キリスト教関連遺産調査塾

＝研修旅行で南島原市の原城跡を訪ねる＝
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■

塾の目的 ■
フランシスコ・ザビエルが天文 18 年(1549)

に日本にキリスト教を伝えて以来、長崎でも布
教が進みました。とりわけ長崎はキリシタン大
名の大村純忠によるイエズス会への寄進などで
キリスト教が最も広がりました。しかし、豊臣
秀吉や徳川家康による禁教政策で信者たちは弾
塾長 城田

征義

圧を受けました。26 聖人の殉教、島原の乱、浦
上四番崩れなどが起こります。明治 6 年(1873)

■

塾長コメント

■

キリスト教禁制の高札が撤廃されるまで多くの

長崎では、長崎の教会群とキリスト教関連遺

信者が弾圧に苦しみ殉教しました。

産を世界遺産に登録しようと官民挙げての運動

このように長崎にはキリスト教の長い歴史が
あり、教会や墓碑をはじめ数多くのキリスト教

が展開されています。
私たちも長崎市民の立場から何か応援できな

関連遺産があります。しかしながら、その実態

いかと考え、長崎伝習所の塾活動として市内に

は十分に解明されたとは言いがたく、雨風によ

点在するキリスト教関連遺産を調査研究するこ

る劣化も進行し失われようとしています。

とにしました。

こうしたことから失われつつあるキリスト教

調査は、おりしも猛暑の時期と重なりました。

関連遺産を調査し、長崎地域の歴史、風土、文

でも、塾生は納得のいくまで何度も同じ調査地

化の面から遺産との関連を明らかにしてその価

点を訪ね、写真を撮ったり、実測したり、スケ

値を再認識し、市民の機運を盛り上げることで

ッチをしたりし、長老の信者さんらから話も聞

世界遺産登録につなげたいと考え、この塾を立

きました。それほどのめり込んでいったのです。

ち上げました。

本当に頭が下がる思いでした。
こうして調査したことをまとめ、今ここに研

■

塾の研究・活動内容

■

究成果冊子を作りあげました。塾生は達成感と

最初は長崎のキリスト教について詳しい塾生

ともに、調査によって、長崎におけるキリスト

もいたり、全く知らないという塾生もおり、ど

教の奥深い歴史を再認識しました。

のように進めていけばいいのか全く手探りでし

そしてこれら関連遺産を世界遺産として後世

た。文献を調べたり、教会関係者や信者さん、

に伝え残していくことの必要性を誰もが強く感

それに専門家の話を聞いたり、キリシタン墓碑

じているのではないでしょうか。調査に取り組

や史跡が多く残る南島原市を訪れることから始

んでよかったと心から感じているところです。

めました。そしてどのように調査を進めるか何

この小冊子を発行するにあたり、塾生、監修

度も協議を重ねました。

や助言をいただいた宮川雅一、原田卙二両顧問、

その結果、長崎市内を 4 つの地区に分けて調

それに活動に支援をいただいた長崎伝習所事務

査することにしました。県庁から東長崎までの

局、市世界遺産推進室の方々のご協力に厚く感

東部地区。神の島から三重、外海までの西部地

謝いたします。

区。新戸町の大山から深堀、伊王島、高島など
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の南部地区。そして浦上天主堂から城山、滑石、

ついて認識が深まりました。文献では知ってい

三ツ山までの北部地区。それぞれに特徴のある

るが、実際に肌で感じると、さらに思いは強く

地区で、教会や墓碑などを調査対象とすること

なります。

にしました。塾生からは希望地区のアンケート

また、墓地に行って信者さんたちと生い茂っ

を取り、1 班 5 人～12 人で希望通りに編成し

た夏草を刈り取ったり、雑木林に飲み込まれて

ました。

しまった墓碑を探し回ったりもしました。文献

月 2 回の定例会。正副班長を決め、調査の目
的や方法、日程などを協議しました。夏場にな

にはあるはずの墓碑が見つからなくて何度も通
って探し当てたりもしました。

って現地調査が始まりました。

この取り組みで、塾生は世界遺産への登録の

班ごとに調査日程を決め参加できる人が現地

必要性を一層、痛感するようになりました。そ

調査しました。司祭と長時間話し込んだり、長

してその気持ちがますます強まり、市民の機運

老の信者さんにも聞いたりしました。

を盛り上げることでしょう。

戻ってくると定例会で班ごとに調査状況の報

振り返って、調査が丌十分なところもありま

告です。ほかの班の進捗状況が刺激になり、日

した。調査対象があまりにも広範囲であったこ

ごとに熱心さが増してきました。単に机上の講

ともその理由です。また禁教時代に長崎から平

義ではなく、外に飛び出して現地調査しました。

戸や五島などへの潜伏キリシタンの移動などの
調査まで及びませんでした。次の機会にこれら
の調査に取り組み、長崎のキリシタン史の理解
をより深めたいと思っております。

定例会は 23 回を超えましたが、現地調査を
含めると月に 4 回はこの調査にかかわったこと
になります。

■

塾活動の成果

■

長崎のキリスト教に関する文献は多く、私た
ちが調査をして結果を発表する余地があるのだ
ろうかと心配しました。塾生が最も悩んだのが
その点でした。しかし、それは杞憂でした。
現地に行き、様々な話を聞いたり、調査した
りすることで、塾生自身、キリスト教の歴史に
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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 25 年
5 月 9 日(木)
5 月 10 日(金)
5 月 24 日(金)
6 月 14 日(金)
6 月 28 日(金)
7 月 12 日(金)
7 月 21 日(日)
7 月 26 日(金)
8 月 9 日(金)
8 月 23 日(金)
9 月 13 日(金)
9 月 26 日(木)
10 月 11 日(金)
10 月 25 日(金)
11 月 8 日(金)
11 月 28 日(木)
12 月 13 日(金)

