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はじめに
　この電子本は、NOCS長崎卸センターサービス株式会社が配信するポッドキャスト「長崎の民話」諌早・島原編のテキ
ストと物語に因む風景をPDFの形式で配布するものです。
（電子書籍版では音声も同時に楽しめますが、PDF版はテキストと写真のみになります。音声はポッドキャストをダウン
ロードしてお楽しみください。）
　ポッドキャストのテキストは、故吉松佑一さんが収集・編集した長崎（諌早・島原）に古くから伝わる物語のうち、株
式会社未来社刊「長崎の民話」に収録されたものから、全10編にわたって配信しているものです。そういえば、遠い昔、
祖父母から聞いたことがあるなぁ～、と遠い思い出を呼び起こしていただいたり、また、今の子供たちが、そういえば、
おとうさんか、おかあさんから、聞いたことがあるなぁ～、と未来の思い出となるように、そんな思いで企画いたしてお
ります。
　保育園や幼稚園で、児童のみなさんへの「読み語り」に、一人の時間の楽しみに。電子書籍では、簡単なテキストを付
けておりますので、お子様と一緒に読んでみたり、また、いっしょに聞いてみたりと、そんな使い方もできるように配信
しております。
　朗読本文には、現在からみれば、差別的または差別的とみられかねない表現を含むこともあるかもしれませんが、著作
者には差別を助長しようという意図がないのは明らかであり、1972年に出版された当時の状況、また、古くからの伝
承・民話であること、また、著作者が故人であることなどを考え、原則、原文のまま朗読しております。ご了承いただき
ますようお願い申し上げます。

NOCS長崎卸センターサービス株式会社
ポッドキャスト製作班



第1話　かためふね（島原市）
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島原市鉄砲丁　旧武家屋敷の家並み



寛政という年の、はじめ頃のことです。

雲仙岳のふもとの北串山（きたくしやま）の諏訪池（すわのいけ）
に、大蛇が出てあらしまわっているという、うわさがたちました。

そこで島原の殿様は、鉄砲組のさむらいをつれて狩りに行き、一匹は
射殺しましたが、一匹は手傷をうけたまま、森の奥に逃げてしまいま
した。

そのころ、島原のご城下に、李庵（りあん）という若い医者がいまし
た。ある雨の日のことです。一人の若い娘が、しょんぼりと軒下に立っ
ています。聞くと、足を怪我しているというのです。

李庵はかわいそうに思って、上にあげて治療してやりました。

よく晩も、同じ時刻に立っているのです。そこで内に入れて、手当をし
てやり、半月ばかりすると、傷はなおってしまいました。

娘は恥ずかしそうに、「ありがとうございました。事情があって、わ
たくしは人目をはばかっています。貧乏で、薬代を払うことはできませ
んが、きっと、ご恩はおかえしいたします」と言いました。

李庵もまだ母と二人くらしで、人手も足りぬところでしたので、家にお
いて手伝わせることにしました。娘の名は「おすわ」といいました。

まもなく二人は、人目を忍ぶ仲になり、やがて娘に、玉のような男の
子が生まれました。生まれた赤ん坊には、孝太郎という名前をつけま
した。

二人の仲は人もうらやむほどでしたが、ある夏の暑い日のことです。

李庵が病家（びょうか）をまわって（往診をすまして）、内の玄関に入
ろうとすると、部屋の真ん中に、一匹の大蛇が孝太郎を抱いて、とぐ
ろをまいて眠っていました。

李庵がぶったまげて気絶しそうになりました。すると大蛇は目を覚ま
し、お諏訪の姿に変わると、

「恥ずかしい姿をお目にかけました。私は諏訪の池に帰らなければな
りません。気がかりなのは、この孝太郎のことです。泣いたときに
は、どうかこれを持たせてください。」

と言って、自分の片目を抜いて、李庵に渡しました。

これはめずらしい宝の玉でした。

その後間もない寛政4年（１７９２年）４月１日、雲仙の普賢岳が大噴
火し、続いて眉山の大破裂がおこりました。

このとき、眉山は山の三分の一がこわれ、岩が海中に崩れ落ちて出来
たのが、今の島原外港の九十九島です。

李庵らが慌てて外にとび出すと、道の真ん中に、一匹の大蛇がのたう
ちまわっています。李庵も近所の人々も、こわがって家の中に逃げ込ん
だので、これほどの大地震にも、ここいらの者だけは助かりました。

「さては、あの大蛇が、身代わりになってくれたのか」と、人々は喜ん
で、町の呼び名も「へび町」（今は片町）と呼ぶようになりました。

「島原大変、肥後迷惑」という言葉があります。この地震のときは、
津波が向うの熊本県までおしよせて、幾万という死人を出しました。
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島原の夏の夜空を彩る精霊流し（先祖の霊にご飯や、ナス、きゅうり
などをお供えし、藁船にのせて海に流す）のとき作られる「片目ぶ
ね」は、このお話から起こっているといわれています。

このお話は、島原市湊中組（みなとなかぐみ）　藤田実さんのお話を
もとに吉松祐一さんが編集したお話です。
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PDF版はテキストのみで音声の再生はできま
せん。音声はポッドキャストをダウンロード
してお聞きください。

朗読「かためふね」



第2話　猿葉山（雲仙市小浜町富津）
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小浜（おばま）の富津（とみつ）の港には、まえには、富津の弁天さ
まがあり、青い入江がはいっていて、後ろには段々畑が山の上まで続い
ています。絵のような眺めです。

ここの後ろの方、千々石（ちぢわ）村よりにそびえているのが、猿葉
山（さるはやま）です。

ふもとからいただきにかけて、赤いお稲荷さんの鳥居が、雑木の間を
つづるように立っています。上の松林の中に、一本のきたならしい旗を
たてた、古い祠があります。

草刈にこの山にのぼった百姓の人たちは、この石段に腰をおろして、沖
の千々石湾の方を眺めながら、うっとりとして、おにぎりをひらいた
りするのです。またときどきは、お参りする者もあると見えて、祠の前
には、空色の桔梗（ききょう）や、黄色い女郎花（おみなえし）の花
があげてあることもあります。

