
令和 4 年度・長崎県立長崎図書館郷土資料センター 
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《協力》 

対馬市立つしま図書館 

対馬博物館 

長崎県対馬歴史研究センター 

半井桃水館（NPO 法人対馬郷宿） 

対馬海上保安部 

交隣舎出版企画（永留史彦氏） 

令和４年 12 月 6 日（火）～令和 5 年２月２6 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ます。その 2 回目

として、今回は対馬市立つしま図書館ほか各施設の協力の

もとで、対馬市ゆかりの郷土資料・文学資料を紹介します。

国境の島・対馬は、その地理的な位置の特徴から、豊かな

自然と歴史を合わせ持ち、日本史上特別な地位を占めてき

たことは周知のことです。令和 2 年 4 月には、対馬の宝と

もいうべき国の重要文化財「対馬宗家関係資料」の保存管

理・調査研究を行う長崎県対馬歴史研究センターが開設さ

れ、今年 4 月に、対馬の特徴を紹介する総合博物館として

対馬博物館が開館しました。それらの施設・活動を紹介す

るとともに、対馬出身の作家に焦点を合わせて紹介いたし

ます。なお、展示期間中の令和 5 年 2 月 4 日に対馬出身

の日本中世史研究者佐伯弘次先生（九州大学名誉教授）に

よる講座を予定しております。 

 

令和 4 年 12 月 6 日 

長崎県立長崎図書館 
郷土資料センター 

 



 
 

展示資料一覧 

 

 

 

資料・写真等

番号 展示項目 資料名 提供者

1 対馬博物館 対馬博物館　外観・展示・活動の写真 対馬博物館

2 長崎県対馬歴研究センター 長崎県対馬歴史研究センター　企画展写真 長崎県対馬歴史研究センター

3 対馬ゆかりの作家（斎藤彰） 対馬出身国際ジャーナリスト　斎藤彰氏関連資料（主な経歴） 対馬市立つしま図書館

4 対馬ゆかりの作家（斎藤彰） 対馬出身国際ジャーナリスト　斎藤彰氏関連資料（足跡を振り返る） 対馬市立つしま図書館

5 対馬ゆかりの作家（斎藤彰） CIA　変貌する影の帝国　講談社現代新書／斎藤彰著 対馬市立つしま図書館

6 対馬ゆかりの作家（斎藤彰） 国境線対馬　斎藤 隼人著 長崎図書館郷土資料センター

7 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 〔原稿〕永留久恵　『対馬国志』 永留史彦氏（寄贈）

8 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 　『対馬国志』第1巻・第2巻・第3巻／永留久恵著 長崎図書館郷土資料センター

9 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 太平洋戦争の追憶　永留 久恵／著　交隣舎出版企画　2012.4　20cm　248p 図版1枚 長崎図書館郷土資料センター

10 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 盗まれた仏像　永留 久恵／著　交隣舎出版企画　2013.12　19cm　46p 長崎図書館郷土資料センター

11 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 対馬の歴史探訪　永留 久恵／著　杉屋書店　1982.9　19cm　324p 長崎図書館郷土資料センター

12 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 対馬古跡探訪　永留 久恵／著　ジャパン・パブリッシャーズ　1977.12　20cm　324p 長崎図書館郷土資料センター

13 対馬ゆかりの作家（永留久恵） 古代日本と対馬　　（日本文化叢書 4）　永留 久恵／著　大和書房　1985.12　20cm　271p 長崎図書館郷土資料センター

14 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔模型〕桃水と一葉（雪の日）　立体模型 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

15 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕武蔵野復刻版 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

16 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕天狗廻状復刻版 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

17 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕海王丸 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

18 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕忠直卿 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

19 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕満州軍凱旋写真帖 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

20 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔ＤＶＤ〕春香伝 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

21 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔写真〕桃水写真（額入） 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

22 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔写真〕一葉写真（額入） 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

23 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕義民嘉助 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

24 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕日本少年　第12号　第13巻　大正 7(1918)年9月 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

25 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕日本少年　第13号　第13巻　大正 7(1918)年11月 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

26 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕面白倶楽部・4月増刊　大正10(1921)年4月 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

27 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕面白倶楽部・6月　大正 9(1920)年6月 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

