
大分県立先哲史料館「新収蔵史料展」 

※展示期間 令和3年5月15日(土)～令和3年7月11日(日) 

 

ごあいさつ 

大分県立先哲史料館は、大分の先哲や歴史・文化に関する史料を収集・保管・

調査研究し、展示や閲覧などを通して、皆さまにその情報を公開していく施設で

す。今回の展示は、令和２年度に本館が新たに収蔵した史料を紹介するものです。

「馬渓文庫」創設者の小野桜山に関する史料、刀剣制作の「秘伝書」、「鳥瞰図」、

幕府領の「庄屋文書」などです。 

そして、大分県先哲叢書刊行を記念して、特集展示「賀来飛霞－飛霞が見つめ

た自然－」「帆足万里－窮理通の世界－」を同時開催し、それぞれの業績を紹介し

ます。また、戦前から戦後にかけて外務大臣を務めた重光葵に関係する史料も展

示しています。 

 展示史料は大分の歴史や文化を知る上で重要で、興味深いものです。これら

の史料を通して、郷土の歴史に関心を持っていただければ幸いです。 

 最後になりましたが、貴重な史料をご寄贈・ご寄託くださいました皆さま、史

料収集に際してご教示・ご協力をいただいた関係各位に対し、感謝申し上げます。 

令和３年５月 

大分県立先哲史料館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な史料） 

梅木芳太郎宛書簡 明治37年(1904)12月28日 

梅木芳太郎は下毛郡中摩村(現中津市山国町)出身の民権運動家です。明治 32 年

(1899)から県議会議員を務め、耶馬渓道路の改良などに尽力しました。この書簡

では、桜山が土地を入手するにあたり、梅木にその照会を依頼しています。 

竹内正策書簡 明治38年(1905)2月 

竹内正策は土佐(高知県)出身の陸軍軍人です。日露戦争では後備歩兵第４旅団長

として旅順攻囲戦で武功をあげました。旅順陥落後の様子などを漢詩にし、桜山

に見てもらうために送ったものと考えられます。 

桜山翁後援畫會之趣旨と申込書 大正15年(1926)7月 

桜山が74歳の時に朝鮮・中国を訪れた際、在朝日本人の有志らが発足させた後援

会の趣旨書です。発起主唱者の一人岩渕精次郎は、下毛郡東城井村(現中津市本耶

馬渓町)の出身で、桜山に師事して馬渓文庫の充実に助力し、後に「耶馬渓風物館」

を創設した人物です。 

［山水画］ 年未詳 

桜山が描いた山水画で、左上に「心静興長(心静かなれば興長し)」と書かれてい

ます。“心が静かであれば物事のおもしろみも長く深いものとなる”という意味で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な史料） 

村明細帳・村鑑帳 正徳4年(1714)・享保6年(1721)他 

村高や貢租、家数、人口、牛馬数、寺社、職人、隣村や隣藩への道法、廻米に

関する役割や費用など、村の概要が記されています。幕府巡見使が派遣された場

合や代官などが廻村した場合、領主が代替わりしたときなどに村方で作成し、役

人に提出されました。 
御用留帳・御用留日記 万延2年(1861)・慶応2年(1866) 

庄屋が、領主から触書や廻状などが届いたときに書きとめたのが「御用留帳」

です。村の政治的な動きを見ることができます。また、日々の仕事や出来事など

は「御用留日記」に記しました。庄屋の具体的な執務内容が確認されます。 
呉崎・巌保新開出銀調済口書付写 弘化3年(1846) 

広瀬久兵衛が塩谷代官のもとで、豊前国の呉崎(豊後高田市)や巌保(宇佐市)で行

った新田開発の費用の一部を、日田郡・玖珠郡・直入郡・下毛郡の幕府領の村々

が負担したことが分かります。庄屋は村からの出費は村入用として管理しました。 

豊前呉崎新開・玖珠郡田野切稜歩役寄帳 文政12年(1829) 

豊前国の呉崎新田(豊後高田市)と玖珠郡の田野(九重町)の開発に対して、玖珠郡

の幕府領 32 ヶ村に夫役が課せられました。この夫役も庄屋が管理しました。そ

して、玖珠郡の幕府領の村々が連携して事にあたっていることも確認されます。 
長崎御廻米取立竹田御蔵所諸入用仕上帳 文久2年(1862) 