さて、このお稲荷さんの主は、三助（さんすけ）さんという古狐であ
りました。この狐は、ずいぶん長生きをしており、全身が、銀のよう
な毛で、覆われているということです。

ある年の春のことです。海岸端の畑には、菜の花が毛（もう）せんを敷
いたようで、その間のところどころに、桃の花が赤く咲きにおうてお
りました。

串山村の与作という人が、「上方まいりしょう」というので、村の
人々に送られて、この富津の上の峠道を下っていくと、後ろのほうか
ら、見知らぬ人が声をかけます。振り返ってみますと、これも脚絆（き
ゃはん）に草鞋（そうあい）履きで、手には笠をもち、ふろしきつづ
みを背負った、旅姿の人です。この人も上方見物に行く途中と聞いて、

「旅は道連れちゅうけん、ねがってもなかこと」

と、与作さんは大喜びで、二人揃って、旅を続けることにしました。

もとより宿もおなじ宿にとまり、さて京都について、御所、金閣、三
十三間堂と見物し、奈良については、大仏さまの大きさに驚き、春日
さまの鹿におせんべいをやって、おしまいに伊勢にまわって、大神宮さ
まにお参りをしました。かえりに伏見までくると、

「わたしは、すこし用たしがありますケン」

と言って、連れの人が分かれることになりました。与作さんが名残り
惜しがっていると、

「私は、富津の村の猿葉山にすむモンです。小浜に湯治にでもきたと
きゃ、是非とも寄ってください」と言いました。

その年も暮れて、また春になりました。与作さんは、昨年の上方見物
のことを思い出しました。

小浜温泉にいったついでに、いっしょに旅をしたつれのことを思い出
し、話に聞いた道を猿葉山のほうに登ってみました。

青麦の伸びた畑を見ながら、細い道を登って行くと、上は草ぼうぼう
の一面の野原でした。陽炎（かぎろい）が燃えて、雲雀（ひばり）が
鳴いています。「はて、家はないか」とずんずん登っていくと、一軒の
瓦葺の立派な家につきました。門を入って、玄関にたつと、去年いっ
しょに旅をした人があらわれ、懐かしそうに手をとって、座敷に案内
しました。

二人はお茶を飲みながら、上方見物で面白かったことや、楽しかった
ことなどを、笑い転げながら話しているうちに、おそくなってしまい、
あたりが暗くなってきました。
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やがて美しい女中さんがあらわれて、次々にご馳走や、お酒などを運ん
できました。

与作さんは、久しぶりに婚礼に呼ばれて花婿さんにでもなったような
晴れ晴れしい気持ちになって、杯を酌み交わしているうちに、だいぶん
酔ってきたようでした。

いく時間もぐっすりと眠ったようでした。首筋を吹く風が寒いので、フ
ッと目を覚ましました。上を見ると、キラキラと、星が暗い空に光っ
ています。あたりは、背丈ほどもありそうな一面の野原で、自分はその
なかに寝ていたのでした。

「さては。何者かに騙されたのか？」

与作さんは、目をこすりながら起き上がって、夜の明けるのをまって、
町の方に降りてきました。登り口に一軒の宿屋があったので、そこに
かけこんで、昨日の出来事を主人に話すと、主人はしばらく腕を組んで
考えていましたが、

「あの山には、三助さんが住んでいますケン。あの狐の仕業に違いあり
まっせん」

こう言って、また思い当たったように、膝をポンと打って

「そうそう、そういえば、この村の庄屋さんの家でゆうべ婚礼の式が
ありまして、ごちそうを次の間に運べば、いつのまにか、次々に、行
方がわからなくなったちゅうが、それもことによったら、三助さんの
仕業かもしれまっせんバイ」と言いました。

その翌日のことです。村の若い者たちが三、四人で、猿葉山に登ると、
お稲荷さんの祠の前に、徳利だの、黒塗りのお膳だの、赤いお椀だの
が、たくさんゴロゴロ転がっていました。

「さては、きのうの庄屋さんの家の婚礼のご馳走も、みんな三助さん
が、お引きになったとバイ」

こう村の人々は、頷きあいました。

このお物語は、小浜本町の中村吉人（ほんまち）さんからのお話をも
とに　吉松祐一さんが編集したお話です。
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朗読「猿葉山」

PDF版はテキストのみで音声の再生はできませ

ん。音声はポッドキャストをダウンロードして

お聞きください。



第3話　カッパの手（雲仙市雲仙）
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雲仙の古湯の温泉神社のまえに釈迦堂は、昔を偲ぶただ一つのお堂で
す。

満明寺（まんみょうじ）の建物は、このお堂あたりから、いま白雲の
池の入り口にある原生沼あたりにまで、広がっていました。

原生沼は、初夏になると、紫、白などのカキツバタが美しく、中に生え
ているミズゴケ、モウセンゴケ、サギゴケなどは、地球の沼沢時代の名
残りをとどめ、天然記念物にも指定されていますが、この沼あたり
は、満明寺の庭園になっていたところといわれています。

さて前におはなしした釈迦堂ですが、ここには黄金づくりのお釈迦様
の像が安置されていて、観光客がおおぜいお参りしていることはもとよ
りですが、そのうえの宝物館に「カッパの手」が納められていて、話題
となっています。この「カッパの手」については、次のような言い伝え
があるのです。

