
鹿児島市立図書館×山口市立中央図書館×山口市歴史民俗資料館 
やまぐち歴史講座２０１８ 図書館薩長同盟講演会 関連企画展示 

「薩摩スチューデントと長州ファイブ」 
展示期間 平成３０年１０月２１日（日）～１１月２１日（水） 

 鹿児島市立図書館、山口市立中央図書館と山口市歴史民俗資料館のコラボ企画として、や

まぐち歴史講座２０１８ 図書館薩長同盟講演会を開催します。 
 2人の講師が、薩摩スチューデントと長州ファイブを概観し、薩摩は「長沢鼎」、長州は「山尾
庸三」にスポットをあて、講演と対談を行います。それぞれについて、ぜひ資料を手に理解を深
めてみませんか。 

■やまぐち歴史講座２０１８講演会のご案内 
 日 時：平成３０年１１月１７日（日）１０：３０～１２：３０ （開場１０：００） 
 場 所：山口情報芸術センター スタジオＡ 
 演 題：薩摩スチューデントと長州ファイブ 
 講 師：鹿児島市側 森 孝晴 氏（鹿児島国際大学教授） 
      山口市側  松前 了嗣 氏（郷土史家） 
 定 員：４００人（当日先着順） 参加無料 
 
■関連上映会  
 日 時：いずれも１４：００～ 
  第１回：11月5日（月） 
   「薩摩スチューデント、西へ」（鹿児島市維新ふるさと館蔵） 
   「薩摩スチューデント～遥かなる軌跡～」 
   「ブドウ王と呼ばれたラストサムライ」 
   （以上、いちき串木野市薩摩藩英国留学生記念館蔵） 
   「長沢鼎の生涯」 
   （(株)南日本放送制作、いちき串木野市薩摩藩英国留学生記念
館蔵） 
  第２回：11月12日（月） 
   「長州ファイブ」 監督：五十嵐匠、出演：松田龍平 
 場 所：山口情報芸術センター スタジオＣ 
 定 員：１００人（当日先着順） 参加無料 
 

