
 
 

 

 

 

 

近江八景の選定者や成立年代をめぐっては諸説ありますが、17 世紀初頭には現在の八景（石

山秋月・勢多夕照・粟津晴嵐・矢橋帰帆・三井晩鐘・唐崎夜雨・堅田落雁・比良暮雪）が定ま

っていたことは、ほぼ確実なようです。以降、多くの文人墨客がそれを題材に数多の作品を残

してきました。しかしながら八景成立から４世紀の時が流れ、現在ではその風景も大きな変化

を遂げています。そこで今回は、おなじみ広重の浮世絵や古絵葉書などの資料を基に、近江八

景の幾つかを採りあげ、その移り変わりをたどってみたいと思います。 

※なお、キャプション中（滋賀県立図書館所蔵）とある図版については、すべて図書館ホームページ

のデジタルアーカイブでご覧いただくことができます。 

≪矢橋帰帆≫ 
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近江八景今昔 

～絵と写真でたどるその変遷～ 

「矢橋」 

（滋賀県立図書館所蔵『近江名所図会』より）



まず最初は、「矢橋帰帆」。現在の草津市矢橋町付近の風景です。この矢橋港は、東海道と対岸の

大津・石場を結ぶ湖上交通の要所として、かつては非常な賑わいをみせた港でした。物よりも人の

輸送が多く、東海道を往来する旅人が重宝したルートだったようです。 

前頁の『近江名所図会』は 1814（文化 11）年に刊行されたもの、下の広重の浮世絵は 1834

（天保５）年頃に描かれたもので、両者とも琵琶湖を行き交うたくさんの舟の姿が見て取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかしながら時代が明治に入ると、交通の主力は陸上へと移っていきました。そして 1899（明

治 22）年の東海道線全線開通にともない、矢橋渡はその歴史的役割をひっそりと終えたのです。 

 

 

 

右の写真は、1910（明治 43）年頃の矢橋

港を写したものです。この光景からかつての繁

栄した港の姿を想像することは、もう難しいか

もしれません。 

 

 

 

           

      

  

 

そして、左が現在の矢橋港跡です。昭和 30 年

代に始まった浜街道や近江大橋連絡道路の整備、

帰帆島の建設、湖周道路の完成などによって周囲

の風景は激変しました。港の付近は完全に埋め立

てられ、今では復元された石垣と「弘化三（1846）

年」銘の常夜灯が残るのみとなっています。 

                       

 

（2009 年 11 月２日撮影） 

 

 

安藤広重画／浮世絵版画所刊 

（滋賀県立図書館所蔵）

「矢橋浦」／『滋賀県写真帳』より） 

（滋賀県立図書館所蔵） 



≪勢多夕照≫ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は、「勢多夕照」。琵琶湖から流

れ出す唯一の川である、瀬田川に架

かる唐橋の夕景です。瀬田川は古く

は勢多川とも、あるいは世多川・勢

田川・瀬多川とも記され、その渡河

地点である瀬田の橋は、古代から交

通の要衝と見なされてきました。 

 橋の創建は大津京の時代にさかの

ぼります。以後、壬申の乱（672

年）・寿永の乱（1183 年）・承久の

乱（1221 年）といった様々な戦乱 

              

 

 

 

において、戦略上の重要地点として攻防戦 

が繰り広げられ、「唐橋を制するものは、天下を

制す」とも言われました。その位置については、

今日に至るまで、ほぼ同じ場所にあったと考え

られています。 

 

安藤広重画／浮世絵版画所刊 

（滋賀県立図書館所蔵） 

「瀬田橋」／『滋賀県写真帳』より 

（滋賀県立図書館所蔵） 

『近江国絵図』（元禄）より部分 

   （滋賀県立図書館所蔵）



  