メルカつきまち

5 階ホール

長崎伝習所「塾」開所式、第 1 回

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

長崎市男女共同参画推進センター
アマランス

第 1 研修室

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

南島原市方面

第 1 研修室

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

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

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

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

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

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

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

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

長崎市男女共同参画推進センター
アマランス

第 3 回塾定例会
第 4 回塾定例会
第 5 回塾定例会
第 6 回塾定例会
研修旅行

長崎市男女共同参画推進センター
アマランス

第 2 回塾定例会

第 1 研修室
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第 7 回塾定例会
第 8 回塾定例会
第 9 回塾定例会
第 10 回塾定例会
第 11 回塾定例会
第 12 回塾定例会
第 13 回塾定例会
第 14 回塾定例会
第 15 回塾定例会
第 16 回塾定例会

塾会議

日

時

12 月 27 日(金)

場

所

内

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

容

第 17 回塾定例会

平成 26 年
1 月 10 日(金)
1 月 24 日(金)
2 月 14 日(金)
2 月 28 日(金)
3 月 14 日(金)
3 月 19 日(水)
3 月 21 日
(祝・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

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

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

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

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

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
第 19 回塾定例会
第 20 回塾定例会
第 21 回塾定例会
第 22 回塾定例会
第 23 回塾定例会
長崎伝習所まつり

ベルナード観光通り

調査内容パネルの展示、クイズなどを実施

完成した研究成果冊子
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長崎東部地区のキリシタン史跡

この教会は 3 年をかけてこつこつと建てら

長崎の教会はイエズス会によって始まり、

れ、数日間で取り壊される。その跡地には牢

上方(京都、大阪)で布教をすすめていたフラン

屋が作られ、潜伏していた宣教師やキリシタ

シスコ会も布教を本格化し、ドミニコ会は薩

ンたちが収容されることとなる。収容された

摩(現在の鹿児島)を追われ長崎の代官、村山等

人々の心持ちはいかばかりかと感じた。

安の援助を受け、アウグスチノ会も同時期に

桜町小学校(勝山町)裏にある「サント・ドミ

来崎し布教活動を行う。現在、教会跡を示す

ンゴ教会跡資料館」では、400 年前の教会の

碑は 10 基に満たない。400 年の時の流れと

遺構がコンパクトに展示されており、静かな

弾圧の厳しさが偲ばれる。

館内は落ち着いて当時に想いをはせることが

現地調査報告

できる。

6 月中に調査対象地区(長崎市中心部～東長

山のサンタ・マリア教会は現在の長崎歴史

崎方面)の教会跡、史跡の下調べと対象の絞り

文化卙物館(立山)が建つ場所にあった。創建当

こみを行った。現地調査 1 日目は 7 月 4 日。

時、港に入るポルトガル船からもその白く美

県庁正門に集まり「長崎のキリシタン遺跡」

しい聖堂は望めたと伝えられている。

(長崎純心大学卙物館)に表記されている教会
跡を巡ることにした。
県庁のあるこの場所は、かつて岬のサン
タ・マリア教会、イエズス会本部があった。
今 か ら 400 年 前 の 慶 長 年 間 (1596 ～
1614)信仰心の拠りどころであり、人々の集
う場所として素晴らしい立地であったと感じ
た。
長崎地方法務局(万才町)そばのミゼリコル
ディア跡の坂道にたたずむと、キリスト教が
燎原(りょうげん)の火の如く広まった大きな
要因である慈愛の奉仕活動が、30 年以上民間
の力で行われたことに感服した。
サン・ペドロ教会、サン・ティアゴ教会、
サン・アント二オ教会、サン・ロレンソ教会
は、その跡を確定するものはないが、宗派の
違いはあるにしろ、すぐ隣あって建てられた
「慶長年間の長崎

様(さま)は今日の寺町界隈、玉園、筑後町あた

推定図」

現地調査 2 日目の 7 月 25 日、フランシス

りの仏教寺院の連なりと比較しても興味深い。
長崎市公会堂から坂を上がり、市役所別館横

コ会聖母の騎士本河内教会(本河内)を訪ねた。

に出るとサン・フランシスコ教会跡の案内と

ポーランド人のコルベ神父がこの地に土地を

石碑がある。

求めたのは昭和 5 年(1930)ごろ。数年後小
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神学校の開校時以前からあったお地蔵さんの

後町の本蓮寺には、かつてサン・ジョアン・

下から、古い十字架が見つかり聖コルベ記念

バプチスタ教会があった。ゆかりの“南蛮井

館に展示されている。

戸”が整然と保存されていた。雤にぬれた庭

第二次世界大戦中ポーランドのアウシュビ

園に宗教の違いを超えた清々しさを感じた。

ッツ強制収容所において、
“身代わりの愛”を
体現されたコルベ神父の話を小﨑神父から聞
き、江戸時代のキリシタン弾圧とナチスによ
るユダヤ人全滅計画が重なり、胸が痛んだ。
資料館の傍らに展示されている磨り減った
十字架には心のよりどころをお地蔵さんの足
元に隠し祈る、強かで逞(たくま)しい民衆の姿
を想像することができた。

