
42.　長崎県

地理
県庁所在地 長崎市

長崎地域 長崎市、西彼杵郡（時津町、長与町）

県央地
域

諫早市、大村市

島原地
域

島原市、雲仙市、南島原市

県北地
域

佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、北松浦郡（佐々町、小値賀町）
東彼杵郡（東彼杵町、川棚町、波佐見町）

五島地
域

五島市、南松浦郡（新上五島町）

壱岐地域 壱岐市

対馬地域 対馬市

人口 1,325,205人（全国第30位）

特長

・対馬、壱岐、五島列島などの島嶼が971あり、全国一の数
・第二次世界大戦中に「戦艦武蔵」を建造した造船の町
・1945年（昭和20年）8月9日原子爆弾が投下され、広島市とともに原爆被災地となった
・佐世保：昔から軍港の街として、現在も海上自衛隊や米軍基地があるほか、陸上自衛隊も駐屯している
・佐世保バーガー、長崎ちゃんぽん、カステラ、からすみが特産
・サビエルの渡来でも知られるように、キリスト教が根付いており数多くの教会が在る

観光

長崎地域

ハウステンボス　：　佐世保市
広大な敷地に中世ヨーロッパの街並みを再現した「ハウステンボス」。
手入れされた花壇には花が咲き誇り、夜には1000万球のLEDを使った見事なイルミネーションは
ロマンチックでデートスポットとしても人気です。
韓国や台湾などからも人気の観光地となっている。

長崎地域

新地中華街　：　長崎市
新地中華街の左右には、中華料理店や中華菓子、中国雑貨を販売する店が並んでいる。
その数約40軒。長崎で中華料理店となると、『ちゃんぽん』ははずせないだろう。
ランタンフェスティバルのメイン会場でもあり、季節になると赤や黄色の
ランタンで更に異国情緒が増していきます。

長崎地域

軍艦島
『軍艦島』は長崎県長崎市高島町端島の俗称。
2015年、軍艦島を構成遺産に含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界文化遺産に登録された
明治時代から昭和時代にかけては海底炭鉱によって栄え、東京以上の人口密度を有していたが、
1974年（昭和49年）の閉山にともなって島民が島を離れてからは、無人島である。

長崎地域

グラバー園　：　長崎市
 重要文化財に指定されている「旧リンガー住宅」など、9つの洋館が並び、
一つの街のようになった園内は、異国情緒たっぷり。
園内にあるハートストーンは「カップルでこの石に手を重ねると幸せになれる」
「この石に触れて願いごとをすれば恋が叶う」などいずれも恋愛に関する伝説を持ち、
パワースポットとして人気急上昇中です。

長崎地域

平和公園　：　長崎市
「願いのゾーン」「祈りのゾーン」「学びのゾーン」からなる平和公園は、
二度と戦争を起こさないという誓いと、世界平和への願いをこめた公園です。

長崎原爆資料館　：　長崎市
この資料館では被爆の惨状をはじめ原爆が投下されるに至った経過、
被爆から現在までの長崎の復興の様子、核兵器開発の歴史、そして核兵器のない平和希求までが
ストーリーを持たせわかりやすく展示されています。

島原地
域

雲仙地獄　：　島原市
現在も活発な活動を続けている「雲仙地獄」。島原半島を代表する観光スポットです。
周囲は硫黄の匂いが漂っており、蒸気が至るところから吹き出ています。これぞまさに地獄絵図です。

長崎地域

出島　：　長崎市
かつて海に面していた水門、西側ゲートから入場すると19世紀初頭の江戸時代から幕末開国後、
明治へと時代をたどることができ、東側ゲートから入場すると、明治から幕末、
江戸へと時代を遡ることができます。
古くは、築造当初ポルトガル人が住んでいた時代の護岸石垣や、坂本龍馬達が活躍した幕末、
開国後の出島の石倉、更には明治期の貴重な木造洋風建物など、
異なる時代の遺構を見ながら出島の変遷をたどることができます。

