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全力で歩き通せ！折乃笠部長 

神奈川の歴史を訪ねる徒歩の旅 

【９】明治時代 横浜 

横浜開港時代と現在について 

 

２０１５年７月２６日（日） 
【１】全体計画 １月 １日（木） 

【２】神奈川県立歴史博物館         １月１０日（土） 

【３】弥生時代  三浦半島          ２月１４日（土） 

【４】奈良時代  海老名～大磯       ３月 ７日（土） 

【５】鎌倉時代  鎌倉             ４月 ４日（土）  

【６】室町時代  小田原           ４月２９日（水） 

【７】江戸時代  箱根             ５月２５日（土） 

【８】江戸時代  浦賀             ６月１４日（日） 

【９】明治時代  横浜             ７月２６日（日） 

【１０】昭和時代  横須賀            ８月１０日（月） 

【１１】昭和時代  川崎             ９月２０日（日） 

【１２】平成時代～未来へ 横浜～川崎   １０月１１日（日） 

【１３】まとめ                    １２月２０日（日） 

 

海老名 

箱根 

浦賀 
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１． 今回の旅の目的 

横浜開港時代と現代について“赤い靴を履いていた女の子”の目で探る 

 

２． 旅のルート 

 行 大月駅→（中央本線）→八王子駅→（横浜線）→菊名駅→（東急東横線） 

→横浜駅→（みなとみらい線）→みなとみらい駅 

 歩 みなとみらい駅→（横浜 徒歩の旅）→関内駅 １７ｋｍ 

 帰 関内駅→（根岸線）→横浜駅→（京浜東北線）→東神奈川駅 

→（横浜線）→八王子駅→（中央本線）→大月駅 

 

３． 行動内容 

６時００分：大月駅出発 

７時５０分：みなとみらい駅着 

７時５８分～１４時２５分：明治時代 横浜を訪ねる徒歩の旅 １７ｋｍ 

みなとみらい駅→臨界パーク→ランドマークタワー→赤レンガ倉庫→象の鼻パーク 

→大桟橋→山下公園→氷川丸→マリンタワー→港の見える丘公園→山手十番館 

→外国人墓地→エリスマン亭→ベーリック・ホール→山手カトリック教会 

→外交官の家→中華街→横浜開港資料館→横浜市開港記念会館 

→神奈川県庁本庁舎→横浜税関→馬車道→関内駅 

 １４時３２分：関内駅から八王子行横浜線電車に乗る。反省会は関内駅で済。 

 １７時５５分：大月駅着  
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４．レポータ紹介 （折乃笠 公平） 

♪赤い靴 はいてた 女の子 

異人さんに つれられて 行っちゃった 

 

横浜の 埠頭（はとば）から 汽船（ふね）に乗って 

異人さんに つれられて 行っちゃった 

 

今では 青い目に なっちゃって 

異人さんの お国に いるんだろう 

 

赤い靴 見るたび 考える 

異人さんに 逢（あ）うたび 考える 

 

生まれた 日本が 恋しくば 

青い海眺めて いるんだろう 

異人さんに たのんで 帰って来（こ）♪ 

 

何と謎めいた童謡だろうか。 

佐野きみ（明治 35年 7月 15日生）が、この『赤い靴を履いていた女の子』のモデルと

された。佐野きみちゃんの真相は、本レポートの最後に折乃笠きみちゃんが語る。 

“赤い靴を履いていた女の子像”は、１９７９年、横浜山下公園に作られた。 

これは純粋に野口雨情の詩のイメージをモチーフにしたもので、赤い靴を愛する市民

の会（後に赤い靴記念文化事業団と改称）から寄贈されている。 

 

 

５． 横浜 徒歩の旅レポート （きみちゃん；赤い靴履いていた女の子＆折乃笠公平） 

７時５０分 

折乃笠：きみちゃん、ここがみなとみらい駅だよ。 

きみちゃん：わあ～。凄い～。 

折乃笠：ここは、日本の中でも最も近未来的都市なんだよ。 

きみちゃん：今日はおじちゃんがあたいを横浜案内してくれるの？ 

折乃笠：そうだよ。きみちゃんの生まれた明治時代と比較しながら 

      歩こうね。 

きみちゃん：・・・・・ 

 

赤い靴を履いていた女の子像 

近未来的なみなとみらい駅 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1979%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%B5%A4%E3%81%84%E9%9D%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%9B%A3&action=edit&redlink=1


