
書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 　　　備　　　　考

山口県百科事典 山口県教育会/編 大和書房 1982 Ｒ219-L2　※

防長維新関係者要覧 田村哲夫/編 マツノ書店 1995 Ｙ280-Ｊ9　※

明治維新人名辞典 日本歴史学会/編 吉川弘文館 1981 Ｒ281-Ｌ1　※

近世防長人名辞典 吉田祥朔/著 マツノ書店 1976 Ｒ281-Ｋ6　※

日本肖像大事典　上・下 日本図書センター 1997 Ｒ281-Ｍ7　※

幕末明治海外渡航者総覧　1巻～3巻 手塚　晃/編 柏書房 1992 Ｒ281-Ｍ2　※

防長の隠れた偉人たち 一坂太郎/著 春風文庫 2002 H281-N2

萩先賢忌辰録 田中助一/編 萩市仏教団 1970 Y288-K0　※

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 　備　　　　考

英國志　８巻８冊 慕維廉/原著 長門温知社
文久元
(1861)

４甲３-１４７　※ 青木周弼らが本書の翻訳をした。当時の英国を知ることのできる資料。

※請求記号のY・R・4甲の資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。

５人が留学した当時に近い年代の、ロンドンの歴史資料です。

長州五傑の略歴紹介

　　文久３年、目まぐるしく変化していく時代の中で、海外留学を果たそうとする有志が長州藩にいました。５名の若き長州藩士です。その後５人は、明治維新という荒波の中でそれぞれの道を歩んで
いきます。

５人が留学した１８５０年代のロンドン歴史資料



書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

防長回天史　4　第３編-下 末松謙澄/著 マツノ書店 1991 Ｈ219-Ｍ１
P169～　文久3年4月18日長州藩から志道聞多(井上馨)、山尾庸三、野村弥吉(井上勝)
へ下された海外渡航の内令等

防長回天史　5　第４編-上 末松謙澄/著 マツノ書店 1991 Ｈ219-Ｍ１ P349～　井上聞多・伊藤俊輔の帰朝

防長回天史　12　第６編-下 末松謙澄/著 マツノ書店 1991 Ｈ219-Ｍ１ P484～　伊藤俊輔・井上聞多等洋行一件

近代日本の海外留学史 石附　実/著 ミネルヴァ書房 1972 216-Ｌ4Ｓ Ｐ28～37　「長州藩士たちのイギリス留学」

翼の王国　2002/12月号 ＡＮＡ翼の王国編集部 2002 Ｈ219-Ｎ2
P32～55　「旅の始まりは長州ファイブだった」
                    (古賀ユズル・南部洋一　構成・文)

密航留学生「長州ファイブ」を追って 宮地ゆう/著 有限責任中間法人萩ものがたり 2005 Ｈ219-Ｎ5

奮発震動の象あり 松野浩二/著 鳳陽会 2005 Ｈ372-Ｎ5 Ｐ10～22　「長州五傑、英国に密留学」

「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 Ｈ216-Ｎ2

防長歴史暦　下 山口県/編 歴史図書社 1975 Ｙ203-Ｈ3　※

幕末防長勤王史談　１～9 得富太郎/著
幕末防長勤王史談刊
行会

1938～
1943

Ｙ214-Ｇ8　※
第5巻　Ｐ692～　長州五士欧洲遊學　Ｐ707～　渡英密航奇譚
増補1～　五人の洋行目的　　増補9～　伊藤井上難行物語

描かれた幕末明治 金井　円/編訳 雄松堂出版 1986 216-Ｍ6 Ｐ94・95・P318

山口県史研究　第１号
山口県企画部県史編
纂室

1993 Ｙ207-Ｍ3　※
P110～115　英国の「彦島租借要求」顛末(古川薫)
Ｐ153～165　「佐藤貞次郎筆記」(川崎勝)

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

山口県地方史研究　第８５号 山口県地方史学会 2001 2001年6月号　Ｐ12～21　「幕末期長州藩の海外留学生」(三宅由紀子)