28 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕東京朝日新聞コピー　明治24(1891)年10月2日 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

29 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕東京朝日新聞コピー　明治24(1891)年10月3日 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

30 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕東京朝日新聞コピー　明治24(1891)年10月4日 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）



 
 

 

 

 

 

資料・写真等

番号 展示項目 資料名 提供者

31 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔唄本〕謡曲・高砂　大正 5(1916)年 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

32 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔唄本〕謡曲・新曲・鳥羽の恋塚　明治36(1903)年 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

33 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕胡砂吹く風・前編　初版本 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

34 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕胡砂吹く風・後編　初版本 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

35 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔ちらし〕・こまつ座・佐世保公演のおり 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

36 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕半井桃水研究全／著者塚田満江（黒田しのぶ）所蔵本 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

37 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書籍〕誤解と偏見　樋口一葉の文学／著者塚田満江（黒田しのぶ）所蔵本 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

38 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕キング「元寇異聞　賊軍の手引」／T15.12.1　関連「蒙古の槍」白石一郎著 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

39 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕／ねくたれ髪／M41.12.3-M42.3.24 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

40 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕貧富／M42.8.26-10.31 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

41 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕蛬（キリギリス）／T1.11.16-T2.2.14 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

42 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕石の俎／T5.1.22-6.2（のち『忠直卿』として刊行） 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

43 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕日蓮／T5.1.22-6.2 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

44 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞スクラップ〕由比正州／T8.3.29-8.28 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

45 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕大阪朝日新聞　M38.1.17／日露戦争従軍記事第１面 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

46 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕大阪朝日新聞　M38.1.20／日露戦争従軍記事第１面 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

47 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔新聞〕大阪朝日新聞　Ｈ18.4.29／愛の旅人　樋口一葉と半井桃水 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

48 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔短冊〕半井桃水　〔半井 桃水／筆〕　製作年不明　36cm　1枚 長崎図書館郷土資料センター

49 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔はがき〕半井桃水発 「玉田延太郎」宛　〔半井 桃水／筆〕　1905　14cm　4枚 長崎図書館郷土資料センター

50 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 満州軍凱旋写真帖　博文館／編　博文館　1905.12　26cm　1冊 長崎図書館郷土資料センター

51 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔スクラップ〕半井桃水 雪月花　半井 桃水／著　1899　29×40cm 長崎図書館郷土資料センター

52 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔書簡〕半井桃水発 「渡辺均」宛　7月19日　〔半井 桃水／筆〕　製作年不明　24cm　1枚 長崎図書館郷土資料センター

53 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 小町奴　半井 桃水　筒井民治郎／編集兼発行　1889.12　19cm　166p 長崎図書館郷土資料センター

54 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔雑誌〕サンデー毎日　19261001～19261226　毎日新聞社　19261001 ミライｏｎ図書館

動画

番号 展示項目 資料名 提供者

1 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔動画〕気高きアカハラダカと迷い鹿　第1話「対馬編」 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

2 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔動画〕気高きアカハラダカと迷い鹿　第2話「半井桃水編」 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

3 対馬ゆかりの作家（半井桃水） 〔動画〕半井桃水館の四季 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

4 対馬博物館 〔動画〕エクササイズ 対馬博物館

5 長崎県対馬歴史研究センター 〔動画〕長崎県対馬歴史研究センター紹介映像 長崎県対馬歴史研究センター

6 対馬観光紹介 〔動画〕（対馬観光物産協会制作の対馬観光プロモーションほか） 一般社団法人対馬観光物産協会



 
 

 