満明寺がさかんで、高僧の赤峰（せきほう）法印（ほういん）という
偉い坊さんのおられた頃のことです。

お山の中腹あたりにある今の諏訪の池に、その頃カッパの大将が住ん
でいました。手下のカッパどもを集めて、時々ここの湯の町に現れた
り、またふもとの小浜にまでも降って行って、女や子供にいたずらを
し、はては大の男の大切なものまで抜き取ったりするありさまでし
た。

「これは一大事。こらしめねばならぬ」と思った赤峰法印は、あると
き、諏訪の池へ降って行きました。

そうして、カッパの神通力と、法印の仏力（ほうりき）と、死力（しり
ょく）を尽くしてあらそうこと三昼夜、どうしても勝負がつきません。
法印は思案したあげく、負けたと見せかけて、どんどん山の方へ逃げ出

しました。勝ちにのったカッパの大将は後をどんどん追いかけてきま
したが、やがて地獄道にさしかかる、もうもうと湧き登っている地獄の
煙と熱気のため、頭の皿の中の肝心の水が蒸発して神通力を失ってしま
いました。

こうして法印はカッパの大将を退治しましたが、「カッパの手」は、そ
の時、手だけをもぎ取って残しておいたものといわれています。

上五島の有川の、もと代官家（だいかんけ）江口さんの家にも、家宝
として、「カッパの手」が伝わっていました。

この物語は、雲仙古湯湯本ホテルの加藤元俊（かとう　もととし）さ
んからのお話をもとに、吉松祐一さんが編集されたお話です。
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PDF版はテキストのみで音声の再生はで
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第4話　大智禅師と猿（南島原市口之津町岩戸山）
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加津佐町の海岸に大きく突き出ている岩戸山は、全山（ぜんざん）が
暖地性植物で鬱蒼と覆われているので有名ですが、そのふもとに、
「がんくじ」という、大智（たいち）禅師のお寺のあるのでも知られ
ています。この寺は一時は、僧が３００人からあり、諸国から修行に
集まってきた御坊様の雲水が１５００人から集まって、さかんであった
と言われています。

お寺のうらの、岩戸山の細い山道を登って行くと、千々石灘の青い波
を見晴らす坐禅石という大きな岩に出て、ここには坐禅を組んでいら
れる禅師の立派な石像がたっています。

また、この岩まで行く途中の岩の上に、一匹の猿を刻んだ塔があっ
て、土地の人は、これを「お猿の墓」と呼んでいます。

これには面白いお話が伝わっているのです。

むかし、この岩戸山には、たくさんの猿が住んでいました。そしてこ
の猿どもは、いつもこの岩の上に登って、「もっとかわった、新しい
土地に行ってみたい」とあこがれて、沖のほうを眺めていました。ある
日のこと、海が荒れて、白波が押し寄せているのをみて、ある一匹の猿
が、

「あの波の波頭（なみがしら）にのぼったら、どんなに面白いだろ
う」と思って、波頭目がけて飛び込みました。これを見ていた他の猿
たちも、「俺も・・・俺も」と続けて飛び込み、そのまま海に沈んで
しまったので、猿が一匹もいなくなり、村の人々がかわいそうに思っ
て、この墓を立てたともいわれています。

また、こんな風にも言い伝えられています。

大智禅師が坐禅石の上に眼を閉じて、じっと坐禅を組んでおられる
と、いつもきまって、一匹の小猿がやってきて、かたわらにチョコンと

行儀よく座っているので、禅師は、この猿をたいそう可愛がっていまし
た。

ある日のことです。この猿が岩の上から、海のほうを見ていると、一
艘（そう）の伝馬船（てんません）にたくましい漁夫が乗って、威勢
よく櫓（やぐら）を漕いで、沖の方へ出ていきます。猿はこれを見て、
自分も左足を一歩前に出して、櫓を漕ぐまねを始めました。これを、森
に焚き火拾いに来ていた百姓がみていて、おかしくてたまらず、からか
ってやろうと、そこへ登ってきて、岩角から、「やッ」と海の中に飛び
込みました。実は、飛び込むマネをして、すぐ下の松の木の枝にぶら下
がったのです。

でも小猿はそんなこととは知らず、百姓のまねをして、サブンと海に飛
び込んで沈んでしまいました。禅師は、その猿をかわいそうに思って、
石でお刻みになったといわれています。

またひとつ。

禅師が岩の上に座って坐禅されるとき、いつもコックリコックリ居眠
りする癖があったので、たまに、下の海に落ち込みそうになりまし
た。

猿どもは、これを心配して、森の中から「かずら」をとってきて、禅師
の身体に巻きつけ、それをまた、そばの松の木の根っこに絡み付けて
おきました。

また、禅師は山芋が大好きでした。そこで猿どもは、いつも山の中を
探しまわって、大きな山芋を掘ってきては、禅師のそばに置いておきま
した。

あるときのこと、一番山芋をもってきていた猿が、ぷっつり姿を見せ
なくなったので、不思議に思って、杖をつきながら、山の中を探してお
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まわりになると、大きな岩の下敷きになって、目をつむっておりまし
た。

あたりの木には、紅い葉のついた山芋の蔓（かづら）が、はいかかっ
ていました。

「さては、私にくれる山芋を掘ろうとして、岩の下敷きになったの
か。かわいそうなことをした」

と禅師は、お寺にかえって、石のこの猿の姿を刻んで立てられたのが、
この塔だとも言い伝えられています。

この物語は、加津佐町西宮町の奥村孝亮（おくむら　こうすけ）さん
のお話をもとに吉松祐一さんが編集したお話です。
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朗読「大智禅師と猿」

PDF版はテキストのみで音声の再生はできませ

ん。音声はポッドキャストをダウンロードして

お聞きください。



第5話　与茂作川（南島原市口之津町大屋）
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山田与茂作は、幼い頃から口之津の大屋に住んでいました。十歳にな
ったとき、有馬のゼミナリオに入りました。

