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滋賀が舞台の映画    

  毎年数多くの映画が製作されている中から、滋賀が舞台になった映画をご紹介します。 

  まず最初に製作されたものは、１９５３年に公開された『花の生涯 彦根篇 江戸篇』です。 

原作は舟橋聖一著『花の生涯』で、幕末の大老井伊直弼の波乱の生涯を描いたものです。この 

作品はその後たびたび映画・ドラマ・舞台化された作品で、ご存知の方も多いかと思います。 

昨年公開された『柘榴坂の仇討』は、井伊直弼に仕え仇の水戸浪士を探し続けた志村金吾の 

物語で、歳月を経て『花の生涯』に続く映画が作られました。 

 滋賀が舞台になった主な映画を、年代を追っ 

て次頁にあげてみました。ご覧になった作品は 

ありますか。ご存知ない作品もあるのではない 

でしょうか。滋賀では一度も上映されていない 

といわれている『幻の湖』や、中には舞台は滋 

賀なのにまったくロケ撮影されていない作品も 

あります。 

 

最近は映画に限らず、テレビドラマなどで    『花の生涯』初版本 昭和 28 年(1953 年)刊 

「あれ、この場所はあそことちがう？」と思              請求記号 5-9551-1・2 

われることが多いのではありませんか。滋賀県はロケ地としても多くの作品に関わっているの 

 です。琵琶湖とそこにある自然や人々の生活を映画やテレビの画面をとお 

して見つけられるかもしれません。 

  滋賀県でのロケ情報は『滋賀ロケーションオフィスＮＥＷＳ』でご覧い 

 ただけます。（参考資料室・滋賀県関係雑誌コーナーにあります。） 
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                            映画の舞台になった場所を示しています。 

 

 1953 年  『花の生涯 彦根篇 江戸篇』原作：舟橋聖一『花の生涯』請求記号５-9551-1・2  

（昭和 28 年）  監督：大曾根辰夫 公開：1953 年１０月１４日            

キャスト：八代目松本幸四郎・淡島千景・月丘夢路・有島一郎ほか 

 

1961 年  『舞妓の休日』           

（昭和 36 年）  監督：西山正輝 公開：1961 年 7 月 12 日    

         キャスト：本郷功次郎・中村玉緒・小林勝彦・浦路洋子・宮川和子ほか  

 

 196４年  『十兵衛暗殺剣』 

（昭和 39 年）   監督：倉田準二 公開：1964 年 10 月 14 日 

        キャスト：近衛十四郎・大友柳太朗・河原崎長一郎・宗方奈美ほか 

 

 1966 年  『湖(うみ)の琴』 原作：水上勉『湖の琴』請求記号 5-9573- 66 

 （昭和 41 年）  監督：田坂具隆 公開：196６年 11 月 13 日 

        キャスト：佐久間良子・中村嘉葎雄・二代目中村鴈治郎 

山岡久乃ほか 

 

 1982 年  『幻の湖』 原作：橋本忍『幻の湖』請求記号 5-9500- 80 

（昭和 57 年）   監督：橋本忍 公開：1982 年 9 月 11 日 

         キャスト：南條玲子・隆大介・光田昌弘・長谷川初範・かたせ梨乃ほか 

         ＊不評のため上映打ち切りに。滋賀では一度も上映されなかったという作品。 

 

 1994 年  『男はつらいよ 拝啓車寅次郎様』 

（平成 6 年）  監督：山田洋次 公開：1994 年 12 月 23 日 

        キャスト：渥美清・吉岡秀隆・かたせ梨乃・倍賞千恵子ほか 

 

 2005 年  『火火（ひび）』 原作：那須田稔・岸川悦子 

（平成 17 年）               『母さん子守歌うたって』 請求記号 S-7537- 02 

監督：高橋伴明・磯野雅宏 公開：2005 年 1 月 22 日 

        キャスト：田中裕子・窪塚俊介・岸部一徳・黒沢あすかほか 

 