玖珠郡の長崎廻米は、関河岸(日田市夜明) の蔵所から筑後川を下り、海船に積

み替えて長崎に送られていました。文政9年(1826)に日田川通船ができ、竹田(日
田市隈町竹田)に蔵所が設置されました。この史料は長崎廻米と竹田蔵所に係る経

費等をまとめたものです。 
長崎御廻米取立馬原御蔵所諸入用仕上帳 文久3年(1863) 

玖珠郡の長崎廻米の運搬は、文政 9年(1826)に日田川通船ができてから、その

労力は大幅に軽減されました。新たに竹田蔵所と、馬原(日田市天瀬)にも中継所

として蔵所が設けられました。この史料は長崎廻米と馬原蔵所に係る経費等をま

とめたものです。 
去未御年貢江戸御廻米小坂御蔵所諸入用仕上帳 万延元年(1860) 

玖珠郡の江戸廻米は、日出生台の今宿を経由して速見郡の小坂(日出町)の蔵所

に運ばれました。かなり厳しい道のりでした。小浦港(日出町)で幕府が派遣した

廻米船に積み込み、江戸に送られました。そして年貢米監視のため、農民の代表

の上乗人も同乗しました。 
去子御年貢対州芸州御廻米小坂御蔵所諸入用仕上帳 元治2年(1865) 

玖珠郡幕府領の元治2年の年貢米の一部は、対州(対馬)と芸州(安芸)に送られま

した。江戸廻米の場合と同様に、小坂(日出町)の蔵所に集積されています。 
玖珠郡新穀早廻長崎御廻米五里外賃仕出 文久3年(1863) 

玖珠郡の幕府領の村々は、長崎廻米の場合も江戸・大坂廻米の場合も、年貢米

を遠く離れた蔵所まで運搬しなければならず、大変でした。蔵所までの五里につ

いては農民の負担でしたが、五里以上になると五里外賃として駄賃が支給されま

した。 
［日田玖珠］両郡長崎御廻米海川船運送方極書 文久元年(1861) 

日田・玖珠両郡の長崎廻米は、関河岸(日田市夜明) の蔵所から筑後川を川船で

下り、右馬丞浦(福岡県大川市)で海船に積み替えられました。この史料は廻米運

送請け負い時の申し決めです。川船の日の丸の幟や、年貢米の予備の欠米運賃な

ど細部にまでわたっています。 
浦触写 安政4年(1857) 

長崎廻米船が難破した場合に関する安政4年の浦触と、廻米船が難破した場合

の寛文13年(1673)の｢定｣を写したものです。浦触には連絡先等が記されており、

｢定｣には、打米［米を海に捨てる］の際の注意や、沢手米［濡れた米］を干すこ

となどが記されています。 
御廻米積立取計方心得書 年未詳 

御廻米に関わる村役人や農民の役割と心得について、幕府からの命令等をまと

めたものです。上乗人については、「江戸納」も兼ねるため、年齢は25才から50
才位までの持高5石以上の高持百姓で、筆算ができ、真面目で正直に働く者を選

ぶよう記されています。 
江戸御米上乗 日記覚帳 嘉永7年(1854) 

引治村(九重町引治)の郷助が、上乗人として江戸に年貢米を届けた際の記録で

す。2 月 8 日に村を出立して小坂(日出町)へ。同 17 日に出航。4 月 14 日に品川

着。同30日に浅草での御蔵納めが終わり、6月20日に帰村する迄の131日間の

行程等が記されています。 
耕地宅地反別取調帳・耕地宅地絵図 明治8年(1875) 

明治 6年(1873)に地租改正条例が出され、課税の基準が収穫高から地価に変更

されました。村では土地の種類と面積、持主を確認し、収穫高、地代金、税高、

税金の 4 項目を記した取調帳を作成しました。そして同時に土地の絵図(地籍図)
も作成しています。 
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大半は幕府領玖珠郡上旦村・下旦村(現在の九重町大字右田)庄屋麻生家の、

近世から近代にわたる様々な内容からなる文書群です。 
村の概況を記した「村明細帳」、触書や廻状などを書きとめた「御用留帳」、

仕事や出来事を綴った日記類、「絵図」などによって、当時の地域の実態を知

ることができます。 
年貢関係史料が多いのも特色です。玖珠郡の幕府領の年貢米は長崎や江

戸・大坂に送られました。そのため、年貢米を集積する蔵所に関するもの、

運搬に関する「御廻米積立取計心得書」なども含まれています。そして、農

民を代表して廻米船に乗り込んで年貢米を届けた上乗人の記録「江戸御米上

乗日記覚帳」が遺されているのも魅力の一つです。 
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 鳥瞰図は、高い場所や空中から見おろしたように立体的に描いた風景図や地

