整備されたのも其の

頃からで、市役所には教育委員会・社会教育

課等はまだ無かったようでした。

　昭和22（1947）年10月頃だったと思います

が、翌23（1948）年１月15日より国が「成人

の日」を制定したので各市町村の「青年団」

に『成人の日記念日』に参加するようにと呼

びかけ、「あなたが最初の“『長崎市成人の日

記念式』の世話役委員長”になりなさい。」

との事で、当日私は出島にあった三菱会館の

会場で委員長の挨拶をさせて戴いたことがあ

りました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　其の頃、長崎で唯一学術研修の場として

残っていたのは立山の長崎県立図書館であり、

永島正一先生、片岡彌吉先生等が私と同様に

復員して帰って来られた事もあって一室に集

り、先輩格の古賀十二郎先生、渡辺庫輔先生

を中心に「何か勉強の場を…」と言うことで、

月に２、３回集まる事にしました。

　当時の研究資料として古賀十二郎先生著の

「長崎英語研究」の中の序文によると昭和21

（1946）年４月下旬とあり、次のように記し
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てあります。

本書の上梓にあたり　いろいろ幹施され

た九州書房の劉寒吉氏、矢野朗氏、風木

雲太郎氏に千葉萬謝の意を表しておく

……

　同書の発行所と金額は「福岡市九州書房・

定価四十圓」でした。また当時の長崎は原爆

の影響もあり、まだ書籍を発行できる印刷所

もなかったようでした。

　その後、長崎県立図書館内に「長崎学会」

事務所を置き「長崎学会叢書」として増田高

彦氏の援助を受け、「長崎叢書第一輯」が発

刊されたのは昭和29（1954）年でありました。

同第二輯の渡辺庫輔著「阿蘭陀通詞加福氏事

略」の前書きに増田氏は次のように記してお

られます。

本書は曩
さき

に発刊し、各界の方々より絶大

なる賛辞と激励を忝
かたじけな

くしました。「阿蘭

陀通詞本木氏事略」に次ぐ第二回目の長

崎学会研究の発表であります……

　同書の印刷所は「長崎市榎津町　藤木博英

社」とあり、「限定百部梓行」同叢書は昭和

39（1964）年発行の第九輯の中西啓先生の著

書で終了しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　是等、長崎学の基礎となったものとして、

私は明治27（1894）年４月の序文は「長崎叢

書」の編輯にあったと考えます。また同書の

「明治二十七（1894）年四月二十八日・西道仙」

の序文には次のように記しています。

明治十九年長崎区長金井俊行、余輩と議

し捜索蒐輯。伝写し以て邑廰に藏するも

の書籍二百八十二種。図式二十六品、

……今茲明治二十七年県知事大森鐘一及

び荒木周道、田中岩三郎、安中半三郎、

西道仙と五人、各奮って古文書出版会を

設け未だ幾ならず、賛者百数を以てす、

是に於て毎月一回・長崎古文書を刊行す。

題して長崎叢書と曰う・之を社友に頒け

以て不朽に伝うる也……（原文より漢文）

　同叢書は明治28（1895）年９月21日発行の

「長崎港艸
そう

第九編」で終了しており、発行者

は「長崎市酒屋町安中半三郎、印刷者は境賢

治、非賣品」と記してあります。

　その後、明治36（1903）年当時の市長・横

山寅一郎氏は「増補訂正・幕末時代の長崎」

を出版し、同書の序文には次のように記して

あります。

これを荒木周道氏ニ嘱ス、氏辞スルモノ

数次……遂二応諾シ爾後 据数月……稿

成ル二及ビ予ニ ス……

　また、同書の荒木周道氏の序文には次のよ

うに記してあります。

亡友金井俊行氏曩二我ガ長崎ノ書記所在

ニ散佚シテ後世史ヲ繙クモノ焉蹟ノ尋ル

べキモノ無キニ至ランコト恐レシ百万奔

馳シテ蒐集ニ努メ……長崎区役所ニ保管

セシム……氏擇バレテ区長ノ耺ニ就ク

……長崎年表三巻ヲ編述ス……人事多忙

ナルガ故ニ一般ノ世人、其の煩シキニ堪

ヘズ……此書亦座右ニ参シテ史料ニ供セ

ラルルヲ得バ予ガ望ミ則チ足レリ……

　同書は大正２年長崎市長北川信従氏によっ

て増補訂正されています。
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　明治27（1894）年５月、安中半三郎氏（酒