 2005 年  『SHINOBI－HEART  UNDER  BLADE－』 

（平成 17 年）   原作：山田風太郎『甲賀忍法帖』請求記号 5-9530- 63 

         監督：下山天 公開：2005 年 9 月 17 日 

        キャスト：仲間由紀恵・オダギリジョー・沢尻エリカほか 

 

 2009 年  『火天の城』 原作：山本兼一『火天の城』請求記号Ｓ-9543- 04 

（平成 21 年）   監督：田中光敏 公開：2009 年 9 月 12 日 

         キャスト：西田敏行・大竹しのぶ・福田沙紀・椎名桔平・夏八木勲ほか 

ラベルを貼る 

彦根 

旧琵琶湖ホテル 

余呉湖 

 

雄琴 

 

長浜 

 

信楽 

 

甲賀 

 

安土 

 

彦根      

竹生島 
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 2010 年  『孤高のメス』 原作：高山路爛、作画：やまだ哲太『メスよ輝け！』 

 （平成 22 年）  監督：成島出 公開：2010 年 6 月 5 日 

        キャスト：堤真一・夏川結衣・吉沢悠・中越典子・矢島健一ほか  

 

 2013 年  『劇場版タイムスクープハンター 安土城最後の１日』  

（平成 25 年）   監督・脚本：中尾浩之 公開：2013 年 8 月 31 日 

        キャスト：要潤・夏帆・杏・時任三郎  

 

 201４年  『偉大なる、しゅららぼん』     請求記号Ｓ-9500- 11 

（平成 26 年）       原作：万城目学『偉大なる、しゅららぼん』 

              監督：水落豊 公開：2014 年 3 月 8 日 

         キャスト：濱田岳・岡田将生・深田恭子 

渡辺大・貫地谷しほりほか  

 

 2014 年  『柘榴坂（ざくろざか）の仇討』  

（平成 2６年）   原作：浅田次郎『柘榴坂の仇討』  

     『五郎治殿御始末』所収・請求記号 G-9136-ア 

        監督：若松節朗 公開：2014 年 9 月 20 日       

         キャスト：中井貴一・阿部寛・広末涼子・中村吉右衛門ほか  

 

ロケーションジャパン大賞グランプリ受賞！! 

 

この賞はロケ地情報誌『ロケーションジャパン』から、その年に最も地域を盛り上げ、町 

 を沸かせた作品とロケ地に贈られているものです。昨年公開の『映画「るろうに剣心 京都 

大火編／伝説の最期編」×滋賀県』が 2014 グランプリを受賞しました。 

このグランプリ受賞は滋賀ロケーションオフィスの功績によるものです。滋賀ロケーショ 

 ンオフィスは平成 14 年（2002 年）4 月に滋賀県内での映像制作を誘致・支援するため、 

滋賀県および県内の市町等により設置されました。映画やテレビドラマなどの作品をとおし 

て滋賀県の魅力を PR し、県民のみなさんと共に地域振興を図り、湖国滋賀の観光の振興や 

活性化を目指しています 

【おもな活動内容】 

   ・映画・ドラマなどの映像制作の誘致 

   ・映像制作にかかる情報提供、現地立会などのロケ支援 

   ・エキストラ等のサポーターの募集 

   ・ホームページ等によるロケ支援作品の放映広報 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

滋賀ロケーションオフィス（滋賀県観光交流局内） 

住所：〒520-8577 大津市京町 4 丁目１番１号 

    TEL：077-528-3745    FAX：077-527-7329 

      E-mail：info@shiga-location.jp   URL：http://www.shiga-location.jp 

滋賀県の病院 

湖西・湖東 

彦根 

 

安土 
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ようこそびわこ文化公園へ 
 

びわこ文化公園は、琵琶湖や比叡山、湖南アルプスを望む湖南丘陵地一帯を、滋賀県が都 

 市公園として整備を進めています。このうち、県立図書館、県立近代美術館、県立埋蔵文化 

財センター等を含む地域は《文化ゾーン》として、多くの人々にご利用いただいています。 

文化ゾーン内には上記施設の他、茶室『夕照庵』、日本庭園『夕照の庭』、こども広場、 

 彫刻の路、催し物広場などがあります。４月から５月は、次々に花開く桜が目を楽しませて 

くれます。 

 