めがね橋　：　長崎市
石造2連アーチ橋の眼鏡橋は国の重要文化財に、桃渓橋と袋橋(いずれも石造アーチ橋)は
長崎市の有形文化財に指定されている。
鎖国時代に商人や僧侶など個人の財力で建造された富の象徴でもあります。

長崎バイオパーク　：　西海市
長崎ペンギン水族館　：　長崎市
九十九島パールシーリゾート　：　佐世保市
大浦天主堂
∟大浦天主堂は正式名称を「日本26聖人殉教者天主堂」といい、殉職した26名のキリシタンのために建てれたて教会です。

地域区分

観光地



特産品

食品 食品

・びわ ― 全国都道府県別・収穫量第１位
・ふぐ ― 有明海のフグ
・ワタリガニ ― 有明ではワタリガニをタイラガネとか有明ガネと呼ぶ
・アワビ ― 壱岐島・対馬ではアワビが有名
・すっぽん ― 諫早には全国有数のすっぽん養殖場がる

食品 料理

・長崎ちゃんぽん ― 海の幸・山の幸をふんだんに使った長崎の名物麺
・皿うどん
・長崎カステラ ― ４００年前にポルトガルから伝わった長崎を代表するお菓子
・五島手延べうどん ― うどんを延ばすときのひき油に特産の椿油を使用
・六兵衛 ― サツマイモを粉末にして山芋をつなぎにした麺。島原の郷土料理
・島原手延べそうめん ― 
・からすみ
・ハコフグの蒸しみそ ― ハコフグのお腹にネギ味噌を詰めて蒸したもの。（五島市）

工芸品 工芸品

・波佐見焼 ― 国指定伝統的工芸品。波佐見陶磁器工業協同組合。
・三川内焼 ― 国指定伝統的工芸品。三川内陶磁器工業協同組合。
・若田硯 ― 若田川でとれる淡青灰黒のケツ岩がを原石。（対馬市）
・真珠 ― 大村湾、佐世保の九十九島、対馬の浅芽湾で真珠養殖が行われています。
・珊瑚 ― 五島沖から残所群島にかけて良質の珊瑚がとれ、珊瑚細工が発達。
・べっ甲 ― 南蛮船が往来した出島でポルトガルから伝わったべっ甲細工。
・鯨歯 ― 五島列島・壱岐・対馬では昔は捕鯨が盛んで鯨歯の工芸品が発達しました。
現在では、捕鯨禁止で材料の入手が不可能になり、今ある材料のみで製品作りが行われている貴重品。

産業

株式会社ジャパネットたかた（佐世保市）
株式会社親和銀行（佐世保市）
株式会社十八銀行（長崎市）

1位：卸売・小売業
2位：医療・福祉
3位：製造業

◇第一次産業 約7.7%
◇第二次産業 約20.1%
◇第三次産業 約69.1%

約4兆5,662億円

◇長崎造船所 史料館
1985年に開設された、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成施設の一つ。
長崎造船所に現存する最も古い工場建屋。船舶をはじめ、タービン・ボイラーなど、約900点もの製品を展示している。

◇長崎県窯業技術センター
里波佐見町にある長崎県の窯業技術をささえている施設。高度技術・情報化時代にふさわしい機能を備え、業界や一般の人にも開放され
ている。
陶磁器の生産工程などを学ぶことができる。

性格

全体

食べ物も豊富で、めずらしい外国文化にも触れることができたため、おおらかで好奇心が強く、また外国貿易の利益の一部が各戸に配ら
れ、暮らしが裕福だったことから、楽天的で浪費家の性分が形成された。コツコツ貯めるより、「今日が楽しければ」とパッと浪費するタイプ。
粘り強さや、積極性に欠け、自分に甘いなどの問題もあるが、面倒見がよく他人の世話を焼くのが大好き。人がいいので、上辺だけで判断し
がちだが、じっくり付き合って見極めることも大切だ。