この学校は、今の神学校で、将来キリスト教の神父になる者などを育
てるのが目的で、学科の中には、宗教やラテン語、歴史等を教えると
ともに、音楽や、工芸、図画もありました。

生まれつき、絵の才能に恵まれていた与茂作は、絵がメキメキと上手に
なり、その絵を見て舌をまかない者はありませんでした。与茂作がボ
タンの花を写生して描くと、花弁も葉も露を含くみ、牛や馬を描く
と、本物のように、走り出しそうでした。

あるとき、長崎の木蓮寺に、一人の老人を描いた「南蛮杉戸」の絵を
納めました。この絵の中の老人が、ある夜、絵から抜けだして廊下を
歩いたということから、「生き絵かきの与茂作」の評判が、九州中に
も響くようになりました。

まもなく、絵の修業のために、江戸にのぼりました。時の将軍の家光
が、与茂作の評判を聞き、千代田城に呼んで、「おまえの生き絵を、余
の面前で描いて見せよ」と言いました。

しばらく考えていた与茂作は、「生き絵を描くには、私の生まれた大
屋の家の東北にある泉の水を用いねばなりません」と答えました。

「うむ、おもしろい。それでは、その泉の水をさっそく取り寄せよ」
ということになって、有馬の城主、直純公（なおすみこう）のところ
に、使者が下ってきました。思いがけない将軍からの使者に驚いた直
純公は、わざわざ大屋までその泉を見に出かけました。

そこの庄屋はおそれ入って、百姓たちを集め、新しく泉までの道をつ
くり、殿様をお迎えしました。この道は今でも残り、堤道とよんでい
ます。

さて殿様は、この水を水槽に入れて、江戸まで上りました。

与茂作は、この水を使って絵を描きましたが、どうも思うように、気
に入った絵が描けません。

「この水は長い道中を運ばれてきたため、水が弱っていて、生き絵がか
けません」と将軍家光に申し上げました。家光は、眉をひそめて「与
茂作は余をたばかりおった。卑怯なやつめ」と大変不興で、与茂作の
評判も、それからがったり堕ちてしまいました。このことがあってか
ら、また大屋に帰ってきて、有馬家に仕えていましたが、この後、寛永
１４年になっておこったのが、例の島原の乱です。天草四郎らが国々の
武士を集めたとき、与茂作が反徒側に加わったのも、このようなこと
があったのが原因であろう、といわれています。

島原の乱のとき、与茂作は右衛門作と名を改めて、８００人の兵を率
いる城内の一方の大将となりました。あるとき、総大将の天草四郎の
前で軍議が開かれました。「籠城がたの気勢があがるように、旗印を
作ろう」ということになりました。そこで右衛門は、「真ん中にパン
と葡萄酒、その両側に二人の天使がいる」見事な油絵の旗を描きまし
たが、これがいまも国宝になって残っている「島原反徒方の旗」であ
ります。

合戦は、はじめの頃は、反徒がたが強く、攻め手の大将板倉重昌（い
たくら　しげまさ）は、討ち死にしたほどでした。しかし、幕府の老
中、知恵伊豆といわれた松平信綱が乗り込んで来て、兵糧（ひょうろ
う）攻めにかかり、その上そのころ平戸に来ていた、オランダ船ライ
プ号をよんで、海上から大砲の玉を打ち込ませてからは、めっきり弱っ
てきました。おんな子どもなどは、海岸からはまぐりや海藻を取って
きて食べ、空堀の中に、うごめいている始末でした。
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「とても勝ち目はない。黙っていては、人が無駄に死ぬだけだ」と思
った右衛門は、あるとき、城内から、寄せ手の信綱の陣中に、降伏の
矢文を弓につがえて放ちました。ところがこれは、味方の兵に見られ
てしまったので、たちまち右衛門は捕らえられ、牢屋にぶちこまれてし
まいました。

そうして、明日は打首ということが決まった、前の晩のことです。右衛
門も、「もう明日までの命だ」と目をつむっていると、外のほうで
「わぁ・・ッ」という鬨（とき）の声が上がりました。落城の叫びで
ありました。このとき四郎をはじめ、三万の人々が殺されたり、ある
いは自殺して果てたのですが、牢屋に入っていた右衛門だけが、城内で
ただ一人の生き残りとなったのです。

右衛門も、もとより自害と覚悟は決めていましたが、信綱は前から右
衛門のことはよく知っていたので、助けて江戸に連れて行きました。

そして、キリシタンの取り締まり方などに使っていましたが、その頃江
戸には、放火が多くて、そのために、あちこちに大火事が起こりまし
た。

そこで信綱は、与茂作を呼んで、火事の恐ろしいこと、また放火した
者は、処刑されて、その首は晒されることなどを、絵に描かせました。

この絵を、品川、千住、新宿、上野等の盛り場に立てさせたのです。こ
れが我が国における火災ポスターのはじまりといわれています。

いまでも、口之津の大屋に行ってみますと、「与茂作屋敷」が残ってい
て、おもてに十字を彫りつけたその墓もあります。そこから、４，５百
メートル離れた山陰げに、泉があり、そこから流れている小川を、土地
の人は「与茂作川」と呼んでいます。

泉の傍らには、与茂作の事蹟（じせき）を詳しく書いた立て札がたっ
ています。付近の小学生や中学生は、図画や書道のあるときは、「こ
の水で書くと、立派に書ける」というので、泉の水を大切に汲みにく
るそうであります。

この物語は、口之津町大屋真乗寺の吉澤嘉麿（よしざわ　かまろ）さ
んからのお話を吉松祐一さんが編集したお話です。
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第6話　孝子田（南島原市加津佐町津波見）
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加津佐の町は、我が国で一番古く、キリスト教の学校のコレジョのあ
ったところで、六反田（ろくたんだ）というところには、そのあとが
残っています。