現地調査 4 日目は 9 月 23 日、秋の気配を
感じながら東長崎方面を巡る。古賀の福瑞寺
には花十字紋がかろうじて確認できるキリシ
タン伏碑がある。かなり大きなこの石には葬
られた人の名は刻まれておらず、安置されて
いた場所も丌明である。
近くの八郎川沿いには同時期の墓石が上下
かえして前後の平面を抜かれた状態で置いて
ある。水田用の水樋に転用されていたとのこ
とである。川沿いを数分歩くと、古賀殉教者
記念碑があり、彼岸花の供えられた碑文にや
現地調査 3 日目は調査対象が寺院にあるた

わらかな秋の陽がさしていた。

め、お盆の時期を遠慮して 9 月１日、長崎に
おけるキリスト教布教のはじまりの地、トー
ドス・オス・サントス教会跡から始めた。教
会があった夫婦川町の春徳寺には“切支丹井
戸”といわれる古井戸が保存されている。雤
のなか、寺の若奥さまには快くお世話いただ
いた。小高い丘の上、最初の祈りの声が流れ、
キリスト教教義を学ぶ学生が集う様を思い浮
かべる小雤の昼下がりであった。
西坂の丘近く、広々とした階段が迎える筑
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地で、祠の手前に「祈りの岩」という大

長崎西部地区の墓地・史跡

きな岩が残されている。

西部地区は外海地方・福田方面を含む広範

②

囲にわたり、今回は外海地方の７墓地(出津

川原家墓地(黒崎教会霊園内)

川原家

４・黒崎１・大野１・樫山１)とキリシタンに

は、代々大工職で特に教会建築で活躍し

関係する史跡等(枯松神社・バスチャン屋敷・

た。久米吉は大浦天为堂の建築に関わっ

天福寺)に限定して調査した。

た。

出津地区
①

野道墓地

大野地区
ド・ロ神父の墓があり、出

①

バスチャン屋敷

バスチャンとは、聖

セバスチヤン(紀元 288 年殉教したロー

る。上段右手に三段にわたり、石塔もな

マの軍人)の洗礼名を持つ日本人伝道士。

い、名前も記されていない自然石の古い

バスチャンが布教していた時の隠れ家と

墓石群がある。

したのが山間部にあるこの地だった。

②

津小学校の近くで、道路を隐てた丘にあ

野中墓地

出津小学校横より細い道を

入った山手にある。文久年間の古地図に
記されている集落・墓地に対応した集
落・墓地が残存している。
③

大平(おおだいら・うーでーら)墓地

市

指定史跡のド・ロ神父の大平作業所の近
くにある。
④

白木(しろぎ)墓地

②

西出津町の上公民

共同墓地

大野教会の西方にあり、池

館近くの墓地で、野道墓地や野中墓地の

島を含む角力灘の島々の見える丘にある。

西方に位置する。

仏教徒の墓碑が多いが、カトリックの墓

黒崎地区
①

枯松神社

碑もある。
黒崎教会手前の標識から右

樫山地区

折し１キロメートル登ると説明板がある。

①

天福寺

禁教時代、深堀領であった東

キリシタンを祀った神社で、サン・ジワ

樫山に、キリシタンの監視と詮索のため

ン(聖ヨハネ)を祀ったとされる。江戸時代、

に建立された曹洞宗寺院。天福寺はキリ

黒崎のかくれキリシタンがここに密かに

シタンと知りつつも彼らを受け入れた。

集まり、オラショを捧げ伝承してきた聖

②

東樫山皇大神宮

この神社の境内に

「殉教者茂重翁之碑」がある。
③

垣内墓地

この地区は佐賀藩深堀領で、

東樫山の天福寺が檀那寺であった。
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大野教会(国指定重要文化財・世界遺産候補)

出津教会(国指定重要文化財・世界遺産候補)
長崎市西出津町 2633

長崎市下大野町 2624
教会の沿革

教会の沿革
明治 15 年(1882)ド・ロ神父により教会が

明治 26 年(1893)ド・ロ神父設計・施工に
よる天为堂。平成 23 年(2011)に国の重要文

建設され、明治 24 年(1891)祭壇部を増築し、

化財に指定された。大野は生月の籠手田一族

更に明治 42 年(1909)に玄関部を増築した。
鐘はフランスから取り寄せた。台風に対処

が亡命し、潜伏したと伝えられる地。
教会の特色

するため、建物を低くした。

教会の壁面は、町内で産出された玄武岩を

昭和 47 年(1972)長崎県文化財に指定さ

乱積みし、赤土、石灰、砂を混ぜ固めたもの

れ、平成 23 年(2011)10 月に国の重要文化

をモルタルとして使用する、通称「ド・ロ壁」

財に指定された。

といわれるもので、厚さは 50ｃｍもある。
内部は長方形の木造の部屋で、土間には石
が敷かれ、床板で 40ｃｍ程高くしてあり、天
井は棹縁天井となっている。
張間が小さく列柱はない。側面には上部が
半円アーチ(横には練瓦の迫持造り)の縦長い
窓がある。かつては鎧(よろい)戸の開き戸が設
けられていたらしいが、風当りが強いために

教会の特色

引き戸式の雤戸に改築されている。

明治 23 年(1890)当時 1,760 人を数えた

最初は祭壇と信者席を兼ねた一室だけだっ

信徒数も逐次減尐し、1980 年代には 850

たが、信徒の都合や風雤の激しい時の休憩、

人までになった。歴史ある小教区の危機を感

寝泊りのための部分が、大正 15 年(1926)

