
1.   屋久島は、九州の最南端、大隈半島の佐多岬から南南西約 60 ｋｍの太平洋

と東シナ海に挟まれた洋上に位置し、約１，550 万年前に出来た花崗岩の塊

の島といわれています。海岸部から山頂部にかけて、亜熱帯性気候から冷温

帯性気候の世界でもまれな壮大な大自然を有し、多様な植物分布に恵まれた

緑豊かな島で南北に長い日本列島を凝縮した島とも言われています。

さて、屋久島はどの様にして誕生したのでしょう。

  

①噴火して　　②地殻変動により隆起して　　③九州本土から分離して

2.  屋久島は、１９９３年１２月１１日に白神山地と共に日本では初めて世界

自然遺産に登録され２１年目に入りました。

現在では日本国内の世界自然遺産は４カ所です。

屋久島が世界自然遺産に登録された要素として大別して 3 点が有ります。

1 樹齢数千年の屋久杉などの極めて特殊な森林植生をもつこと。

2 東アジアの南から北の植物へと、亜熱帯から冷温帯に及ぶ局型的な垂直分

布の植生が見られること。

さて、もう 1 点の要素は次のどれでしょう。

1 洋上アルプスと呼ばれ山岳島で神の島であること。

② 月に３５日雨が降ると言われ苔が豊富に分布すること。

③ 照葉樹林が原生状態で残され多くの固有植物や南限・北限植物が自

生していること。

3.  屋久島の世界自然遺産登録区域は、島全体では有りません。

国立公園に指定されている一部区域が指定登録されています。

さて、自然遺産登録区域の面積で正しい組み合わせは次のどれでしょう。

1 屋久島全体面積の２１%(107.47㎢)
2 屋久島全体面積の５５%(277.60㎢)
3 屋久島全体面積の８０%(403.90㎢)
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4.  屋久島は、日本百名山（１００番目）の宮之浦岳を中心に 1,000 ｍ以上の固

有名をもつ高峰が約４６座を超え、ほぼ丸くて洋上アルプスの島と称されて

います。屋久島には九州で一番から複数番までの山々が有り日本の島では７

番目（択捉島・国後島除く）に大きな面積の島です。

さて、屋久島の面積と周囲の長さ、そして九州で何番目までの山が有るでしょ

う。次の組み合わせで正しいのはどれでしょう。

1 面積 約５０４㎢～周囲 約１３２㎞～７番目　

2 面積 約７００㎢～周囲 約１４５㎞～３番目　

3 面積 約８００㎢～周囲 約１５２㎞～５番目

5. 屋久島は、古くは、人 20,000・猿 20,000・鹿 20,000  合わせて 60,000 の住人

がいたと言われていました。

昭和 35 年をピーク（24,010 人）に過疎化が進み、現在に至っています。

そして、お猿さんのことを神として崇め「お山の大将」とも呼んでいました。

さて、現在(平成２６年１月１日現在)の屋久島と口永良部の人口と世帯数の組

み合わせで正しいのはどれでしょう。

（凡例 : ア～屋久島の人口と世帯数・イ～口永良部の人口と世帯数）

1 ア～１３,３５９人・６，７５４世帯　イ～１４０人・８０世帯 

2 ア～１５,７５５人・７，１３２世帯　イ～１８０人・９７世帯

3 ア～１４,４８５人・６，９６９世帯　イ～１６５人・９５世帯　　

6.　屋久島の森の特徴として、森で色々な樹木、特に屋久杉を見上げると幹廻り

に色々な樹木が生えて育ちからみあったりして世代を重ねて奥深い森を作っ

ています。

さて、その現象の事を何と言うでしょう。

1 寄生木　　　　　　②宿木　　　　　　③着生木
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7.　屋久島では、各集落単位で親類縁者等の関係から同じ苗字の世帯が集合し

ている傾向が有ります。

屋久島全体では、岩川・日高・渡邊の３苗字が上位です。

さて、苗字の多い順番の組み合わせで(平成 26 年 1 月 1 日現在)正しいのはど

れでしょう。　

① 1 番～岩川(1,255 人 535戸)  2 番～日高(833 人 437戸)  3 番～渡邉(487 人 333戸) 

② 1 番～日高(1,037 人 501戸)  2 番～岩川(716 人 344戸)  3 番～渡邉(386 人 215戸) 

③ 1 番～渡邊(1,311 人 550戸)  2 番～岩川(905 人 421戸)  3 番～日高(523 人 255戸)　

　

8.  杉は、日本の固有種で間氷期に南九州や屋久島から北上し青森まで分布が広

がったとされ屋久島の杉林は日本の杉の生みの親であるとも言われています。

杉の平均寿命は約５００年ですが屋久杉は推定樹齢 7,200 年とも言われる縄

文杉に代表されるように長生きです。

さて、植物学者はある理由から屋久杉は長生きするとしています。

その理由とは次のどれでしょう。

　 

