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金が回収できずにグラバーの会社は倒
産し、禁治産者として経済活動を停止
される。グラバーは三菱の創業者岩崎
弥太郎に救われて三菱のお雇い外人と
なり、高島炭鉱開発やビール製造 ( 現
在のキリンビール ) に貢献する。その
文／長崎文献社専務取締役 堀 憲昭
光と影がこの本にみごとに書かれてい
長崎の町はいま空前の観光客ブーム
る。
にわきかえっている。むかしから異国
バークガフニ氏の著書は『華の長崎』
情緒を求める観光客は多かったが、こ
（2005 年初版、5800 円）、『グラバー
とし 2015 年は「平成長崎観光ブーム」
園への招待』(2010 年初版、800 円 )、
といっても過言ではない。路面電車
『リンガー家秘録』(2014 年刊、2400
は修学旅行生や県外からの客で満員。
円 ) とつづいている。とくに『グラバー
月平均３隻入港する豪華客船からは
園への招待』には、トーマス・グラバー
3000 人ほどの客が町に吐き出され、
だけでなく、国の重要文化財に指定さ
彼らは「爆買」に奔走する。「明治日
れている住宅を建てたフレデリック・
本の産業革命遺産」が世界文化遺産に
リンガー（リンガー住宅）、ウイリアム・
決まった７月からはさらに急増中なの
オルト（オルト住宅）という 2 人の
だ。
英国人も詳しく紹介しており、観光客
この恩恵を長崎にもたらしてくれた
にわかりやすいガイドブックとして重
長崎文献社刊【グラバー家の人々】
歴史上の人物のひとりが英国人トーマ
版を重ねている。
ブ ラ イ ア ン・ バ ー ク ガ フ ニ 著
ス・グラバーなのである。長崎に異国
トーマス・グラバーはグラバー住宅
978-4-88851-172-8 1800 円税別
情緒をもとめてくる客の 9 割は「グ
を残しただけでなく、小菅修船所 ( 世
ラバー園」を訪ね、ここに建つ「グラ
界遺産 )、高島炭鉱 ( 世界遺産 ) に直
バー住宅」で、かれの息吹を感じとっ
いまここに長崎市が展示、解説して
接かかわり、さらに軍艦島 ( 端島、世
て歴史ロマンにひたる。「グラバー園」 いる内容が史実と違うと異議を唱えて
界遺産 ) にも間接的にかかわりをも
は幕末・明治期の史跡公園といってよ
いる人がいる。
つ。今回指定された長崎の世界遺産が
い。現在長崎市が敷地を所有して、指
8 件すべて三菱関連の施設であるが、
定管理者に運営管理を委託している。 バークガフニ氏の著書が表すもの
そのほとんどにグラバーの貢献が見ら
グラバー住宅は幕末の 1864 年にトー
その人はブライアン・バークガフニ
れることから、彼を「世界遺産のグラ
マス・グラバーが借地権を取得した土
氏という長崎在住のカナダ人で、長
ンドスラマー」といっても言い過ぎで
地に建てた日本最古の木造洋風住宅で
崎外国人居留地研究の第一人者であ
はなかろう。
ある。戦艦武蔵を日本軍が建造するこ
る。長崎文献社から出版した彼の本は
小菅修船所跡は、幕末にオランダの
とになったとき、ここに住んでいたグ
数多く、丹念に資料をたどり史実を記
指導で海軍伝習所や製鉄所、造船所を
ラバーの息子倉場富三郎は、造船所が
述した著作は評価が高い。『グラバー
つくったときに、外国の鉄鋼船を修理
眼下に見えることから機密保持に支障
家の人々』（2003 年初版、1800 円＝
するドックの必要性から、イギリス製
をきたすという理由で、移転を命じら
税別以下同）はグラバー伝記の決定
の蒸気巻き揚げ機を備えた修船所とし
れ、この建物は三菱に買収される。戦
版といってもいい。グラバーは 21 歳
て、グラバーが薩摩藩の資金援助を得
後、米軍の幹部住宅になって「マダム
の 1859 年、長崎に上陸する。開国し
て創設したものである。現在も遺構が
バタフライゆかりの家」と喧伝された
た幕末日本の混乱に乗じて、各藩に軍
三菱管理地内に保存されており、産業
が、その事実はない。占領軍撤退のあ
艦、武器を大量に売りさばく。武器商
革命遺産となったものである。高島炭
と三菱に戻った建物と敷地は、1957
人はいつの時代も「死の商人」と呼ば
鉱もグラバーがイギリス製の動力機を
年長崎市に寄贈され、現在の「グラバー
れたが、グラバーも例外ではなかった。 取り寄せ、石炭発掘に機械化をもたら
園」となっているのである。
明治になって藩政が解体されると売掛
したところで、残念ながら炭鉱跡は北
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トーマス・グラバーの光と影
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渓井砿しかないが、隣接地にグラバー
別邸跡があり、山高帽をかぶったグラ
バーの銅像が建てられている。高島炭
鉱の良質の無煙炭は外国航路の蒸気船
の引っ張りだこだった。
この炭鉱を引き受けたグラバーはビ
ジネスパートナーとしてグラバー住宅
を建てた天草出身の大工の棟梁小山秀
之進を誘って、出資を募る。グラバー
と小山ははじめ順調だったが、経営難
に陥り、土佐の後藤象二郎に買収され、
その後三菱に買収される。高島炭鉱を
撤収した小山秀之進は、深堀藩所有の
端島に炭層があることに目をつけ開発
に私費を投じて乗り出すが、失敗して
天草に撤退してしまう。三菱は高島炭
鉱を経営する傍ら端島も傘下に収め、
その後発展して人口密度日本一となる
島となった。これが軍艦島で、グラバー
の影が見え隠れするのである。
長崎大学附属図書館の古写真コレク
ションをまとめた写真集『ボードイン
ア ル バ ム 』(2011 年 初 版、2800 円 )
に若きグラバーの姿が収録されてい
る。このうちの 2 枚は象徴的である。
グラバー邸前庭に武器を展示販売して
いるもの (1864 年撮影 ) と、 同 年 に
居留地外国人 69 人を引き連れてねず
み島にピクニックにでかけたときのも
の。ここにはもっとも華やかな絶頂期
のトーマス・グラバーの自信満々の姿
が写されている。
＊
（ホリ ケンショー／長崎文献社専務
取締役）