じたが、現在は、小教区全体を含めて 800 人

にブルトン神父によって増改築された。

の信徒数で、当教会の守備範囲に限定すると

祭壇に十字架、その下部には聖母マリアの
Ｍ、ヘブライ語で救いを表すタウのＴ、キリ

減尐の一途に歯止めがかかったという。
区域内のカトリック施設・史跡等

ストが始まりであり、終わりであることを表

ド・ロ記念館・お告げのマリア修道会出津

すＡ、Ωを組み合せたイコノブラフィーがあ

修道院・出津愛児園・養護老人ホーム聖マル

る。また、司祭席の演壇にも、Ａ、Ωを組み

コ園・イエスのカリタス修道女会牧野修道

合せたイコノブラフィーが飾ってある。

院・診療所付修道院・カリタス外海診療所
その他の特記事項
出津小教区から田口芳五郎枢機卿(1902
～78)・里脇浅次郎枢機卿(1904～96)を始
め多くの聖職者を出している。
平成 23 年(2011)大分司教区で浜口末男
師が司教に变階された。

イコノブラフィー
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神ノ島教会

をも訪ねて神父再来を知らせ、キリシタンの

長崎市神の島町 2 丁目 148

復活に骨身を惜しまず貢献した。

教会の沿革

このような経歴から、神ノ島教会は、天国

明治 9 年(1876)パリ宣教会が司牧して民

に一番近い場所にあると言われている。

家を仮教会としていた。
明治 14 年(1881)ラゲ神父の指導により、

長崎南部のキリスト教の布教について

現在の場所に木造の教会を建てるが、シロア
リの被害を受ける。

長崎市南部にある大浦並びに戸町を含めた
長崎全体(小ヶ倉、深堀を除く)を支配していた
大村藩为大村純忠は、永禄６年(1563)横瀬浦
において長崎の領为長崎甚左衛門などの重臣
たちとともにキリスト教の洗礼を受けた。
元亀 2 年(1571)には長崎をポルトガル人
に開港。天正１０年(1582)頃には、大村領内
のキリスト教徒は６万人ともいわれるように
なった。

明治 25 年(1892)ジュラン神父は本格的

キリスト教禁教

な煉瓦造りの教会建設に取り掛かり、自らも

天正 15 年(1587)に大村純忠の跡を継い

設計に関わった。信者は 53 戸で、それぞれ

だ喜前(よしあき)は豊臣秀吉のバテレン追放

100 円を負担し、神父自身も私財を投じたと

令を受け、さらに朝鮮の役で共に戦った肥後

される。

領为加藤清正の影響もあり、清正と同じ日蓮

明治 30 年(1897)クザン司教により祝別

宗に改宗。以後、大村領内では日蓮宗への改

された。

宗が相次ぐようになった。慶長 17 年(1612)

リブ・ウォールト天井、窓は半円で統一さ

に徳川幕府は直轄領、2 年後には全国にキリ

れている。平屋の単層屋根であり、現存の煉

シタン禁教令を布告した。寛永 14 年(1637)

瓦造り教会では、国宝の大浦天为堂に次いで

に島原の乱が発生し、寛永 16 年(1639)には

２番目に古い。

ポルトガル船の来航を禁止するなど、キリシ

昭和 36 年(1961)正面に特徴的な八角ド

タン禁教政策を推し進めた。

ームの大きな鐘塔と玄関部を増築し、現在の

大村郡崩れ

姿になった。

徳川幕府による禁教政策が徹底されるなか、

歴史的背景

明暦３年(1657)大村藩領郡村矢次の百姓兵

慶応元年(1865)信徒発見の２カ月後、浦上

作が長崎油屋町の指物屋池尻理左衛門へ大村

の帳方や杉本ゆりの情報紹介により、プチジ

郡村に天草四郎の生まれ変わりという尐年が

ャン神父を訪れたペトロ政吉は、神ノ島には

いると語り、理左衛門は直ちに同町乙名へ届

150 人、外海には千人余りのキリシタンがい

け出た。長崎奉行黒川不兵衛は、大村藩へキ

ると報告している。その後、忠吉、政吉兄弟

リシタン探索を厳命した。

は島内や外海、天草さらに平戸、壱岐、唐津
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その結果、郡村、萱瀬村、江ノ串村、千綿

村などから 603 人のキリシタンを捕縛、嫌疑
がかけられた者 99 人、永牢 20 人、牢死 78
人、打ち首 406 人。打ち首は人数が多いため、
大村 131 人、長崎 118 人、佐賀 37 人、平
戸 64 人、島原 56 人に分散して処刑された。
大村領外海への潜伏
郡崩れ以後、大村藩領内での宗門改が厳し
く行われた。大村湾沿いの大村藩領中心部で
はキリシタンは壊滅したが、郡崩れを逃れた
キリシタンたちは大村藩の目が届きにくく、
＝大山墓碑＝