 4 

折乃笠：・・・・・。今日はおじさんも赤い靴だよ。 

きみちゃん：赤い靴履いていた男のおじさん だね。 

 

７時５８分 

折乃笠：それでは横浜の徒歩の旅をスタートしま～す。 

      ここはグランモール公園だよ。 

きみちゃん：お花と近代的なビルディングがお似合いね。 

        今の横浜ってほんと素敵！ 

 

８時０７分 

折乃笠：ここがパシフィコ横浜だよ。 

     会議センター、国立大ホール、展示ホール、ヨコハマ 

     インターコンチネンタルホテルなどからなる日本最大 

     級のコンペンションセンターだよ。 

きみちゃん：うわあ～、大きい。おじちゃん入ったことあるの？ 

折乃笠：何回もあるよ。ここで毎年自動車技術会春季大会が 

     開催せれているんだよ。おじちゃんも６年前“パリダカ 

トラックの開発”でモータ―スポーツフォーラムで論文 

発表したんだ。 

きみちゃん：赤い靴履いていた男のおじさんも中々やりますね。 

 

８時１５分 

折乃笠：ここが臨海パークだよ。 

きみちゃん：なんか、ここぞ横浜って感じね。素敵。 

        走っているお兄ちゃんやお姉ちゃんは何？ 

折乃笠：ジョギングと言って心身健康スポーツをしているんだよ。 

きみちゃん：あたいの時代は、皆額に汗して働いていた。 

        スポーツをやる余裕なんてなかった。 

 

折乃笠：海の匂いがするね。いいなあ～。異国を思い出すでしょ。 

きみちゃん：・・・・・ 

 

折乃笠：・・・・・。 きみちゃん、あれがぷかり桟橋だよ。 

平成３年オープン。日本初の浮体式構造のターミナル。 

島の満ち引きに合わせ、建物が浮き沈みするんだよ。 

きみちゃん：凄～い。家が船なのね。 

おじさんの赤い靴 

グランモール公園 

パシフィコ横浜 

臨海パーク 

ぷかり桟橋 
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きみちゃん：うわあ～！おじちゃ～ん、あのでっかい輪っか、何？ 

折乃笠：よこはまコスモワールドの大観覧車だよ。 

きみちゃん：乗ってみた～い。 

折乃笠：あれだけは勘弁して。おじさん強度の高度恐怖症でね。 

きみちゃん：わかった。次、行きましょ。 

 

折乃笠：このビルが横浜ランドマーク 

     タワーだよ。高さ２９６ｍもある。 

きみちゃん：形がきれい。素敵。 

折乃笠：ここで今年の十月、日野自動車 

     世界大会が開催されるんだ。 

 

折乃笠：タワーの前に最古の石造りドッグ 

     がある。ここで商船なんかを作っ 

 ていたんだね。 

きみちゃん：深くて怖～い。 

 

折乃笠：あの白い船が日本丸だよ。 

きみちゃん：うあわ～、なんて綺麗な船。 

折乃笠：おじさんは鉄道評論家で船評論家でないけど説明するね。 

日本丸は、昭和５年１月、兵庫県神戸市の川崎造船所で 

進水した。日本の航海練習船で大型練習帆船。 

その美しい姿から、「太平洋の白鳥」や「海の貴婦人」など 

と呼ばれている。日本丸は約半世紀にわたり活躍し、昭和 

５９年に引退したんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よこはまコスモワールド大観覧車 

横浜ランドマークタワー 

最古の石造りドッグ 

美しい姿の日本丸 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E9%80%A0%E8%88%B9%E6%89%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E6%B5%B7%E7%B7%B4%E7%BF%92%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%86%E8%88%B9
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きみちゃん：おじちゃん。歴史を知るって楽しいね。 

今の自分ともっと比較をしてみたくなってきた。 

あたいは、明治生まれで明治育ちで、明治の事しか知らないの。 

おじちゃん、横浜の歴史を教えて下さい。 

折乃笠：良くぞ、聞いてくれました。おじちゃんは今歴史評論家を目指しています。 

先ずは、鎌倉時代～室町時代について話しましょう。 

横浜港域における歴史は鎌倉幕府の国際玄関港として繁栄していた六浦湊 

（現在の横浜市金沢区）の存在にまで遡ることが出来るが、原型は神奈川湊

の方にあると考えられている。神奈川湊は、武蔵国橘樹郡神奈川（現在の神

奈川県横浜市神奈川区神奈川本町、青木町付近）にあった。 

神奈川湊は中世から東京湾内海交通の拠点の 1つとされ、鎌倉幕府が置か 

れた 13世紀以降、湾内の物流が活発になると共に神奈川湊も発展して行く。

記録によれば室町時代の 1392年（明徳 3年/元中 9年）の段階で東京湾の主

要積出港の 1つとして機能していたことが明らかになっている。神奈川湊とそ

の湊町は鎌倉時代には鶴岡八幡宮が支配し、室町時代には関東管領・上杉

氏の領地となった。 

 