山口市「明治維新150年」記念事業 



■長州ファイブについて知る

1 明治を作った密航者たち 熊田 忠雄∥[著] 祥伝社 2016.2 210.5/ｸﾀ/

2 明治維新とは何だったのか 一坂 太郎∥著 創元社 2017.11 210.5/ｲﾀ/

3 明治をつくった人びと 刑部 芳則∥編 吉川弘文館 2017.5 281/ﾒｲ/

4 明治の技術官僚 柏原 宏紀∥著 中央公論新社 2018.4 317/ｶﾋ/

5 長州ファイブ 1・2 ユキムラ∥著 エンターブレイン 2008.2 M/ﾕｷ/

6 ますらをたちの旅 一坂  太郎／著 萩ものがたり 2006 Y/ｲﾀ/

7 長州ファイブ物語 道迫  真吾／著 萩ものがたり 2017.10 Y210/ﾄｼ/

8 山口県地方史研究 第85号 山口県地方史学会［編］ 山口県地方史学会 2001 Y217.0/ﾔﾏ/

9 ふるさと山口　第25号 ふるさと山口編集部／編 山口の文化財を守る会 2004 Y217.1/ﾌﾙ/

10 月刊  松下村塾　　Ｖｏｌ．９ 月刊松下村塾編集部／編集 山口産業 2005 Y281/ｹﾂ/

11 長州ファイブ － ザメディアジョン 2006 Y281/ﾁﾖ/

12 幕末・維新長州傑士列伝 一坂 太郎∥監修 平凡社 2014.12 Y281/ﾊｸ/

13 防長人物百年史 末弘  錦江／著 山口県人会 1967 Y281/ﾎｳ/

14 その後の長州五傑 松野  浩二／著 東洋図書出版 2011 Y281/ﾏｺ/

15 密航留学生「長州ファイブ」を追って 宮地  ゆう／著 萩ものがたり 2005 Y281/ﾐﾕ/

16 「長州五傑」英国留学と人物像 野村  武史／著 内外文化研究所 2002 Y217.0/ﾁﾖ/

17 工部省の研究 柏原 宏紀∥著 慶應義塾大学出版会 2009.6 509/ｶﾋ/ 山尾

18 日本の機械工学を創った人々 前田 清志∥編 オーム社 1994.5 530/ﾆﾎ/ 山尾

19 風雪百年 朝日新聞山口支局∥編 謙光社 1967 Y217.0/ﾌｳ/ 山尾

20 郷土の先覚者  燦々 田村  幸志郎／著 総合印刷 2002 Y281/ﾀｺ/ 山尾

21 夢チャレンジ  きらり山口人物伝　vol.2 夢チャレンジ出版事業刊行委員会／製作 山口県ひとづくり財団 2008 Y281/ﾕﾒ/ 山尾・伊藤

22 山尾家と山尾庸三 日本外交協会  萩支部／編 日本外交協会  萩支部 2017.10 Y289/ﾔﾖ/ 山尾

23 山尾庸三 松岡  秀隆／著 友月書房 2014.5 Y289/ﾔﾖ/ 山尾

24 山尾庸三伝 兼清 正徳∥著 山尾庸三顕彰会 2003.1 Y289/ﾔﾖ/ 山尾

25 日本工学の父  山尾庸三 萩博物館／編 萩博物館 2017.9 Y289/ﾔﾖ/ 山尾

26 クロカネの道 江上 剛∥著 PHP研究所 2017.3 /ｴｺ/ 井上勝

27 近代を創った77人 新人物往来社 2001.6 210.6/ｷﾝ/ 井上勝

28 技術官僚の政治参画 大淀 昇一∥著 中央公論社 1997.10 409/ｵｼ/ 井上勝



29 トンネルものがたり 吉村 恒∥監修 山海堂 2001.12 514/ﾄﾝ/ 井上勝

30 日本鉄道史　幕末・明治篇 老川 慶喜∥著 中央公論新社 2014.5 686/ｵﾖ/ 井上勝

31 日本の鉄道をつくった人たち 小池 滋∥編 悠書館 2010.6 686/ﾆﾎ/ 井上勝

32 日本鉄道史の研究 野田 正穂∥編 八朔社 2003.4 686/ﾆﾎ/ 井上勝

33 日本鉄道事始め 高橋 団吉∥編著 NHK出版 2018.4 686/ﾆﾎ/ 井上勝

34 鉄道史人物事典 鉄道史学会∥編集 鉄道史学会 2013.2 R686/ﾃﾂ/ 井上勝

35 日本鉄道史年表 三宅 俊彦∥著 グランプリ出版 2005.9 R686/ﾐﾄ/ 井上勝

36 関西の中の防長 一坂  太郎／著 春風文庫 2005 Y217.0/ｲﾀ/ 井上勝

37 小鯖村史 坂倉  道義／著 小鯖村史刊行会 1967 Y217.1/ｵｻ/ 井上勝

38 山口県百年の先覚者 山口県立山口博物館／編集 山口県立山口博物館 1984 Y281/ﾔﾏ/ 井上勝

39 夢チャレンジ  きらり山口人物伝　vol.3 夢チャレンジ出版事業刊行委員会／製作 山口県ひとづくり財団 2009 Y281/ﾕﾒ/ 井上勝

40 井上  勝 老川  慶喜／著 萩ものがたり 2018.4 Y289/ｲﾏ/ 井上勝

41 井上勝 老川 慶喜∥著 ミネルヴァ書房 2013.10 Y289/ｲﾏ/ 井上勝

42 井上勝と鉄道黎明期の人々 鉄道博物館 学芸部 鉄道博物館 〔2010.4〕 Y289/ｲﾏ/ 井上勝

43 カメラが撮らえた勤王派と佐幕派幕末の志士 『歴史読本』編集部∥編 KADOKAWA 2013.10 281/ｶﾒ/ 遠藤

44 山口県地方史研究　第４８号 山口県地方史学会／〔編〕 山口県地方史学会 1982 Y217.0/ﾔﾏ/ 遠藤

45 夢チャレンジ  きらり山口人物伝　vol.9 夢チャレンジ出版事業刊行委員会／製作 山口県ひとづくり財団 2016.9 Y281/ﾕﾒ/ 遠藤

46 造幣局百年史　資料編 大蔵省造幣局／編集 大蔵省造幣局 1974 Y337/ｿｳ/ 遠藤

47 伊藤博文の青年時代 泉 三郎∥[著] 祥伝社 2011.6 Y289/ｲﾋ/ 伊藤

48 レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢 健志∥監修 山川出版社 2012.4 281/ﾚﾝ/ 伊藤・井上馨