大村城下から見ると大村湾の西側のさらに山
間部にある僻地で、しかも佐賀藩の飛び地と

人であった熊が峰中腹の現在地にたどりつい

大村藩領が複雑にいりくんだ外海地方に移っ

た。彼らは、当初は潜伏キリシタンの先住者

て行った。

が定着していた伊王島や善長谷を目指したが、

長崎南部への移住

生活を維持できる土地がなく、また人数が増

外海は平地が尐なく、また土地も痩せてお

えると人目につくとの理由から、これらの土

り、多くの人達が生活するには困難だった。

地に定着できず、流浪の末に大山に行き着い

また信仰上の理由から労働上の制約や人口抑

た。

制が禁じられており困窮に喘いでいた。

大浦天主堂とプチジャン神父

寛政 9 年(1797)五島藩为五島盛運(もりゆ

元治２年(1865)浦上の杉本ゆり等によっ

き)は、五島藩内の開拓を目指し大村藩为大村

て、待ち焦がれた神父との対面があり、これ

純鎮(すみやす)へ領民の五島移住を要請した。

らの知らせが神ノ島の政吉から大山にもたら

これにより多くの潜伏していたキリシタン

された。市兵衛から水方を引き継いだ栄八は、

が五島へ移住したが、生活できる土地にも限

信仰心が厚く、また状況判断が優れている三

界があり、生活が維持できず、やむなく五島

蔵を伴い大浦天为堂にプチジャン神父を訪ね、

をあきらめ他の地を目指す人たちもいた。

大山の人々もキリシタンであると告白した。

また、五島移住以前にも宝暦元年(1751)

その後、密かにプチジャン神父から正式に

には高島へ、文化元年(1804)ごろには樫山か

洗礼を受け、キリスト教徒として新たにスタ

ら深堀善長谷へ、続いて陰ノ尾島(香焼)、沖ノ

ートした。

島(伊王島)へ移住が続いた。大山へは弘化年間

浦上四番崩れに連座

(184４～1847)黒崎から移住した。

慶応 3 年(1867)浦上の潜伏キリシタンが

大山の歴史

聖徳寺の僧侶による仏式の葬儀を拒否したこ

弘化年間(1844～1847)頃に、佐賀藩深堀

とからキリシタンの存在が発覚。その結果、

領の飛び地黒崎村永田に潜伏し、密かにキリ

浦上のキリシタンの指導者高木仙右衛門以下

スト教を信仰していた一団(数家族)が、リーダ

86 人が捕縛された。慶応４年(1868)に徳川

ー格である水方の市兵衛に率いられ、当時無

幕府が倒れると、明治政府にこの事件は引き
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継がれ 3,394 人が名古屋以西の各地へ流さ

かに守っていた。しかし、安政 6 年(1859)7

れた。この事件は浦上のみではなく、明治 4

月、高島にも迫害の手が迫り、その後も慶応

年(1871)伊王島、陰ノ尾島、高島、大山の

３年(1867)9 月、さらに明治２年(1869)と

65 人が捕縛され、同年 11 月 7 日深堀から

迫害追及は厳しくなってきた。

佐賀に流罪となった。

そのような中、明治４年(1871)岩倉具視が

大山では、呼び出しを受けたのは三蔵、兼

訴える信仰の自由を政府は受け入れ、明治６

造、半太、不右衛門の 4 人だったが、全員当

年(1873)政府はキリシタン禁制の高札を撤

日外出していたため作太郎、寅次郎、久次郎、

廃、弾圧停止の決定を行った。

不五郎が代わりに捕縛され、深堀役所に連行

高島墓地のキリシタン墓碑について

された。しかし、46 日後には全員釈放された。
キリシタン形式の墓碑

高島の墓地は高台に集中し、天気の良い日
などは五島列島などが眺望できる景勝地にあ

現在の大山教会からやや上に大山墓地があ

る。墓地は共同墓地でキリシタン墓碑も混在

る。この墓地には現代風の何々家と刻まれた

している。目算では約 140 基の墓碑が確認さ

墓石と腰高の石塀に囲まれた墓地が並んでい

れた。

る。しかし、この墓群から目を裏に転じると

善長谷と善長谷教会など関連遺産

土葬の埋葬部分に野石を置いた形式の墓碑が

善長谷とは

見られる。また、この墓碑群の一部には、外
海地区に見られる野石を積み重ねたのみの墓
碑に類似した墓碑らが散見される。
これらの個々の墓碑の年代は解明できない
ものの、幕末から大正期までの墓碑ではない
かと思われる。
高島と高島教会の歴史
高島に教会がある。元和２年(1616)江戸初

善長谷は、文化元年(1804)潜伏キリシタン

期頃から激しくなったキリシタン弾圧から逃

であった彼杵郡三重郷樫山の甚介の子、佐八

れるために離島の一つ高島に渡って隠れ住み、

ら 6 家族が、旅芸人を装いながら脇岬の木場

畑作や漁獲などで生計を立てながら密かに信

を経て、佐賀藩深堀領の、この地に定着した。

仰していた人たちがいた。

キリシタンではないことの証明として、深堀

明確な記録として残るのは、宝暦元年

の氏神様である八幡神社の毎月の祭礼及びお

(1751)佐賀藩深堀領東樫山村(現在の長崎市

水方として水汲み役を果たすことと、菩提寺

三重町)から百姓 16 人が移住、翌年、妻子を

の檀家に所属することが義務づけられた。

呼び寄せ、キリスト教を信仰し永住の基礎を

しかし、彼らにとってこれらの務めを果た

固め高島の祖となったことが記されている。

すことは、表向きのことであって、先祖から

信者たちは本村(現在の本町)の民家のお仙

受け継いでいる潜伏キリシタンの信仰を堅く

婆さん宅の一室を教会に見立て、慈母観音像

守っていった。

を慈母マリアとして納屋に安置し、信仰を密
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善長谷の名前の由来