きみちゃん：歴史っておもしろいね。 

       あたい、もっともっと勉強したかった。 

折乃笠：・・・・・ （ちょっと涙目） 

 

きみちゃん：おじちゃん、この道、エキゾチックよ。 

折乃笠：汽車道（きしゃみち）だよ。 

     臨海鉄道の線路跡を利用して造られた遊歩道。 

     途中３つの歴史的な橋梁が架かり、路面には 

     レール跡も残されているんだよ。 

 

きみちゃん：おじちゃん、あれ、あれ見て。レンガ色の建物。 

       素敵。生まれた頃を思い出しま～す。 

折乃笠：１号館は大正２年、２号館は明治４４年に建造。 

     ロマネスク風のアーチや美しい赤レンガなど、歴史的 

     な建築遺産として見応えがあるでしょ。 

きみちゃん：あたい、こう思う。 

        この素敵な建物を作った明治や大正の人たちは 

        偉いと思う、そしてそれを日本の誇りとして文化遺産 

として大事に保存している平成の人たちも偉いと思う。 

エキゾチックな汽車道 

ロマネスク風赤レンガ倉庫 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%AD%E6%B5%A6%E6%B9%8A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%98%E6%A8%B9%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B9%95%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/13%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1392%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E4%B8%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B6%B4%E5%B2%A1%E5%85%AB%E5%B9%A1%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E7%AE%A1%E9%A0%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%B0%8F
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折乃笠：きみちゃんは賢いね。それでは歴史の勉強第二弾。戦国時代～江戸時代。 

戦国時代には後北条氏の家臣である多米氏が支配し 1590年（天正 18年）に 

徳川家康が江戸に入府するとその支配下に入った。1601年（慶長 6年）、神 

奈川湊の湊町は神奈川宿として東海道の宿場となり以後江戸幕府の直轄地 

とされた。 

江戸の発展に伴い全国各地からの物資輸送と江戸湾（東京湾）内海交通が 

活発となり、神奈川湊など湾内の各湊でも廻船業（廻船問屋）を営む者が 

現れた。 

 

きみちゃん：うわあ～！おじちゃ～ん、あのでっかい建物、何？ 

折乃笠：でか！どうやら船みたいだね。よし、大桟橋に行ってみよう！ 

 

きみちゃん：これ、何？ 

折乃笠：ＢＬＵＥ ＢＬＵＥ。 

     船員さんの飲み屋かな？ 

きみちゃん：おじちゃん、寄りたい 

       んじゃないの？ 

折乃笠：う、うん。今日は止めとこ。 

 

９時３８分 

折乃笠：ここが横浜港大桟橋国際客船ターミナル。 

     日本を代表する近代的な国際ターミナルだよ。 

     ウッドデッキが素晴らしいでしょ。 

きみちゃん：木のデッキが素敵。 

        ところで左のビルヂングは何？ 

折乃笠：英国の客船 DIAMONDO PRINCESS。 

     前方に行ってみよう。 

きみちゃん：後から前まで１０分掛ったね。 

折乃笠：よし、この船をインターネットで調べてみよう。 

『ダイヤモンドプリンセスは、イギリスの船舶会社の P&Oが所有 

・運航している外航クルーズ客船である。日本で建造された中で 

は最大級。 総重量１１５８７５ｔ  全長２９０ｍ』 

 

 

あのでっかい建物、何？ 

船員さんの飲み屋 

ウッドデッキの大桟橋 

多サンバ足 

ビルの様なダイヤモンドプリンセス号 

多サンバ足 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/1590%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1601%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E5%AE%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E5%A0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%B9%95%E5%BA%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/P%26O
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%AE%A2%E8%88%B9
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折乃笠：旅客ターミナルで一休み。涼しいね。 

