
平成30年
3月24日［土］～11月30日［金］
【メイン会場】福井県立歴史博物館・福井市立郷土歴史博物館
【地 域 会 場】福井県内の博物館など33施設
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福井が動いたそのとき、時代が変わった。
　元号が明治に改められて、今年で150年。日本の歴史が大きく動いた幕末から明治
期。松平春嶽公や橋本左内、由利公正をはじめ、梅田雲浜や内山良休など県内各地の
先人が、新しい国づくりに情熱をかけました。

　幕末明治は近代日本の礎を築いた、まさに変革の時代でした。その中、討幕派でも佐幕派で
もない第三の道を模索し、挙国一致の体制を平和的に築こうとしたのが福井藩でした。その中
心となり、大きな役割を果たした16代藩主・松平春嶽公は、家臣・中根雪江等の補佐を受けな
がら、藩政改革を推進。身分を問わず有能な人材を登用したほか、政治顧問として熊本から横
井小楠を招きました。
　また、早くから開国を主張し、薩摩藩の島津斉彬や土佐藩の山内容堂などとともに国政にも
参画。幕末には政事総裁職や参預に就任し、公武合体政策を推進しました。さらに、明治新政
府でも内国事務総督や大蔵卿などの要職を歴任し、新しい国づくりに貢献しました。

福井の先人たち近代日本の礎を築いた

幕末に日本の舵とりを任された16代藩主　松平春嶽

　安政 2（1855）年頃から、春嶽公の右腕として活躍したのが福井藩士の橋本左内です。左内は
積極的に開国を推進する立場で活躍し、また、将軍継嗣問題では西郷隆盛らとともに一橋慶喜
を将軍後継者に推すために奔走しました。
　井伊直弼による安政の大獄により刑死しますが、その後日本が進んだ進路は左内も提唱した
「富国強兵」「開国通商」そのものでした。

春嶽の右腕、橋本左内

　福井藩の由利公正は抜群の財政的手腕を坂本龍馬に見込まれ、龍馬の推薦によって新政府の
徴士参与となり財政を担当。日本初となる全国通用紙幣「太政官札」を発行し、新政府の財政
危機を救いました。
　また、新政府の基本方針「五箇条の
御誓文」の原案となる「議事之体大意」
を作成したほか、国会開設の建白を行
うなど、近代日本の基礎を築く上で重
要な実績を数多く残しています。

　こうした多くの先人たちを世に排出し、近代国家の礎を築いた福井。まさに “ニッポンの夜
明けは福井から” だったのです。

坂本龍馬が後事を託した由利公正

三岡八郎（由利公正）筆「議事之体大意」（明治新政府の基本方針である「五箇条の御誓文」の原型。福井県立図書館）
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県内各地の文化施設等で福井の先人にまつわる本物の書状
など貴重な史料を展示。時代の息吹を感じながら地域なら
ではの食や自然、歴史的なスポットを巡り、福井から始ま
った “ニッポンの夜明け” をぜひ体感してください。
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～9/30幕末明治　福井のすがた

幕末維新の激動と福井

皇室と越前松平家の名宝－明治美術のきらめき－

幕末明治のアートシーン　～福井ゆかりの作家と同時代の巨匠の作品から～

マンガ　～その歴史と描かれた先人たち～

幕末明治のレジェンドたち　～先人の生きた道～

松平文庫テーマ展　全5回「忍者」「史書」「地震」「手紙」「新聞」

発掘！－明治を拓いた意外な福井藩士たち－

独楽吟　－150年後へのメッセージ

グリフィスが語る明治維新　

敦賀市立博物館　常設展（近代敦賀港と大和田荘七）

水戸天狗党敦賀に散る

うきたつ人々　～幕末若狭の祭礼・風俗・世相～

幕末・明治の食文化

幕末小浜藩―近代日本を創生した人々の思い―

藩政改革を支えた面谷銅山

藩政改革を支えた面谷銅山

林毛川と谷澤たま

ふくい輸出羽二重の誕生と勝山

間部詮勝と幕末維新の軌跡

貢進生　矢代操が見た新時代

日中友好の象徴・藤野厳九郎と魯迅

芦原温泉ものがたり　～明治生まれの名湯の軌跡～

古文書が伝える幕末の越前

みくに龍翔館（常設展「オランダ人工師　G．A．エッセル」）

幕末維新の知られざるヒーロー列伝―坂井市域の群像とゆかりの品々―

幕末明治　福井の教育⑵　―明治150年 近代教育のはじまり―

まつおかのものづくり

北前船主9代目右近権左衛門　―幕末明治の右近家―

宿場町・鉄道のまち今庄

幕末明治期の越前町

明治以降のやきもの

知識と技術と実践で若狭の農を支えた偉人－伊藤正作

明治佐柿と三方郡役所

幕末佐柿と水戸天狗党

郷土の偉人　－高僧　釈　宗演－

動乱の時代をあゆむ　～日本思想史の源流たる若狭の禅僧～　

佐久間勉の生きた時代
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