（1976 年 11 月 10 日第三種郵便物認可）

▲グラバー住宅の庭は武器展示場 庭石にもたれかかっているのがトーマス・グラ
バー（長崎大学附属図書館蔵 1864 年 撮影：Ｆ．ベアト）

▲居留地の外国人 69 人でピクニック 長崎港外の小島「ねずみ島」に上陸許可をも
らって上陸した。中央に寝そべってライフル銃をもっているのがトーマス・グラバー
（長崎大学附属図書館蔵、1864 年 撮影：Ｆ．ベアト）

新刊ダイジェスト
『「生き場」をなくした人たち』●赤平

※価格は税込（消費税率 8％）表示です。

守編著

障害者が犯す犯罪について、私たちはどれほ
ど実態を知っているだろうか。貧困家庭に生ま
れ、知的障害のある 84 歳の男性は 13 回も服
役し、通算年数は 40 年に達する。その人たち
に共通するのは、貧困（絶望感、疲弊感）、差
別（無理解、いじめ）、孤立（閉塞感、不信感
とストレス）、障害（不安感、無力感）による
生きにくさの連鎖であるという。ＮＰＯ法人日
本障害者協議会で、障害の種別や立場、考えの
違いを乗りこえて「完全参加と平等」「ノーマ
ライゼーション」の実現を目的に活動している
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編著者は、「障害があるということに早い段階
で気づき、適切な支援がなされていたら、こん
な厳しい状況に追いやられることはなかった。
犯罪などに関わらずにすんだ。」と記す。この
視点から障害と向き合う保護観察所、医療少年
院、刑務所、地域生活定着支援センターの担当
者が、障害者へのインタビューも交え、何を成
し、どうあるべきかを模索した大変に重い問い
かけである。
◆ 1000 円・Ａ５判・123 頁・やどかり出版・
埼玉・2015/7 刊・978-4-904185-34-6
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炭鉱遺産・高島閉山の記録』●鵜沼

2015 年 7 月、
「明治日本の産業革命遺産」
として、長崎、福岡、山口など 8 県 11 市の
23 施設が世界遺産に登録された。その中で、
端島炭鉱（軍艦島）は注目の的だが、すぐ隣
にあった高島炭鉱が話題になる機会はあま
りない。
高島炭鉱の世界遺産 北渓井坑は、1869（明
治 2）年、トーマス・グラバーによって開削
された。炭鉱は 1881 年、岩崎弥太郎率いる
三菱財閥に経営が移り、本格的な採掘が開始
された。以来、1986 年の閉山まで百年強に
ほっけいせいこう

『松栄丸「広東」漂流物語』●小林
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享著

わたり、日本のエネルギー経済を支え続けた。最
盛期（1968 年）
、高島の人口は 18,019 名を数えた。
この数は端島の 3 倍強である。この本には島が活気
に満たされていた頃の写真 165 点が収録されてい
る。鉱員やその家族、子供たちが、アパートの立ち
並ぶ炭鉱の島に生きる姿には、強い生活感がある。
2014 年現在、高島の人口はわずか 437 名。世界遺
産登録の効果は、どのような形で出てくるのだろう
か。この本の登場とともに、とても興味深い。
◆ 2916 円・Ｂ５変形判・171 頁・忘羊社・福岡・
2015/7 刊・978-4-907902-09-4