きみちゃん：異人さんがいっぱいいる。 

折乃笠：空港と全然、雰囲気が違う。なんだかのんびりしている。 

     異人さんは皆お洒落でリッチそう。ゴージャス！ 

きみちゃん：あたい、この雰囲気好きでない。もう行こう。 

折乃笠：・・・・・。 よし、次は山下公園に行ってみましょ。 

 

１０時０３分 

折乃笠：きみちゃん、ここが山下公園だよ。 

きみちゃん：山下公園って、普通の公園と何が違うの？ 

折乃笠：山下公園は、関東大震災の復興事業として、横浜市助役だった楢岡徹らが 

瓦礫などを使って海を埋め立て造成して、1930年（昭和 5年）3月 15日に 

開園したんだよ。横浜市は「日本最初の臨海公園」としているんだよ。 

きみちゃん：実はあたい、いつもはここにいるのよ。 

折乃笠：・・・・・。よし公園をゆっくり一周してみよう。 

きみちゃん：これはなあに？ 

折乃笠：インド水塔、横浜市指定の 

歴史的建造物だよ。 

      ここが山下埠頭だよ。 

      左に氷川丸、右のマリンタワー 

      が見えるよ。 

 

折乃笠：Ｔｈｉｓ ｉｓ A LITTLE GIRL 

ｗith RＥＤ SHOES 

きみちゃん：・・・・・。 

折乃笠：お花に囲まれてたいへん 

良いお顔をしていますね。 

きみちゃん：・・・・・。 

折乃笠：あの船は日本郵船氷川丸だよ。 

      全長１６３ｍで日本を代表する 

      貨客船で、昭和３５年に引退 

したんだ。 

きみちゃんはあんな船で 

異国へ行ったのかな？ 

きみちゃん：・・・・・。 

 

旅客ターミナル内部 

インド水塔 山下埠頭全景 

日本郵船氷川丸 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%A2%E5%B2%A1%E5%BE%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/3%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%A8%E6%B5%B7%E5%85%AC%E5%9C%92
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折乃笠：それではきみちゃんの機嫌直しに歴史 

の勉強第三弾、江戸時代。 

黒船来航と横浜開港 

1853年（嘉永6年）、アメリカ合衆国のペリー提督

率いる黒船が浦賀沖に来航（黒船来航）。翌

1854年（嘉永 7年）には再度来航し幕府の態度

が表明されるまでの間、六浦湊外周の小柴舳沖

（武蔵金沢藩（六浦藩）=横浜市金沢区）に 2 ヶ月

間投錨。厳重な態度の幕府や乙舳海岸に陣を

張り物々しい六浦藩とは裏腹に、民間レベルで

は漁師の獲った魚や艦隊側のビスケットを差し

入れし合うなどいち早くフランクな異文化交流が

行われていたと記録されている。 

その後、幕府は神奈川湊の対岸にある武蔵国

久良岐郡横浜村に応接所を設置してペリー一行

を上陸させ協議に臨んだ結果、日米和親条約

（神奈川条約）を締結した。その後、1858年（安政 5年）には神奈川沖小柴に浮かぶ

ポーハタン号上で結ばれた日米修好通商条約（安政五カ国条約）により神奈川の開

港が定められた。 

 

幕府は松代藩士・佐久間象山、外国奉行・岩瀬忠震らの意見

により東海道に直結する神奈川宿・神奈川湊を避け対岸の横

浜村に開港場を新設することを決定。対して諸外国の公使は

神奈川の開港を求め、神奈川宿周辺に領事館を開いた。しか

し開港後は居留地で取引が活発化して神奈川湊は衰退し、居

留地が外国人向けに整備されるなど既成事実が積み重なり諸

外国も横浜開港を受け入れた。 

 

1859年 7月 1日（安政 6年

6月 2日）、横浜港は開港し

貿易を開始した。横浜市は

6月 2日を開港記念日として

いる。開港に先立ち幕府は

横浜への出店を奨励する御

触を出し、江戸の大商人や

神奈川湊など江戸湾内の廻

出典：日本史図録 

出典：日本史図録 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1853%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%89%E6%B0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E8%B3%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E8%88%B9%E6%9D%A5%E8%88%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1854%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%85%AD%E6%B5%A6%E6%B9%8A&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E8%89%AF%E5%B2%90%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%92%8C%E8%A6%AA%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%92%8C%E8%A6%AA%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/1858%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%82%BF%E3%83%B3_(%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E4%BF%AE%E5%A5%BD%E9%80%9A%E5%95%86%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%94%BF%E4%BA%94%E3%82%AB%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E7%B4%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%BB%A3%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E4%B9%85%E9%96%93%E8%B1%A1%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%A5%89%E8%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E7%80%AC%E5%BF%A0%E9%9C%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E4%BD%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E4%BA%8B%E9%A4%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E7%95%99%E5%9C%B0
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船問屋のほか全国から一旗揚げようと意気込む