マリア観音について

善長谷という地名は、深堀にある曹洞宗の

岳路へと別れて行った人たちとともに、善

菩提寺 6 代当为、賢外普間和尚が厳しい座禅

長谷にあったマリア像が岳路に移った。しか

の修行によって悟りの境地に至ったことで知

し、これらのことは潜伏キリシタンであるこ

られる場所で禅定谷と呼ばれるようになり、

とから証明する史料などはなく、あくまでも

それがいつしか訛って善長谷となったと言わ

口伝である。

れている。

伊王島の馬込教会と大明寺教会
伊王島に人が住みつくのは、寛永 19 年

異教徒のことをラテン語で「ゼンチレス」、
スペイン語で「ゼンチョ」と発音することか

(1642)佐賀藩为鍋島勝重が将軍徳川家光に

ら、善長あるいは善丁の語源が生まれたので

長崎警備の命を受け、深堀領の島々に外国船

はないかと言われている。最初は仏教徒に対

を見張るための番所を置いた時からだ。佐賀

しての呼び名であったものが長い間に変遷し

藩は、キリシタン政策に対して寛容だった。

て、自分たちの住む地名になったのではない
かと言われている。
カトリックとかくれ(カクレ・隠れ)キリシタ
ンに分裂
明治維新以降、キリスト教が解禁されると、
それまで密かに信仰を守っていた当地の潜伏
キリシタンたちは、宣教師のカトリック信仰
の呼びかけに従い、大部分はカトリックに改
宗したが、カトリックへの改宗を拒んだ一部
の潜伏キリシタンは、従来の潜伏キリシタン
の信仰を守るため三和村蚊焼郷岳路に移住し
た。
善長谷のキリシタン墓碑
昭和 28 年(1953)までは土葬でおこなわ
れた。墓地は、教会から山中に 10 分程入っ
た、外界から隐てられ、視界が遮られた場所
にある。その山の斜面地を開いた墓所の中に
は、大きな墓の間のところどころに、丸い石
だけを置いたサークル状のお墓が 47 基ほど
確認できる。

それが慶応 3 年(1867)頃から幕府の命を
受け、取締を強化した。元治２年(1865)３月
信徒発見から厳しい沙汰が下され、伊王島に
もその波が押し寄せてきた。やがて、馬込と
大明寺の二つの教会を皆の想いと信仰心が造

岳路へ移った人たちの墓碑跡

ることになった。

善長谷の墓地の中に、貝殻を敷き詰めてい
る墓がある。岳路へ別れて行った人たちの墓

馬込教会は明治４年(1871)字椎山に 20
戸ばかりの信徒らの自力で聖堂が建てられた。

である。
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信徒は平戸、松浦から流れてきたと思われる。

秘かに帳方、水方、聞き方などの組織を作り、

明治 23 年(1890)現在地に木造、シックイ建

潜伏キリシタンとして信仰を守り抜いてきた。

て 80 坪程度の天为堂が建立された。

そしてその中心こそが今の浦上天为堂の地な

大明寺教会は、明治 13 年(1880)大浦天为
堂の建設に従事した伊王島舟津の大工大渡伊

のである。
1.浦上天主堂

勢吉氏が、ブレル神父監督のもとに建設した。

長崎北部地区の特徴
北部地区の担当地域は、長崎駅を起点にし
て国道 206 号線に沿って真っ直ぐ北上し、長
崎市域北部である滑石、三ツ山地区までの範
囲である。
そしてこの地域は、まさしく日本のキリシ
タン史の为眼点である浦上の里を中心とする
地域でもある。またかつて日本二十六聖人が
西坂の丘まで歩んだ浦上街道に沿った地域で
もある。
この北部地区の特徴は、それぞれ特色の異
なる次の三つの区域から構成されていること
であろう。

浦上天为堂の歴史は、土井(現在の茂里町付

［1］潜伏キリシタンの中心ともいえる浦上

近)に設けられた、サン・ジュアン・パブチス
タ小教会に始まる。

地区の教会と遺跡
［2］かつて大村藩領であった三ツ山地区の
教会と墓地群

浦上四番崩れにより、西日本各地に流され
迫害を受けた浦上のキリシタンは、ようやく

［3］日本二十六聖人に祈りを捧げるために

明治 6 年(1873)浦上に帰ってくることがで

建てられた西坂の教会と記念碑、記念館

きたが、浦上の家、畑は荒れ果てており、も

この三つの区域についての調査活動の結果

ちろんミサにあずかる場所はなかった。

を記す。

土井の熱心な信者であった相川忠右衛門は、

［1］浦上を中心とするその周辺の教会と遺跡
浦上は潜伏キリシタンの中心地といっても

大浦天为堂のポアリエ神父と相談して、土井
に仮教会を設けた。

いいであろう。それほどこの地には 250 年以

この仮教会は 200 人程収容できたが手狭

上、秘かに守り抜いた信仰の歴史と幾多の迫

であり、浦上の信徒達は更に新しい教会を求

害の歴史に満ちている。

めていた。その頃、かつて浦上村の庄屋であ

1620 年代以降、徳川幕府による禁教の弾

った高谷家の土地、屋敷が競売に出された。

圧は一層激しさを増していったが、浦上のキ

浦上村の中央にあり、高谷家が代々庄屋を務

リシタンは表面上改宗する振りをしながらも、

め、毎年正月には村民に踏絵を強いた所であ
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る。彼らはこの場所を明治 13 年(1880)に購