周布政之助傳　下 周布公平/監修 東京大学出版会 1977 Ｈ289-スウ Ｐ721～　「英佛蘭米四國艦隊の來襲と先考の最期」

大村益次郎　幕末維新の兵制改革 絲屋寿雄/著 中央公論社 1971 289-オオ P78～82　四国連合艦隊の来襲

大村益次郎写真集 内田　伸/編 マツノ書店 1976 Ｈ289-オオ Ｐ22　洋行者の援助

大村益次郎小伝 大村益次郎先生百年祭奉賛会/編 大村益次郎先生百年祭奉賛会 1968 Ｈ289-オオ Ｐ11・12　洋行者の旅費調達

大村益次郎先生事蹟 村田峰次郎著 村田峰次郎 1919 Ｈ289-オオ Ｐ57・58

兵部大輔大村益次郎先生 高梨光司著 大村卿遺徳顕彰会 1941 Ｈ289-オオ Ｐ24・25　洋行者の旅費調達

木戸孝允日記　１ 日本史籍協会/編 東京大学出版会 1996 Ｙ289-キト　※
Ｐ224　志道らと共に洋行したかったが、要職にあったため日本を離れることができず、
木戸が井上等の洋行の支援にまわったことが分かる

※請求記号のYの資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。

５５５５人人人人のののの生涯及生涯及生涯及生涯及びびびび、、、、当時当時当時当時のののの国内国内国内国内、、、、国外国外国外国外のののの動動動動きをきをきをきを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

　　当時の日本では海外留学は国禁であり、勝手に留学したことが幕府に知れますと、留学した者はもちろんそれを手引きした者も死刑という命がけのものでした。しかし、それにも関わらず、五人の
海外留学が長州藩または国のためになると信じて奔走してくれた人物たちがいたのです。こちらでは、これらの人々がどのようにして留学に尽力したのかを一例を挙げて紹介します。

年表で見る長州五傑のあゆみ・当時の国内外の動き

留学に関わる人々



山尾庸三関係資料
書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

山尾庸三傳　明治の工業立国の父 兼清正徳/著 山尾庸三顕彰会 2003 Ｈ289-ヤマ

山口市史 山口市史編集委員会/編 山口市 1982 Ｈ219/Ｌ2 Ｐ840・841

風雪百年 朝日新聞山口支局/編 謙光社 1967 Ｙ280-Ｊ7　※ Ｐ226～229　英国留学生

文藝春秋　1999年10月号 文藝春秋 1999 雑誌　Ｐ94～　「日本の科学を育てた人々」(明仁)

井上勝関係資料井上勝関係資料井上勝関係資料井上勝関係資料
書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

日本国有鉄道百年写真史 日本国有鉄道 1972 RS686-Ｋ2　※ Ｐ17

鉄道事始め　井上勝伝 上田　廣/著 1993 Ｙ289-イノ　※ Ｐ31～　密航

トンネルものがたり 横山　章/他著 山海堂 2001 514-Ｎ2 Ｐ36～　鉄道の父、井上勝は日本人だけで逢坂山トンネルに挑んだ

国土を創った土木技術者たち 国土政策機構/編 鹿島出版会 2000 510-Ｎ1 Ｐ128～137　井上勝　日本の鉄道基礎を築いた第一人者(原田勝正)

近代を創った７７人 新人物往来社 2001 Ｙ289-イノ　※
Ｐ10～　近代を創った人と物(安岡昭男)
Ｐ100～105　現場監督をつとめた鉄道頭(おの　つよし)

田中助一先生遺稿集 萩市郷土博物館/編 萩市 2001 Ｈ219-Ｎ1 Ｐ114～116

日本鉄道業の形成　1869～1894 中村尚史/著 日本経済評論社 1998 686-Ｍ8-Ｓ

近代土木の夜明け おがたひでき/文・編 全国建設研修センター 1999 51-Ｍ9 児童書Ｐ2～7

遠藤謹助関係資料遠藤謹助関係資料遠藤謹助関係資料遠藤謹助関係資料

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

造幣局百年史 大蔵省造幣局/編 大蔵省造幣局 1976 337-Ｋ6 Ｐ111

山口県地方史研究　第48号 山口県地方史学会 1982
1982年11月号　Ｐ65～73　造幣局長遠藤謹助の履歴紹介・文久三年英国渡航五人組
研究の一端として(井関清)

