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  さがみはら人物伝 
 

『土
ど

平治
へ い じ

』 
（生年不詳～1788） 

近世相模国における最大規模の一揆、打ちこわし騒動

の指導者 

牧野村篠原（緑区牧野）の組頭の家に生まれる 

江戸～明治期 

「民平らかに治まる」という意味の自称。本名は専（千）蔵と言う。 

打ちこわし騒動関係の文書にこの名前がみられ、自身の強い信念の表れと思われる。 

不思議な名前―土平治 

土平治騒動（一揆のあらまし） 

「天明の飢饉」のこの時期、津久井地方は耕地が少なかったことに加え、特産物である絹織物

が売れなくなり、農民たちは他の地域より厳しい生活強いられていた。しかし、近江から進出

してきた酒屋たちは、飢饉の米不足で酒造制限令が出ていたにもかかわらず、米を買い占め転

売した。また、不正に酒造りを続け、高値で販売していた。このような状況のなか、土平治は

仲間を集め、打ちこわし騒動を起こしたのである。 

 

天明７年(1787) 12 月 22 日  上川尻村久保沢宿 酒屋近江屋 

        12 月 28 日  日連村勝瀬（現在相模湖湖底） 酒造惣兵衛 

天明 8 年(1788)  1 月 4 日 青山村伝馬屋 中野村近江屋 鳥屋村伝重郎出見せ 

                など 5 か所 

         1 月 6 日 半原村（愛川町）伝重郎 田代村（愛川町）惣右衛門 

 

この打ちこわしには 1 万人余りが参加したとされる。 

最後は志田峠（愛川町）に立てこもり、死を覚悟して代官所に直訴したが、召し捕らえられて

しまった。天明 8 年 8 月 12 日、土平治をはじめ３名が死罪の判決を申し渡され、同時に、打

ちこわしを受けた酒屋も処罰されることとなり騒動は終わりを迎えた。なお、土平治は判決前

の 5 月 20 日、牢内で亡くなっている。 

この騒動のあと、作者不詳で物語が創作され、土平治はヒーローとして⾧く語り継がれてい

くこととなった。『城山町史２ 資料編 近世』にその内容をみることができる。 

歴史上名を残した人物というと武将や政治家を真っ先に思い浮かべますが、

活躍したのは教科書に載っている人物だけではありません。 

今回は、神奈川県史に残る人物をとりあげた資料の中から、相模原にゆかり

のある人物を紹介します。 
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『伊東方
い と う ほ う

成
せい

』 

（1832～1905） 

『萩原
はぎわら

安
やす

右衛
え

門
もん

』 
（1814～1871） 

『根岸
ね ぎ し

鎮
しず

衛
もり

』 

（1737～1815） 

参考資料 

『かながわの100人』 稲葉博／編著 神奈川合同出版 1981 K0-28 

『江戸時代神奈川の100人』 神奈川近世史研究会／編 有隣堂 2007 K0-28 

『城山町史 ２』 資料編 近世 城山町／編 城山町 1990 213K城山 

『城山町史 ６』 通史編 近世 城山町／編 城山町 1997 213K城山 

『或る千人同心の生涯』相州小山村岡本安右衛門 笹野邦一／編著 笹野邦一 1990 K1-28ｱｵ 

『耳嚢』上・中・下 根岸鎮衛／著 ⾧谷川強／校注 岩波書店 1991 B914.5 

『相模原事典』 涌田佑／著 涌田久子／著 日相出版 2018 K1-21 

『小山
こ や ま

儀
ぎ

右衛
え

門
もん

』 

（生年不詳～1760） 

耳嚢を書き残した農民出身の町奉行 ⾧州征伐に参加した八王子千人同心 

幕末から明治時代にかけての医師 

上溝久保の医師の家に生まれた、我が国初の医学留学生 

下溝の名主の家柄 

質屋、酒造、薬屋などを営み、俳人でもあった 

（やす） 

耳
みみ

嚢
ぶくろ

 