1 屋久島近海を黒潮の暖流が流れていて高温多湿の気候だから。

2 台風の影響で風が強く常に木々はいじめられ抵抗力があるから。 

3 栄養が少ない土壌のため成長が遅く雨が多く湿度が高いため樹脂分が

多く腐りにくいから。

9.　栗生集落は、屋久島における漁業の盛んな所であり特にカツオ漁は屋久島

一であった。１８２２年(文政５年)江戸で作られた諸国鰹節番付表では屋久島

のカツオ節は、「役島節」として土佐の清水節と共に全国百数十地区の産品の

中で東西の大関にランクされ日本一の名誉を得ていた。

明治時代も全国の水産博覧会において栗生のカツオ節が上位に入賞している

ことから藩政時代も栗生は良質のカツオ節の生産地であったと推測されてい

ます。栗生集落出身でロスオリンピックに日本代表として出場し８位入賞す

るなど日本新体操選手権大会で５年連続個人優勝に輝き、新体操の女王と呼

ばれた人がいました。さて、その人は誰でしょう。　

1 浅田真央　　　　　　②山崎浩子　　　　　③田中理恵
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10.　栗生集落の名前の由来は、屋久島の村落の中で自生の栗の木があるのは当

村だけなので栗の生えている所と言う意味で栗生と名づけられた。

古くは吉田村の分村で、芋生村と名づけられていたが藩政時代に栗生村と改称

されました。当時は琉球や国内との重要交易港で津口番所には唐通事(通訳)も
置かれていました。市街地は石積みの塀が多く魔除けの「石敢當」が 4箇所に現

存します。

明治 28 年(1859 年)に島で最初の高等小学校も開校されました。

流人として当地で病没した薩摩一の剣術家「

やく

薬

まるちょうざ

丸 長 左

えもんかね

衛 門 兼

たけ

武 」の

墓が共同墓地にあり今も自顕流門下の方々が鹿児島等から供養に来ています。

当集落には日本滝百選の大川の滝が有ります。　

さて、その大川の滝の落差は何ｍでしょう。

1 ８８ｍ　　　 　　②７７ｍ   　　　　③１００ｍ

11.  小島集落の名前の由来は、「コシマ」の「コ」は接頭語で小さいの語意で「シ

マ」は半島状の地形の語意で鈴川の侵食による半島状の小台地に人家 

が位置することから名付けられたと思われるものと、また屋久島では昔海岸 

の離れ瀬で樹木の茂っている瀬をコシマと呼んでいたが、村の下方にある「山 

ノ瀬」が屋久島で一番大きいコシマであることからコシマのある村として名 

づけられたとも考えられている。

　　集落の、村はずれの田んぼの中に「神話伝説の矢石」が刺さっています。

その伝説によると、彦火火出見尊（ひこほほでみのみこと）がモッチョム

岳より「○○」を討った矢のやじりだと言われています。

さて、モッチョム岳より何を討ったのでしょう。

1 「悪鹿」　　　　　②「悪神」　　　　③「もののけ」
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12.  平内集落の名前の由来は、平内を方言で｢ヒヤウチ｣｢シャーウチ｣と言いま

す。屋久島では、登山道など長い坂道が続くところをナガヒヤと呼んでいる

がヒヤ・シャ－は傾斜の意味でまたウチは山・丘陵・川などで囲まれた内

側の意味であり平内は、人家が東と西の川に囲まれた傾斜地に作られてい

ることから名づけられたと思われています。

平内には、種子島家の功臣西村越前守時安の墓があることから種子島家と

の関わりが大であると思われていて、当村の言葉は屋久島では最も発声が

違っており種子島弁に近いと言われています。

平内集落には、全国でも珍しい干潮時の前後 3時間程度入れる海中温泉も

あり、農林作業等に欠かせなかった動物の神様、馬頭観音や火の神様・犬の

神様などを祀った祠もあります。

また、縁結びの神様を祀った八幡神社や他の集落に無い珍しい「○○」神社が

あります。

さて、その「○○」神社とは何神社でしょう。

①青年神社　　　　　②老人神社　　　　　③壮年神社

 

13.　中間集落の名前の由来は、栗生集落の分村で 17 世紀の中頃には中間村と

して存在していました。

栗生村の仲間同士と言う意味に由来する村名であろうと言われています。

中間川の河口付近に架かる橋の袂には、幹や枝から木根と呼ばれる呼吸す

る根を空中に垂らしている亜熱帯樹で屋久島が北限とされるガジュマルの

巨木が有ります。

その巨木は人家の入口の門で「中間のガジュマル」として有名です。

中間集落から山を見上げれば、鬼の角の形に見え隣の湯泊集落から見上げ

ると亀が山登りしている形に見えて、見上げる場所によっては勇壮な岩山

もユニークな山に見えます。

この山頂には中間集落と湯泊集落の神様が祀られています。

この山と永田岳・モッチョム岳を合わせ屋久島三大壁と言われています。

さて、その山の名前は何でしょう。　

1 黒味岳　　　　　　②七五岳　　　　　③愛子岳
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14.　湯泊集落の名前の由来は、湯泊の湯は温泉を意味し泊は港、浦を意味する