前頁の図版は、『近江国絵図』が 1701（元禄 14）年の作、広重と『滋賀県写真帳』が矢橋帰帆

と同じく、1834（天保５）年頃と 1910（明治 43）年頃のものです。いずれも現在と同様に、

中島をはさんで大橋・小橋の２つの橋をつなぐ形になっていることがおわかりでしょうか？  

 この唐橋、江戸時代には 16 回の架け替え工事が行われましたが、前頁の写真が撮られて間もな

くの 1924（大正 13）年の工事で、木造から鉄筋コンクリート製に変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上は 1979（昭和 54）年に架けられた現在の唐橋です。形や材質、周囲の風景は時代とともに

大きく変化しましたが、そこから見る夕陽の美しさは今も変わりません。 

 

≪粟津晴嵐≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2009 年 11 月２日撮影） 

「粟津松原」／『東海道名所図会』より 

（滋賀県立図書館所蔵） 



 

 旧街道筋の晴嵐交差点から鳥居川に至る一帯は、かつては 500 本を超える松並木が続き、「粟津

晴嵐」として近江八景の一に数えられました。晴嵐とは、風の強い晴れた日の松の葉ずれが嵐のよ

うに聞こえるさまを表したものです。前頁の『東海道名所図会』（1767（明和４）年刊）や下の広

重の作品には、東海道を彩る見事な松の木立の姿が描かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかしながら、1903（明治36）年の国鉄東海道線石山駅の開設により、晴嵐地区は工業地帯と

して発展していくことになります。そしてそれに伴って、周辺の風景も次第に大きく変わっていった

のでした。 

 

 

第二次世界大戦中に作ら

れた右の絵葉書からは、ま

だ往時の面影がしのばれま

す。が、戦後 10 年ほどの

間にこういった風景も見ら

れなくなりました。 

 

  
  

 

  

 

  当時の松は、今では粟津中学校周辺 

 に、数本姿を残すばかりです。 

しかし近年、湖畔の大津湖岸なぎさ 

公園「膳所・晴嵐の道」には新たな松 

が植えられ、「粟津晴嵐」の再現が図 

 られています。 

 

安藤広重画／浮世絵版画所刊 

 （滋賀県立図書館所蔵）

近江八景／粟津晴嵐 

  （滋賀県立図書館所蔵）

（2009 年 11 月２日撮影） 



 

≪唐崎夜雨≫ ≪堅田落雁≫ 

 最後に、江戸時代からあまり変わらぬ風景を２つご紹介します。「唐崎夜雨」の主役である唐崎神

社の松は、現在のもので３代目。初代の松は1581（天正９）年の大嵐に倒れ、広重描く２代目の松

は1921（大正10）年に枯死しました。松こそ代替わりしていますが、その雄大な美しさは時代を

超えて伝えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

左上：安藤広重画／浮世絵版画所刊

（滋賀県立図書館所蔵） 

 
右上：「唐崎老松」／『滋賀県写真帳』

より（滋賀県立図書館所蔵） 

 
左：（2009 年 11 月２日撮影） 

 

一方、「堅田落雁」の舞台となった浮御堂（満月寺）も、室戸台風による倒壊・再建などを経な

がら、平安中期の創建以来の姿を琵琶湖に映しています。 

左上：安藤広重画／浮世絵版画所刊 

（滋賀県立図書館所蔵） 

右上：絵葉書「近江名所／近江堅田之浮御堂」

（1920 年頃・滋賀県立図書館所蔵）

右下：（2009 年 11 月２日撮影） 



今月のBOOKまーく 

自分で本を探すには… 
－OPAC（利用者用検索端末）を使って－ 

 
 上のグラフは、今年2月に実施した利用者アンケートの回答結果です。 

その内容は、「自分で書架を探す」という方はちょうど半数で、OPACや冊子目録で検索さ

れる方は3人に1人という状況です。 

資料の探し方がわからない…。OPACで探しても思ったような結果が出ない…。 

そこで今回は、ふだんからこんな疑問をお持ちの利用者の皆さまに、OPACを使った 

資料の探し方をわかりやすくご説明します。 

 