　長州五傑のうち、近代産業の発展につくした井上勝、遠藤謹助、山尾庸三の３人をピックアップして、留学後の業績を紹介します。

※請求記号のY・Rの資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。

その後の業績・山尾庸三　井上勝　遠藤謹助　



伊藤博文関係資料

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

月刊　松下村塾　９ 月刊松下村塾編集部/編 山口産業 2005 Ｈ２89-ﾖｼ P6～　幕末の密留学「長州五傑」

伊藤井上二元老直話　維新風雲録 末松謙澄/編 マツノ書店 1994 Ｈ216-Ｍ4
Ｐ35～　伊藤井上其他洋行の顛末
Ｐ38～　洋行支度の件　伊藤井上英国より帰朝の顛末
Ｐ88　英国へ留学の嚆矢

暗殺・伊藤博文 上垣外憲一/著 筑摩書房 2000 Ｈ216-Ｎ0

伊藤博文暗殺事件 大野　芳/著 新潮社 2003 216-Ｎ3

伊藤博文と明治国家形成 坂本一登/著 吉川弘文館 1991 2161-М2-S

伊藤公全集　1～3 伊藤博文/著 昭和出版社 1928 Ｙ289-イト　※
第1巻Ｐ129～131　乗船の直前に渡航の件を父に打ち明けている(文久3年5月10日付)
第3巻　Ｐ34～38　洋行　Ｐ38～43　帰国

伊藤博文伝　上・中・下 春畝公追頌会/著 春畝公追頌会 1940 Ｈ289-イト
上巻　Ｐ83～124　英国留学　　Ｐ260～264　伊藤から井上馨宛書簡に在英留学生の窮
状の記述

伊藤博文公小傳 杉原勝臣/編 杉原勝臣 1925 Ｙ289-イト　※ Ｐ9～11　初めての洋行

孝子伊藤公 末松謙澄/著 博文館 1911 Ｈ289-イト Ｐ95～　初度洋行時代

伊藤博文秘録　正・続 平塚　篤/編 春秋社 1929 Ｈ289-イト 出版年　続は1980年

伊藤公を語る 金子堅太郎/述 興文社 1939 Ｙ289-イト　※

伊藤公の生涯 藤山一雄/著 芸文社 H289-イト Ｐ16～21　英國留学

伊藤博文 中村吉蔵/著 大日本雄弁会講談社 1942 Ｙ289-イト　※ Ｐ55～　英國留学

伊藤博文　日本宰相列伝1 中村菊男/著 時事通信社 1985 Ｈ289-イト

伊藤博文公 博文館 1909 Ｙ289-イト　※

伊藤博文人生双六 村岡　繁/著 松陰遺墨展示館 1969 Ｈ289-イト

　長州五傑がロンドン留学をはたしてから、その半年後イギリス・アメリカ・フランス・オランダの４ケ国が、下関海峡通行確保のために、長州藩に向けて攻撃を仕掛けるという情報が５人の耳に入りま
した。それを知った伊藤博文、井上馨の２人は、直ちに帰国を果たし、外国との戦争を回避するために行動を開始したのでした。２人の関係資料と、パネルでは、２人の行動を中心としながら、下関戦
争について紹介します。

突然の帰国　伊藤博文　井上馨

※請求記号のY・Rの資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。



伊藤博文関係資料(つづき)

