
令和 4 年度・長崎県立長崎図書館郷土資料センター 

企画展示３ 

〜佐世保市立図書館の協力による〜 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 9 月 6 日（火）～11 月２7 日（日） 

 

 

 



 
 

 

 

は じ め に 

 

令和3 年度末に開館した県立長崎図書館郷土資料センタ

ーでは、県内の各市町立図書館の協力を得ながら、当該市

町の郷土資料を紹介する展示を行っていきます。その最初

として、今回は佐世保市立図書館の協力のもとで、市制

120 周年を迎える佐世保市にゆかりの郷土資料・文学資料

を紹介します。多くは佐世保市立図書館に資料を提供して

いただきました。また、同時に期間中、佐世保史談会に依

頼して令和 4 年 3 月に発行した『佐世保人物事典』編纂に

まつわる講演会（令和 4 年 11 月 20 日予定）を実施しま

す。 

 

令 和 4 年 ９ 月 6 日 

長崎県立長崎図書館 
郷土資料センター 

 

 

 

 



 
 

 

佐世保市略年表 

 

年代 おもな出来事 

後期旧石

器時代 
約３万年前～ 上原、針尾、泉福寺、岩下などの遺跡 

縄文時代 約１万３千年前～ 
世界でも最古級の土器・豆粒文土器（泉福寺洞穴）が出土、それに続く隆

線文土器（福井洞穴）出土 

弥生時代 約２３００年前 四反田遺跡（相浦川の河口）で竪穴住居、甕棺、水田遺構出土 

古墳時代 紀元後６世紀～７世紀 てぼ神古墳、三島山古墳、松ヶ崎古墳、鬼塚古墳など 

古代 奈良時代・８世紀 肥前国風土記に速来の門（現在「早岐」）の記述あり 

  平安時代・１０世紀～ 松浦党の進出 

中世 鎌倉時代・室町時代 松浦党の支配下 

  1490 年（延徳元年） 大智庵城築城 

近世 江戸時代 平戸松浦藩支配下 

  1847 年（弘化 4 年） 平戸藩主松浦煕によって平戸領地方八奇勝選定 

近現代 1871 年（明治 4 年） 廃藩置県によって平戸県となり、その後長崎県に編入 

  1883 年（明治 16 年） 軍艦第二丁卯が佐世保湾内を測量 

  1886 年（明治 19 年） 佐世保軍港設置が公布 

  1889 年（明治 22 年） 海軍佐世保鎮守府開庁 

  1902 年（明治 35 年） 佐世保村が市制施行、第 1 回市議会議員選挙 

  1918 年（大正 7 年） 佐世保市立図書館設立（私立図書館を市に移管） 

  1945 年（昭和 20 年） 6/28 佐世保空襲。８月第二次世界大戦の終結後、アメリカ軍が進駐 

  1946 年（昭和 21 年） 旧海軍工廠の施設を受け継ぎ、佐世保船舶工業（SSK）が設立 

  1948 年（昭和 23 年） 貿易港に指定される 

  1950 年（昭和 25 年） 
旧軍港市転換法（軍転法）にかかる住民投票が実施、圧倒的多数の賛成を

得る 

  1951 年（昭和 26 年） 重要港湾に指定される 

  1955 年（昭和 30 年） 九十九島が西海国立公園に指定。西海橋架橋 

  1963 年（昭和 38 年） 佐世保市立図書館に郷土資料室設置 

  1968 年（昭和 43 年） 
米海軍の原子力空母エンタープライズが入港、反対運動（佐世保エンタープ

ライズ寄港阻止闘争）が起こる 

  2002 年（平成 14 年） 佐世保市制百周年、鹿子前地区で第 22 回全国豊かな海づくり大会 

  2022 年（令和４年） 市制施行 120 周年 

 

 



 
 

佐世保市立図書館所蔵 古写真展示資料一覧 

 

 
 

通番 タイトル 年代

1 軍艦第二丁卯 東郷平八郎 明治のはじめ

2 旧街道を行く人力車 明治

3 市街建設予定図 明治19(1886)

4 明治時代の店舗呉服店 明治

5 佐世保鎮守府 明治

6 佐世保橋 明治

7 佐世保駅 明治

8 佐世保市役所 明治

9 市制施行のころの西山手方面 明治36(1903)

10 佐世保銀行本店 明治

11 県立佐世保中学校 保立町校舎 明治

12 眼鏡岩 明治

13 明治末年の中心街 明治44(1911)

14 佐世保座 大正

15 大正時代の店舗呉服店 大正

16 250トンクレーン 大正

17 佐世保軽便鉄道開通祝 大正

18 小佐世保遊郭街 大正

19 針尾無線電信塔 大正

20 西肥バス 昭和

21 出征見送り 昭和

22 支那事変博覧会 昭和

23 空襲で廃墟と化した鎮守府 昭和

24 本通り（三浦町付近） 昭和はじめ

25 佐世保海兵団 本部と第１兵舎 昭和初期

26 三浦町教会 昭和初期

27 本通りも外人氾濫 昭和

28 復員船（引揚船）入港 昭和

29 浦頭検疫所 昭和

30 米軍進駐 昭和

31 トンネル横丁 昭和

32 戦災直後の中心街 島瀬町付近 昭和20(1945)年

33 米軍住宅街 名切 昭和22(1947)年頃

34 岩下洞穴遺跡 昭和



 
 

  

佐世保市立図書館所蔵 佐世保市ゆかりの文学等の展示資料 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 関連作家 資料名