また海岸には、白い砂浜に緑の松林が続いていて、夏は海水浴場として
賑わっています。この村の津波見（つはみ）には、今からお話するよう
なお話が残っています。

延宝７年（１６７９年）のことです。

この村に、安永安次さんという人がいました。大の働き者で、また親
孝行でありました。朝は早くから田んぼに出て働き、夕方は空に星が
出てから、帰ってきました。

でも、この村は、雲仙岳の山裾になっていて、飢饉でお米のとれぬ年が
度々ありました。お父さんが、島原のお城へあげる上納米がなくて困
っていると、安次さんは、「安心してください。私がお父さんの分も働
きますから」と言って、田の草取りなどに精を出し、年貢を納めると
きは、わずかに蓄えていたお米を、庫（くら）から出して、車につんで
藩の役所に運びました。

そのうちに、年老いたお父さんは病の床についてしまいました。ある
とき、お父さんは安次さんの顔を見つめて、「安次や、わたしは、今
年の新米が食べたい。そうしてから、死にたいのじゃ」と言いまし
た。まだ七月のことです。どうして、新米がとれましょう。

「お父さん、早く達者になってください。新米はきっとあげますか
ら」と言ったものの、安次さんは生まれてからはじめて、嘘を付いたの
に気づきました。でも、「どうかして、お父さんに新米を」と心に祈
りながら、夕方頃、裏から家を抜けだして、田んぼの方へ歩いて行きま
した。

道は雨上がりのように、しっとり露がおりていました。どこにも青い
稲穂が風にそよいでいます。一晩中、田んぼの畦道をめぐってみました
が、お米が実っているはずもありません。がっかりして、身体もヘトヘ
トに疲れて、家へ帰りかけると、後ろの方が、後光がさしているように
明るく思われました。思わず振り返ってみると、紫色の雲仙岳の頂上
から出るお日様に照らされて、安次さんの一枚の田が、キラキラ輝いて
いるではありませんか。

安次さんは腰が抜けるほど、驚きました。急いで家に駆け込み、鎌を
持ってきて、実った稲の穂を切り取りました。その穂から籾（もみ）
を取り、それを臼でついて白米にし、お父さんに新米を食べさせまし
た。

「孝行のおかげだ」

「安次さんの心がけがよいからだ」

この評判は村々に伝わり、しまいには島原の城下まで聞こえて、殿様
の松平忠房公のお耳に入ったのです。

安次さんは、お城に呼び出されて、ご褒美をいただくことになりまし
た。このとき安次さんは、「私の村の津波見（つはみ）は、山が迫っ
て、みんな貧乏で困っています。どうか上納米を減らして、村の人々を
お救いください」

とお願いすると、忠房公は、こころよくそれを聞き入れ、その上、銀
三枚を与えました。

「孝子田」　安次さんの田を、だれ言うとなく、こう呼ぶようになり
ました。

この田はいまでも残っていて、畦には碑もたっています。
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この物語は、加津佐町西宮町の林田さんのお話をもとに吉松祐一さん
が編集したお話です。
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第7話　オト女の火（南島原市布津町大崎）
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「今夜も、オト女の火があがったケン。明日海はシケばい」

布津（ふつ）の魚師たちは、まっくらな海を眺めながら、こうつぶや
きました。

今にも雨の振り出しそうな真っ暗な夜は、決まって、この村の大崎岬
の松林のうえに、ふわりふわりと火の玉があがるのです。その火の玉
は、天の方にあがると、しだいに大きくなって、三つ、四つにばらばら
に分かれ、海の上を飛び回り、また一つに固まって、暗い波の中に吸
い込まれるのです。

壊れた火の玉が雲仙岳の方に飛び散っていくときもありました。色
は、炎のように真っ赤だったり、また虹のように美しく見えることも
ありました。

暖かな温泉の湧き出る雲仙岳の山裾の布津村（ふつむら）のはずれ、
街道に沿うて一軒の藁家（わらいえ）がありました。ここには、オト
という一人のお婆さんが住んでいました。オト婆さんは、毎日お天気
のよい日は、朝から四キロあまりの道を矛をかついで、岬の方に魚や
貝を取りに出かけました。

夕方近くなると、たくさんとったアジや、はまぐり、サザエなどを大
きな籠に担いで、ニコニコ笑顔で帰ってきました。これを町の方に売り
に出かけるのです。また家の前に、ザルに入れて出しておいて、売るこ
ともありました。

ある焼けつくように暑い日のことでした。この頃は、どうしたもの
か、サッパリ魚は姿を見せません。また砂浜をいくら掘っても、ハマグ
リやサザエの欠片もありません。

前の海は、潮の流れの早い大崎海岸です。大きな岩に腰を下ろして、溜
息をつきながら、海を眺めていたオト婆さんが、「今日は、もう帰ら

んば」と腰をあげようとすると、足もとの岩の間から、一本のタコの
足が、ニョロっと出てきました。それは１メートルもありそうな大き
なタコの足です。いきなり両手でその足をつかんで、ウンと引っ張る
と、プツリと根本から切れてしまいました。

オト婆さんが、それを籠にいれて担ぎながら、海岸の街道を帰ってくる
と、会う人ごとみな、びっくりしました。

「ふとかタコの足のう、婆さん」

「ウン、ふとかとも」

お婆さんは、鼻高々と帰ってきました。

翌日も、海も浜にもサッパリ獲物はありません。さて、帰ろうかと、
きのうの岩に腰を下ろしていると、また大きなタコの足が、ニョッコ
リあらわれました。また婆さんは、力まかせにその足をもぎとって、
籠に入れて担いできました。