言葉であるので温泉のわく港のある村として湯泊と名付けられたと思われ

る。一説には湯治場に由来するともいわれている。

当集落には、屋久島にゆかりの深い作家の文学碑が建っていて周囲には散策

道も有ります。

この作家は、島の猟師より聞き取りした実話・民話を基に屋久島の自然と動

物等を題材にして代表的著書「ヤクザル大王」「片耳の大鹿」等を発表してい

ます。

さて、この作家は誰でしょう。　

1 林　芙美子　　　②山尾　三省　　　③椋　鳩十

15.  平内集落は、屋久島の最南端に位置し「太陽は真東に昇り、真西に沈む   所

と言われています。当集落は屋久島の特産品の 1 つ屋久島ポンカンの発祥

の地です。ポンカンは大正 13 年に「〇〇」氏により台湾から導入されたと言

われていて、今もそのポンカンの原木が現存します。当時ポンカンを導入し

た「〇〇」氏は村長さんも歴任されポンカン村長とも呼ばれました。今年は

ポンカン導入 90 周年の節目の年です。

さて、ポンカンを導入した「〇〇」氏は誰でしよう。

1

つるだばらかねなり

黒 葛 原 兼 成 ②

わたなべちょう

渡 邊 長

じろう

次 郎③

はちまんいちろうべえ

八 幡 市 郎 兵衛

16.  吉田集落は、「屋久島古地図」に載る歴史が古く由緒ある集落です。

平家の落人伝説は、建仁 4 年（1204 年）「平清房」らが上陸して築城したと

伝え、また「種子島家家譜」には 12代忠時が大永 4 年（1524 年）に吉田城を

築いたと有ります。この地区に古くから伝わる海岸の岩穴に海水を入れ流

木等の焚き火で焼いた石を投げ込んで温め家族や仲間と湯治する風習が有

ります。この風呂のことを「○○」と言います。

さて、この風呂の呼び名は何でしょう。

1 岩風呂　　　　　　②海風呂　　　　　　③トンボレ
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17.　尾之間集落の名前の由来は、尾之間三岳と呼ばれる美しい割石岳、耳岳、本

冨岳（モッチョム岳）があり、またその尾根は村の東西の隣村との境界近く

を南北に小高い山を形成して海岸近くまで続くことから、尾根と尾根の間に

ある村として地形上から名付けられたと言われている。

 尾之間集落には、「続日本紀」によると７５３年１１月（天平勝宝 5 年）に 

遣唐使船が漂着したと伝えられています。

その漂着した船には、唐の高僧で律宗の開祖が乗船していました。

一行は、屋久島に 10 日間ほど休養し 12 月に薩摩半島の秋目(現在の坊津町)に
向かったと言われています。

その高僧は、日本上陸を何度か試みたが３回目にしてようやく上陸できたと伝

えられています。

さて、その高僧とは誰でしょう。

1 奥山和尚　　　　　　②鑑真和上　　　　　③聖人和尚

18.　原集落の名前の由来は、原はハラと読むが方言ではハルオ、ハロオという。

「ハル」「ハロ」は草原を意味する言葉で「オ」は場所を表す用語であり草原にち

なんだ村名であるという。

ハラは山麓の小平地を意味することばで原村は島内で比較的平地に恵まれ

た村で、人家もその平地の中央に位置することから平地の中にある村として

名付けられたものと考えられている。

原集落は、十七世紀の｢屋久島大絵図｣に原村として登場する古い集落です 。

1861 年（文久元年）原に生まれ郷里に貢献した西洋医学の医師の墓が原墓

地に現存し今でも献花が途切れません。

原益救神社の祇園大祭(旧暦６月１５日)に奉納される伝統芸能「五調子踊

り」は平成１０年に８５年ぶりに復活されたものです。

集落の西側には、珍しい名前の川泥渕川(通称ドウブチカワ)　も有ります。

さて、西洋医学の医師の名前は何でしょう。

　

1

はぶ

羽生

がん

巌

ち

知 ②

かみやまげんだゆう

神 山 源 太夫　③

やくごんうえもん

益 救 権 右衛門
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19.　小島集落は、1708 年（宝永 5 年）にイタリアの宣教師ジョアン・バディ

スタ・シドッチさんが上陸した地です。和服を着てまげを結い刀を差し武

士の姿に変装して上陸しましたが、すぐに捕らえられ宮之浦の借牢に 50 日

間も監禁された後長崎奉行所に送られ更に 1 年後に江戸の切支丹屋敷に移

されました。そこで幕府の信任厚い「新井白石」がシドッチさんを取り調べ

広い見聞や知識に感服しその取調べの問答集をまとめました。

このことが幕府の鎖国制度の見直しへと進み、西洋文物導入の糸口になっ

たことは知られています。シドッチさんは江戸で獄死しました。

さて、新井白石がまとめたその文献は何でしょう。

1 古事記　　　②日本書紀　　　　③「西洋紀聞」「采覧異言」

20.　高平集落の名前の由来は、麦生村の信仰の山であった高平岳(高平権現)の
裾野に昭和２３年に入植し開墾された開拓村で戦後まもない時期であった

ことから｢平｣に平和の意味を含ませ平和な開拓村を建設したいと言う願い

をこめて開拓農協の名称として｢高平｣と名づけられた。

ある村からの分村の折に引き続き｢高平｣を継承して集落名に決定しました。

入植から 10 年目の昭和 33 年に｢○○村｣から分村して誕生(当初３４戸)し
た若い集落で分村前の集落の次・三男によって集落は形成されました。

当集落には、昔、傷つけた目を湧水で洗ったら治ったとされている屋久島で

は珍しい神様「目の神様」を祀った場所も有ります。

さて、どの集落から分村したのでしょう。

1 尾之間集落　　　　　②平野集落　　　　③麦生集落
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21.　春牧集落の名前の由来は、昭和 24 年１月に安房村から分村(１３０戸内