図書館周辺桜クイズ 

 

桜の種類をあててみてください。（正解は次ページに） 

     

        ①図書館 1 階「PARK CAFE DAIZUYA」から見える 

        桜。４月はじめごろ満開になる華やかな桜です。 

 

 

 

 

 

  ② 

 東大津高校 

 側にある遅 

咲きの桜。 

 たくさん重な 

 った花びらが 

 繊細で美しい。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の book★まーく 

③茶室「夕照庵」から望む「夕照の

庭」の桜。優美な姿が美しい。 

 

④西駐車場から、図書館に向かう途中に

ある桜。大津市の市の木でもあります。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-29.fc2.com/t/o/w/townmunakata/2006-4-16-50a.jpg&imgrefurl=http://townmunakata.blog15.fc2.com/blog-entry-152.html&docid=FQRjEjoNRv4L5M&tbnid=ck0VB39qKN8x_M:&w=640&h=480&ei=FC0OVba9AuaxmwX13YHABw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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クイズのこたえ ①ソメイヨシノ ②ヤエザクラ ③シダレザクラ ④ヤマザクラ 

 

 

☆1 月～３月の図書館行事報告☆ 

［土曜サロン] 

1月 10日（土） 「ミュージックサークル スマイル ニューイヤーコンサート」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 21日（土） 邦楽壱
い ち

越座
こ つ ざ

サロンコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 14日（土） 「すばらしきビジネス書の世界」 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201５年最初の土曜サロンは、新年にふさわ

しく、すがすがしい歌声と、ピアノ、クラリネ

ットによる「ミュージックサークルスマイル 

ニューイヤーコンサート」でした。 

出演者は色とりどりの美しいドレスを身につ

け、民謡あり、映画音楽あり、クラシックの名

曲あり、ユーモアあふれるトークも交えて盛り

だくさんなコンサートになりました。 

[参加者 148名] 

 

 

 
「邦楽壱越座」の皆さんによる箏や尺八・三弦

の演奏によって、１階ロビーが荘厳な調べに満た

されました。 

曲目は「比良」、「春の夜」、「岩清水」、「千鳥の

曲」で、各曲の内容の解説や尺八の吹き方の説明

もあって、邦楽の初心者にも楽しんでいただけま

した。            [参加者 80 名] 

 

 

 

 ３月の土曜サロンは、作家ユニット「スルメ式」

の武井シュウジ氏と山田貴浩氏のトークライブ

を行いました。“堅苦しい”イメージの強いビジ

ネス書の面白さをお話しいただきました。 

おふたりが考案された読書術「スルメ式」につ

いても説明があり、参加者からの質問にも答えな

がらお話していただきました。 [参加者 15 名] 
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催し物チェック！ 
☆4月～6月の行事予定☆ 参加無料です！ 

■4 月 17 日（金）  4 月のおはなし会  

■4 月 18 日（土）～5 月１０日（日） 

子ども読書の日記念「ほんがいっぱいたのしさいっぱい」展 

■４月２５日（土）  クラシックギター名曲ミニコンサート    

■5 月 15 日（金）  5 月のおはなし会  

■6 月 19 日（金）   6 月のおはなし会 

 

     今後の土曜サロンの予定は、図書館のホームページを 

     ご覧ください。 
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名所図絵に描かれた近江 

―「近江名所図会」をはじめとして― 

   
 

 

