
…伊集院郷相談役大迫助右衛門

が書いた「由緒記」は，「三国名勝図会」の伊集

院に関する部分の原本といわれ，これを書き写

したものが「伊集院由緒記」である。

…水をせき止める目的で河川や湖沼など

に設けられる構造物。

…主に供養塔として使われる石塔の一種

で，板石卒
そ

塔
と

婆
ば

，板石塔
とう

婆
ば

とも呼ばれる。

…寄棟造に切妻が入っているもの。

（屋根の途中で角度が変わっているように見える。）

…雲の間を飛翔する「竜」を文様化し

たもの。竜は，鳳凰とともに古代中国で作り出

された想像上の動物である。

…薩摩藩の田地を占有または保護する

役目。

…亡くなった人を供養するためにつく

られた石製の塔。上に笠のような石がのってい

るので，笠塔婆という。

…江戸時代，薩摩藩で実施された土

地制度。薩摩藩では門
かど

と呼ばれる単位で農民を

分割し耕地を配分した。一定期間耕作したのち

検地によって耕地を割替えることをたてまえと

したので，農民は土地を所有できず門を通して

掌握されていた。

…よりどころにするということで，「三
さん

宝
ぽう

に帰依する」など仏教徒になるという意味で

多く使われる。

…生きている間に自分の死後に対し

て，または自分より若くして亡くなったものに

対して冥
めい

福
ふく

を祈る法要のこと。

…２つの面を合わせた屋根で，切妻

（屋根の山型の断面）が見える屋根。

井
い

堰
ぜき

板
いた

碑
び

入
いり

母
も

屋
や

造
づくり

雲
うん

竜
りゅう

紋
もん

笠
かさ

塔
とう

婆
ば

門
かど

割
わり

制
せい

度
ど

帰
き

依
え

逆
ぎゃく

修
しゅ

供
く

養
よう

切
きり

妻
づま

造
づくり

伊
い

集
じゅう

院
いん

由
ゆい

緒
しょ

記
き

格
かく

護
ご

人
にん

鹿児島市山田町の田の神の台座の雲竜紋

用語解説
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…神社・仏閣への参
さん

詣
けい

や寄進などを

する信者の団体，また貯蓄や金の融
ゆう

通
ずう

のために

組織した相互扶
ふ

助
じょ

の団体。

…庚申とは十干
かん

十二支
し

にいう「庚
かのえ

申
さる

」のことで，この日の夜は眠ると人間の体に

住む三匹の虫が天にのぼって，その人の罪を天

の神に告げるというので，その日一晩中，眠ら

ないで夜を明かすならわしがあり，その供
く

養
よう

の

ために石碑などが建てられた。

…甑
こしき

は米などを蒸すための道

具。シキは甕
かめ

と甑の間に敷くわらで編んだ

もの。

…江戸時代後期に薩摩藩が編
へん

纂
さん

した薩摩国，大隅国，及び日向国の一部を含む

領内の地誌や名所を記した文書。

…飯または汁などをすくう台所用具。

シャモジ，またメシゲともいう。

…仏像・仏舎利・教典・位牌などを納める

仏具の一種である。広義では仏壇も厨子に含ま

れる。

…明治初期において，西郷隆盛などに

よってなされた，武力をもって朝鮮を開国しよ

うとする主張のこと。ただし西郷の主張は，出

兵ではなく開国を勧
すす

める遣
けん

韓
かん

使
し

として自らが朝

鮮に赴
おもむ

くものであることから，「遣
けん

韓
かん

論
ろん

」とする

説もある。

…石のほこら。内部に仏像，神像等が納

められている場合もある。

…人が何らかの目的をもって銘文を刻ん

で建立した石の総称。

…太鼓の胴のように真ん中が半円形に

反った橋。

庚
こう

申
しん

供
く

養
よう

コシキのシキ

三
さん

国
ごく

名
めい

勝
しょう

図
ず

会
え

杓
しゃく

子
し

厨
ず

子
し

征
せい

韓
かん

論
ろん

石
せき

祠
し

石
せき

碑
ひ

太
たい

鼓
こ

橋
ばし

コシキのシキ

調所広郷木像（厨子付）
（鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵）

大乗院橋

講
こう

（講人）
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…神前，仏前で口をすすぎ，身を清め

るための水を確保するための器。

…日本の律令制下の令外官の一つ。警

察・軍事的官職。初めは臨
りん

時
じ

の官職であったが，

後に諸国に常設されるようになった。

…丹
に

（赤い色）または朱
しゅ

で塗
ぬ

ること。