外)の折、牧野青年クラブで総会を開き、それまで安房村の一農事小組合名

であった「春田」「牧野」の頭文字をとって村名を「春牧」と名付けました。

春牧集落にも縄文期・弥生期の石器や土器が多数出土しています。

集落西部の県道より海側に少し下った場所に西日本の縄文文化研究の重要

な遺跡とされている貴重な「横峯遺跡」が有ります。

集落内には、「屋久杉自然館」「屋久島世界遺産センタ－」「屋久島環境文化研

修センタ－」など屋久島の自然環境等に関する勉強ができる施設も多数有

ります。

春牧福祉館と隣接する盛久神社の間には樹齢１００年を超える熱帯植物の

大木のアコウ（「夫婦アコウ」）も有ります。

盛久神社の祭神は、平家のおちうどで、かなりの高官といわれた人で、硫黄

島から屋久島に渡る途中、船の上で病気のため亡くなり、現在のイテゴ川尻

に流れ着き、先に着いた一族が川口付近に丁寧に葬ったが、その後神のお告

げにより現在の場所に移し、戦いの護り神として長く住民の崇拝するとこ

ろとなった。盛久神社は、屋久島の平家史を知る最も大事な史跡である。さ

て、盛久神社の祭神は誰でしょう。

1 　平盛久　　　　　②盛久権現　　　　　③春牧盛久

22.  麦生集落の名前の由来は、麦生は、ムギオと読むが、方言ではムイゴと 

言う。「ムギ」「ムイ」は、剥きの意味で、「オ・ゴ」は場所を表す用語であり、麦

生は、剥生（ムキオ）・剥処（ムイコ）の当て字で、総体的に山地崩壊や河

川の氾濫により地表が削られ、岩石がむき出しになっている場所にちなん

だ村名であると言われている。

当集落は、農業が盛んな地区で昭和５５年全国農林水産祭「むらづくり」部

門で全国 20 万余りの農村集落の中から日本一に選ばれ「天皇杯」を受賞し

た集落です。

集落には、江戸時代に、宮崎県から伝わったと言われる町文化財指定の有名

な盆踊り「なぎなた踊り」が有ります。

当集落は、屋久島で最初（昭和 55 年）にある施設が完成し、集落民並びに

町民の憩いの場となりました。

さて、その施設とは何でしょう。

1 公民館　　　②体育館　　　③夜間照明付運動広場
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23.　安房集落の名前の由来は、古くは粟穂といいアワとは、大きく二つに解釈

されている。ひとつは穀物の粟の産地として、ひとつは断崖・崩壊・起伏の激

しい侵食地形を表す言葉として。また、アボ・アバという言葉もアワと同意語

でどちらかと言えば、後者の断崖・崩壊・侵食地形を現す意が強い言葉であ

ると言われ屋久島の 4 大河川の一つで屋久島で一番長い清流育む母なる安房

川の河口にあって両岸共に高い断崖となって続く大峡谷を形作っていて、高

い崖地、断崖のある侵食地形にちなんだ村名であると思われている。

1570 年(元亀 1 年)安房の船大工の子(市兵衛)として生まれた聖人は 5歳で出

家し安房本仏寺に入り、京都の本能寺で修行を積み、伊勢の籐堂高虎に仕えそ

の後琉球王や島津藩主に儒学を説き、晩年は島津藩主に仕えた法華宗の高僧

で 74歳で屋久島に帰り、島の人々が「神の宿る木」と恐れて切らずにいた屋久

杉を、神のお許しを得たからと人々を説得して屋久杉の伐採を指導し勧めた

有名な聖人がいました。

さて、その聖人は誰でしょう。

1

なかしまごんげんさぷろう

中 島 権 現 三 郎 ②

とまりじょ

泊 如

ちく

竹 ③

やく

屋久

せいじん

聖 人  

24.  松峯集落の名前の由来は、当地区には屋久島で一番広大な松林があり由緒

ある松の大木も数多くあって、その美観は素晴らしいものがあり古来から

松峯(方言ではマツムネ)と呼称されてきた。昭和 22 年開拓農業協同組合の

設立時に組合の名称として呼称されてきた「松峯」を決定した。

昭和 35 年 1 月に安房村から分村の折も同様の趣旨で松峯が村名になった。

昭和 22 年に三十数戸が入植し、松の森を開拓し、サトウキビ、芋類などを栽

培していました。現在は当時を偲ばせる松林は有りません。

当集落には、松峯台地と春牧台地を結ぶ屋久島で一番高い大橋（高さ７５ 

ｍ・長さ 145 ｍ）が架かっています。その大橋から山を見上げると標高

651m の三角錐の形状で安房・船行両集落の神様を祀った美しい「神の山」

明星岳が有ります。

さて、松峯台地と春牧台地を結ぶ大橋の名前は何でしょう。

1 松春大橋　　　　　②春松大橋　　　　　③松峯大橋
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25.  平野集落の名前の由来は、村内には大きく分けて、中字・平野・樋之口の３

