
西郷四郎と長崎 （姿三四郎のモデル）（草稿） 

富田常雄作の小説「姿三四郎」（夏目漱石の「三四郎」とは異なる） 

 

1 生い立ち 

1.1 西郷一族 

西郷家の源は熊本の菊池一族にある。有明海を渡り島原半島の高木

郡西郷に城を構えて、諫早まで進出しようとした。しかし、秀吉の

薩摩征伐の命令に従わなかったため竜造寺に攻め滅ぼされた。諫早

西郷と同じころ三河に移った西郷が台頭した。松平の進出とともに

大草から西三河へ移動し、その一族から会津へ移ったものがでた。 

菊池西郷・島原西郷・薩摩西郷（後年西郷隆盛を輩出）・三河西郷

（家康側室で秀忠生母の西郷局を輩出）・掛川西郷・会津西郷と別

れた。 

 

1.2 西郷近悳
ち か の り

 （保科近悳・西郷頼母
た の も

） 

会津藩最後の家老で、会津戦争で白河口総督となるも敗れ、家老職を解かれるが、官軍と

の和議を強硬に主張したため、交戦派が多勢を占める藩論と対立する。官軍が若松城に入

ると近悳の五人の娘・妻・叔母・祖母は自刃する。しかし近悳は生残った長男（次男は早

世）と、会津藩が放った刺客に追われながら城外へ脱出する。 

その後仙台を経て榎本武明の軍に入り、函館戦争に加わる。函館で捕えられ館林藩に預け

られ幽閉生活を送る。明治になり西郷から本姓の保科へ改姓する。赦免された後、都々古
つ つ こ

神

社の宮司となるも西南戦争が起こり西郷隆盛と交友があったため謀反を疑われ任を解かれ

た。残った長男も明治十二年に二十二歳で病没する。明治十三年、旧会津藩主・松平容保

が日光東照宮の宮司となると、日光東照宮禰宜となる。その後国会議員となろうとするも

応援運動が壊れたことにより果たすことが出来なかった。その後は、また神社で務める。

会津若松に明治三十二年に帰り、明治三十六年四月二十八日に七十四歳で亡くなる。 

 

1.3 志田四郎 

慶応二年二月四日、会津藩御用場役（家禄 150 石）の志田貞二郎と母さたとの間に三男と

して生まれる。上に姉と二人の兄がいた。 

維新後、新潟県東蒲原郡津川町（阿賀野川河川港）へ移住する。三歳から十五歳までこの

地で過ごす。 

明治五年九月三日、父貞二郎死去（３８歳）。四郎七歳 

明治十五年三月中頃 親友佐藤与四郎が学修のため上京するのに同行する。 

明治十七年（十九歳）旧会津藩家老保科頼母の養子となり、保科姓に改める。明治二十一

年一月二十四日（二十三歳）戊辰戦争以降途絶えていた名家西郷家を再興し、保科から西



郷に姓を改め、西郷四郎悳武
の り た け

と名乗った。 

 

2 講道館 

2.1 入門 

嘉納治五郎は弟子数名を相手に柔道の練習をしていた。そこへ「スナスロウ」と名乗る“毛

髪が伸び、面汚れ、よれよれの衣に破れ草鞋を履いた一人の小僧”が永昌寺玄関に現れた。 

明治十五年八月二十日、下谷北稲荷町（現：台東区東上野五丁目）永昌寺内の一室にあっ

た講道館に七番目の入門者となる。山田と二人が住み込み書生であった。他は通い。 

当初の講道館：場所 永昌寺 広さ 十二畳 入門者 九名 

山田常次郎（平民 17 歳）、肥口誠康（華族 17 歳）、有馬純文（華族 14 歳）、 

牛島玉吉（平民）、松岡寅男麿（平民）、有馬純臣（士族 17 歳）、志田四郎（士族 14 歳） 

中嶋源二郎（士族 16 歳）、川合慶次郎（士族 15 歳） 

明治十六年二月 神田今川町二丁目に講道館を移転する。永昌寺住職からの苦情と治五郎

の友人村田源三との共同事務所として植物学者の空家があったため移転した。家はかなり

の広さがあったが、道場を設ける部屋がなかったため、治五郎が経営していた南神保町の

弘文館の土蔵に畳を敷き道場とした。その後上二番丁へ移転した。 

入門後一年した明治十六年に山田とともに初段となり、三か月後には二人同時に二段とな

った。 

 

2.2 山嵐 

明治１９年６月１１日本郷向ヶ丘弥生町の弥生神社で行われた警視庁武術大会で、講道館

門下生と戸塚門下生が試合を行った。このとき山嵐が初めて公開の場で使われた。四郎の

相手は照島太郎とも好地圓太郎とも言われているがはっきりしない。こののち警視庁は武

術訓練に剣術の他に柔術も取り入れるようになった。 

「山嵐」は、古流の「山落とし」と呼ばれた技に治五郎が新たに命名したものである。 

山田・横山・山下と四郎が講道館の四天王となり活躍をした。 

・現在講道館の手技１５本 

 背負投げ・体落し・肩車・掬い投げ・浮落し・隅落し・帯落し T・背負い落し T・山嵐 T 

 双手刈 S・朽木倒し S・踵返し S・内股すかし S・小内返し S・一本背負い投げ H 

T：明治 28 年制定後大正９年改訂時に省かれた 

S：昭和 57 年制定新名称 

H：平成９年制定新名称  

 

