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幕末の奄美の暮らしを体験

Start!

0707 08

奄美市内
Amami City Area

Sightseeing course of places related to Nanto Zatsuwa

Google Maps

あま   み     し    りつ   あま   み    はく ぶつ  かん

Experiencing how people lived on Amami Oshima 
in the late Edo Period (1603 – 1868)

Nanto Zatsuwa (lit. Miscellaneous Accounts of the Southern Islands) is a chronology of Amami 
in the Edo period, written by Nagoya Sagenta. Nagoya Sagenta made a detailed survey and kept records 
of the island’ s nature, life, and culture. He summarized, compiled, and later completed this chronology.
 He was a feudal retainer for the Satsuma Clan. He was exiled to Amami for domiciliary confinement 
over an internal squabble for headship rights (called Oyura Sodo) in the Satsuma Clan family between 
1850 and 1855 and stayed in the Koshuku settlement.
Nanto Zatsuwa tells you the situation of Amami in those days. It may be interesting to experience 
the world of Amami and local people’ s lives depicted in Nanto Zatsuwa.
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車で 23分 (23min)

車で 56分 (56min)車で 1時間 45分 (1ｈ45min)

知ると“もっと楽しめる”歴史まめ知識

車で 15分 (15min)

ご飯に鶏のスープをかける鶏飯。
トッピングには贅沢な具が並びます。
また、米の粉をお湯で練り、さつまいも
と砂糖を加えて発酵させた自然飲料
“ミキ”など、島で食す伝統の味は格別！

Keihan is a food made of rice with 
toppings  and chicken soup poured 
onto it.
Miki is a all-natural beverage made 
with rice flour kneaded in hot water. 
Sweet potatoes and sugar are added 
and then fermented. Its traditional 
flavor is exceptional!

More Fun History Trivia

車で 23分 (23min)

車で移動 (Move by car)
Goal!瀬戸内町内で宿泊

Stay overnight in Setouchi town

ミキMiki

鶏飯 Keihan

奄美市立奄美博物館

住所：奄美市名瀬長浜町 517 番地
TEL：0997-54-1210

『南島雑話』とは、嘉永3年(1850)から安政2年(1855)にかけて、

薩摩藩の後継者問題をめぐるお家騒動（お由羅騒動）で

奄美大島への流罪に処され、小宿集落に謫居した

薩摩藩士・名越左源太が、奄美の自然や生活・文化について

詳細な調査・記録を行い見聞をまとめた図解民俗誌です。

この頃、薩摩藩は、富国強兵に力を入れ強く豊かな国づくりを目指し

集成館事業に取り組んでいました。

殖産興業発展の為にも奄美大島の資産を詳細に藩が把握する為に

左源太に役目を命じたのです。

当時の様子を知ることができる『南島雑話』に描かれた世界や

奄美の生活を体験してみましょう。

名越左源太が描いた採色挿絵入民俗誌、「南
島雑話」のコーナーが新設されました。

当時使用されていた井戸や庭などがそのまま
残っています。

白い砂浜とアダンの林など魅力に満ちた小さな
シマ（集落）の暮らしを体験。

「南島雑話」にも描かれているアマミノクロウサギなどの
希少な野生生物に関する展示を見ることができます。

沖縄・琉球国の祭祀儀礼をつかさどる女性の神職
(ノロ)や奄美の希少野生生物の剥製等を展示。

考古、歴史、自然、民俗などの資料で「シマ」の歴
史と文化が一目で分かります。

－ 1日ゆっくりコース－ Relaxing 
                                          One-day Tour Course

奄美市役所より車で 10分
（A 10-minute drive from Amami City Hall）
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大島古図© 鹿児島図書館
Oshima Old Drawings

© Kagoshima Prefectural Library

南島雑話を巡る旅

ば く ま つ あ ま み く た い け ん
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44 環境省奄美野生生物保護センター

住所：大島郡大和村思勝字腰ノ畑 551 番
TEL：0997-55-8620

(4) Amami Wildlife Center
Visitors can see exhibits related to rare wildlife, 
such as the Amami rabbits.

かんきょうしょうあま  み  や  せいせいぶつ ほ    ご55

Visitors can see exhibits including materials related to 
priestesses responsible for ritual ceremonies, 
as well as the stuffed rare wildlife of Amami.

住所：宇検村大字湯湾 2937-83
TEL：0997-67-2261（宇検村教育委員会）

元気のでる館 宇検村で妖怪

ケンムンを探そう！

げん  き やかた
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Experience living in the settlement full of charm, 
including the white sand beach and adan trees 
(umbrella trees).

住所：大島郡大和村国直 85番地 1
TEL：0997-57-2828(NPO法人 TAMASU)

国直集落まるごと体験交流

(3) Full Experience and 
      Exchange in Kuninao Settlement

くに  なお  しゅうらく たい けん   こう りゅう

24 1
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Search for 
the legendary

monster 
Kemmun 

in Ukenson!

「南島雑話」関連地
Places related to 
Nanto Zatsuwa.

トイレ
Restroom

66

Visitors can learn about the history and culture of the island 
at a glance from archaeological, historical, natural, folkloric, 
and other kinds of materials.

住所：鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 1283-17
TEL：0997-72-3799

瀬戸内町立図書館・郷土館

(6) Setouchi town Library and Regional Center (5)Lifelong Learning Center Genki no Deru Yakata 

  せ     と   うち ちょう りつ    と    しょ  かん　 きょう  ど    かん
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The Amami Museum exhibits detailed materials 
for Nanto Zatsuwa.

(1) Amami Museum
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The well and garden used at that time remain as they were.

名越左源太居住地跡

住所：奄美市名瀬大字小宿

(2) Residence Site of Sagenta Nagoya

な   ごや    さ     げん   た 　きょ   じゅう  ち    あと

奄美市内
Amami 
City Area

たいけん　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうかい

Introduction of 
Experience Programs

体験プログラムのご紹介 あまみシマ
はくらんかい

博覧会
Amami Island 
Expo

 おおしまつむぎお　  たいけん          しゃ み  せん たいけん しゅうらくさんさく

 あま み              みりょく          ご   かん           たの                   たいけん 　　　　　　　　　　　 た   すうよう い
大島紬織り体験や三味線体験、集落散策など
奄美の魅力を五感で楽しむ体験プログラムを多数用意しています。
Many experience programs are available, in which participants can enjoy Amami’s
charms, such as Oshima Tsumugi weaving experience, shamisen (three-stringed 
traditional Japanese musical instrument) experience, and settlement walking.

奄美大島
Amami Oshima