男性

外国貿易や炭鉱、軍港で各地から人が集まって来たところだけに、開放的で新しいもの好きな性格。人見知りしないし、格式にこだわらない
包容力のある人が多いので、つきあいやすい県民性。
江戸時代、外国貿易の関税の一部が各戸に配られて裕福だったことから、おっとりした楽天的な浪費家が多いようで、コツコツお金を貯める
より「パッと使って今日を楽しもう」タイプ。

女性
わが国では珍しく彫りの深い美人が多いのがこの地域。男性がのんびりしている分、活発で明るく、何事にも積極的。包容力もあり、さっぱり
とした性格だから、細かいことにはこだわらない。

歴史（人物）

トーマス・ブレーク・グラバー
スコットランド出身の商人。武器商人として幕末の日本で活躍した。日本で商業鉄道が開始されるよりも前に
蒸気機関車の試走を行い、長崎に西洋式ドックを建設し造船の街としての礎を築くなど日本の近代化に大きな
役割を果たした。
維新後も日本に留まり、高島炭鉱の経営を行った。造船、採炭、製茶貿易業を通して、日本の近代化に貢献。
国産ビールの育ての親。
当時、貿易業を営む。当初は生糸や茶の輸出を中心として扱ったが八月十八日の政変後の政治的混乱に着目して
討幕派の藩、佐幕派の藩、幕府問わず、武器や弾薬を販売した。亀山社中とも取引を行った。
また、薩摩藩の五代友厚・森有礼・寺島宗則、長澤鼎らの海外留学、長州五傑のイギリス渡航の手引きもしている。
1865年4月12日（元治2年3月17）には、大浦海岸において蒸気機関車（アイアン・デューク号）を走らせた。
1868年（明治元年）には肥前藩（=佐賀藩との合弁）と契約して高島炭鉱開発に着手。さらに、長崎の小菅に船工場（史跡）を造った。

シーボルト
ドイツの医者・博物学者。1823年、オランダ商館の医師として来日。
長崎に鳴滝塾を開設、診療と教育とに当たり、日本の西洋医学発展に影響を与えた。
シーボルト事件により1829年に追放。1859年、再び来日、幕府の外事顧問を勤めた。

＜シーボルト事件＞
江戸後期、ドイツ人医師シーボルトの国外追放事件。1828年（文政11）9月、オランダ商館付医官シーボルトが任期を終えて帰国しようとした
際に、たまたま起こった暴風雨のために乗船が難破し、積み荷が調べられた。そのオランダへ持ち帰る荷物のうちに、伊能忠敬(いのうただ
たか)作成の日本地図など多くの禁制品のあることが発覚して、事件が起こった。取調べは江戸と長崎で行われて長引き、シーボルトはおよ
そ1年間出島(でじま)に拘禁され、29年9月25日（陽暦10月22日）「日本御構(おかまえ)」（追放）の判決を受け、同年12月日本より追放され
た。

県民性

歴史上有名人

拠点がある有名企業

主要産業

産業別就業者の割合

名目県内総生産額

産業に関する
施設・史料館

ハコフグの蒸しみそ



歴史

中世

近世

事件

歴史上の
出来事

昭和

長崎市への原子爆弾投下
第二次世界大戦末期（1945年8月9日午前11時02分）
実戦で使われた人類史上二発目の核兵器。
この一発の兵器により当時の長崎市の人口24万人（推定）のうち約7万4千人が死没、建物は約36%が全焼または全半壊した。
長崎原爆はプルトニウム239を使用する原子爆弾で、広島に投下されたウラン235の原爆「リトルボーイ」（TNT火薬15,000t相当）の1.5倍の
威力であった。
長崎市は周りが山で囲まれた特徴ある地形であったため、熱線や爆風が山によって遮断された結果、広島よりも被害は軽減されたが、周り
が平坦な土地であった場合の被害想定は、広島に落とされた原爆「リトルボーイ」の威力を超えたとも言われている。