図のことです。鳥瞰図と言えば、独特の様式を生み出し、一世を風靡して「大

正の広重」と呼ばれた吉田初三郎（1884～1955）が知られています。鳥瞰図は、

大正から昭和にかけて起こった日本の観光ブームによって人気が高まり、旅行

パンフレットに取り入れられました。 
本資料群は、吉田の作品 3 点「奇勝耶馬 全渓谷遊覧交通図」（昭和元年

(1926)）「山紫水明 日田盆地図絵」（昭和3年(1928)）「湯平温泉名所図絵」（大

正 12 年(1928)）と、「竹田町及び附近名勝案内図」「大分」の 2 点、計 5 点の

鳥瞰図からなります。これらから、県内の各地でも吉田に依頼し、或いは吉田

の様式を模した鳥瞰図を制作して観光に力を入れたことがわかります。 
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漢学者で｢馬渓文庫｣(現｢耶馬渓風物館｣)の創設者である小野桜山(嘉永６

年[1853]～昭和12年[1937])に関する史料です。 

桜山は備後国(広島県)出身。名は積。各地で詩書画を学び、明治20年(1887)

に耶馬渓を訪れました。山水風景の素晴らしさに魅せられ、この地に文化を

興す計画を立てます。そして全国各地の名家を訪ねて和漢の古典を収集し｢馬

渓文庫｣を創設しました。 

史料は明治後期から昭和初期にかけての書簡・葉書が中心です。差出や宛

書は、全国各地の文人画人、実業家や政治家など多彩で、桜山が全国行脚に

よって創り出した人脈の広さを知ることができます。 
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炭の仕様、鉄の鍛え方、焼いた鉄の色の見極め、焼水の用い方等を伝えて

います。最後に、刀を拵える三日前から火を改め、身を清浄にして鍛冶場へ

不浄の者を入れず、氏神、天皇を守る八神殿、鍛冶の神天目一ツ命、日本国

中の神社に拝礼することと記しています。 

吉田初三郎：京都に生まれた初三郎は、見えないはずの名所を描くなどの

大胆なデフォルメと遊び心のある独特な鳥瞰図を生み出しました。製作に

あたり当該地の風土や歴史を丹念に調査しており、初三郎の作品によって

観光名所や景勝地がより多くの人々に知られることになりました。 



先哲叢書刊行記念 
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（主な史料） 
木類図稿 （大分県立歴史博物館寄託） 