つの地域がありその中で古くから開かれ村の中央に位置する平野が村名にな

ったものです。安房村からの分村の前には「開墾」あるいは「折田開墾」が地域

の呼称であった。

明治１２年の地租改正の折に定められた、字名の「平ノ・・・」に後々の人が

「ノ」に漢字の「野」を当て「平野」としたもので、平野は一般的に考えられる大

きな平坦地を意味する言葉でなく「平」は平内村の平と同じく、屋久島の古い

方言では、ヒヤ・シヤと発音し傾斜地を意味する言葉であり、たとえば字「平

ノ東」は「傾斜地の東」を意味する言葉であると考えられている。当地区には

「川の上流で焼酎を密造していたことから」焼酎川と言う名前の付いた川も有

ります。

当集落は、明治の末期にある鉱脈が発見され大正時代から手堀りで採鉱され

はじめたが昭和９年に仁田鉱山と言う会社が設立され本格的に機械による採

鉱が始まり昭和 17～18 年ごろには従業員も３００人余りいて、月産 3トン産

出し生産量はわが国では第２位の屈指の鉱山となって賑わっていた。

昭和 33 年に閉山するまで電球や真空管等の材料となるものを採鉱していた

わが国屈指の鉱山でした。

さて、その採鉱されたあるものとは何でしょう。

1 鉛　　　　　　　②銅　　　　　　③タングステン

26. 　長峰集落は、屋久島の空の玄関口で昭和 38 年に屋久島空港が開港された

集落です。

戦後の昭和 20 年代後半から入植者によって開墾された集落で、開墾前は楠

の多い森に覆われていて樟脳を作る工場も有りました。地区内には長峰遺跡

が有り県道を挟んで山手側には縄文時代後期、海手側には弥生時代の石器や

土器が分布しています。

海岸部には、福井県の東尋坊に勝るとも劣らないと言われる断崖絶壁の好魚

場の海岸も有り戦前はタングステンの鉱山も有りました。

鉱山後の海岸部は昨今は「○○岬」とも言われています。

さて、何岬と言われているでしょう。

　

①ダイヤモンド岬　　　　②クリスタル岬　　　　③エメラルド岬
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27.　安房川には、カッパ伝説や浦島伝説等色々な言伝えが有ります。

浦島伝説によると、竜宮は屋久島だと言われ、竜宮城は安房であると語り伝

えられています。

集落から安房川に繋がる(降りる)通りを古くは「さがり」と称していました。

安房川左岸の中央部「きえもん(喜右衛門)さがり」付近の川の中の大石は「お

しかめじょ」と云われています。これは「大石亀じょ」が訛ったものだとも言

われています。「じょ」は愛称です。

他方では、この大石は浦島太郎が乗ってきた亀がこの大石になったとも伝

えられています。

川向こう(右岸)には、彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)「山幸彦」と竜宮

の「豊玉姫」が出会ったとされる泉が有ったとも伝えられています。

安房の粟穂神社には、彦火火出見尊が祀られています。

さて、その泉とは何と云われているでしょう。

①出会いの泉　　　　　②縁結びの泉　　　　③面影の泉

28.　永久保集落の名前の由来は昭和 23 年当地区にあった 3 組合を統一し開拓

農業協同組合として設立する時に「全組合員が一体となって創り出してい

こうとする組合が永久に続き発展しますようにと願って」組合の名称を総

会で「永久保」と称すると決議しました。

そして独立した折それを引き継ぎ村名としました。

永久保集落は、昭和 26 年に開拓集落として船行集落から独立した若い集落

で 85戸約 300 人の村として発足されました。

海岸部の田代海岸は、砂浜も広く夏には海亀が産卵に上陸することも有り

ます。

また岩礁部には、枕を積み重ねたような形をした「○○」溶岩が見ることが

できます。はるか南方の海中噴火によってできたものがプレ－トの移動に

よって海溝の方へ運ばれ、たまっていた砂や泥とともに熊毛層群につけ加

わったものと言われています。

さて、この「○○」溶岩とは何でしょう。

1 枕状溶岩　　　　　②田代溶岩　　　　　③永久保溶岩
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29.　船行集落の名前の由来は、昔船を作っている時大雪が降って積雪の重さで

船が割れたので「船雪」と村名がつけられた。「船行」となった時期はさだかで

はないが「屋久島大絵図」に船行村と書かれている古い歴史ある集落です。

船行神社は宮之浦の益救神社についで古い神社と言われています。 

主祭神は「大山祗命(オオヤマヅミノミコト)」が祀られていて「○○」の御利益

で古来から有名です。

境内には、屋久島の人里では最大の推定樹齢 700 年の杉が立ち並んでいて村

人はその大樹に対して神木のごとく畏敬の念を持って接しています。

当集落は、冬季の寒さは格別です、島の全ての集落の人家の有る所では珍し

くよく積雪が有る集落で、昭和５２年の大雪時には道路の除雪や屋根の雪お

ろしもしました。

この冬季の格別の寒さから、屋久島の北海道とも表現されています。

さて、「○○」の御利益とは何でしょう。

1 「お産・子宝」　　　　②「学問」　　　③「縁結び」

30.　 一湊集落は、サバ漁の一本釣りが盛んな漁業集落です。

サバ節は、全国の老舗のおそば屋さんへ出荷され、おそばのダシとして業界

では名が通っています。サバ節の香りと周囲の照葉樹林の景観が「日本かお

り風景百選」に選定されていて緑豊かな情緒ある町並みです。

集落の中央を流れている一湊川上流には世界でも珍しい屋久島の固有種で

この場所にしかない天然記念物の植物「○○」が自生しています。

一湊中学校の生徒さん達は、これらを調査観察しその成果をまとめ発表する

活動をしています。

2010 年８月５日に国の天然記念物に指定されました。　

さて、その天然記念物の「○○」とは何でしょう。

1 ヤクシマカワミナ　　②ヤクシマシジミ　　③ヤクシマカワゴロモ
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31.　小瀬田集落には、山を見上げるとその名が民話から由来したと言われ美し