有名学校（学力／スポーツ）

有名高校 学力

青雲高校
∟九州でも有数の進学校であり、九州のみならず本州や沖縄から進学してくる者も多い。進学塾などでは久留米大学附設中学校・高等学
校、
　　ラ・サール中学校・高等学校と合わせて「九州御三家」と呼ばれる。
長崎西高校／長崎北陽台高校

有名高校 スポーツ

【野球】清峰高校
2009年第81回選抜高等学校野球大会に九州第一代表として出場。長崎県勢としても、春夏通じて初の全国制覇を果たした。

【サッカー】国見高校
かつて元総監督（同校教諭、教頭、校長を歴任）の小嶺忠敏が率いたサッカー部は、全国高等学校サッカー選手権大会の常連校で、卒業
生の項にあるとおり多くのサッカー選手を輩出した。全国優勝は計14回。
＜有名選手：大久保嘉人 （川崎フロンターレ、元サッカー日本代表）＞
2年生でレギュラーを獲得し、3年時の2000年、松橋章太らとともにインターハイ、国民体育大会、全国高等学校サッカー選手権大会でいず
れも優勝し、高校三冠を達成した。インターハイでは10得点、高校選手権では8得点を挙げてそれぞれ大会得点王を獲得。

【女子バレー】九州文化学園
 バレーボールの強豪として知られ、数多くの実績を持ち、多くのプロ選手を輩出している。

【男子バレー】大村工業
2003年、2011年開催の春の高校バレーで優勝、2014年は準優勝を飾る強豪校。

【駅伝】諫早高校
2019年の県高校駅伝競走大会では、女子が2年ぶり25回目の優勝を決めた。

【ラグビー】長崎北陽台
2019年開催の第99回全国高校ラグビーフットボール大会では、2年連続18回目の出場を果たす。

有名大学 長崎大学

有名人

タレント ◇美輪明宏：長崎市　　　　◇蛭子能収：長崎市

歌手
◇福山雅治：長崎市　　　　◇さだまさし：長崎市　　　　◇末吉秀太（AAA）：西海市
◇TAKAHIRO（EXILE）：佐世保市　　　　◇MISIA：対馬市　　　◇川谷絵音（ゲスの極み乙女。）

俳優
◇役所広司：諫早市　　　　◇金子昇：長崎市　　　　◇岩松了：川棚町
◇前川清：佐世保市　　　　◇川口春奈：五島市　　◇原田知世：長崎市　　　◇仲里依紗：東彼杵郡

文化人
◇村上龍：佐世保市　　　　　　　◇野田秀樹（劇作家/演出家）：西海市
◇原田泳幸（元日本マクドナルドホールディングス　代表取締役）：佐世保市
◇高田明（元株式会社ジャパネットたかた　代表取締役）：平戸市

政治家 ◇大仁田厚（プロレスラー/政治家）：長崎市

サッカー
◇吉田麻也：長崎市　　　　◇梅崎司：諫早市　　　　◇渡邉千真：雲仙市　　　　◇兵藤慎剛：長崎県
◇中村北斗：諫早市　　　　◇徳永悠平：雲仙市　　　◇前川和也：平戸市　　　　◇高木琢也：南島原市