郁著

江戸時代に漂流民となり、異国に漂着後、長
い時を経て帰国してから活躍した人物と言えば
大黒屋光太夫とジョン万次郎が有名。前者はロ
シアから、後者はアメリカから帰国し、聡明さ
と博学ぶりで注目を集めた。その一方で読み書
きもできなかった平凡な庶民で、話題にもなら
なかった漂流民も数多く存在した。
1788（天明 3）年、15 人を乗せて北海道松
前を出帆した「松栄丸」は遭難し、翌年中国南
部広東省に漂着する。同じ時期に和船が中国に
漂着した例は多いが、紀伊半島以東の太平洋沿

岸で遭難した船としては 167 日と最長の漂流日
数だった。15 人の内、４人は中国で病死し、残っ
た 11 人が長崎へ送還された。
その後、各自の出身藩でも取り調べを受けた
ので供述書が残り、彼らの消息を辿る貴重な資
料となっている。ほぼ 600 日ぶりに祖国に帰っ
た遭難者たちの波乱に満ちた生涯を追う歴史ド
キュメント。名もなき人々の談話の中にこそ力
が溢れている。
◆ 2376 円・四六判・366 頁・無明舎出版・秋田・
2015/7 刊・978-4-89544-593-1

『杉浦明平 暗夜日記１９４１－４５ －戦時下の東京と渥美半島の日常』●若杉美智子他編
「公表を控えるように」という本人の遺書も
あり、これまで家族でさえも読むことを禁じら
れていた戦後文学者の一人・杉浦明平の日記が、
今回、特に戦時下の 1941 ～ 45 年の部分に限っ
て、遺族の特別な許可のうえで初めて公刊され
たのがこの本。
そこには、後に杉浦が『暗い夜の記念に』で
表したあの時代の閉塞感が生々しく記されてい
る。と同時に、それとは相反するような恋と食
と書物に明け暮れる杉浦が頻繁に登場する。そ
の印象の隔たりに戸惑うが、実は国家や権威は

『はるか摩周

もちろん世の大勢や空気感さえにも囚われず
に、ただ自身をのみ恃む「明平さん」の自由で
破格な言行こそが、この閉塞感に覆われた危機
的な現在を生きる私たちに、ある指針と示唆と
希望を与えてくれるのではないか。「暗い夜」
のあの時代に、それでも世の趨勢に抗して “非
国民” 的態度を明るく貫いた杉浦のこの日記は、
現代においての優れた警鐘と抵抗の書にもなっ
ている。
◆ 5400 円・四六判・575 頁・一葉社・東京・
2015/7 刊・978-4-87196-057-1

上／下』●後藤壯一朗著
この小説は、戦時中、終戦後、
そして昭和 30 年代という時代
を背景に 2 世代の青春群像を
描く自伝的フィクションであ
る。アイヌ文化を色濃く残す道
東の弟子屈、川湯、摩周の大自
然を舞台に、痛烈な愛と青春の
物語が回想形式で語られる。作
者は若き日の記憶を辿りなが
ら、戦争の影を背負う遥と新米医師「ぼく」の
物語を熱く静かに紐解いてゆく。
上巻に戦時中の青春の象徴として東北の名山、
鳥海山が登場し、見逃せないが、上下巻ともに、

道東の自然の一大スケール感に貫かれている。
「神々」が潜むようなアトサヌプリ、マクワンチ
サップ、カムイヌプリなどの山々が走るこの壮
麗な雄大さの中に登場人物たちの運命が織りな
される。これに同調するように、モーツアルト
やショパン、シューベルトなどの名曲が物語の
伏線として読者に迫るようだ。さらに、大鵬の
家族をはじめ地元の人々との人情豊かな交流に
もノスタルジーが漂い、物語にリアリティを深
めている。
◆各 2160 円・四六判・上 351 ／下 413 頁・Ｅ
ｃｏ・クリエイティブ・北海道・2015/7 刊・上
978-4-904155-17-2 ／下 978-4-904155-18-9
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期間：2015 年 7 月 16 日〜 8 月 15 日