鎮衛が 30 年以上にわたって書き溜めた世間話

の随筆集。さまざまな人から入手した噂ばなし、

怪談、奇談など幅広くあつめられている。江戸

時代の世相が良くわかり、現代でも読まれてい

る。 

鎮衛は津久井県若柳村（相模湖町）の農家に生

まれる。宝暦８年（1758 年）に根岸家の養子と

なり根岸家の家督を継いだ。その後、勘定奉行、

町奉行と出世し、最終的には 1000 石の旗本にな

った。厳しい身分制度の江戸時代において華麗

なる大出世であった。耳嚢も興味深い話が満載

であるが、鎮衛自身も魅力的でおもしろい人物

であったのかもしれない。 

 

鎮衛と相模原 

八王子千人同心 

江戸時代のはじめに現在の八王子市千人町に

配置された半農半士の集団。周辺村落にも散在

していた。甲州街道警護や江戸の治安維持、防

火対策に当たった。幕末になると幕府の警護の

ため度々召集された。総勢千人と言われた数

は、時代と共に減少していった。 

塩田の豪農の次男として生まれる。若い頃から

剣術に励み、免許を持つ腕前であった。剣術の

師匠に推挙され、千人同心であり豪農でもある

萩原家の養子となり、その跡を継いだ。幕末に

なると将軍上洛、第二次⾧州征伐など相次いで

召集がかかり、その際の出来事を日記に残して

いる。明治時代に入ると千人同心（千人隊）は

解散となり、安右衛門は農業一筋の生活に戻っ

た。 

幕末の千人同心 
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「 

 

コロナ渦である現在、自粛生活が続き多くの人が大

変な思いをしているかと思います。 

120 年前も現在と同じようにペスト菌によりパンデ

ミックが起こり、世界中の人々が苦しめられました。 

そんな世の中を救ったのが、「日本の細菌学の父」と

呼ばれた北里柴三郎です。 

ベルリンへ留学中、日本政府の「ミュンヘンへ行け」

という命令を拒否したその選択こそ、彼の人生の分

かれ目となりました…。 

彼がどのようにして、日本の細菌学の父と呼ばれる

までになったのかを知ることができる小説です。 

 

北里の功績のなかで、相模原市民に

最も身近なものといえば北里大学・

病院ですね。現在までの歩みがこの

一冊に網羅されています。禁帯資料

ですので、館内でご覧いただけます。 

 

 

人類に大きな変革をもたらした

細菌とウイルス。７つの伝染病

の歴史上の出来事をビジュアル

でわかりやすく説明していま

す。 

北里柴三郎の生い立ちや功

績、趣味についても記され

ており、一読の価値ありで

す。北里の新しい千円札が

楽しみですね。         

『北里柴三郎 熱と誠があれば』

福田 眞人／著 

ミネルヴァ書房 2008 年 289.1

『Ｋｉｔａｓａｔｏ １００×５０』 

北里研究創立 100 周年・北里大学創立 

50 周年記念事業記念誌編纂委員会／編  

北里研究所 2016 年 K1-49 ﾋﾟﾝｸ 

『図解歴史をつくった７大伝染病 

 知られざる世界の裏面史』 

岡田 晴恵／著 

ＰＨＰ研究所 2008 年 498.6 

『小説 北里柴三郎 ドンネルの男』 

山崎 光夫／著 

東洋経済新報社 2020 年 F 

ペスト菌の第一発見者！ 
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今から 50年前 1971（昭和 46）年 8月 26 日に創刊さ

れた『ショッパー』が 2021（令和 3）年 2月 26 日号

2400 回の発行をもって休刊となりました。 

地域情報が盛りだくさんで発行を楽しみにしていた

方も多いと思います。 

『ショッパー』は購読料のかからない地域情報紙（フ

リーペーパー）で、地域のイベントなど身近な情報

を載せていました。しかし新型コロナウイルス感染

症拡大により広告が急減し業績悪化のため休刊する

ことになりました。コロナの影響がこんなところに

も出てしまい残念でなりません。 

 