2.3 出奔 

嘉納治五郎は明治十九年に学習院教授兼教頭となる。また駒場農学校で教授も行った。 

講道館の人気が上昇すると入門者も増え、道場も拡げられた。明治十九年には九段坂上に



四十畳の道場を新たに設け移転した。この時代から有段者は黒帯を締めるようになった。 

柔の形・固めの形・五教の技が制定された。 

明治二十一年十一月、国粋主義者である三浦梧楼中将が学習院院長となる。これにより嘉

納治五郎と意見が対立する。翌二十二年八月治五郎に一年間の欧州派遣辞令が発令される。 

留守中の講道館と嘉納塾の事務処理などを塾生の岩波・大倉そして西郷に託し、九月十三

日に横浜から欧州への旅に出る。 

明治二十三年六月二十一日不在の嘉納宅へ不義を詫びる書と「支那渡航意見書」を残して

治五郎の許可を得ずに八年間在籍した講道館を出奔する。四郎二十五歳。 

明治二十四年一月十六日嘉納治五郎帰国。四郎を“追放”とした。 

明治二十四年十二月十七日 長崎市東上町二十七番戸へ戸籍を移す。 

東上町の一筋山側の通りの上筑後町には永昌寺という

講道館発祥の地と同じ名前の寺がある。 

 

長崎を選んだ理由は支那への渡航の便があるためと言

われているが、出奔後は大陸へ渡っていない。明治十

九年より始まった条約改正会議で同郷の会津人が大陸

を目指していたため四郎も大陸への夢があった。養父

近悳の妹の従兄弟である井深彦三郎より鈴木天眼の

「新々長崎土産」という本が送られてきた。鈴木天眼

は東学党の乱に加わった日本人グループ「天祐侠」の

指導者の一人である。 

また、講道館の嘉納治五郎と大東流合気道の継承を期待する養父近悳との板挟みになった

ことも考えられる。 

 

3 長崎にて 

3.1 東洋日の出新聞 

明治二十七年二高柔道部の三代目師範として約八カ月仙台に滞在していた。その後明治二

十八年七月には久留米の柔道師範として福岡の九州柔道大会に出席している。その後の足

取りは不明。 

明治三十一年十二月四日鈴木天眼が社長兼主筆を務めた「九州日の出新聞」が創刊される。 

明治三十五年一月一日「東洋日の出新聞」が創刊される。発行場所は、長崎市本五嶋町四

十九番地であった。発行人は鈴木力（天眼）、編集人西郷四郎であった。講道館出奔後、久

留米で柔道師範をしたりしていたが、日の出新聞編集者となるまでの足跡は不明である。 

明治三十六年四月二十八日養父近悳が亡くなる。 

明治四十四年三月八日万屋町の「まねき」と呼ばれる料亭の独り娘の中川チカと結婚する。

（四郎４６歳、チカ４１歳）チカの母キンには養女ミネがいて、この夫となったのが欧州



航路の機関長を勤めていた浜口嘉四郎で、四郎が晩年尾道に移り住んだのも嘉四郎が尾道

に転勤したためである。 

大正三年三月十二日に今篭町三番地(現鍛冶屋町)に、その後銀屋町十九番地(現古川町)に、

そして同年七月十八日に本古川町五番地に移っている。 

 

3.2 瓊浦
たまのうら

游泳協会 

明治三十五年八月瓊浦游泳協会創立。鼠島を游泳場所に選んだが、コレラの流行がありこ

の年は開けなかった。翌三十六年七月鼠島に建物・脱衣所・望楼などの設備を整え正式発

足した。東洋日の出新聞の創立記念事業でもあったので、瓊浦游泳協会の名付け親は鈴木

天眼であった。 

初期は様々な泳法があったが、熊本小堀流第六代宗家猿木宗那が派遣されてからは、小堀

流となった。 

大正三年八月十六日有明海横断の二十マイル遠泳を行った。参加者十五名・幹部九名・指

揮者四名の計二十八名で、四郎の息子西郷孝之も参加した。しかし、島原猛島海岸から熊

本長洲を目指したが、逆流に押し流され九時間半の力泳であったが到達できなかった。大

正五年八月十三日は第二回の有明海横断遠泳を行い、全選手十四名中十名が完泳に成功し

た。後年林芙美子も知ろうが監督を行っていた時期に臨時会員として短期間加わっていた。 

 