49 人物で読む近代日本外交史 佐道 明広∥編 吉川弘文館 2009.1 319/ｼﾝ/ 伊藤・井上馨

50 青年　上・下 林  房雄／著 徳間書店 1986.8 Y/ﾊﾌ/ 伊藤・井上馨

51 吉田松陰と長州五傑 頭山 満∥著 国書刊行会 2015.7 Y210/ﾖｼ/ 伊藤・井上馨

52 密航留学生たちの明治維新 犬塚 孝明∥著 日本放送出版協会 2001.8 210.6/ｲﾀ/ 井上馨

53 条約改正史 五百旗頭 薫∥著 有斐閣 2010.12 319/ｲｶ/ 井上馨

54 井上馨 堀 雅昭∥著 弦書房 2013.5 Y289/ｲｶ/ 井上馨

55 世外井上公伝　第1～5巻 井上馨侯伝記編纂会／編集 マツノ書店 2013.7 Y289/ｲｶ/ 井上馨

56 波瀾萬丈 邦光  史郎／著 大陸書房 1989.1 Y289/ｲｶ/ 井上馨

57 井上馨と明治国家建設 小幡 圭祐∥著 吉川弘文館 2018.2 Y317/ｵｹ/ 井上馨



■薩摩スチューデントについて知る

1 薩摩スチューデント、西へ 林 望∥著 光文社 2007.4 /ﾊﾉ/

2 海国日本の明治維新 犬塚 孝明∥著 新人物往来社 2011.6 210.5/ｲﾀ/

3 薩摩藩英国留学生 犬塚  孝明／著 中央公論新社 1974.10 210.5/ｲﾀ/

4 若き薩摩の群像 門田 明∥著 高城書房 2010.6 281/ｶｱ/

5 長沢鼎ブドウ王になったラスト・サムライ 多胡 吉郎∥著 現代書館 2012.6 /ﾀｷ/ 長沢

6 長沢鼎 森 孝晴∥著 高城書房 2018.8 289.1/ﾓﾀ/ 長沢

7 評伝  長沢鼎 渡辺  正清／著 南日本新聞開発センター 2013.11 289.1/ﾜﾏ/ 長沢

8 言語都市・ロンドン 和田 博文∥[ほか]著 藤原書店 2009.6 233/ｹﾝ/ 森

9 ニッポン青春外交官 犬塚 孝明∥著 日本放送出版協会 2006.12 319/ｲﾀ/ 森

10 明治外交官物語 犬塚 孝明∥著 吉川弘文館 2009.10 319/ｲﾀ/ 森・鮫島・寺島

11 小説日本博物館事始め 西山 ガラシャ∥著 日本経済新聞出版社 2017.3 /ﾆｶ/ 町田久成

12 博物館の誕生 関 秀夫∥著 岩波書店 2005.6 069/ｾﾋ/ 町田久成

13 五代友厚 織田 作之助∥著 河出書房新社 2016.1 B/ｵｻ/ 五代

14 あさが来た　上・下 古川 智映子∥原案 NHK出版 2015.9 /ｱｸ/ 五代

15 大阪をつくった男 阿部 牧郎∥著 文芸春秋 1998.1 /ｱﾏ/ 五代

16 大阪でごわす 島 実蔵∥著 時事通信社 2001.3 /ｼｼ/ 五代

17 五代友厚 桑畑 正樹∥著 高城書房 2016.4 289.1/ｺﾄ/ 五代

18 士魂商才 佐江 衆一∥[著] 講談社 2009.10 B/ｻｼ/ 五代

19 五代友厚 高橋 直樹∥著 潮出版社 2015.9 B/ﾀﾅ/ 五代

■さらに理解を深めるために

1 アレキサンダー・ウィリアム・ウィリアムソン伝 犬塚 孝明∥著 ウィリアムソン先生顕彰会 2015.7 Y289/ｳｱ/

2 トマス・グラバーの生涯 マイケル　ガーデナ∥著 岩波書店 2012.6 289.3/ｸﾄ/

3 長崎グラバー邸父子二代 山口 由美∥著 集英社 2010.9 289.3/ｸﾄ/

4 薩摩藩と長州藩 平凡社／編 平凡社 1978 Y217.0/ｻﾂ/

5 鹿児島県の歴史 原口 泉∥著 山川出版社 2011.3 210/ｹﾝ/

6 史上最強の大名薩摩島津家 洋泉社 2017.4 288/ｼｼ/

7 薩摩島津家全史 スタンダーズ 2018.9 288/ｻﾂ/

8 島津斉彬 松尾 千歳∥著 戎光祥出版 2017.7 289.1/ｼﾅ/



「薩摩スチューデントと長州ファイブ」 