はじめに… 

○OPACで検索した結果はレシートに打ち出しができます。 

○書庫の本はレシートに打ち出して、氏名と貸出券番号を記入のうえ、カウンターへお出し

ください。 

○お求めの本が探し出せないときは、お近くの職員におたずねください。 

 

OPACでの探し方(タッチパネル式・キーボード式があります) 

 画面にタッチ! ボタンにタッチ!  カンタン、カンタン 

 

今回は、タッチパネル式で書名から検索する方法を中心に 

説明します。 

画面に軽く触れるとスタートします。蔵書の有無、貸出状況 

資料の場所が簡単に検索できますので、自由にご利用ください。 

 



①「本・雑誌を探す」をタッチすると資料

の検索ができます。 

 

↓ 

②資料ごとの検索対象を選択する画面に 

なります。お探しの資料のボタンをタッ 

チしてください。通常の図書の検索は「図

書をさがす」をタッチしてください。 

  ※「新着資料からさがす」は２週間以内

に受入れた図書が分類ごとに一覧できます。 

 

↓ 

③書名などを入力する画面になりま

す。タイトルで『吾輩は猫である』を検索

してみます。 

 ※次の入力に注意してください。 

“は”→“ワ” “へ”→“エ” “を”

→“オ” “○○づけ”→ “○○ズケ” 

など音ヨミにしたがって入力してください。 

前方一致で調べます（すべて入力する必要

はありません）。 

 

 

 

↓ 

④検索結果は５５件でした。 

「検索結果をみる」をタッチしてください。 

 

↓ 

⑤検索結果一覧が出ます。入力された情報

に対応する資料が一覧表示されます。 

「棚にあり」が出たら、もう一度タッチ

してください。資料の場所がわかります。 

 



⑥右上の『漱石作品論集成』をタッチして

みます。「本のある場所」は「一般資料室」

です。 

参考のため「レシートを印字」して書棚

を探してください。館内の「書架案内図」

を参考にご覧ください。 

請求記号（配架記号ともいいます）とは、

本の背表紙に貼られているラベルに書かれ

ている４ケタの数字（分類番号）＋カナ（著

者記号）または数字からなる記号のことで

す。 

これは、日本十進分類法（ＮＤＣ）とい

う分類法に基づいて、資料の主題に付与さ

れているものです。本をさがすときはこの

番号を手がかりにします。 

 

↓ 

⑦右下の『夏目漱石全集』をタッチしてみ

ます。「本のある場所」は「一般資料室の書

庫」です。書庫請求のため「レシートを印

字」してください。 

レシートに名前と利用券番号を書いてカ

ウンターへお出しください。書庫から職員

が取り出します。 

 

↓ 

⑧「貸出中」の表示のある『漱石文学作品

集』をタッチしてみます。「本のある場所」

が「貸出中」となっています。 

パスワードをお持ちの方は「予約する」

をタッチしてください。OPACの画面から

予約をかけることができます。 

パスワードをお持ちでない方は、レシー

トを印字してカウンターへお出しください。

職員が予約処理をいたします。 

 

 



『伊勢参宮名所図会』より、夏見の里の茶店風景 

 

     今月のデジタルアルバム帖 

12月・1月 名所図会に描かれた近江 

  

江戸末期に出版され、旅行ガイドとしても

人々に親しまれた「近江名所図会」をはじめ、

「東海道名所図会」・「木曽路名所図会」・「伊

勢参宮名所図会」などの名所図会に描かれた近

江を紹介します。 

 

 
 

 
 

    

 

ＦＬＡＳＨ☆ふらッシュ 
                                                 

11 月 3 日には、公園内の各施設が協力して

「文化ゾーン探検隊」が催されました。 

                    図書館では、地下書庫と絵図の見学を行い 

約 70名の方にご参加いただきました。 

                    どちらも普段は見ることのできないもので、皆

さん大変熱心にご覧になっていました。 

                       