［出荷センター扱い］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
(1)『今、この本を子どもの手に』1080 円・東京子ども図書館 (2)『あたしとあなた』
2160 円・ナナロク社 (3)『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知ってい
ること』1404 円・書籍情報社 (4)『中国情報ハンドブック ２０１５年版』3240
円・蒼蒼社 (5)『わが家の虫図鑑 新装改訂版』3024 円・トンボ出版 (6)『不登
校は１日３分の働きかけで９９％解決する』864 円・リーブル出版 (7)『幕末の奇跡』
2376 円・弦書房 (8)『岡本太郎、信楽へ』1620 円・サンライズ出版 (9)『杉浦明
平 暗夜日記１９４１－４５』5400 円・一葉社 (10)『百歳までの読書術』1836 円・
本の雑誌社 (11)『ＲＥＭＥＭＢＥＲ ＴＡＫＡＳＨＩＭＡ 炭鉱遺産・高島閉山
の記録』2916 円・忘羊社 (12)『考える人・鶴見俊輔』842 円・弦書房

(1)『あたしとあなた』2160 円・ナナロク社 (2)『昭和プロレスマガジン ３６』
1000 円・昭和プロレス研究室 (3)『東京かわら版 ８月号』432 円・東京かわら
版 (4)『本の雑誌 ３８７号』720 円・本の雑誌社 (5)『古本屋ツア－・イン・神
保町』2160 円・本の雑誌社 (6)『百歳までの読書術』1836 円・本の雑誌社 (7)
『迷う門には福来る』1512 円・本の雑誌社 (8)『奥多摩登山詳細図 西編』950 円・
吉備人出版 (9)『剣聖 上泉伊勢守』648 円・上毛新聞社 (10)『ぐるり富士山ト
レイルコースガイド』1620 円・山梨日日新聞社

［ジュンク堂書店池袋店 地方出版社の本—センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
(1)『天野さんの傘』2160 円・編集工房ノア (2)『片桐且元』1944・円・サンラ
イズ出版 (3)『東京オリンピックを迎える学生・社会人のための観光・人流概論』
3780 円・システムオリジン (4)『徴兵体験 百人百話』1620 円・１７出版 (5)『琉
神マブヤーでーじ読本』2376 円・三月社 (6)『暴力団の行方』1404 円・海鳥社
(7)『現代ニッポン詩（うた）日記』1728 円・澪標 (8)『歌集 てんとろり』1404
円・書肆侃侃房 (9)『ＲＥＭＥＮＢＡＲ ＴＡＫＡＳＩＭＡ』2916 円・忘羊社 (10)
『氷川丸ものがたり』1512 円・かまくら春秋社 (11)『少年日本史』3240 円・皇學
館大學出版部 (12)『琉球武術「首里手」の構造解明』1620 円・琉球新報社
以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/
ツイッター公式アカウント：@local_small

(12)

★★★

▼明治大学の生涯教育機関であるリバ
ティアカデミーと、本の街神保町を元
気にする会が、今年も公開講座を共催
いたします。今回は、
「本の街・神保町
で考える」Part5 として、關東大震災、
経済恐慌、太平洋戦争、敗戦後の混乱
など幾多の苦難を乗り切って今日に至
る本の街と出版流通、読書の歴史を振
り返るとともに、新たな古書店モデル
の可能性を考えるものとなるとのこと。
題して【戦後 70 年 古書と神保町】
。
10/3、10/17、10/31、11/14、11/28
各土曜日 13：00 ～ 14：30。詳細はリ
バティアカデミーホームページにて。
▼今年も、Ｕ－３５（35 歳以下の若
手建築家による建築の展覧会）が、グ
ランフロント大阪 うめきた広場 2F う
めきたシップホールにて開催されま
す。2015 年 10 月 16 日（金）～ 10 月
31 日（土） 12:00 ～ 20:00。関連書籍
【U-35 35 歳以下の若手建築家による建
築の展覧会（2015）図録】および【U-35
2013-15 年 展覧会開催記念 3 冊セット
BOX 版】販売中です。
▼評論家で哲学者の鶴見俊輔さんがお
亡くなりになりました。享年 93 歳。謹
んでご冥福をお祈りいたします。

郵便販売のご注文方法
◎お名前、お届け先（郵便番号、住所）
、
連絡先お電話番号、ご注文品の書誌名、
冊数の必要事項を明記のうえ、下記ま
でＦＡＸでご連絡ください。
◎送料は、冊子小包・メール便共実費
でお送りさせて頂きます。基本的にメー
ル便は、一冊２１０円でお送り致しま
す。
（メール便の到着は、発送してから
３〜４日かかります。
）お急ぎの方、そ
の他ご要望がございます場合はお気軽
に下記までお問い合せ下さいませ。
◎なお書籍お買上総計（税抜き価格）
が 5,000 円以上の場合は、送料をサー
ビスさせて頂きます。
★地方・小出版流通センター
ＦＡＸ：０３−３２３５−６１８２

地方・小出版物のデータになります。綴じて保存してください。

［三省堂書店神保町本店 センター扱い図書］※価格は税込（消費税率 8％）表示です。
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