しかし、このようにして 30 年間もの長い

入し、庄屋屋敷をそのまま教会とした。これ

年月をかけて完成した浦上天为堂は、わずか

が現在の浦上天为堂の場所である。

20 年後の昭和 20 年(1945)原爆により何万

しかし、この教会も狭く老朽化しており、
新しい教会の建設が求められた。

人もの犠牲者と共に完全に破壊されてしまっ
た。

明治 21 年(1888)浦上の为任司祭となっ

戦後、復興に立ち上がった信徒達は、多く

たフレノ神父は、大きなクポラ(円天井)を持つ、

の困難を克服し、昭和 33 年(1958)旧天为堂

石とレンガ造りの教会を設計。明治 28 年

と同じ場所に、ほぼ同じ形、同じ大きさで天

(1895)工事を着工した。しかし、浦上の信徒

为堂を再建した。

達はまだ貣しく、また日清、日露両戦争によ

さらに、昭和 55 年(1980)ローマ教皇の来

るインフレのため資金難は厳しく工事は度々

訪を契機に天为堂の改装が施され、外装がレ

中断し、16 年経った明治 44 年(1911)でも、

ンガタイルで覆われ、昔日の面影がよみがえ

ようやく半分の高さまでできただけであった。

った。翌年 2 月 25 日、改装された浦上天为

そしてこの年フレノ神父は過労に倒れ 64 歳

堂で教皇ヨハネ・パウロ 2 世の歓迎集会が開

の生涯を閉じた。

かれ、4 万 7 千人もの信徒が集まった。

彼の後を引き継いだラゲ神父は、ドームを

2.その他の浦上地区の教会

断念して設計を変更し工事を続け、ついに大

昭和 30 年代に入る頃から、長崎市の人口

正 4 年(1914)天为堂は完成した。しかし、

増加と共に浦上地区の信徒数は増えていった。

鐘 楼 は 未 完 成 で 、 10 年 後 の 大 正 14 年

このため浦上小教区から新たに分離独立した

(1925)ようやく双塔の鐘楼が完成し、フラン

小教区が設立され、それぞれ新しい教会が建

ス製の大小二つの鐘が吊るされたのである。

てられていった。
昭和 29 年(1954)城山小教区が設立され
城 山 教 会 が 建 て ら れ た 。 次 に 昭 和 34 年
(1959)西町小教区が設立され西町教会が、翌
年本原小教区が設立され本原教会が建てられ
ている。また昭和 45 年(1970)西町小教区か
ら滑石小教区が分離され滑石教会が建てられ
た。
3.浦上地区のキリシタン関連遺跡
浦上地区には多くの遺跡、墓地があるが、
ここでは 3 か所について簡単に記す。
(1)一本木山(長崎市三原 2 丁目)
本原教会裏手の小高い丘が一本木山と呼ば
れている所だ。浦上村のキリシタンは幕府に
よる禁教の厳しい取り締まりを避けるため、
監視の目が行き届かない場所を探して、この
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一本木山に集まり秘かに祈りを捧げたといわ

随員の松尾大源、黒川市之丞、黒川六右衛門

れている。

は、信仰を守るためこの地に隠れて農民とな

今は林の中に祭壇が設けられ、白い木製の

り、木場キリシタンの中心となった。

十字架が建てられている。
(2)四つの秘密教会
元治２年(1865)プチジャン神父に歴史的
告白をした浦上の信徒たちは、大浦天为堂か
ら秘かに神父を迎え、ミサを受けるために次
の四つの秘密教会を作った。
①

聖マリア堂(長崎市辻町 7)

②

聖ヨゼフ堂(長崎市辻町、十字修道院内)

③

聖フランシスコ・ザベリオ堂

またそれ以前には慶長 4 年(1599)平戸藩

(長崎市岡町 7)
④

の家老原田善左衛門夫妻が木場六枚板に逃れ
てきたが、捕えられ火刑により殉教した。

聖クララ堂(長崎市大橋町 23)

しかし、いち早く奉行所に知られ、信徒達

木場では、浦上で崩れが起きるたびに飛び

は捕えられ、最大の迫害事件となった浦上四

火し殉教者が出た。特に悲惨だったのは慶応

番崩れに繋がっていった。今はそれぞれの場

3 年(1867)7 月の浦上四番崩れの 8 日後に

所に石碑が建てられている。

起こった「木場の三番崩れ」である。高見多

(3)十字架山(長崎市辻町 25)

四郎ら婦女子を含む 125 人が大村の唐人牢

浦上四番崩れによる流配から帰ってきた信

に入れられた。

徒たちは、信仰の自由を徔たこと、浦上に戻

牢獄では飢えや寒さのため死亡する信者が

れたことへの感謝の印として、また禁教時代

相次ぎ、また厳しく改宗を迫られた。多四郎

に心ならずも踏絵を踏んだ罪の償いとして、

ら 3 人は 1 年後に脱獄したが、残った信者た

明治 14 年(1881)この丘に十字架を建てた。

ちの状態は過酷を極めた。明治 5 年(1872)

現在、この地はカトリックの公式巡礼地に

に帰郷を許されたが、55 人が牢死している。

指定されている。

明治 6 年(1873)大阪に逃れていた多四郎

［2］三ツ山地区の教会と墓碑群

が戻り再建に奔走。明治 18 年(1885)横目屋

1.教会の沿革

敷場所だった現在の場所(犬継)を買い取り、上

三ツ山(木場)地区は、慶長 10 年(1605)か

床から聖堂を移設、教会を建立した。

ら明治維新まで大村藩の領地であった。この

2.墓碑

地は山深く、キリシタンが隠れ住むには絶好

(1)犬継地区の墓碑

の場所でもあった。

教会の裏手の丘にあり、大小の野石が 60

伊達正宗が派遣した遣欧使節団の支倉常長

個程置いてある。野石には十字架や名前はな

一行が、元和 6 年(1620)帰国し長崎に上陸

い。この中に松尾大源の墓がある。また大村

したが、既に日本では禁教の時代となってお

の牢で 58 歳で殉教した高見キサの墓もある。

り迫害が激しくなっていた。このため使節団

彼女の夫、国平も 61 歳で牢死。三番崩れの
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られた教会であるということだ。教区として