い愛子岳（1,235 ｍ）が優雅にそびえています。

その民話は下記の「乙女が石」です。

「昔、小瀬田に仲のよい若者と娘がいました。ある日娘は川の先の野原に草

切りに行こうとして、あやまって川の深みに落ち込んでしまいました。この

時一匹の猿が水に飛び込み溺れかかった娘を、川の真ん中の岩に押し上げ

てくれました。このことがあってから、娘が草切りに行くと必ずその猿が現

れてついて来るようになりました。娘も生命の恩人のその猿をかわいがっ

ていました。あるとき娘は、猿が身ぶり手ぶりで招くままについて行くと、

とうとう嶽の林の中に連れこまれて、それっきり村へは戻って来ませんで

した。村人は、あの娘はきっと猿と一緒になったのだろうと噂しました。他

方、仲のよかった若者は、猿に女子をとられたと笑われ、川に身を投げまし

た。その川が「○○」川で、これに対して娘が溺れた川を「○○」川と呼ぶよう

になりました。娘の両親は嘆き悲しみ、二つの川の向こうにそびえ立つ美し

い岳を見ては娘のことを思い続けました。それからこの山のことを愛子岳

と呼ぶようになりました。娘が猿から助け上げられた岩が「乙女が石」で今

も河口近くに有ります。

さて、小瀬田集落を挟むこの 2 つの「○○」川の組み合わせで正しいのはど

れでしょう。

1 「猿川」と「神川」　　②「男川」と「女川」　　③「乙女川」と「愛川」

32.　椨川集落は、楠川集落から分かれて開拓された集落です。

県道から山手側へ一歩入ると広々とした農地が開けて、見事な棚田と畑が

広がり農業が営まれている集落です。

農産物は、屋久島の有名な製薬(我神散)の原料となる「○○」作物を主にサツ

マイモ等も栽培されています。

当集落は、島内では人口・世帯数共が一番少ない集落です。

さて、我神散の原料となる「○○」作物とは何でしょう。

1 ショウガ　　　　②アシタバ　　　　③ガジュツ
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33.　吉田集落は、NHK朝の連続ドラマ（まんてん）の舞台となった集落です。

ドラマは、島の娘が宇宙飛行士を夢見て頑張るスト－リ－でした。

ドラマには、日本人初の宇宙飛行士の「毛利衛」さんも出演されました。 

平成 12 年 2 月 12 日にスペ－スシャトル「エンデバ－号」で「毛利衛」さんと

共に 1,180粒の屋久杉の種も宇宙を旅してきました。

帰還後 566粒の種が選ばれ鹿児島県林業試験場で発芽試験の結果「○○」本

が成育し「宇宙ヤクスギ」と命名され、２本が屋久島（屋久杉自然館前庭・屋

久島町総合自然公園）に植林されています。

さて、５６６粒の内何本が成育したでしょう。

1 １２５本　　　　　②５本　　　　　③３３５本

34.　口永良部島には、2 つの集落が有ります。

島中央部には、今も噴火活動している「新岳」(標高 657m)が有り活火山の島で

す。島内には 3 カ所の温泉もあり癒しの島です。

この島は、ある愛称「○○」で呼ばれています。

さて、その愛称「○○」とは何でしょう。

1 緑の火山島　　　　②火を噴く火山島　　　③燃える火山島

35.  永田集落の村名が最初に登場するのは、長享 2 年(1488 年)宗教改宗の折の

長田村と表示されたのが初とされています。

集落に古くから伝わる伝統芸能が有り、お釈迦様の誕生日（旧暦の 4 月 8 日）

に浜に祀って有るお釈迦様にお参りし、次に恵比寿様にお参りして、数人の婦

人達が管笠と色たすきの吹流しを先につけた笹竹を持って歌を歌いながらこ

の笹竹を沖に向かって大きく上下に振って魚を招き寄せる伝統芸能「○○」が

有ります。ウミガメは産卵後 45～60 日前後で孵化します。

産卵時の卵にはオス・メスの性別は有りませんが産卵後の砂浜の地熱の温度

が 29.7度以下でオス、以上でメスになる確率が高いと言われています。

さて、伝統芸能の「○○」とは何でしょう。

1 トビウオ招き　　　②カメ招き　　　③カツオ招き
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36.　楠川集落の、楠川城は「日本城郭史」に屋久島の城として記載され「楠川古