最終号の「50年を紙面で振り返る ショッパーのあ

ゆみ」の特集では過去の紙面が 10 年ごとに掲載され

ており、街の歴史やニュースを懐かしく振り返るこ

とができます。 

 

『空中写真歴史図鑑 大自然と人類文明の映像遺産』 

イーモン・マッケイブ／著 原書房 2020 R290.8 

 この本には 19 世紀から現代に至るまでに空から撮影された歴史

的・象徴的写真が収録されています。気球、凧、鳩を使った撮影か

ら始まり、ドローンや衛星写真に至る技術の進化もわかります。 

『ショッパー』 

町田・相模原・座間・大和版 

ショッパー社 

2021 K1-07 

地
域
新
聞 

休
刊 

初期の鳩の翼が写りこむ風景写真は、当時の苦心がしのばれる１枚となっています。空から見る大自然や

建造物の圧倒的な迫力に目を見張る一方、災害や戦禍、自然破壊の問題の大きさと深刻さを改めて思い知

り、胸が痛みます。このような光景が繰り返されることがないよう願うばかりです。地上から見ている景

色だけではわからない多くの事を教えてくれる１冊です。 

視点を変える大切さを知る 
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 最初は塩さばを食べた

がっていたやまんば。 

やがて、うしかた自身を

食べようと追いかけてく

る様子がとても怖いお話

です。 

『赤ずきん シャルル・ペローのフランス語より翻案』 

シャルル・ペロー／原作 

ビアトリクス・ポター／再話 

ヘレン・オクセンバリー／絵 角野 栄子／訳 

文化学園文化出版局 2020 E/むかし/世界 

『うしかたとやまんば』 

坪田 譲治／脚本 やべ みつのり／絵 

童心社 2016 C 

 

「土用
ど よ う

坊主
ぼ う ず

」は土用（季節の変

わり目）になると庭に現れる

津久井に伝わる妖怪。 

足柄山の金太郎は「山姥
やまんば

」と

「赤
あか

竜
りゅう

」の間に生まれた子!? 

日本に伝わる様々な妖怪が、

都道府県ごとに紹介されてい

ます。全３巻。 

『４７都道府県！！妖怪めぐり日本一周 

１ 北海道・東北・関東』 

伊藤 まさあき／絵 妖怪探検隊／編著 

汐文社 2017 J38 

特集 

相模大野図書館は、“一般書（大人向け図書）フロア”と“こどもの本のフロア”に分かれています。 

“こどもの本のフロア”ってどんな所？という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、こちらのページ

では、“こどもの本のフロア”に関する情報のお知らせや、季節に合わせたおすすめの児童書を紹介します。 

英語絵本（First Step）を、 

J83 英語にしたしむ（Friendly）絵本の隣に移動しました！ 

「英語について日本語で書かれた本」と 

「おすすめの英語絵本」があります。 

３階の英語多読コーナーの本を読む前に、ぜひご覧ください! 

こちらの   リンゴマークが目印です。 

 

 

多読のステップ 
の 

案内表示です。 

 こわ～い本 

誰でも知っている有名な童

話を、原作に忠実に翻訳した

絵本です。ハッピーエンドで

はない、ちょっと怖い結末。 

思わず「えっ!?」と声が出て

しまうかも……。 

怖い話を聞くために、森はずれに

あるモンタギューおじさんの屋

敷を訪れた少年。おじさんが語る

怖い話とは？そして少年を襲う

恐ろしい出来事とは……？ 

挿絵も不気味な連作短編集です。 

『モンタギューおじさんの怖い話』 

クリス・プリーストリー／著 

デイヴィッド・ロバーツ／画 三辺 律子／訳 

理論社 2008 J933 
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『Papillon パピヨン 

-ボヘミアン・ラプソディー』 

氷川 きよし 日本コロムビア 

2020 CN/22565/ヒ 

 

デビュー20 周年を迎え、初のポップ

スアルバムが登場。新たな魅力を再

発見できる曲の数々に注目です。 

他にどんな CD が入ったのかは、新着 CD リストで確認できます。ご希望の方は 3 階カウンターまでお声掛けください。 

 