商人が集まり横浜は急速に発展した。同年に永

住した西洋人の商人は 20名以上あり、不安定な

がら非常に利益率の高い商売であったことから、

一攫千金をもくろむ西洋人が次々と来日しはじめ、

船員が商人を兼ねることも多かった。ジョセフ・ヒ

コこと浜田彦蔵もその一人で、サンフランシスコ

の出資者と組んでいち早く商売を始めた。 

 

きみちゃん：歴史ってやっぱりおもしろいね。 

折乃笠：きみちゃんの機嫌が直ってよかった。 

きみちゃん：あたい機嫌が悪かったんじゃないよ。 

        話をしたくなかっただけだよ。 

折乃笠：Ｂｙ ｔｈｅ Ｗａｙ．あの塔は何でしょう？ 

きみちゃん：横浜マリンタワーでしょ。 

折乃笠：正解。昭和３６年建設されました。 

     おじちゃんが幼稚園の頃、初めて横浜に住む叔父さん 

叔母さんにつれて来てもらいました。 

きみちゃん：何年前の事？ 

折乃笠：秘密だよ。 

 

１０時２７分 

折乃笠：さて、港が見える丘公園があるがある山手地区に行ってみよう。 

     ここは横浜が開港した当時の外交人の移住地だったんだよ。 

きみちゃん：港が見えるために、丘に登ら 

なくてはいけないのね。 

折乃笠：ここは、江戸時代末期、横浜が開港した 

際にイギリスとフランス軍隊が当地に駐留 

していたんだ。 

その後、太平洋戦争後も、アメリカ軍など 

進駐軍がこの地を接収した。 

接収が解除になってから、横浜市が公園 

用地として手に入れ整備し、１９６２年に 

風致公園として開園、一般者が立ち入る 

ことが出来るようになったんだ。 

 

出典：日本史図録 

横浜マリンタワー 

丘を登る階段 

フランス軍隊の風見鶏 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%9C%E7%94%B0%E5%BD%A6%E8%94%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E9%9A%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
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きみちゃん：軍隊がいたっていうのは  

ちょっと変ね。 

折乃笠：港の見える丘公園に着いたよ。 

ここは横浜港とベイブリッジを 

     を望む人気スポットなんだ。 

きみちゃん：ロマンチックなんだね。 

       夜景も綺麗なんだろうな。 

 

折乃笠：それでは公園の中を 

     歩いてみよう。 

きみちゃん：何だか外国にいる 

       見たいだね。 

折乃笠：大佛次郎記念館。 

      鞍馬天狗や霧笛なで 

      で知られる文豪。 

折乃笠：これが横浜市イギリス館。 

     昭和１２年にイギリス総領事館公邸として建てられた。 

 

１０時５５分 

折乃笠：横浜外国人墓地着。 

ここは、多くの著名な 

外国人が眠っています。 

きみちゃん：たとえば。 

折乃笠：ペリー艦隊の水兵を埋 

没したのが始まり。 

尊王攘夷派による殺 

害事件の被害者のほか、 

鉄道建設に尽力しらモレル指氏など、日本の近代化し 

貢献した外国人や子孫も眠っています。 

 

折乃笠：それでは山手の街を歩きましょう。 

きみちゃん：山手ってほんと素敵、日本じゃないみたい。 

折乃笠：ここが山手十番館というカフェだよ。 

     荒井由実（現松任谷由美）の歌でも有名になったんだ。 

きみちゃん：中に入った事あるの？ いつ？ だれと？ 

港の見える丘公園展望台 

港の見える丘公園からの景色 

大佛次郎記念館 

横浜市イギリス館 

横浜外人墓地 

山手十番館 
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折乃笠：ここはエリスマン邸。スイス人生糸貿易商の私邸。 

     大正１５年に建造され、緑に映える白亜の壁や玄関 

     右手の煙突など、異人館の特徴が随所に感じられる。 

きみちゃん：緑色と白色がほんと綺麗。 

折乃笠：・・・・・。 

 