このようなことが四日、五日と続いたのです。

「殺生なオト婆さんバイ」

「あの年であぎゃんことせず、お寺まいりどんすればよかろうで」

こうつぶやいて家の前を通る人も出てきました。

いよいよ八日目の日になりました。

「足がもう一本残っとるはず。きょうはどうあっても、タコの胴体も持
ってかえらんば」

婆さんは、心のなかでこう思いました。
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そうして、いつもの岩の上に腰を下ろしていると、今日は足が浸かるぐ
らいに潮が満ちてきて、やがてタコの頭と胴体が、ニョッコリ現れま
した。足は無残にももぎ取られ、たった一本残った足で岩にしがみつ
いています。目が光って、思わずゾッとするほどでした。

やがてタコは、その目から涙をボロボロこぼして、

「何を隠しましょう。私はこの岬の主です。あなたに、仲間の者が毎
日毎日とられるので、その身代わりに、自分の足を一本ずつあなたに
あげていました。もうあとに残っているのは、この一本きりです。今度
来るときには、雨のふる前の晩にこっそり来てみてください」

こう言うと、波の中に潜ってしまいました。

オト婆さんは、その日は、機嫌悪そうに矛を担いで、家に帰ってきまし
た。

何日かたって、夕方から空が真っ黒に曇って、今にも雨の降り出しそう
な晩がありました。

「よし、今夜こそ、行かんば」

こう言って、オト婆さんは、いつもの矛を担いで、いそいそと岬の方に
でかけました。

そして、いつもの岩に腰掛けると、やがて岩の間から、タコの頭があ
らわれて、目がギラギラひかっています。

欲張りのオト婆さんは、その目玉めがけて、力いっぱい矛を突き刺し
ました。すると、タコはぬらりと、身体をかわしたかと思うと、波の
上に大きな足があらわれ、首にからみつくと、そのままお婆さんの身
体を、グッグッと波の中に巻き込んでしまいました。

俄（にわか）に大粒の雨が降りだして、その夜は、一晩中、海が荒れ
狂っていました。

それからです。嵐や大雨の振る前の晩になると、四キロあまりも続いて
いる大崎のハナの松林のうえに、ゆらりゆらり火の玉がのぼって、海の
上にとんでいくようになりました。

「オト女（じょ）の火」　この火の玉を、村の人々はこう呼んでいる
のです。

この物語は、布津町隈部守さんのお話をもとに編者の吉松祐一さんが
編集したお話です。
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第8話　天に昇った源五郎（島原市）
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安土城下・琵琶湖

源五郎鮒（Wikipediaから転載）

「ふしぎな太鼓」という滋賀県の民話と同じ内容のお話

で、この源五郎鮒の名前の由来を説いています。江戸時代

に島原地方に伝播したのかもしれませんね。



むかし、源五郎という男がいました。

ある日、河原を歩いていると、古ぼけた一つの太鼓を拾いました。こ
の太鼓は、かかえて、いっぽうの面を、「鼻、鼻、たこうなれ」と言っ
て、ポンポンと叩くと、鼻が高くなり、また、裏のほうにむけて、
「鼻、鼻、ひくうなれ」と唱えて、ポンポンと叩くと、自然に鼻が低
くなるという、かわった太鼓でした。

「重宝なものを拾った。これをもって、旅に出よう」と思って、源五郎
は旅にでかけました。

ある村につくと、一人娘を、それこそ目に入れても痛くないほど可愛
がっているという、長者どんの家の前を通りました。娘は年頃で、三国
一の花婿を探しているという評判も聞きました。

源五郎が、そおっと、その家の中庭に忍びこんでみると、娘は、離れ
の奥座敷の自分の部屋で一人、お琴の稽古をしていました。

源五郎は、植え込みの中に身を潜ませ、息を殺して、例の太鼓を取り出
し、小さな声で、「娘の鼻、鼻、ひくうなれ」と言って、ポンポンと叩
くと、みるみる鼻は低くなって、顔と同じくらい、平べったくなってし
まいました。

晩ごはんを食べるために現れた娘の顔を見て、長者は、ぶっ倒れるほ
どたまげました。娘もかわいそうに、それから寝こんでしまいまし
た。医者よ、薬よ、とみなが百方手を尽くしましたが、どうしても鼻
はもとのようにならず、弱り果てました。

そこで源五郎が、山伏の格好をして、「鼻の治療、鼻の治療」と触れ
て、屋敷の前を通りました。

「奇妙な者が通る、モノは試しだ、よんでみよう」ということにな
り、源五郎は呼び止められて上にあがりました。

娘の寝ている奥座敷に案内されると、源五郎は枕元に座り、例の太鼓
を袖の下に隠して、ポンポンと叩き、「鼻、鼻、たこうなれ」と唱える
と、鼻は少しずつ高くなりましたが、もったいぶって、三日間もかけて
すっかりもとのように高くしました。

娘はじめ、長者どんのよろこびようは、格別です。お金とお礼の品々
を、かつぎきれないほどもらいました。

すっかりいい気持ちになった源五郎は、太鼓を拾った河原にやってき
ました。

そして、その河原に仰向けにねころびながら、空を仰ぎ、太鼓を取り出
して、

「鼻、鼻、たこうなれ」といって、ポンポン叩くと、自分の鼻がズーズ
ーと高くなります。おもしろくてたまらず、また、「鼻、鼻、たこうな
れ」と唱えて叩くと、またもズー、ズーと高くなります。こうして幾度
もやるうちに、鼻はいつのまにか、白雲（しらくも）を突き抜けて、
天竺に届いてしまいました。

天竺では、雷どもが五、六人集まって、あまのかわに橋をかけている
最中でした。ふと見ると、外界の方から、妙な格好のものが伸びてく
るので、手近な橋の擬宝珠（ぎぼうし）に、くくりつけてしまいまし
た。

びっくりしたのは源五郎です。あわてて、今度は、「鼻、鼻、ひくうな
れ」と叫んで、太鼓を叩くと、なにぶん鼻は橋に括りつけられているの
で、反対に、自分の身体が、ズーズーと天にのぼり、おしまいに天竺に
昇ってしまいました。
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「おもしろいやつがきた」