3.3 辛亥革命と孫文 

明治三十八年八月東京赤坂の霊南坂の坂本邸で孫文・黄興・宋教仁らが「中国革命同盟会」

を結成する。このとき“民族・民権・民生”の三民主義が定められた。 

明治四十四年十月十日漢陽の武昌において辛亥革命勃発する。十月十九日西郷四郎は長崎

を発ち上海へ行き、砲弾の飛び交う中現地取材を行った。取材記事は東洋日の出新聞に連

載された。後半になり四郎の署名が「西郷北洲」となった。 

翌明治四十五年（1912）一月一日南京臨時政府樹立し、孫文が臨時大統領に就任する。し

かし三月十日には袁世凱が北京で臨時大統領に就任したため、孫文は四月一日に大統領を

辞任した。これにより第一次革命が失敗する。そのご 1913年７月の第二次革命、1915年１

２月の第三時革命と引き継がれていく。 

大正二年(1913)二月十三日孫文は袁世凱に大統領を譲った後、日本の支援に対する返礼と

鉄道制度の視察という名目で来日した。長崎に上陸した後東京へ行き、桂太郎と会談を行

ったり様々な要人と面会した。三月二十一日に陸路長崎に戻り、翌日東洋日の出新聞社を

訪問した。翌二十三日には三菱造船所を訪れ、「占勝閣」の額を書している。 

       

 

 

 



4 尾道時代と没後 

大正九年春、リウマチの療養のため温暖な気候の尾道に移った。尾道市大宮町 3-381。仮住

まいは浜口嘉四郎が住んで居た浄土寺の末寺の吉祥坊の一室で、ここの百メートル程の所

に西郷寺という名の寺がある。 

大正十一年十二月二十三日リウマチの痛みで食事が摂れず衰弱して亡くなる。五十七歳。 

翌二十四日の東洋日の出新聞に訃報と死亡広告が掲載され、一面トップは天眼による追悼

文であった。 

大正十二年一月十四日の講道館鏡開きにおいて、嘉納治五郎は西郷四郎に六段を追贈した。 

同年四月七日西郷四郎の葬儀は東洋日の出新聞の社葬として長崎市寺町にある皓台寺で執

り行われた。葬儀の際に養父近悳の遺品である保科家に伝わる真田幸村の槍と四郎の守り

刀である兼定作の鎧通し等が展示された。葬儀には嘉納治五郎や講道館本部員は列席しな

かった。 

戒名は、星光院北洲達観居子。 

四郎の遺骨は、皓台寺の近くにある大光寺の妻の中川家の墓地に納骨された。しかし遺族

以外に知る人もなく、地元柔道関係者が知ったのは没後三十年経った昭和二十六年七月に

なってからであった。 

鈴木天眼は三年後の大正十五年十二月十日に長崎で病気により亡くなる。六十歳。 

東洋日の出新聞は、急に部数が減り昭和九年に廃刊となった。 

大正十四年三月十二日に孫文は六十歳で病没。 

昭和十三年五月四日、太平洋上の氷川丸の船中で嘉納治五郎は肺炎のため急逝した。七十

九歳。 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年表 

  

1866(慶応 2)2.4 志田貞二郎三男として会津若松に生まれる 

1882(M15).8.20 講道館入門 

1883(M16).2 講道館 永昌寺より神田今川小路二丁目へ移る 

1884(M17) 旧会津藩家老保科近悳の養子となる 

1885(M18) 講道館四段となる（三段をとばす） 

1886(M19) 五段昇段  山嵐で照島太郎(?)を倒す 

1888(M21).1.23 西郷家再興 西郷姓となる（保科家次男が菊池家養子であったが早世） 

1890(M23).6.21 講道館を出奔 

1891(M24).9 嘉納治五郎五高校長に就任 

1891(M24).12.17 戸籍を長崎に移す 長崎市東上町 27 番戸 

1902(M35).1.1 東洋日の出新聞創刊 編集責任者として参加 

1903(M36).7 瓊浦游泳協会発足 

1904(M37) 眉山夢物語執筆 

1911(M44).3.8 中川チカと結婚 

1913(T2).3.22 孫文長崎訪問  

1913(T3).3.25 孫文三菱造船所来所 占勝閣へ 

1914(T3).3.12 長崎市今篭町３番地(現鍛冶屋町)へ転居 

1914(T3).7.18 長崎市本古川町５番地へ転居 

1914(T3).8.16 有明海横断遠泳大会 監督 

1916(T5).8.13 第二回有明海横断遠泳大会 

1919(T8).6.17 母志田さた死去（８２歳） 

1919(T8).7.15 嘉納治五郎の招きにより旧師旧友会出席 

1920(T9) 尾道へ転居 

1920(T9).3.15 発病（神経痛） 

1922(T11).12.22 尾道にて病没（５７歳） 

1923(T12).1.14 講道館より六段追贈 

1923(T12).4.7 長崎 皓台寺にて葬儀を執り行う 

1934(S9).11.23 講道館創立５０年記念祭にて創立功労者として表彰 

1938(S16).5.4 嘉納治五郎没 

1969(S44).10.10 長崎県柔道協会 大光寺に西郷四郎の墓を建立 

        武徳殿跡（現諏訪体育館）に顕彰碑建立 

  

  史伝 西郷四郎  牧野登著  S58.8.20 島津書房 