賀来飛霞が描いた写生図を木類・草類など、種類別にまとめて画帖に仕立てた

ものです。昭和 33 年(1958)に昭和天皇、皇后両陛下が来県された際、ご覧にな

りました。このカンボタン図から飛霞の写生技術の高さを知ることができます。 
琅玕帖（大分県立歴史博物館寄託） 

さまざまな琅玕(美しい竹)の写生図やその他の植物図を画帖にしたものです。

飛霞が 14～15 歳の頃描いたと記されています。この図を描いた当時、飛霞は江

南竹(孟宗竹)としていたが、後に淡竹の誤りと分かったことが追記されています。 
鶏肋帖（大分県立歴史博物館寄託） 

表紙に鶏肋(たいして役には立たないが捨てるには惜しいもの)と記された画帖

です。この図に描かれているベニカブについて、長崎の人が食用の蔬菜としてい

ることやその食法について詳しく記しています。 
随観略写真（大分県立歴史博物館寄託） 

飛霞が描く対象は植物だけではありませんでした。この図では、鳥類(キツツキ)
や鉱物などをスケッチしています。自然界にあるあらゆる物に精通している飛霞

のすがたをうかがうことができます。 
随観写生図（大分県立歴史博物館寄託） 

飛霞が描いた写生図を画帖に仕立てたものです。この図ではサルスベリを描い

ています。雄しべや雌しべ、根茎、葉脈、色彩等を精緻に表現しており、飛霞の

観察眼の細かさと鋭さを伝えています。 
南島雑話抄録（大分県立歴史博物館寄託） 

薩摩藩士の名越左源太が著した『南島雑話』を飛霞が抜書きしたものです。幕

末の奄美大島の自然、衣食住、信仰等について図入りで詳細に記録されています。

この場面では、蘇鉄の実の毒をとりのぞき、食べるまでの過程が記されています。 
草類図稿（大分県立歴史博物館寄託） 

飛霞が描いた写生図を種類別にまとめて画帖に仕立てたものです。タンポポや

ホオズキ等 49 点の写生図が収載されています。このサジラモタカの図は、飛霞

が京都で師事した本草学者山本亡羊が種の鑑定を行ったことが記されています。 
東京大学小石川植物園草木図説 巻一（大分県立歴史博物館寄託） 

飛霞が伊藤圭介と共著で明治 14 年(1881)に刊行した洋製本の植物図鑑です。

小石川植物園の樹木を観察し、当時最新の植物分類法を用いて解説を記していま

す。挿図(ボタン図)は加藤竹斎が描いたもので、石版画に手採色を施しています。 
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（主な史料） 
ミュッセンブルック『物理学諸原理』第二版 

万里が「窮理通」を著す際、これまで第二版（1739年）を利用したといわれて

きましたが、今回資料集の編さんで、彼が利用したのは初版（1736年）であるこ

とがわかりました。展示している資料は、佐伯文庫（佐伯藩主毛利高標収集）の

蘭書で、大分県立図書館旧蔵本です。 
「窮理通」巻一～巻八（日出町教育委員会所蔵） 

資料集編さん時に、拠りどころにした写本です。この史料の成立年は不明です

が、巻一～八巻まで全巻が揃っています。今回資料集の編さんでは、修正箇所を

他の写本と比較し、万里がどのようにして「窮理通」を完成させようとしたかを

調べました。 
「窮理通」巻五～巻八（日出町教育委員会所蔵） 

資料集では「日出四巻本」としている写本です。この写本４冊も、漢文訳稿と

他の写本との中間段階の訂正を記録している重要な史料です。付箋や貼紙、挿紙

が多くみられます。万里の学問に対する姿勢が窺えます。 
「窮理通」巻一～巻三（日出町教育委員会所蔵） 

資料集では「日出三巻本」としている写本です。この写本は、朱の書き込みや

削除の印が多くみられます。漢文訳稿と他の写本との中間段階の訂正を記録して

いる重要な史料です。何度も修正をして完成しようとしたことがわかります。 
「和文稿本」（帆足家史料・寄託） 

万里が主に和文で書いた「窮理通」の下書きの一部です。ところどころ和文を

漢文に直した文章もありますが、和文で書かれた量のほうが圧倒的に多いようで

す。この稿本は「窮理通」を著す際、最初の段階で作成されたきわめて重要な史

料です。 
「漢文訳稿」（帆足家史料・寄託） 

主に漢文で書かれたもので、「窮理通」の下書きの一部です。万里は、「和文訳

稿」を漢文に直す練習を門人に課したといわれています。同じ和文に対して、複

数の漢文訳があります。誰が直したか不明な箇所もありますが、門人の名前が記

されている箇所もあります。 
「窮理通」の挿し絵の一部（松原文庫・寄託） 

ミュッセンブルック『物理学諸原理』の中に収載されている附図に似ているも

のがあります。本文の理解を助けるために、刊行する「窮理通」に掲載する予定

だったと考えられます。 
「窮理通」の版下書（松原文庫・寄託） 

万里の門人で日出藩右筆であった松原公忠が作った、印刷用の原稿を書くため

の下書き用の一部です。史料の中央部（柱）上部に「窮理通」、下部に「西崦正本」

という文字があることから、「窮理通」を出版しようとしていたことがわかります。 

特集展示 重
しげ

光
みつ

葵
まもる

関係資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な史料） 

楳嶺花鳥画譜 明治16年(1883)12月27日 

２枚の絵は、重光葵がコレクションした錦絵です。作者は幸野豊(楳嶺)です。

左は｢海棠と孔雀｣で、細やかな色使いで海棠の葉や花びら、孔雀の羽根や肉付き

も丁寧に描かれています。右は｢雁来紅と雁｣で、つがいの雁が舞い降りる様子を、

躍動感を持たせて描いています。 

慌てる閔妃山朝暾図  明治15年(1882)9月 

作者は揚州周延です。幕末から明治にかけての浮世絵師で、美人画を得意とし

ました。作品は、明治15年7月に朝鮮の漢城(現ソウル)で起こったク－デタ－を

題材にしています。当時政権を握っていた閔妃(国王の妃)が、ク－デタ－に慌て

る様子を描いています。 

おいしい物がたべたい 嘉永5年(1852) 