と雷どもの手下にされて、源五郎は毎日、雲を広げて天気にしたり、
あるときは、ジョロで、下界に雨をまいたりさせられていました。と
ころが、ある日、黒雲（くろくも）から足を踏み外して、下界に真っ
逆さまに落ちてしまいました。

落ちたところは、近江の国の琵琶湖でした。

源五郎は鮒になっていましました。いまでも琵琶湖には、源五郎鮒と
いう鮒が住んでいるそうです。

この物語は、島原市加美町（かみまち）の樋口正規さんのお話をもと
に吉松祐一さんが編集したお話です。
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http://www.g-sigma.co.jp/07_beetles/hyouhon/thumbnail08.htm
http://www.g-sigma.co.jp/07_beetles/hyouhon/thumbnail08.htm


第9話　稲妻大蔵（諌早市）

25

朗読「稲妻大蔵」
八天岳

PDF版はテキストのみで音声の再生はできませ

ん。音声はポッドキャストをダウンロードして

お聞きください。



江戸や長崎が、たいそう賑わっていた、元禄、宝永の頃に、諫早の小
栗村土師（どし）野尾に、百姓の夫婦が住んでいました。どうしたも
のか、子がありません。

そこで、朝晩、八天岳（はってんだけ）の方に向かって、「どうか、つ
よか子どもがさずかりますごと」と、

手をあわせて拝んでいました。むかしから八天岳（はってんだけ）に
は、つよい天狗が住んでいるという言い伝えがあったからです。ある晩
のこと、おかみさんは、天狗が飛び降りてきて、自分の懐ろに飛び込
んだ夢を見ました。

ビックリして目を覚ますと、やがて翌朝、俄（にわか）に産気づいて、
一人の男の子を産み落としました。

「こりゃ天狗様の申し子に違いなか」と、夫婦はよろこんで、大蔵と
いう名をつけました。大蔵はむくむくと大きなって、力も強く、八歳
になると、もう手に鎌をもち、草籠を背負って、八天岳に草刈りにのぼ
っていきました。

ある日のことです。いつものように、山の上で、一心に草を刈っている
と、ほんものの天狗が、ヒョッコリ目の前に現れました。

「大蔵、鎌をそこにおいてコイ。おれが相撲がおしえてくるっけん」と
言いました。

大蔵はびっくりしましたが、やがて勇気を出して跳びかかりました。
このとき、天狗さんから身体がくちゃくちゃになるほど、幾度も草の
上に投げ飛ばされました。

「きょうはこれでよか。あしたまたこい」こういって天狗は、どこかへ
消えていってしまいました。

そのあとで、大蔵が鎌を草の上から拾ってあたりを刈り始めると、急
にむくむくと腕に力が入り、瞬く間に籠は草でいっぱいになりまし
た。大蔵は、「天狗さんの力が、私の身体に乗り移った」と思いまし
た。こうして大蔵は、ここの原っぱで、天狗さんにいくども相撲を教わ
りました。

いまでも八天岳の上には、天狗さんと大蔵が四股（しこ）を踏んだあ
とが残っていて、そこだけは四ところだけ、まるく草がはえていないの
です。

大蔵は、大きくなると、村相撲をとりはじめましたが、もとより及ぶ
ものはありません。四股名を、稲妻となのりました。やがて、「稲妻
大蔵」の名前は、九州中に知られるようになりました。

「この上は、江戸へのぼって、日本一の相撲取りととってみたい」と思
いました。

そこで三百里も歩いて江戸へのぼってみると、ちょうど浅草の蔵前で、
江戸相撲の本場所がかかっていました。

そこで頼み込んで、やっと日本一の相撲取りと取り組むことができる
ことになりました。

相手は鬼ヶ岳という、本当に名前のように二百キロにも近い、鬼のよ
うな大男でありました。

四股を踏んで、二人が土俵にあがると、鬼ヶ岳は、稲妻が思いのほか
小男なので、心のなかで、なめてかかりました。行司が中に入って、軍
配を返すと、鬼ヶ岳は、いきなり稲妻の両手をひっつかんで、頭の上
に差し上げました。
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しかし、稲妻のさるもの、すかさず鬼ヶ岳の髷（まげ）を口に加えて
うしろにまわり、背中を嫌というほど蹴りつけました。はずみをくっ
た鬼ヶ岳は、土俵の上に四つん這いになってしまったのです。

見物人は驚いて、「ワアッ」と声を上げました。

鬼ヶ岳は顔を真赤にして、「今の手は、四十八手（しじゅうはって）の
うちにねえ」とわめきたてました。すると、稲妻は、「首投げの逆手
でがすたい」と言ったので、軍配はさっと稲妻にあがりました。