パネル展示

番号 展示項目 資料名 提供者

1 対馬の海図 「対馬之部」　明治初期作成　/縦 対馬海上保安部

2 対馬の海図 「対馬国厳原及阿須港」　明治 9(1876)年10月刊行・明治19(1886)年の情報まで　/縦 対馬海上保安部

3 対馬の海図 「対馬全島」　明治32(1899)年12月・大正 4(1915)年までの情報　/縦 対馬海上保安部

4 対馬の海図 「対馬東岸諸港泊地」　大正 8(1919)年8月5日刊行　/横 対馬海上保安部

5 対馬の海図 「厳原港及阿須港」昭和 5(1930)年8月12日刊行・昭和32(1957)年8月原備刷　/縦 対馬海上保安部

6 対馬の海図 「厳原港及付近」「厳原港」　平成21(2009)年3月19日刊行・令和 2(2020)年1月補刷　/横 対馬海上保安部

7 対馬の海図 「対馬東岸諸港泊地」　平成 26（2014）年10月・平成29年4月補刷　W175　/横 対馬海上保安部

8 対馬の海図 「対馬」　平成27（2015）年2月刊行・令和2（2020）年補刷　Ｗ173　/縦 対馬海上保安部

9 出張「半井桃水館」展 出張「半井桃水館」展 ごあいさつ 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

10 出張「半井桃水館」展 半井桃水　なからい とうすい　万延元年1861～大正15年1926 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

11 出張「半井桃水館」展
半井桃水「さまざまな桃水の素顔」（野口碩）・「燕雀安ぞ鴻鵠の志を知らんや」（黒田しの
ぶ）

半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

12 出張「半井桃水館」展 半井桃水と樋口一葉 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

13 出張「半井桃水館」展 対馬市厳原町中村584番地（半井桃水生家跡） 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

14 出張「半井桃水館」展 洗い髪のお妻 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

15 出張「半井桃水館」展 洗い髪のお妻─広告編─ 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

16 出張「半井桃水館」展 半井桃水館　春夏秋冬 半井桃水記念館（NPO対馬郷宿）

半井桃水（なからい とうすい）186１年～1926 年 

・明治・大正期の小説家。樋口一葉の小説の師匠であり、あこがれの人。 

・万延元年 12 月 2 日（1861 年 1 月 12 日）、対馬天道茂に生まれる（幼名泉太郎、諱は冽“きよ

し”または“れつ”）。半井家は対馬藩に仕えた医者の家柄ながら、医学が嫌いで草双紙（小説）などを

読みふける。幼いころ、父に呼び寄せられ朝鮮・釜山の和館で過ごし、言葉を覚える。英語を学ぶため

明治 8 年（1875）に東京へ出て共立学舎へ入学。その後、三菱に入社するもすぐに退社、比叡山で

修業、京都の西京新聞、大阪朝日新聞などの記者を勤める。朝日新聞の記者として日清戦争前の朝鮮に

駐在（常駐の海外特派員の最初）。代表作は明治 24 年『胡砂吹く風』、明治 41 年『天狗廻状』など。 

斎藤彰（さいとう あきら）1943 年～  

・国際ジャーナリスト。 

・厳原町国分出身、実家の斎藤家は戦後まもな

く「対馬新聞」を創刊している。対馬高校を卒

業して、早稲田大学に入学・卒業後、カリフォ

ルニア大学バークレー校大学院（ジャーナリズ

ム専攻）に留学してジャーナリストへの道へ入

る。1970 年、読売新聞に入社、社会部記者

として残留日本兵横井正一さん、金大中拉致事

件、日本赤軍の日航機ハイジャック事件などを

取材。1976 年、ワシントン特派員としてロ

ッキード事件などを取材。著書に『CIA』（講

談社現代新書 1985）、『日本救出』（集英社

1997）、『グローカル最前線』（読売新聞中部

支社編聞き手 2004）。 

永留久恵（ながとめ ひさえ）1920 年～2015 年 

・小・中学校の教員、対馬の文化史研究者。 

・上県町出身、長崎師範学校卒業。海軍に徴兵されて

ハワイ攻撃・ミッドウェー沖開戦に従軍。戦後、東亜

考古学会の対馬調査に関係して、以来、教員を続ける

かたわら対馬の文化史を研究した。学校を退職後、長

崎県立対馬歴史民俗資料館研究員を勤める。主な著

書に『古代史の鍵・対馬』、『対馬古代史論集』、『対馬

の文化財』、『雨森芳洲』など、その他島内各町誌など

共著や論文多数。『対馬国志』（全３巻、2009）は、

それまでの研究業績の集大成として出版され、翌年、

日本自費出版文化賞の大賞を受賞した。 

・2013 年、市町村合併により対馬市が発足して第

１号の名誉市民に選ばれた。 

 