屋町）は長崎関係古文書類の散迭する事をお

それ、現在の長崎県立図書館の起点となった

長崎文庫を設立しており、同設立委員に大森

鐘一氏、北原雅長氏、松田源五郎氏、西道仙

氏、荒木周道氏、安中半三郎氏、香月董平氏、

熊本昇平氏、足立正枝氏、鶴野麟五郎氏の十

名を挙げています。その後、長崎県立図書館

創立は明治45（1912）年６月１日（長崎市新

橋町）であり、現在の長崎公園内（元交親館

のあった所）に移転したのは大正４（1915）

年11月であると記してあります。

　次に、「長崎歴史文化協会」の発足源となっ

た「長崎史談会」については、昭和３（1928）

年８月発行の長崎談叢第二輯に続輯者の神代

彦氏は次のように記しています。

長崎市を中心とした史的研究団体として

長崎史談会は生れた。会では最初の発起

人会を五月二十六日とその日の夜、長崎

（県）図書館で発会式。第一回幹事会を

六月七日夜、長崎市西浜町西洋亭で開い

た。会長・佐藤正俊、幹事・林源吉、小

川三樹、渡辺庫輔、蒲原春夫、大庭曜、

津田繁二、丸山敏雄、増田兼吉、藤木善

平、神代 彦、瀬戸崎半吾、顧問・伊東

知事、富永市長、永山図書館長、武藤長

崎高商教授、呉東大教授、国友長崎医大

教授、新村京大教授、福田忠昭氏、古賀

十二郎、坂上内務雀地方局長。

　戦時中の昭和19（1944）年８月に「国體信

仰（昂揚号）として「長崎談叢三十四号」を

発刊、戦後は第一号として昭和24（1949）年

８月に第三十五号を発刊しています。会長名

は記されていませんが、編輯所は長崎県立図

書館で編輯者・林源吉とあります。

　其の後、林源吉先生と私が昭和30（1955）

年４月から長崎市立博物館（長崎市平野町長

崎国際文化会館内）に勤務する事になり、「長

崎史談会事務所」を同館内に移し、昭和44

（1969）年５月発刊の「長崎談叢四十八号」

より編輯発刊所を同館内として史談会会長を

藤木喜平氏にお願いしました。

　それから昭和56（1981）年12月、私は60歳

となり、長崎市立博物館を退職したので「長

崎史談会事務所」を自宅（長崎市伊良林）に

移して、昭和57（1982）年11月発刊の「長崎

談叢六十六輯」から平成11（1999）年４月発

刊の談叢八十八輯まで、私が編輯者となりそ

の他の雑務も引き受けていましたが、翌平成

12（2000）年発刊の八十九輯より当時の長崎

史談会会長・宮川雅一氏にお引き受け戴き、

史談会事務所も翌平成13（2001）年３月より

宮川氏自宅の今博多町に移されました。

　前述のように私が昭和56（1981）年12月長

崎市立博物館を退職した時、以前から長崎日

本ポルトガル協会設立の頃にも何に彼と御交

誼を戴いていた十八銀行清島省三頭取（当時）

より、松田英二調査部長を通じてご連絡を戴

きました。其の時の事を平成元（1989）年２

月発刊の長崎歴史文化協会「ながさきの空第

一集」に次のように記しています。

私は十八銀行八階の応接室でコーヒーを

戴き、古伊萬里染付の壺を眺めていた。頭

取はおだやかな顔で静かに私に話された。
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「人伝に聞いたのだが、君は博物館長を