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

春畝公と含雪公 小松　緑/著 学而書院 1934 Ｙ289-イト　※

藤公美談 里村千介/著 精華堂書店 1925 Ｈ289-イト

藤公余影 古谷久綱/著 民友社出版部 1910 Ｙ289-イト　※

萩市ニ於ケル伊藤公トソノ旧邸 萩市役所/編 萩市役所 1935 Y289-イト　※

藤公逸話 里村千介/著 盛文館 1899 Ｙ289-イト　※

伊藤博文と朝鮮 高　大勝/著 社会評論社 2001 Ｈ289-イト

伊藤博文はなぜ殺されたか 鹿嶋海馬/著 三一書房 1995 Ｈ289-イト

伊藤公国葬余韻 末松謙澄/編 末松謙澄 1968 Ｈ289-イト

伊藤公追懐録 土田政次郎/著 土田政次郎 1910 Ｙ289-イト　※

伊藤公の最期 佐藤四郎/著 哈爾賓日日新聞社 1927 Ｈ289-イト

伊藤公銅像建設記念帖 1930 人郷-6　※

伊藤公銅像建設由来 福本椿水/著 惜春山荘 Ｙ289-イト　※

伊藤博文公遺墨集 伊藤博文公伝記編纂会/編 功芸社 1930 Ｙ289-イト　※

明治・大正の宰相1
　伊藤博文と維新の元勲たち

戸川猪佐武/著 講談社 1983 312-Ｌ3 Ｐ255～　初代・伊藤博文内閣

伊藤博文の情報戦略 佐々木　隆/著 中央公論新社 1999 312-М9

立憲国家の確立と伊藤博文 伊藤之雄/著 吉川弘文館 1999 312-М9

伊藤博文と韓国併合 海野福寿/著 青木書店 2004 319-N4

史跡伊藤博文旧宅
　　保存修理工事報告書

萩市/編 萩市 1975 Ｙ521-Ｋ5　※

竜車を撃つ　伊藤博文の日露大戦 石川能弘/著 出版芸術社 2005 Ｆ1-イシ 小説

真説・伊藤博文暗殺 楠木誠一郎/著 祥伝社 1999 Ｆ1-クス 小説

伊藤博文と安重根 佐木隆三/著 文芸春秋 1992 Ｆ1-サキ-S 小説

※請求記号のY・R・人郷　の資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。



伊藤博文関係資料(つづき)

書        名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

明治の宰相　伊藤博文伝 杉森久英/著 角川書店 1976 Y970-スキ　※ 小説

幕末青春児　小説伊藤博文 童門冬二/著 集英社 2004 Ｙ970-ﾄｳ　※ 小説

初代総理伊藤博文　上・下 豊田　穣/著 講談社 1987 F1-トヨ 小説

旋風時代　大隈重信と伊藤博文 南條範夫/著 講談社 1995 Ｆ1-ナン 小説

英雄色を好む　小説伊藤博文 南條範夫/著 文芸春秋 1990 Ｈ289-イト 小説

伊藤博文　近代国家を創り上げた宰相 羽生道英/著 ＰＨＰ研究所 2004 ＨＦ1-イト 小説

史伝伊藤博文　上・下 三好　徹/著 徳間書店 1995 F1-ミヨ 小説

少年伊藤博文公傳 中村金蔵/著 大同館書店 1931 Ｙ289-イト　※

伊藤博文 渡辺一夫/文 ポプラ社 2004 28-イト 児童書

伊藤博文
　アジアで最初の立憲国家への舵取り

勝本淳弘/著 明治図書出版 1997 Ｙ289-イト　※ 児童書

伊藤博文
　学研まんが人物日本史　明治時代

学研 1982 28-イト 児童書

伊藤博文　明治の国づくりをリードして 小西聖一/著 理論社 2004 28-イト 児童書

井上馨関係資料

書      名 著  者  名 出  版  者 出版年 請求記号 備　　　　考

井上伯伝　巻之一～九 中原邦平/編述 中原邦平 1907 Ｙ289-イノ　※
巻之二Ｐ6～　志道の誘いに応じ、藩の正式許可を得ず、嘆願書を提出し一行に加わる
ことにした

防長史談會雑誌 第二巻 8号～17号 防長史談会/編 国書刊行会 1976 Ｙ205-Ｋ6　※ 第17号Ｐ36～59　「懐舊談」井上馨　講演

防長史談會雑誌 第三巻 18号～28号 防長史談会/編 国書刊行会 1976 Ｙ205-Ｋ6　※ 第19号Ｐ2～44　「懐舊談」　　井上馨　講演

元勲井上馨公展覧会目録 山口県立教育博物館/編 山口県立教育博物館 1939 Ｙ289-イノ　※

世外井上公伝　第1巻～５巻 井上馨侯伝記編纂会/著 内外書籍
1933・
1934

Ｙ289-イノ　※ 第1巻Ｐ81～103　英國留学

密航留学生たちの明治維新
　井上馨と幕末藩士

犬塚孝明/著 日本放送出版協会 2001 2161-Ｎ1

明治日本の政治家群像 福地　惇/編 吉川弘文館 1993 Ｙ312-M3　※ Ｐ100～　「明治初年の井上馨」(坂野潤治)

※請求記号のYの資料は貸出できません。館内閲覧のみです。カウンターへお申し出ください。