                                          

                    また、11月 7日には渡邊愛子さん（京都光華

女子大学真宗文化研究所 非常勤講師・仏典童話

作家）をお迎えし、土曜サロン講演会「図書館生

まれ 仏典童話」を開催しました。 

                    お客さんからは、「心穏やかになれる時間が持

てました。またお話しを伺う機会を、是非設けて

ください」とのお言葉を頂きました。 

                     
 
 

 



 湖 国 の 本 棚  

          『湖国に模擬原爆が落ちた日 滋賀の空襲を追って』 

            水谷孝信著 サンライズ出版 2009 年 １,890円（税込み） 

この本は、広島、長崎に原子爆弾が投下される前の１９４５年７

月２４日、米軍が東洋レーヨン石山工場（大津市）に落とした「模

擬原爆」など滋賀県内の空襲被害の実態をまとめたものです。著者

長浜北星高教諭の水谷孝信さんは、戦争の記憶が風化する中、「戦

争の悲惨さを体験した人々の思いを代弁できれば」と語っています。

空襲被害・学童疎開・挺身隊・勤労動員・捕虜収容所など戦時中の

県内の実態が、戦後64年の中で忘れ去られていることに危機感を

覚え、当時を知る関係者から話を聞いたり、新聞や書類などを調査

し、一冊にまとめられています。 

 

 

 

郷 土 資 料 紹 介 平成２１年8月～10月購入・寄贈分 

●比叡山と天台のこころ 杉谷義純著 

 春秋社 2009年 

●延暦寺の建築史的研究 清水擴著 

 中央公論美術出版 2009年 

●史学は死学にあらず 中川泉三没後７０

年記念展実行委員会編・刊 2009年 

 

●人生を変える知恵 比叡山のやさしい人

間学 比叡山延暦寺監・京都放送（ＫＢ

Ｓ京都）編 出版文化社 2009年 

●般若心経のすべて 比叡山延暦寺の大僧

正が語る 小林隆彰著 新人物往来社 

 2009年 

●妙感寺史 竹貫元勝著 中外日報社事業

局 2009年 

●湖（うみ）と山をめぐる考古学 

 用田政晴著 サンライズ出版 2009年 

●安土信長の城と城下町 発掘調査２０年

の記録 滋賀県教育委員会編 

 サンライズ出版 2009年 

●戦国バサラ大名 青山誠著 双葉社 

2009年 

●目賀田氏考 メカタ・メガタ・メカダ・

メイガタ諸氏の浪漫を探る 西澤照雄著 

 西澤照雄 2009年 

●三成伝説 現代に残る石田三成の足跡 

オンライン三成会編 サンライズ出版 

2009年 

●藤の樹と風と 中江藤樹物語 

 大峰順二著 高島市 2008年 

 



●ビワイチマップ ビワイチ観光ウォーキ

ングマップ びわこビジターズビューロ

ー編・刊 2009年 

●水口の歴史散歩 ガイドブック みなく

ち観光ボランティアガイド部編 甲賀市

水口観光協会  2009年 

●関ケ原３０人の武将烈伝 戦国クライマ

ックス！ 加来耕三著 講談社 2009年 

●地域で創る学びのシステム 淡海生涯カ

レッジの挑戦 住岡英毅，梅田修，神部

純一著 ミネルヴァ書房 2009年 

●森の賢者カモシカ 鈴鹿山地の定点観察記 

名和明著 サンライズ出版 2009年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●祈りの文化 大津絵模様・絵馬模様 

 信多純一著 思文閣出版 2009年 

 

●明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子 

太田治子著 朝日新聞出版 2009年 

●何処辺 句集 馬場民代著 文学の森 

2009年 

●現代昔話集 一語一絵彼岸温泉 

 木村桂子語り 凰媛絵 文芸社 2009年 

 

 

 

 