 

折乃笠：ここはベーリック・ホール。山手最大規模の外国人邸宅。 

     イギリス人貿易商で、のちのフィンランド名誉領事を務め 

たＢ．Ｒ．ベリックの自邸まるスパニッシュスタイルの外観 

はもとより、部屋ごとに異なる壁、繊細な意匠などお見事。 

きみちゃん：かっこいい～。住んでみたいなあ。 

折乃笠：・・・・・。 

 

折乃笠：ここはフェリス女学院の高校だよ。インターネットによると 

『開国間もない明治初期、日本女子の教育の必要性を痛感した 

米国改革派教会が婦人伝道師メアリー・エデー・ キダーを派遣 

し創設した、女子学院と並びキリスト教に基づく日本最古の女子

校の一つ。 

神奈川私立女子御三家の一つに数えられ、横浜山手の歴史的景

観地区の一角を占めている。中・高校舎 1号館は横浜市の第 3回

「横浜・人・まち・デザイン賞」（2004年）〔まちなみ景観部門〕に選

定されている』 

 

きみちゃん：あたいもこんな学校で勉強したかったなあ。 

折乃笠：・・・・・。 

 

折乃笠：ここは山手カトリック教会。日本初のカトリック教会、 

     横浜天主堂を前身とし、関東大震災では崩壊した 

     のち再建された。ゴシック風の外観、美しい聖堂や 

     庭のマリア像など、見どこが多い。 

きみちゃん：あたいも少しだけ、教会に住んだことがあります。 

折乃笠：・・・・・。 

 

 

エリスマン邸 

ベーリック・ホール 

フェリス女学院 高校 

山手カトリック教会 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E5%9B%BD#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E9.96.8B.E5.9B.BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%80%81%E6%B4%BE%E6%95%99%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A9%A6%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E9%81%93%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%80%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90%E5%AD%A6%E9%99%A2%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%83%BB%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%A5%B3%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%A5%B3%E5%AD%A6%E6%A0%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E5%8F%97%E9%A8%93#.E5.BE.A1.E4.B8.89.E5.AE.B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%89%8B_(%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%83%BB%E4%BA%BA%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%B3%9E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2004%E5%B9%B4
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折乃笠：ここは日本の外交官、内田定槌の住宅。 

     気品あふれるたたずまいで、アメリカン・ 

     ヴィクトリアン様式の建物で、国の重要文化財である。 

きみちゃん：内田さんには娘さんがいたのかしら。 

折乃笠：・・・・・。 

 

折乃笠：さて、山手の街並を一通り見たので、丘を下ろうか。 

きみちゃん：山手の街並を見たことは、一生の思い出です。 

折乃笠：・・・・・。それにしても暑いね。熱中症になりそう。 

     石川町駅の方へ下ってみよう。 

 

折乃笠：駅前のドトールコーヒーに 

     入ろう。冷たいものをどうぞ。 

きみちゃん：おいしそう。なあにこれ？ 

折乃笠：マンゴフローズンＬだよ。 

きみちゃん：こんな美味しいもの 

食べたことない。 

折乃笠：明治時代の日本にはマンゴ 

     は、なかったのかな。 

きみちゃん：そうじゃなくて、あたいは 

       超貧乏で食べられなかった。 

       マンゴーはどこで採れるの？ 

折乃笠：南方の国だよ。例えばフィリピン。 

     つい最近、フィリピン人技術者派遣学校に 

行ってきたんだ。   

礼儀正しい、目がキラキラ輝く、頭の良い青年たちに 

会ってきた。写真を見てね。 

きみちゃん：みんな志高く、明治時代の若者の様ね。 

 

１２時１０分 

折乃笠：さて、お腹が減ってきたので 

中華街に行ってみよう。 

きみちゃん：凄～い。中国のお店だらけ。 

       中国に行ったみたい。 

 

外交官の住宅 

山手の街を下る 

冷たい冷たいマンゴフローズ

ンＬ 

フィリピンの青年たちと 

中華街入口の門 

中華街のお店群 
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折乃笠：それでは、おじちゃんが好きなおかゆ 

     の専門店にお連れしましょう。 

     おすすめは貝柱がゆとカニシュウマイ。 

     どうぞ。 

きみちゃん：・・・・・。 

折乃笠：きみちゃん、どうしたの？泣いているの？ 

きみちゃん：おじちゃん、ありがとう。 

 