退かれてから、史談会の運営に困ってお

られるということだが、それは現在、長

崎の文化を見直さねばならぬ時にマイナ

スになることだから、ここに同志と計っ

て、史談会を含めた一層大きい文化研究

クラブというようなものを発足・運営し

てはどうかね。」と助言して下さったこ

とが、今日の長崎歴史文化協会の原点と

なった。

　長崎歴史文化協会が清島会長を中心にして

発足したのは昭和57（1982）年５月11日であ

る。当時の協会の世話役として、渡辺九平、

高田泰雄、木藤六喜、佐々田二郎、浦隆夫、

浦上忠良、浜口忠、江口淳二、三原力太郎、

福島喜美、川添郁子、甲斐田祥恵、室塚久江

（順不同・敬称略）

　協会の会長には清島頭取（当時）になって

戴き、同誌序文に協会の発足の趣旨について

は次のように記して戴きました。

　長崎の街は我が国近代文化発祥の地と

して文化史上特別な地位を占め、さらに

現代に至っても国際文化都市として大い

に飛翔し、発展しようとしている処であ

ります。

　この歴史と文化の豊かな街の文化を研

究し、地域文化の向上に寄与したいとい

う願いから長崎歴史文化協会を設立いた

しました。

　　　　平成元年三月　十八銀行会長

　　　　　長崎歴史文化協会会長　清島省三

　清島会長の協会設立の意志は受けつがれ、

現在の会員は小川洋会長をはじめ理事長、参

与、相談役他、協力会員数は120名となり、月

１回発行してきた「ながさきの空」も437号に

なりました。本会の運営は会費を不受、事務

費其の他全てを十八銀行グループ㈱長崎経済

研究所より援助をお受けし、また長崎古文書

資料として昭和60（1985）年３月「慶應元年

明細分限帳（非売品）」も出版して戴きました。

２．長崎学講座開設

　昭和55（1980）年12月長崎純心女子短大（現

長崎純心大学）山田雅子先生（当時学長）と

片岡千鶴子先生（現純心大学理事長）が私の

市立博物館研究室にお見えになり、「来年度

より学園内に英米文化科を開設し、地方文化

を中心とした講座も開講します。また、同学

内に片岡弥吉先生が集収された資料を保存す

る博物館を設立するので参加して戴きたい。」

との事でありました。私は全てをお引き受け

し、昭和56（1981）年４月より新しく「長崎

学講座」を開講させて戴きました。この事が

「長崎学」という学域講座の最初であると先

輩方より推称されました。

２．長崎学講座開設

長崎開港の碑　除幕式（1973.6.24）
清島頭取（１番左）、越中（右から２番目）
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　私は長崎学発祥の資料として、慶長３