江戸末期の代表的浮世絵師、一勇齋歌川国芳の｢山海愛度図会｣です。諸国の名

産品を美人画とコマ絵を組み合わせて紹介するシリーズものです。ここでは、名

産品として秋田蕗を取り上げています。副題の語尾を、愛度にかけて｢・・・たい｣

で統一しているのが特徴です。 
東京三十六景 明治4年(1871)5月 

作者は昇齋一景です。明治初期に活躍し、風景画や風俗画を数多く描きました。

作品(上)は｢柳原和泉はし｣です。人力車や丁髷姿の庶民から明治初期の文明開化

の風情が伝わってきます。同(下)は｢神田明神｣で、平将門に縁があり、江戸庶民

からも広く愛された神社です。 
私の中学時代 昭和28年(1953)  旺文社 

『中学時代』新年特大号で、重光が旧制杵築中学校時代の思い出を語っていま

す。父母のことや、体格検査の際に名前を｢あおい｣と間違われた時、下瀬先生が

裸姿の重光を見て、“青いことはない、黒い”と言ってフォローしてくれたエピソ

ードなどを述べています。 
感涙にむせぶ母 昭和29年(1954) 教育弘報社 

重光が母の松子について語っています。寛容で子どもの教育を生き甲斐として

いること、外交官としてドイツに赴任する重光の背広姿に感涙したことなどが紹

介されています。重光は、母の記憶は頭に刻みつけられており、老いても時々母

の夢を見ると言っています。 
どうぞよろしく 昭和32年(1957) アサヒグラフ新年特大号 

昭和 31 年(1956)12 月 18 日(現地時間)、日本の国際連合加盟が決まりました。

写真は重光が日本の代表として総会で演説をしているところです。有名な“日本

は東西のかけ橋になり得る”という言葉はこの時に述べられたものです。 
 

重光 葵 

重光葵は、杵築市出身の先哲です。第一次上海事変において右脚を失っ

たことや、アメリカの戦艦ミズーリ号において日本側全権として連合国へ

の降伏文書に調印したことなどはよく知られています。一方で、重光は文

化的な面でも足跡を残しています。これは、文武を積極的に修め大切にす

るという重光家の家風をあらわしています。ここでは、従来の外交官・政

治家としての側面の他に、文化・芸術を大切にした「文化人」重光葵の一

面をみることができる資料を紹介します。 

賀来 飛霞 

文化13年(1816)、国東郡高田(現在の豊後高田市高田)で生まれました。

医学・薬学を帆足万里に、画を十市石谷に学んだ後、京都で本草学者の山

本亡羊に師事し、現地調査に基づいた本草学の研究に取り組みました。帰

郷後は宇佐郡佐田(現在の宇佐市安心院町佐田)で医師として開業し、地域

医療活動に尽力しました。 

その後、本草学者としての業績が評価され、明治11年(1878)、明治政府

に出仕していた伊藤圭介に招かれて東京大学小石川植物園取調掛を務めま

した。そこで、『東京大学小石川植物園草木図説』の刊行や東京植物会（現

在の日本植物会）の創設などに尽力しました。生涯を通じて、本草学研究

のために諸国を巡り植物を採取し、これをもとに図譜や標本等を多数遺し

ました。その功績から飯沼慾斎、伊藤圭介とともに幕末日本の三大本草学

者と称されています。 

帆足 万里 

帆足万里は、安永7年（1778）、日出藩の重臣帆足通文の第二子として現

在の日出町に生まれました。父は、三浦梅園や脇蘭室と親交がありました。

万里は、寛政３年（1791）、14 歳で小浦（日出町豊岡）の脇蘭室の塾に入

門し、蘭室が熊本藩の時習館に招聘されるまでの８年間、学問の基礎を学

びました。その後、日出の藩学の教授にもなりました。 

万里は学問の世界だけではなく、実際の政治にも参画し、55歳から３年

間家老として藩政改革にも携わりました。家老を辞した後、日出の南端地

区に私塾西崦精舎を設け、多くの人材を育てました。 

代表的な著作は、大分県先哲叢書帆足万里資料集に収載されている「窮

理通」です。 