悲劇を伝えている。

は中町小教区に属しているが、カトリックの
公式巡礼地である西坂の丘を訪れた、国内外
の多くの巡礼者の人達が、二十六聖人に祈り
を捧げるための場所なのである。
もう一つの特色は優れた建築美である。美
しい双塔を持つこの教会は、記念館と共に今
井兼次(1895～1987)の設計である。左の塔
は地上の祈りが天に昇り、右の塔は聖霊の賜
物が地上へ降りてくる様子を表している。船
越保武(1912～2002)作の記念碑の彫刻と
一体になり、実に美しい調和を表している。
＊(注 1)聖フィリッポについて

(2)小谷地区の墓碑

正式な名前はフィリッポ・デ・ヘスス。メ

教会から国道を挟んだ丘に教会墓地がある。
丘の頂から北東向きの緩やかな斜面に、二つ

キシコ人である。彼はフィリピンで司祭にな

の墓石が立てかけてある。左側は「柿本菊次

る勉強を終えたのち、慶長元年(1596)スペイ

郎」の銘があり、明治 17 年(1884)49 歳で

ン船サン・フェリペ号でメキシコに帰る途中、

亡くなっている。右側は一回り小さく「スギ

台風に遭い土佐に漂着した。そしてサン・フ

之墓」「ドミニカ柿本」の銘があり、「以降生

ェリペ号事件に巻き込まれ、乗船していた宣

千八百八十九年十二月一日逝去」「行年九歳」

教師のうち彼一人だけが捕縛され、長崎で殉

と刻まれている。

教した。24 歳であった。彼はメキシコ人とし

大正 9 年(1920)10 月齊藤茂吉がこの墓

て最初の殉教者となったのである。このこと

地を訪れ、
「かかる墓もあはれなりけり「ドミ

から、メキシコ国内では早くから彼を聖人と

ニカ柿本スギ之墓

してたたえ、殉教地西坂における記念碑、教

行年九歳」と詠んでいる。

［3］日本二十六聖人記念聖堂

聖フィリッ

会の建設を願っていた。現在の建設において
もメキシコは多大な協力を行っている。

ポ教会
この教会は日本二十六聖人の列聖 100 周
年を記念して、昭和 37 年(1962)聖地西坂の
丘に、日本二十六聖人の記念碑、記念館と共
に建てられた。二十六聖人に捧げられた教会
は、既に大浦天为堂が日本二十六聖殉教者教
会として存在するため、二十六聖人の一人で
ある聖フィリッポ(注 1)に捧げる教会として
現在の名称がつけられた。
この教会の特色は何といっても聖地に属す
る教会であり、二十六聖人を祈るために建て
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一言コメント
長崎教会群を早く世界遺産に登録してほしい。

池田

範由

長崎のカトリック遺産、新たな発見に感動した。

大塚

淳亮

長崎にある教会の多さにびっくり！

川口

政行

遅刻常習犯でも温かく迎えてもらい感謝します。

北浦

由美子

キリシタン墓碑の調査で深く歴史を学べた。

小嶺

昭典

歴史・宗教史は難しいと痛感する作業だ。

桜井

蓉子

貴重な話をうかがいました。遺産登録を望みます。

猿渡

一美

今度は出席率をあげます。今年もよろしく！

白地

成州

勤務の都合で十分な活動ができず反省しきり。

常川

和宏

現地調査に行き、大変勉強になりました。

朝長

初巳

奥深い信仰の歴史を垣間見る体験となった。

長井

倭雄

長崎の教会群巟りをできればしてみたい。

長門

ヤス子

奥深い山中の教会を訪れ信仰の厚さに感動した。

中村

麗子

研究されつくした感があるので苦労した。

西本

浜路

教会や墓地に出かけ、文化として理解できた。

野﨑

圓

とても楽しく、有意義な塾参加でした。

野田

和弘

港町長崎の始まりと宗教のありように合掌。

濱崎

雅裕

キリシタン墓碑を巟り歴史と信仰の力を知る。

原口

和代

キリスト教受容以後の多様な対応を学んだ。

日宇

孝良

当塾の調査で故郷高島の教会に行け、幸せだった。

福田

哲也

調査から、信仰を持つ強さを実感しました。

藤丸

清子

長崎の教会群世界遺産を成功させ各地にＰＲしよう。

細川

敏明

歴史由来などお話しくださった方々に感謝いたします。

松本

奈美

信仰心がどんな苦難にも抗していくのに感嘆。

三丸

正紀

長崎教会群を産業遺産ともども世界遺産にしよう。

宮川

雅一

私も知らなかった。地元の関連遺産を再発見！

村崎

春樹

長崎のキリシタンの奥深い歴史を再認識した。

山口

篤史

さすがに長崎のキリシタン文化は奥が深い。

吉野

誠次

教会のことがよくわかり大変良かったです。

若杉

昭子
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世界遺産推進室

渕上

しほ子
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