1 井上光晴 贈呈本「島にて」島尾敏雄

2 井上光晴 贈呈本「邪宗門（上）」高橋和巳

3 井上光晴 贈呈本「手鎖心中」井上ひさし

4 井上光晴 贈呈本「余白の春」瀬戸内晴美

5 毛利甚八 「家裁の人」①タンポポ サイン本（1999.1.24）

6 村上龍 「限りなく透明に近いブルー」サイン本（1995.11.2）

7 村上龍 「映画小説集」サイン本（1995.11.2）

8 佐藤正午 「彼女について知ることのすべて」サイン本（1996.9.20）

9 佐藤正午 「放蕩記」サイン本（1996.9.20）

10 毛利甚八 「宮本常一を歩く（上）」 サイン本（1999.1.24）

11 毛利甚八 「宮本常一を歩く（下）」 サイン本（1999.1.24）

12 足立倫行 「森林ニッポン」 サイン本（2002.10.6）

13 足立倫行 「海洋ニッポン」 サイン本（2002.10.6）

14 井上光晴 「地の群れ」文学座上演台本（上演日不明）

15 井上光晴 原稿「手の家」

16 佐藤正午 原稿「夏休み」

17 佐藤正午 原稿「傘を探す」（『夏の情婦』に収録）

18 佐藤正午 原稿「彼女の電気あんか」（『人参倶楽部』その5）

19 佐藤正午 原稿「童貞物語」その3（金森の悩み）

20 村上龍 原稿「69」第1回

21 村上龍 原稿「海の向こうで戦争が始まる」（途中から）



 
 

郷土資料センター所蔵の展示資料一覧 

 

 

 

番号 書名等 請求記号

1
旧軍港市転換資料　佐世保市　旧軍港市振興協議会／編　旧軍港市振興協議
会　1955.12　一冊

395.3/ｷ/

2
佐世保鉄道沿線案内 風光紀佳ナル　佐世保鉄道／編　佐世保 佐世保鉄道
1925　21×79cm　1枚

3/669-2/

3
〔写真〕落成当時の佐世保鎮守府　明治22年　出版者不明　1889　37×40cm
1枚

地図庫397/02ﾗｸ/

4 佐世保市街番地入地図　大正3年　鶴絵はかき部　1914.　54×78cm　1枚 3/800/

5 佐世保　第壹輯　佐世保社　1911.7　26cm　47ｐ 219/02ｻｾ/1

6
昭和八年 四等水兵修業記念写真帖　佐世保海兵団　佐世保海兵団水兵科練
習第一分隊　金子写真館／編

397/02ｼｮ/

7
昭和六年一月号　〔25〕　　（植木家資料 237-25）　〔玉屋デパート〕　〔1931〕.1
28×39cm　2枚

686/237/25

8
成徳　佐世保市立成徳高等女学校創立百周年記念誌編集委員会／編　佐世保
市立成徳高等女学校　2002.9　27cm　311p

376/02ｾｲ/

9
流血の佐世保　原子力空母エンタープライズ入港す　アサヒグラフ 2293号/昭和
43年2月2日　朝日新聞社／編

19/310/4

10
佐世保の洞穴遺跡　　（佐世保市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成17年度）　佐
世保市教育委員会／編　佐世保市教育委員会　2006.3　30cm　117p

210/02ｻｾ/

11
福井洞窟範囲確認調査報告書　　（佐世保市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成
18年度）　佐世保市教育委員会／編　佐世保市教育委員会　2007.3　30cm
46p

210/02ﾌｸ/

12 大智庵城絵図　〔垣田 鉄郎／著〕　2020.9　60×84ｃｍ　1枚 地図庫219/02ﾀﾞｲ/

13 泉福寺洞穴の発掘記録　本編　および付図　麻生優/編 歴文移籍13/2943/1

14 三河内焼　三川内焼伝統産業会館　出版年不明　25cm　1枚物(折本) 751/02ﾐｶ/

15 北村徳太郎　資料編　親和文庫 第20号　西住 徹／編著 289/02ｷﾄ/

16
楠本端山・碩水全集　全1巻　岡田 武彦／〔ほか〕編　葦書房　1980　31cm
821p

121/02ｸｽ/

17
赤松則良半生談　　（東洋文庫 317）　赤松 範一／編　平凡社　1977.11　18cm
313p

289/99ｱﾉ/

18 限りなく透明に近いブルー　村上 龍／著　講談社　1976.7　20cm　209p 913/99ﾑﾘ/

19
〔書画〕穂積驚　　（郷土作家寄贈資料 13）　〔穂積 驚／筆〕　製作年不明
35cm　1枚

913/99ﾎﾐ/

20 〔写真〕穂積驚　　（郷土作家寄贈資料 17）　撮影年不明　13×17cm　3枚 913/99ﾎﾐ/

21
〔原稿〕村上龍 限りなく透明に近いブル-　　（郷土作家寄贈資料 3）　〔村上 龍
／筆〕　〔1984.8〕　18×26cm　1枚

913/99ﾑﾘ/

22 〔色紙〕村上龍　〔村上 龍／筆〕　1997.11　27cm　1枚 913/99ﾑﾘ/

23 〔写真〕白石一郎　　（郷土作家寄贈資料 79-2）　撮影年不明　13×17cm　1枚 913/99ｼｲ/

24 〔原稿〕白石一郎 島原大変　〔白石 一郎／筆〕　製作年不明　26×36cm　207枚 913/03ｼｲ/

25
〔色紙〕白石一郎　〔1〕　井の中の蛙大海を知らずされど天の高さを知る　〔白石
一郎／筆〕

913/99ｼｲ/1

26 〔原稿〕吉田絃二郎 辛夷の花　〔吉田 絃二郎／筆〕　〔1947.4〕　26cm　14枚 914/02ﾖｹﾞ/

27
〔原稿〕滝口康彦草稿「幕末の老中小笠原長行」　滝口 康彦／自筆　26×36cm
5枚

913/02ﾀﾔ/