文書」には種子島氏の城と書かれています。

屋久島では歴史ある古い集落の一つです。

屋久島山中にある有名なウィルソン株は、一般的には 16 世紀末に豊臣秀吉

の命で京都・方広寺大仏殿の建築用材として伐採された切り株と言われて

います。その伐採に従事した人達は当地区の住民で「○○」以下「○○」名で

切り出したと伝えられています。

江戸時代に屋久杉を伐採して搬出する為の屋久島で一番古いと言われる登

山歩道が「楠川歩道」で楠川集落を起点に奥山へと作られています。

今も立派な石積み歩道が残されています。

さて、ウィルソン株と名付けられた巨木の伐採に従事した人達は古文書で

は、誰以下何名と記されていたのでしょう。

1  ｢牧五郎七」以下「７名」　

2 「楠川甚兵衛」以下「２０名」

3 「鞆権右衛門」以下「１５名」

37.　永田集落は、古くは吉田村の分村でした。

室町時代頃から長田と表記され明治維新以後に永田となりました。

永田集落は地区内の区切りが、永田川左岸に「叶方限」と「新町方限」右岸に

「向江方限」の３つの「方限」（区切り）があります。

他集落では「方限」と言う呼び方が無く屋久島では唯一です。

市街地には魔除けの「石敢當」も現存します。

集落の人々は地区内の砂浜の自然を守るために定期的に清掃活動を実施し

合わせて海亀の保護にも努めています。

天然の広い砂浜は「いなか浜」と「前浜」の２つが有りアカウミガメ産卵上陸

数が日本一です。その砂浜が２００５年１１月８日にユネスコの湿地を守る

「○○条約」に登録されました。

さて、その「○○条約」とは何でしょう。

①ウミガメ条約　　　②ユネスコ条約　　　③ラムサ－ル条約
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38.　宮之浦集落は、屋久島で一番大きな集落で海の玄関口です。

当地区は古くは、種子島家と禰寝家との戦場にもなったと伝えられていま

す。古城屋敷の字名や城ケ平の城跡も残っています。

天文 13 年（1544）の種子島家と禰寝家との戦で長田城に於いて日本で初

めて鉄砲が使われたと伝えられています。

宮之浦集落の河口に鎮座する由緒ある有名な「○○神社」があります。

神社は、後醍醐天皇の命により西暦 927 年「延喜式」の神名帳に全国 3132 座

の一つとして記載された馭謨郡に位置し、大隈 5社の一つで社殿も国が修

築し、宮司の給料も国から支給されていた社務の高い神社で日本最南端の

「式内社」です。

岳参りは、海の恵を山の神に届け、五穀豊穣・無病息災・家内安全を祈願し

里に霊気を持ち帰る行事です。

屋久島では先祖の霊は山に住み、子や孫の暮らしを見守って来たとされて

います。岳参りは、今を生きる人々の命が、山の木々や先祖の霊と同じ時空

の中に確かに存在することを確認する行事で屋久島の自然と人との係わり

を象徴的に示しています。

奥岳での参拝を済ませて下りて来る参拝者を、里で待つ場所を

もいしょ

詣 所 (宮之

浦は

うしとこもいしょ

牛 床 詣 所 )と呼びます。

さて、宮之浦集落に有る由緒ある「○○神社」の名前は何でしょう。

1 屋久島神社　　　　②宮之浦神社　　　　③益救神社

39.　 志戸子集落は、昔は吉田村白子でした明治 3 年から上屋久村志戸子に

なりました。

この地区には、古文書に日本一と絶賛された硯石があります。

その硯石は、採掘された当地区内の字名が名称となり「○○」といいます。集

落と海岸部間には屋久島が北限の亜熱帯樹の巨木、ガジュマルの防風林帯の

森が有り現在はその森を志戸子ガジュマル公園として利用しています。

さて、日本一と絶賛された硯石は何と呼ばれていたでしょう。

1 志戸子石　　　　　②津森石　　　　　③白子石
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40.  屋久島は、渡り鳥の移動コ－スの中にあり、渡りの季節になると多くの鳥た

ちが通過したり、立ち寄ったりします。

また、屋久島に住む動物の特徴は、ヤクザル・ヤクシカ・ヤクシマヒメネズ

ミ・ヤクシマジネズミ・ヤクシマモグラ・ヤクシマヤモリなど「ヤクシマ」

をつけた名前の亜種や固有種が多いことです。

屋久島野鳥研究会が１９９１年７月から２０００年１２月の間に屋久島で

直接観察した種で過去の文献、資料、及び寄せられた情報を除いた野鳥は１

６目４４科｢〇〇｣種でした。

屋久島には｢島固有種｣の野鳥はいないと言われていますが、２種が屋久島

という名前を持っています。両方とも亜種名です。

さて、屋久島野鳥研究会が確認した野鳥の種類と屋久島という亜種名のつ

いた鳥の名前の組み合わせで正しいのはどれでしょう。

①「168種」・「ヤクシマカケス」・「ヤクシマヤマガラ」

②「316種」・「ヤクシマメジロ」・「ヤクシマハシブトガラス」

③「84種」・「ヤクシマコマドリ」・「ヤクシマヒヨドリ」
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41.  屋久島町の行政区域は、屋久島と口永良部島の両島から成り立っています。

　　屋久島には 24集落、口永良部島には 2集落合わせて２６集落が有ります。

　　下の地図中の番号箇所が各集落位置です。

さて、集落名を入れて地図を完成させましょう。

屋久島

口永良部島
-19-
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42.  屋久島には、旧石器時代・縄文期・弥生期の石器や土器が多数出土した春

