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1859年、西郷は奄美大島の龍郷村に潜伏。

のちに妻となる愛加那や島の人々との穏やかな日々を過ごし、

愛加那との間に菊次郎、菊草という２人の子宝を授かります。

その後、島津久光に召喚され、愛加那に別れを告げるまで、

龍郷村での結婚生活は、わずか3年間でした。

島に残った愛加那は、後に西郷が徳之島に流された際に子供たちを連れて会いに行き、

西郷もまた、さらに流された沖永良部島から薩摩へ帰還する時に奄美大島に立ち寄ったといわれます。

その後、政治の表舞台に復帰し、討幕を成し遂げ新時代を切り開いた西郷。

そんな西郷復活のきっかけともいえるゆかりの地をご案内します。

西郷どん、愛加那との出会い

Segodon(Takamori Saigo) and his Encounter with Aikana
In 1859, Saigo hid out in Amami Oshima’s Tatsugo town.
He spent calm days with Aikana (who later became his wife) and the people of the island. They had two children, named Kikujiro and Kikuso. 
Later, he was summoned to Shimazu.
He spent only three years in Tatsugo town.
Aikana remained on the island but took the children to see Saigo when he was exiled to Tokunoshima Island. 
Saigo is said to have stopped by Amami Oshima when returning to Satsuma via Okinoerabujima.
After that, he returned to the political front stage, defeated the Tokugawa Shogunate, and began a new era.
This tour guides you around areas said to have enabled the revival of Saigo.
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車で 3 分 (3min)

車で 10 分 (10min)車で 1 時間 11 分 (1h11min)

住所：大島郡龍郷町龍郷
TEL：0997-69-4512（龍郷町企画観光課）

愛加那の泉

西郷が妻子のために買い与えた畑周辺には「愛
加那の泉（イジョンゴ）」と呼ばれる井戸も。

(2) Aikana’s Fountain

Used as a filming location 
of TV drama, “Segodon”

知ると“もっと楽しめる”歴史まめ知識

東シナ海を一望できる。大河ドラマ「西郷どん」
のオープニング映像が撮影されたスポット！

「西郷どん」ロケ地
Filming Locations of 
TV drama, “Segodon” .

車で11 分 (11min)

西郷南洲流謫跡

西郷吉之助(隆盛)が過ごした奄美大島の家。
愛加那を妻に迎え、二児をもうけました。

西郷が初めて奄美大島に上陸した際に友
綱を繋いだ「西郷松」は樹齢150年を超え
る大木でしたが、2011年に「立ち枯れ」と
診断され、伐採されました。りゅうがく館の
入り口に展示してある西郷と愛加那の木
彫は「西郷松」でつくられました。
Saigomatsu was a pine tree that was 
over 150 years old but it was diagnosed 
as a standing decayed tree in 2011 and 
was sadly cut down.
The wood carvings of Segodon and 
Aikana exhibited at the entrance of the 
Ryugakukan Cultural Exhibition Room 
were made from this tree.

住所：大島郡龍郷町龍郷 166
TEL：0997-62-3368（開館 10:00~17:00)

(1) Saigo Nanshu Historical Site

More Fun History Trivia

This house in Amami Oshima is where Saigo Nichinosuke
 (the alias of Saigo Takamori) lived.
He married Aikana and had two children.

The residence is a Nationally Designated Tangible Cultural 
Property and the garden is a Cultural Asset designated 
by Amami City.

Saigo bought this farming field for his wife and children. 
There is a well around the field.

車で 4 分 (4min)

住所：奄美市笠利町用安 1592
TEL：0997-52-1111(奄美市紬観光課)

薗家の庭園

住宅は、国指定登録有形文化財、庭園は奄美市
指定文化財です。

(5) �e Sono Family’s Garden

車で移動 (Move by car)
Goal!大和村内で宿泊

Stay overnight in Yamato town

ばっさいまえ　さいごうまつ

伐採前の西郷松
Saigomatsu before 
it was cut down

奄美市役所より車で 47 分
（A 47-minute drive from Amami City Hall）

トイレ
Restroom

お土産
Souvenir

ほんぺん し よう

たいが せ　ご
大河ドラマ「西郷どん」で

本編に使用されました。
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This is the berth of a ship that Saigo left when he landed on 
Amami Oshima.There used to be a big pine tree (known as 
Saigomatsu), but only a monument stands here now.

住所：大島郡龍郷町久場 県道 81 号線
TEL：0997-69-4512（龍郷町企画観光課）

西郷翁上陸之地(西郷松)

1859年、西郷が上陸した際に、船を係留した場所。
昔は大きな松がありましたが現在は記念碑のみです。

(3) Saigo’s Landing Site and Saigomatsu

みや　こ　ざき
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You can overlook the East China Sea from here. 
This spot is where the opening scene of the year-long 
historical fiction TV drama, “Segodon,” was filmed..

宮古崎

住所：大島郡大和村大字国直668-7
TEL：0997-57-2117（大和村企画観光課）

(6) Miyakozaki

奄美大島
Amami Oshima
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西郷どんと

偉人達
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31歳の時に遠島、阿木名で私塾を
開く。西郷隆盛とも旧友を温め、相互
に訪問しあっていた。
明治維新後、東京帝国大学の歴史学
の教授となった。日本初の文学博士。

重野 安繹 (1827-1910)

Yasutsugu Shigeno (1827-1910)
Shigeno Yasutsugu was exiled to Amami Oshima when he was 31 years old and 
opened a private tutoring school in Agina. He renewed his old friendship with 
Saigo there.
After the Meiji Restoration, he became a professor of history at Tokyo Imperial 
University. He had the first Doctor of Literature in Japan.
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赤山靭負の弟。西郷とは入れ違いで
大島警衛として奄美大島（大和村）に
赴任。残された愛加那や菊次郎の面
倒をみる。その後、家老となり薩長同盟
締結にも立ち会う。

桂　久武 (1830-1877)

Hisatake Katsura (1830-1877)
Hisatake Katsura was the younger brother of Akayama Yukie. He was 
stationed in Amami Oshima’ s Yamato town to work as an Oshima guard. 
He took care of Aikana and her children who were separated from Saigo.
After that, he became the chief retainer of a feudal lord and was present at 
the conclusion of the Satsuma Alliance.
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A power spot that 
appears at low tide

This is a filming location that appeared in the opening of 
“Segodon.” The extensive reef is incredible!

住所：大島郡龍郷町赤尾木
TEL：0997-69-4512（龍郷町企画観光課）

ビラビーチ

西郷どんのオープニングに登場したロケ地。
サーファーにも人気で、広々した岩礁は圧巻 !

(4) Villa Beach

干潮に
現れる
パワー
スポット

ハートロック

Heart rock