野球 ◇城島健司：佐世保市　　　　◇下柳剛：長崎市

その他
【体操】
◇内村航平：諫早市

スポーツ選手

出身有名人

17世紀にはいるとオランダ東インド会社、イギリス東インド会社が相継いで平戸に商館を開設している。江戸時代の長崎県は佐賀藩、島原藩（島原半
島）、大村藩（彼杵地方）、平戸藩（松浦半島・平戸島・壱岐）、平戸新田藩、福江藩（五島列島）、対馬府中藩（対馬）、佐賀藩家老の諫早陣屋、交代
寄合の五島家の富江陣屋、天領（長崎）に分かれる。江戸幕府の鎖国方針により、ポルトガル人は長崎から追放され、1641年にオランダ商館が出島
に移った。中国商船の長崎来航も認められており、長崎は鎖国下の日本では数少ない国際貿易港となった。また、対馬藩は幕府から李氏朝鮮との国
交の実務を委任される傍ら朝鮮との貿易を公認され、釜山に倭館を置いてこれらの業務を行っていた。このように、今の長崎県域には、鎖国時にも幕
府公認で海外へ開かれていた港が2箇所存在した。なお、鎖国下における江戸幕府公認の国際貿易港は上記2港のみである。
1637年島原の乱が起こった土地だけに江戸期を通じて隠れキリシタンが多く存在した（壱岐・対馬を除く）。現在でも、人口に対するキリスト教信者の
割合が日本の他地域と比べて多い地域 となっている。

中世には松浦党などの海賊衆（水軍）が興り、対馬を含め各地が倭寇の根拠地となった。
1274年（文永11年）（文永の役）、1281年（弘安4年）（弘安の役）の元寇では対馬、壱岐、鷹島に元・高麗軍が襲来したが、「神風」（大型台風）が九州
を襲い元軍が退却したのはこれらの島々が破壊しつくされた後であり、これらの島々に神風の恩恵は全く無かった。
室町時代に入り、1419年には応永の外寇、1507年には五島で玉之浦納の反乱が起こっている。
1550年には、ポルトガル船が平戸に来航した。これを知ったフランシスコ・ザビエルは鹿児島を出発し平戸を訪れ、布教を開始した。貿易都市となった
平戸であったが、1561年に起きた宮ノ前事件によりポルトガル船は横瀬浦港（現在の西海市）に入港するようになった。ところが2年後の1563年、横瀬
浦は武雄領主後藤貴明の焼き討ちに合い、壊滅。ポルトガル船は再び平戸に戻った。しかし、イエズス会の宣教師コスメ・デ・トーレスの意向により、
今度は大村領の福田浦（現在の長崎市）に入港することになった。この間、大村純忠はキリスト教の洗礼を受け、初のキリシタン大名となっている。
1567年には、ポルトガル船が有馬領の口之津港に入港し、後にセミナリヨが建てられるなど、有馬は九州におけるキリスト教布教の拠点となっていっ
た。大村純忠の兄である有馬義貞も口之津で洗礼を受けている。大村純忠は、ポルトガル貿易を自分の領地で行えるよう働きかけを行い、1571年に
貿易港が口之津から長崎に移された。
1580年には長崎をイエズス会に寄進した。1582年には天正遣欧少年使節が長崎港を出発し、スペイン、イタリア、ポルトガルを訪問した。
1588年、豊臣秀吉が長崎などを直轄地とした。2年後には天正遣欧少年使節が長崎に戻り、秀吉に謁見している。1592年には文禄・慶長の役により、
松浦鎮信、有馬晴信、大村喜前、宗義智らが朝鮮に出兵している。南蛮貿易を継続させたい意向もあり、強硬な禁教は行っていなかった秀吉であっ
たが、すでにバテレン追放令が出されており、1597年には長崎西坂でカトリック信者26人が処刑されている。二十六聖人という。



プロスポーツチーム
スポーツ サッカー V・ファーレン長崎（J2）

スポーツ 野球 長崎セインツ （四国・九州アイランドリーグ）

その他

その他 その他

精霊流し
長崎では、お盆の時期に死者の魂を弔って送る精霊流しを行なう。
実際は爆竹、矢火矢、耳栓が必所品で大変賑やかな様子。 
お墓参りの際にお線香をあげる他に花火や爆竹まで行うという風習もある。

その他 その他

トルコライス
トルコライスとは、洋食屋さんの定番メニューである「スパゲッティナポリタン・とんかつ・ピラフ」が
ひとつのお皿に盛られたものです。
長崎の定番料理です。