１２時４５分 

折乃笠：さて、お腹もいっぱいになったし、再び山下公園から 

     関内の方へ行ってみよう。 

     ここは、横浜開港資料館だよ。入ってみよう。 

きみちゃん：ここでも、横浜の歴史を学べるの？ 

折乃笠：学べるよ。それじゃ、大正時代から昭和時代について 

     説明しよう。 

 

大正時代 

1923年（大正 12年）、関東大震災により横浜港は壊滅的な被害を受ける。復興事業

は市長・有吉忠一の指揮下、神奈川県と横浜市、生糸商などの横浜商人をはじめと

する市民らにより国の力も借りて進められた。この事業により生糸検査所、ホテル・ニ

ューグランド、神奈川県庁庁舎（キングの塔）、横浜税関庁舎（クイーンの塔）や瓦礫

を利用して造成した山下公園など今の横浜を代表する建築、名所が造られた。事業

のための巨額の資金はアメリカでドル建て市債を発行して賄ったが、この膨大な負債

はその後長く市財政を圧迫した。 

 

昭和時代 

昭和に入ると京浜工業地帯が形成され、その発展に伴い横浜港は生糸貿易港から

工業港となりつつあった。1935年（昭和 10年）、日産は横浜市から買収した埋立地に

本社工場を完成させ自動車の生産を始めた。昭和初期は製鉄、造船、自動車、電機

などの軍需産業が発展し横浜港はその重要な拠点となった。1941年（昭和 16年）12

月には太平洋戦争が始まり、横浜は翌 1942年（昭和 17年）4月 18日にアメリカ軍か

ら初空襲を受けた。その後、終戦までに横浜は 30数回の空襲を受けるが臨海部の

工場や港湾施設の被害は比較的軽かった。1945年（昭和 20年）に終戦を迎え、横浜

港と横浜の市街地（関内地区）は連合国軍に接収される。特に横浜港の港湾施設は

その 90%が接収され、横浜の戦後復興を遅らせた。 

 

貝柱がゆ と カニシュウマイ 

横浜開港資料館 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1923%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BF%A0%E4%B8%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E5%BA%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%82%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%B5%9C%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%9C%B0%E5%B8%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/1935%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%89%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A0%E8%88%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%A9%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E9%9C%80%E7%94%A3%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/1941%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/1942%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/4%E6%9C%8818%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E8%BB%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E8%A5%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%86%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%90%88%E5%9B%BD_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)


 15 

１３時３０分 

折乃笠：ここが神奈川県庁本庁舎。 

     キングと呼ばれる中央の塔、 

     褐色のスクラッチタイル張りの 

     外壁など、堂々たる佇まい。 

きみちゃん：とても立派ね。 

 

折乃笠：ここが横浜税関。 

     イスラム風の優雅な塔が印象的。 

     クィーンと呼ばれている。 

     貿易港横浜の税関らしく、ヨーロ 

ッパや東方など世界各国の建築 

意匠を取り入れている。 

 

折乃笠：ここが横浜市開港記念館。 

     開港５０周年記念に着工され、 

     大正６年に建てられた。ひとき 

     わ目立つ時計塔や、外壁に 

使われた赤レンガと白い花崗岩 

が印象的。内部のステンドグラスも 

美しい。塔はジャックと呼ばれている。 

きみちゃん：シャープな感じね。 

 

折乃笠：さて、いよいよ横浜の徒歩の旅も終わりに 

   近づいてきました。 

   この馬車道をゆっくり歩いて、関内駅がゴールだよ。 

きみちゃん：おじちゃん、今日はとても楽しかったです。 

       本当にありがとう。一生の思い出になりました。 

折乃笠：・・・・・。横浜開港時、西洋人を乗せた馬車が行き 

          来していたことからこの名前がつきました。 

 

１４時２５分 

折乃笠：ＪＲ関内駅到着。ゴール！ 

今日は、６時間３２分 １７ｋｍ歩きました。 

      きみちゃん、最高気温３５℃の中よく頑張ったね。 

      今日の感想を聞かせて下さい。 

馬車道 

 

神奈川県庁本庁舎 

横浜税関 

横浜市開港記念館 
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きみちゃん：横浜は開港当時に比べると、地方の小さな港から超近代的な 