見物はふたたび「わぁっつ」と勝どきをあげました。怒ったのは鬼ヶ
岳です。

「江戸相撲の日本一が、いなかっぺに負けたとあっては、これから江
戸で大きな顔もできない」とあって、「どうかして稲妻を殺してやろ
う」と思いました。

そこで、百三軒の相撲茶屋に残らず連絡して、稲妻にやるものにはみん
な毒をいれさせました。

しかし、大蔵は、はやくもこのことに気づいて、一軒の茶屋の「いな
りずし」を、犬にあげてやると、犬は目の前で死んでしまったので、自
分は何も食べませんでした。

次の場所も、鬼ヶ岳は、大蔵に嫌というほど投げつけられました。
「とてもかなわぬ」と思った鬼ヶ岳は、ある日大蔵を尋ねてきて、涙
をポロポロこぼしながら、

「江戸の大関の面目にかかわるから、どうか、一度だけ勝ちをゆずって
くんなさい」と頼み込みました。

生まれつき情け深い稲妻は、「そんならば」というので一度土俵の上
で、鬼ヶ岳が技をかけたとき、ころりところがりました。

するとどうでしょう。急に身体中の力が、抜けてしまったように思い
ました。

そののちは、どんな弱い力士からでも、投げられるようになってしまい
ました。

稲妻は、「心得違いした。私の身体から、八天岳の天狗さまが逃げて
いってしもうた」と思いました。

そこで、諫早に帰ってきて、ぷっつり相撲はやめてしまい、百姓して暮
らしました。

それでもやっぱり力はつよく、時々八天岳に草刈りにのぼりました。

この山の頂きには、たたみ二畳じきほどの大きな石があって、その上に
また、同じくらいの石が乗っかかっているのです。

子供が下の石にのぼって、指一本で上の石を押すと、石は動いて、「ゴ
ットン、ゴットン」と鳴るので、この石は「ゴットン石」と呼ばれてい
ます。

ある年、温泉岳の大地震のとき、このゴットン石の上の石が、はるか
谷間めがけて、ごろごろ落ちてしまったことがありました。

ところがこの時、谷間まで降りていって、この石を背中にかつぎ、山の
上まで這い登って、もとのように二つ積み上げたのは、大蔵だったと
いうことです。

この物語は、諫早市破籠井町（わりごいまち）の鵜林光太さんの話を
もとにして編者の吉松祐一さんが編集したお話です。

27



第10話　赤うで（諌早市）
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むかし、諫早のはづれの福田に、肝魂（きもだま）の太いのが自慢
の、七五郎という男が住んでいました。

その頃の多良越えは、「赤うで」のお化けがでるというので、この村
を朝立ちしても、日が暮れて多良の峠にかかると、越えぬことにしてい
ました。

あるとき、七五郎は急に鹿島の方に行かねばならぬ用事ができまし
た。

「赤うでが出るちゅうけん、夜が明けてから行け」と家の者や、近所
の者が止めました。けれども、七五郎は、「バカ言え、そげんバケモ
ンにひこたれる七五郎さまじゃなかぞ。「みそこなうない」と言って、
胸をドンと一つ打ってみせました。

「多良を夜越えしてみせねば、七五郎さまの名前がすたる」と思った
のです。

そこで、三度分のおにぎりを握ってもらって、肩に背負い、腰には長い
山刀（やまがたな）をぶちこんで、四つ（一〇時ころ）に家を出まし
た。

日が暮れて、ちょうちんの灯りで道を照らしながら、木の生い茂った
多良越えにかかりましたけれども、なんのこともありません。

「おれのきもったまに、バケモンもおじけとっとじゃろ」と思いなが
ら歩いていると、向こうの方から、あかりが一つ見え、足音が近づい
て来たのでよく見ると、一人の若い尼さんでありました。

七五郎は立ち止まって、「どこの寺の尼さんかしりまっせんが、この
夜道ば、おんな一人で感心なこつ」というと、むこうは、七五郎の顔
を、じっと見つめていましたが、

「まあ、おまえは七五郎さん」と言いながら、稲荷様の鳥居のような
赤うでをぬっとだして、七五郎の帯を捕まえました。

「さては、でたかッ」と思って、腰の刀に手をかけましたが、帯の前
を掴まれているので、どうしても刀が抜けません。いきなり、ドンと突
き当たって体当たりを喰らわせると、風のようにふわりと手応えがな
く、尼さんは向うのほうに行ってしまいました。

さすがの七五郎も驚いて、すこし谷間のほうに下った道を、どんどん下
っていくと、今度は、後ろのほうからスタスタ足音がして、追いついて
くるものがあります。

振り返ってみると、いかにも人のよさそうな、六〇位の年寄りであり
ました。

七五郎も安心して二人連れ立って歩くことにしました。歩きながら、

「あんたじゃけん、話すが、さきは気味の悪か目にあいましたバイ。
尼さんの腕が、こう、太うなって」と言って、やってみせますと、その
年よりは、立ち止まって、七五郎の顔をジッと穴のあくほど見つめて
いましたが、急に目を光らせて、「そん腕は、これよりも太かったか
っ」と言いながら出した右腕は、ベンガラ染めした伏見の稲荷様の鳥
居よりもずっと太く、それがいきなり頭からひっつかもうとしました。

「あっ」と叫んで、七五郎は腰を抜かし、その場に仰向けに倒れてしま
しました。

翌日、福田村の人が峠を通ってみると、七五郎は、道端に気を失って倒
れていたそうです。

なお、この物語は、諫早市船越の西川武治さんのお話をもとに編者の
吉松祐一さんが編集したお話です。
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この企画にご協賛いただいた各社のご紹介。子供たちのためになれば、ということで、このポッドキャストにご協
力・ご協賛いただきました。

タイトル ご協賛の各社 URL

第1話 かためふね（島原） 長崎卸センター青年会 協同組合長崎卸センター事務局内

第2話 猿葉山（富津）
ワールドサンフーズ（株）

長崎支店
http://www3.synapse.ne.jp/wsf/

第3話 カッパの手（雲仙） （株）十八銀行本店営業部 http://www.18bank.co.jp

第4話 大智禅師と猿（加津佐） （株）商工中金長崎支店 http://www.shokochukin.co.jp

第5話 与茂作川（口之津） （株）寺松商店 http://www.teramatsu.co.jp

第6話 孝子田（加津佐） ユーピーアール（株） http://www.upr-net.co.jp

第7話 オト女の火（布津） 児島洋紙（株）（組合員） http://www.kojima-paper.com

第8話 天に昇った源五郎（島原）
一般財団法人九州電気保安

協会長崎支部
http://www.kyushu-qdh.jp

第9話 稲妻大藏（諌早）
東洋（有）・　　　　　　

アクアクララ西九州
http://www.aqua-nks.com

第10話 あかうで（諌早） 三共アメニテクス（株） http://www.amtx.jp

http://www3.synapse.ne.jp/wsf/
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