（1598）年から慶長17（1612）年までのイエ

ズス会バラ神父によって準備されていた長崎

関係資料を、二十六聖人記念館館長結城了悟

神父と純心大学宮崎賢太郎先生にご指導を受

け、昭和60（1985）年３月「長崎コレジョ」（純

心女子短期大学長崎地方文化史研究所刊）を

発刊して戴きました。以来私は同大学付属歴

史資料館の整備に関係させて戴いた事もあっ

て、「長崎の美術史論考」等三十数冊の研究

誌を発刊して戴きました。なかでも平成４

（1992）年５月純心女子短期大学付属歴史資

料博物館より出版して戴いた「玳
たい

瑁
まい

考
こう

」は、

我が国における鼈甲の特異な研究として「正

倉院に於ける玳瑁研究」にも参加させて戴い

ています。

　この「長崎学講座」は更に発展し、地方に

おけるキリシタン史研究の発点となった「長

崎キリシタン文化研究会」となり、其の成果

として「キリシタンの洗礼資料集」などが数

冊出版され現在も受け継がれています。

３．私と長崎学研究

　私の長崎学研究を最初に取り上げて下さっ

たのは昭和29（1954）年５月毎日新聞長崎支

局で、その題名は「巷説風土記－福沢諭吉の

井戸－」で、以来翌30（1955）年１月９日ま

で15回余り掲載して戴きました。

　そして各方面の私の長崎学論考の中より一

冊の本にまとめて最初に発刊して下さったの

は、昭和56（1981）年12月13日私の還暦記念

と長崎市立博物館退職の記念として、学友の

神戸市立南蛮美術館館長の菅瀬正先生と東京

の蝸牛社・荒木清氏のご協力もあって「長崎

の美術・工芸」を出版して戴きました。定価

9,800円で当時としては高価な本であり、心

配しておりましたが……皆様のご協力もあり

完売できました。

　同書の序文に菅瀬正先生は、次のように記

して下さっています。

　越中先生が私に序文を指名されたのは

永年の交友だからというだけでなく、私

が先生と研究対象や志向を同じくする者

だという含みがあっての事らしい。……

越中さん（以下親しみを込めて、こう呼

ばせて戴く）は、私と同じ頃博物館学芸

員となられ、以後、数十年間の博物館生

活を経てきた。私の勤務する神戸市立南

蛮博物館と長崎市立博物館との相似た内

容が、いつしか私たちを親密にしてし

まったというわけです…。

　長崎の美術史の学術的研究は先学の御指導

のように昭和２年長崎の永見徳太郎先輩に

よって出版された「長崎の美術史」に始まっ

ています。そこには長崎の諸文化がキリシタ

ンの布教によって開発されているように、美

術工芸の面についても同様であり、長崎初期

の特色ある全ての美術工芸もキリシタン文化

史によって開発されています。長崎の絵画史

においても同様であり、私の出版した「長崎

の美術・工芸」の第一項に、其の故に長崎の

イエズス会画学舎で描かれたと言われている

「無原罪の聖母」を揚げさせて戴きました。

３．私と長崎学研究



6 ながさき経済  2019.1

同画は、長崎市外海町の隠れキリシタンの家

にあった物を田中用次郎氏が発見し、二十六

聖人記念館の結城神父の許に持参された物で、

此の本が出版される数年前の新発見の物で

あったので早速使用させて戴きました。

　其の翌昭和57（1982）年４月、私に「長崎

学における新しい分野として他国にはない食

文化を取り上げて編輯して下さい。」との依

頼がありました。

　当時、長崎の食の文化史という研究はなく

「長崎料理研究」として和田帝子先生の「長

崎の料理」、高谷八重女史の「長崎あまから」

等がありました。

　長崎の特色ある食文化も前述の美術工芸史

と同様、元亀２（1571）年ポルトガル船の来

船以来、慶長５（1600）年頃からの唐船入港、

寛永16（1639）年オランダ人の平戸から出島

への移住という事より、長崎の食文化は大別

して南蛮・唐・紅毛の３種類に分けて論考す

べきと考え、先ず南蛮・紅毛の食文化を取り

上げて考える事にしました。この２項目をま

とめた時、私は安政６年（1859）５月幕府に

よる諸外国との新たな交渉が開始されたこと

により、また長崎の食文化にも大きな変化が

見られるようになった事で、私は長崎の食文

化一. 南蛮貿易と西洋料理、二. 出島オランダ

貿易と西洋料理、三. 安政開国と西洋料理の

３項目に分けて編輯し「長崎の西洋料理」（東

京・第一法規出版㈱発行）を出版させて戴き

ました。

　また、唐船伝来の食文化については長崎

学・食の文化史（長崎純心大学博物館）の中

で「唐船が伝えた料理」として紹介させて戴

きました。

　最後に、長崎観光研究資料として「江戸時

代図誌第二十五巻・長崎横浜」にオランダ・

地元の新資料を駆使して長崎を紹介し、丹羽

漢吉先生より『越中氏の労作「長崎・横浜」』

を新聞に掲載して戴きました。

４．おわりに

　昭和30（1955）年８月、原爆中心地のすぐ

近くに平和祈念像が完成し、翌昭和31（1956）

年１月には田川市長を会長に長崎国際文化協

会が結成されました。それと同時に長崎国際

文化会館が平野町の丘に建設され、其の３、

４階に長崎市立博物館が移転・開設されまし

た。当時の主任学芸員に林源吉、島内八郎の

両先生がおられ、その学芸員の一人に私も加

えて戴きました。

　以来、私は60歳の定年を迎えるまで博物館

に勤務し、多くの先輩方のご指導を受け前述

の長崎学の論考に携わって参りました。

　この時期、長崎市では原爆平和運動と共に

観光の事も考えるようにと言われ、当時は原

爆後の事もあってなかなかすぐには復興でき

ませんでしたが、長崎市文化財技官の山口光

臣先生のご指導を受け、文化財建造物と観光、

「長崎くんち」の活用等を皆様方と一緒にご

協力させて戴きました。当時の思い出を集め

た資料の一つとして「長崎ひとり歩き」（昭

和53（1978）年発刊・長崎文献社）が長崎歴

史文化協会の書架に残っています。

４．おわりに