…幹線道路沿いにあちこちに見られる商

人たちの住む商業地区で，農家集落とは別のも

の。野町を治める人は，郷
ごう

士
し

の人から任命され

た横
よこ

目
め

・別
べっ

当
とう

・町
まち

役
やく

，野町人の中から選ばれた

小
しょう

別
べっ

当
とう

や年
とし

行
ぎょう

事
じ

がこれにあたっていた。

…「廃仏」は仏を廃し（破壊）し，「毀

釈」は，釈
しゃ

迦
か

の教えを壊
こわ

（毀）すという意味。神

仏習合を廃して神仏分離を推し進める，明治維

新後に発生した一連の動きのこと。

…墓塔・供養塔などに使われる仏塔

の一種。宝篋印陀
だ

羅
ら

尼
に

という呪文を納めたこと

からこの名がついたといわれる。

…仏典を表記するのに使われた文字が仏

教とともに中国や日本に伝来し，密教とのかか

わりで神秘化したもの。

…寺社・民家な

ど建物の建築・修築の

記録・記念として，棟

木・梁など建物内部の

高所に取り付けた札。

追
つい

捕
ぶ

使
し

丹
に

塗
ぬ

り

野
の

町
まち

宝
ほう

篋
きょう

印
いん

塔
とう

梵
ぼん

字
じ

棟
むな

札
ふだ

花尾神社の手水鉢

稲荷神社の鳥居

（鹿児島県教育委員会 1988『鹿児島県の近世社寺建築』より引用）

廃仏毀釈で一部壊された慈眼寺跡の仁王像

廃
はい

仏
ぶつ

毀
き

釈
しゃく

手
ちょう

水
ず

鉢
ばち

元
禄
五
年
棟
札
（
八
幡
神
社
）
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…主に僧侶の墓として使われる石塔。

塔身が卵型という特徴があり，「卵
らん

塔
とう

」とも呼ば

れる。（その他の石塔については，P233 ～ 234

を参照）

…火山噴火によって地上に放出さ

れた火
か

砕
さい

流
りゅう

が堆
たい

積
せき

した後に，火砕流堆積物自身

のもつ熱と圧力によって溶
よう

結
けつ

してできた凝灰岩。

…建築技法の一つで，４つの面を寄せ

合う形の屋根。（切妻が見えない屋根。）

…曲
くる

輪
わ

の配置の一つで，本丸と他

の曲輪を並列に並べたもの。他に本丸を取り囲

むように曲輪が配置される輪郭式城郭などが

ある。

…神社仏閣の堂前に，布を編んだ太い綱

とともにつるしてある円形の大きな鈴。中空で

下方に横長の裂け目がある。参
さん

詣
けい

者
しゃ

が綱を振っ

て打ち鳴らす。

溶
よう

結
けつ

凝
ぎょう

灰
かい

岩
がん

連
れん

郭
かく

式
しき

城
じょう

郭
かく

鰐
わに

口
ぐち

無
む

縫
ほう

塔
とう

寄
よせ

棟
むね

造
づくり

南泉院歴代住職の墓

旧島津氏玉里邸庭園の石塀
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あ と が き

本書は，鹿児島市教育委員会が昭和59年３月に刊行した「鹿児島市の史跡

めぐりガイドブック」の五訂版です。

これまで市内の文化財に対する理解を深めるため，小・中学生の皆さんを

はじめ，市民の方々にご利用いただいておりましたが，既に残部もなくな

り，多くの方々の要望に応えられなくなりましたこと，文化財の位置や様子

が変わってきましたこと，また合併により市の区域が拡大しましたことなど

もありまして，改訂することにいたしました。

この本ではできるだけ多くの文化財を掲載するために，サイズをひとま

わり大きくしたり，史跡めぐりをしやすいように地図をつけたりするなど，

限られたページ数の中で，内容の充実と活用の便を考えて編集にあたりま

した。

本市の文化財は，これまでいくたの困難を克服して，より豊かなふるさと

を…と願い築いてこられた私たちの祖先や，先覚者たちの歴史の結晶です。

しかし，この本に載せられたものは，そのほんの一部に過ぎません。私たち

の身の回りをとりまく環境には，まだまだ埋もれている文化財のあることを

考えながら，さらに将来に向かって文化財を守り，生かしていきたいと考え

ます。

本書の刊行にあたっては，史跡めぐりガイドブック編集委員の皆さまにご

指導とご援助をいただきました。また快く資料を提供していただきました尚

古集成館や鹿児島県教育委員会，鹿児島県立図書館，石橋記念館，鹿児島県

歴史資料センター黎明館，南九州城郭研究会，南九州石塔研究会等，お世話

になりました皆さまに心よりお礼申し上げます。
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