 

 

 

 

 

『クロマティカ』 レディー・ガガ 

ユニバーサル ミュージック 

2020 CW/22407/レ 

 

レディー・ガガらしいダンスポップなア

ルバム。その一方、有名アーティスト

達とのコラボ曲では様々な面を見せ

ています。 

 

 

 

 

 

『ASTOR PIAZZOLLA』 

El Cielo 2020 森音楽事務所 

2020 CC/21377/D/ピ 

 

ピアソラの音楽を継承するエルシエ

ロの１st アルバムです。新時代の国

内四重奏団が奏でるアルゼンチンタ

ンゴの世界がかっこいい！ 

 

 

 

 

 

『フリーバード』 信州ジャズ 

ブライトサンズレコード  

2019 CJ/20902/シ 

 

美しい信州の風景をイメージしたジャ

ズ音楽に心温まる一枚です。 

ちょっとした旅気分を味わえるかも！ 

 

 

 

 

 

 

『最後の松之丞』 神田 松之丞 

ユニバーサル ミュージック       

2020 CE/21458/Ｇ/カ 

 

「100 年ぶりの講談ブームの立役者」と

もいわれる、天才講談師神田松之丞。

予備知識がなくても、その熱い話芸と迫

力と高座の魅力に引き込まれます。 

 

 

 

 

 

 

『聴いて遊べる ぴょこたんの 

なぞなぞ ４つのふしぎな国』 

このみ・プラニング パンローリング 

2019 CE/21449/I/プ 

 

ゲームブックでお馴染みのぴょこたん

の CD です。お話のあとのなぞなぞ

は子どもも大人も楽しめます。 

 

おまたせしました！ 
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相模大野中央公園（南区相模大野 4-2-2） 

開放感あふれる芝生広場が魅力な「花と水と緑」がテーマの公園です。 

1940（昭和 15）年、この近辺では軍事施設として陸軍病院が設置され、 

のちに米軍医療センターとなりました。1981（昭和 56）年に返還後、 

再開発により整備が行われ、その一環としてこの中央公園がつくられました。 

この広場で開催される、2005 年から始まった夏のイベント「もんじぇ祭り」は 

毎年多くの人で賑わいます。残念ながら昨年は中止となり、オンライン配信イベントとなりました。 

園内の花壇では色とりどりの季節の花が楽しめるほか、相模湾をイメージして作られたという池では、 

春にはカルガモの姿が見られることも！図書館へご来館の際は、こちらにも立ち寄ってみてはいかがでしょうか。 

 

ＭＡＰ 

発行 相模原市立相模大野図書館 
〒２５２－０３０３ 
相模原市南区相模大野４-４-１ 
ＴＥＬ ０４２－７４９－２２４４ 
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp 
開館時間 

平日     9:30～20:00 (4 階子どもの本のフロアは 18:00 まで) 

土・日・休日 9:30～18:00 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

小田急線相模大野駅北口徒歩８分 
★現在伊勢丹跡地工事中のため、立体駐車場横の道を迂回してください。 

←図書館の HP、フェイスブック、Twitter はこちらの

QR コードからアクセス！ 

ぶらり 相模原 
このコーナーでは相模原市内にあるお散歩スポットを紹介します。 

今回は相模大野図書館に隣接する「相模大野中央公園」をピックアップ！ 

★ 

相模大野中央公園はココ！ 

・『歩いて発見 かみつるまてくてくマップ』（発行：てくてくマップ実行委員会） 

・『相模原の栞 公式観光ガイドブック』（発行：相模原市）★貸出用もあります。 

↓各ホームページからも見ることができます↓ 

・公式観光ガイドブック「相模原の栞」https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kankou/kanko/1021225.html 

・上鶴間史跡巡り http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kouminkan/kamitsuruma-k/shiseki/shiseki.html 

 

ぶらりにおススメ！館内で

閲覧できます。 