       湾岸都市に大きく変わっていました。 

       その中で、昔の良き時代の建物、文化や風習は、上手く保存されており、 

       まさしく新と旧が上手く融合されている日本的なすばらしい都市に横浜は 

なっていました。 

また、西洋文化や中華文化が嫌みなく持続されています。 

        横浜は、歴史的にみて、もっとも日本・日本人らしい都市では 

ないでしょうか。 

       明治の人は、きっと今の横浜を喜んで見ているでしょう。 

 

折乃笠：きみちゃん、いや改めて、佐野きみさん、本日はありがとうございました。 

 

きみちゃん：今日の事は、九年間の中で一番楽しい出来事でした。一生忘れません。 

        それでは、天国に帰ります。 

あたいは、日本・日本人が大好きです。 

歌の中で異国と日本の架け橋になれた自分を誇りに思います。 

 

平成の皆さん、御機嫌よう。 

これからの日本を頼みます。 

歴史はロマンです。 

 

６． 佐野きみさん紹介 （折乃笠公平） 

インタネットより 

『静岡県清水市有渡郡不二見村（現在の静岡市清水区宮加三）出身の

岩崎かよの娘・佐野きみ(1902年（明治 35年）7月 15日 - 1911年（明

治 44年）9月 15日）がその赤い靴を履いていた少女のモデルとされた。 

その「定説」は次のとおりである。 

岩崎かよは未婚の母としてきみを育てていたが、北海道に渡り、鈴木志

郎と結婚する。きみが満 3歳の時、鈴木夫妻は、社会主義運動の一環と

して当時注目されていた北海道の平民農場へ入植する。しかし、開拓生

活の厳しさもあり、かよは義父・佐野安吉の仲介により、娘・きみの養育をアメリカ人

宣教師のヒュエット夫妻に託すことにした。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%B8%A1%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E4%BA%8C%E8%A6%8B%E6%9D%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%8C%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/1902%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/7%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/1911%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%BF%97%E9%83%8E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%BF%97%E9%83%8E&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%B9%B3%E6%B0%91%E8%BE%B2%E5%A0%B4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A3%E6%95%99%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88
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やがてヒュエット夫妻は本国に帰る事になるが、その時きみは結核に冒されており、

アメリカに連れて行く事が出来ず、そのまま東京・麻布の鳥居坂教会の孤児院に預

けられてしまう。きみは孤児院で母親に会うこともできず、9歳で亡くなったという。母

親のかよは、きみはヒュエット夫妻と一緒にアメリカに渡ったものと思いこんでいて、

きみが東京の孤児院で結核で亡くなったことは知らされないまま、一生を過ごした。 

1903年（明治 36年）に社会主義詩人として出発していた野口雨情は、その後、1907

年（明治 40年）、札幌市の新聞社に勤めていたときに、同僚の鈴木志郎やその妻の

かよと親交を深め、「かよの娘のきみが宣教師に連れられて渡米した」という話をか

よから聞かされた。乳飲み子の長女のぶ（きみには異父妹）を抱えて、鈴木夫妻は開

拓生活に挫折していたのだ。じつはこの時点では、きみは鳥居坂教会の孤児院にい

たのだが、かよはそのことを知らない。その後、1921年（大正10年）に、この話を題材

にして『赤い靴』が野口雨情によって作詞され、1922年（大正 11年）に本居長世作曲

で童謡になった。』 

きみちゃんは、ほとんど両親の事も知らず、幼くして結核を患い、最後は９歳で 

孤児院で一人亡くなっていきました。せめてお母さんの顔を見たかったでしょうね。 

 

たぶん、彼女は横浜には一度も来たことはなかったのかもしれません。 

 

まだ、日本国全体が貧しかった時代、この様な悲しい出来事はいっぱい 

あったのでしょう。 

 

♪赤い靴 はいてた 女の子 

異人さんに つれられて 行っちゃった 

 

横浜の 埠頭（はとば）から 汽船（ふね）に乗って 

異人さんに つれられて 行っちゃった 

 

今では 青い目に なっちゃって 

異人さんの お国に いるんだろう 

 

赤い靴 見るたび 考える 

異人さんに 逢（あ）うたび 考える 

 

生まれた 日本が 恋しくば 

青い海眺めて いるんだろう 

異人さんに たのんで 帰って来（こ）♪ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%A0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E5%B8%83
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B1%85%E5%9D%82%E6%95%99%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A4%E5%85%90%E9%99%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D%E8%A6%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E6%A0%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/1903%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E8%A9%A9%E4%BA%BA&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1907%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1907%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/1921%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1922%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%A5%E8%AC%A1