牧横峰遺跡・一湊松山遺跡・平内阿姑ケ山遺跡等他にも多数の遺跡があり、

平内集落の祖先は、約 6,000 年前には居住していたと推測されています。

以来色々な農林水産業が営まれて来ました。

昨今の農業では主要作物は２種類の柑橘類と漁業では水揚日本一の魚です。

さて、代表的な柑橘２種類と水揚日本一の魚の名前は何でしょう。

43.  屋久島では、推定樹齢 1,000 年以上の杉を屋久杉、100 年から 1，000
未満の杉を小杉、100 年未満の杉を地杉と呼び分けています。

さて、その屋久杉の特徴は何でしょう。

44.  屋久島は、日本で最初の国立公園として指定された、霧島屋久国立公園   

に昭和 39 年 3 月 16 日に編入され、その後、世界自然遺産に登録された。

国の中央環境審議会(2011 年 12 月 22 日開催)において、屋久島単独での国

立公園として管理されることが決定し、2012 年 3 月 16 日に日本で 30 番目

の「屋久島国立公園」が誕生しました。

屋久島は降雨量が多く苔の宝庫です。

さて、苔の種類は世界・日本・屋久島にそれぞれ何種類あるでしょう。

45.　屋久島の人々の昔のくらしは、自然を大切にし、自然に感謝しながら

海と里と山から自然の恵を得て生活していました。

さて、その自然の恵とかかわる、くらし方を何と表現していたでしょう。

46.　 屋久島は、里部で年間 4,000 ｍｍ、山間部で 8,000～10,000mm の雨が

降るといわれています。

林芙美子の小説「浮雲」の中で有名な「月に３５日雨が降る」は、主人公を出迎

える営林署員の言葉に出てきます。「はぁ 1ヶ月、ほとんど雨ですな。

屋久島は月のうち、35 日は雨というくらいでございますからね・・・」と言

うくだりが有り、そのことから屋久島は雨の島だとのイメ－ジを多くの皆さ

んが持っているようです。

さて、屋久島はどうして雨が沢山降る島なのでしょう。
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47.　洋上アルプスと言われる屋久島の山岳部には、日本百名山に選ばれている

九州最高峰の宮之浦岳(1,936m)を中心に 1,000m 以上の美しい高峰が４６

座以上連座しています。

そして、九州で１番から 7 番までの高山が有ります。

さて、その７座の山名をすべて書いて下さい。

48.　屋久島の各集落では、正月の 7 日には、火で厄を払い、身を清め、家の新し

い火をもらうという意味をもつ正月の大事な行事①「○○」が有り、

また、中秋の名月（旧暦の 8 月 15 日）の日には、五穀豊穣・家内安全・豊

漁を祈願し行う伝統行事②「○○」が有ります。

その催しが終了後に綱で土俵を作り、大人も子供も女子も相撲を楽しみます

屋久島は、古くから自然からの恵を頂きながら自然と共存し自然に感謝す

る生活を営んできました。

屋久島の山々には、神が宿ると信じ、年に３日（旧暦の１・5・9 月の 16
日）は、山に入ってはいけないとされる日が有り、この日は山仕事等は休み、

山の神様への感謝と安全祈願をするある行事③「○○」をしてきました。

さて、それぞれの「①②③」の行事とは何でしょう。

49.　屋久島は、古くは隣集落に通ずる道路が無く船で行き来していたとも伝え

られています。

子供達は学校行事の一環として屋久島を知る学習と体力向上、一般は島内

の各集落に祭られた氏神様へお参りし、家内安全・疫病退散の祈願と各集

落民との親睦を深めること。

戦中には、出征兵士の①「○○」の祈願等々、島中の神様を参詣して回る「島

回り」と言う風習が有り集落間の往来もかなり有ったようです。

そんな時、よその集落で自分と似た顔の人を見かけると「兄弟分名乗り」を

して以後実の兄弟にも勝るような親密な交際をし、冠婚葬祭時に呼んだり

「島回り」の時などに互いに泊めてもらったりして実に親密な付き合いをし

ていたと言われています。

その関係のことを②「○○」と言います。

さて、島中の神様に参詣して、出征兵士のために祈願したこと①、そして親

密な付き合いの関係②のことをそれぞれ何と言ったでしょう。
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50.　 屋久島は、文化 9 年(1812 年)幕府の天文方一行が来島して測量を行って

います。隊員は１９人、薩摩藩手伝い７２人の総勢９１人が薩摩の大船８艘

に分乗して３月１１日に鹿児島を出航し、途中風待ち３０日間(往路に１８

日間、種子島渡海までに１２日間)実測期間１８日間(雨天不足日４日間を

含む)で、合計４８日間が費やされています。

島唯一の古文書「楠川古文書」に「測量方夫立差出帳」というのがあり、それに

よると楠川の小集落から、かり出された人夫は１,７３７人で当時、楠川集落

で隠居・子供たちを除くと働ける大人が１７０人前後であったことから、い

かに多くの使役で有ったかが分かります。

この時の屋久島地図は、沿岸部については今日の測量技術と遜色なく精細

であるが、内部の山岳地帯は空白となっていて、そびえ立つ八重岳は短期間

の測量では手に余ったのであろうと思われます。(永田岳は麓からの遠測で

描かれている)
さて、江戸幕府の命令で、日本列島をくまなく測量した歴史的に有名な人(隊
長)は誰でしょう。

51. ご当地検定、第６回屋久島検定に参加していただき有難うございました。お

疲れ様でした。

『最後に貴方は』

☆これからの屋久島がどう有って欲しいと考えていますか？

☆屋久島の活性化についてのアイデア等有りましたらお聞かせ下さい。

☆屋久島検定に関する事について何か、お気づきの点が有りましたら

お書き下さい。

＊解答用紙の表面で足りない場合は裏面もご使用下さい。

（文章でもイラストで OK です。）
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