『わが父塚本邦雄』 塚本靑史著 白水社 2014 年 12 月刊（2,600 円＋税） 

  本書は、歌人・塚本邦雄（1920～2005）の長男で作家の塚本靑史氏が著した、塚本邦雄 

の評伝です。 

  ハリヨの泳ぐ清流が流れる神崎郡五個荘村（現東近江市）に生まれ、兵隊ごっこに見向きも 

 せずに「漢和辞典を引っ繰り返して、難しい字から順番に覚えていた」という少年期。兄に勧 

 められて作歌を始め、徴用されて呉に配属されてからも歌誌に投稿しつづけた青年期。第一歌 

 集の『水葬物語』（1951 年）が中井英夫や三島由紀夫に認められ、岡井隆・寺山修司と並ぶ 

 前衛短歌の旗手としてはなばなしく活躍した壮年期。歌誌『玲瓏』を主宰しつつ近畿大学で教 

 鞭をとり、多数のファンや学生を指導した老年期。靑史氏の介護をうけ

て暮らしつつ、歌への意欲を失わなかった最晩年までが、身内だけが知

りえた数々のエピソードをまじえつつ、いきいきと描かれています。 

また、本書には多数の邦雄の歌が引用されています。 

 

馬を洗はば馬のたましひ冱ゆるまで人戀はば人あやむるこころ(ｐ.108) 

飼殺しの緋鯉三尾に鸚鵡二羽その他に聰領が一頭(ｐ.222) 

 

本書は、ある時は美しく、ある時はユーモラスな、塚本邦雄の歌の 

世界への格好の入門書にもなっています。 

湖 国 の 本 棚 

左：『近江名所図会』

（1814 年）より 

日吉大社の祭礼を描

いたページです。 

祭りの前に行われる

儀式から、神輿宵宮落

し、大榊渡御、神輿を船

に乗せて運ぶなど祭礼

の様子が、順を追って絵

と文で説明されていま

す。 

 

 

 

近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より 
図書館のホームページから見ることができます

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/ 

2015年 4月公開！ 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
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郷土資料紹介  平成 26 年 12 月～平成 27 年 2 月購入・寄贈分より 

●図書館からの贈り物  

梅澤幸平著 日外アソシエーツ 2014.12 

●滋賀ミュージアムガイド  

滋賀県博物館協議会編 サンライズ出版  2014.12 

●中世寺院社会と民衆  

下坂守著 思文閣出版 2014.11 

●びわ湖街道物語 

神尾登喜子編著 廣川勝美監修 翰林書房 2014.10 

●ふるさと内保今昔物語縁 

内保誌編集委員会編集 内保町自治会 2015.1 

●安政の大獄 

松岡英夫著 中央公論新社 2014.12 

●譜代大名の創出と幕藩体制 

小宮山敏和著 吉川弘文館 2015.2 

●近江六角氏 

新谷和之編著 戎光祥出版 2015.1 

●近江人物伝 湖国と文化創刊 150 号記念別冊 

木村至宏著 滋賀県文化振興事業団編集 滋賀県文化振興事業団 2015.2 

●障害福祉の父糸賀一雄の思想と生涯 

京極高宣著 ミネルヴァ書房 2014.12 

●蒲生氏郷 

今村義孝著 吉川弘文館 2015.3 

●息長氏 

宝賀寿男著 青垣出版 2014.11 

●近江歴史探訪厳選 42ルート 

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2014.10 

●近江学 第 7 号 文化誌近江学 

成安造形大学附属近江学研究所 2015.1 

●みなくち観光ボランティアガイド部 10 周年記念誌 

みなくち観光ボランティアガイド部編刊 2014.9 

●滋賀の山を歩こう トレッキングの魅力と安全 

高島トレイルクラブ企画・編集 滋賀県観光交流局 2014.3 

●地域診断法ハンドブック 平成 26年度第 1版 地域の未来(ビジョン)を描こう  

持続可能な地域まちづくりビジョン創造手法の開発グループ 2014.8 

●守山のまちづくりとともに五十年 一職員の記録 

田中健一著刊 2014.11 

●傾聴力は共感力  

皆黒幸男著 生涯啓発 2011.9 
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●雑口罵乱 7 

滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科 DANWASHITSU 編刊 2014.1 

●TAKUMI テクノロジー企業  

滋賀県商工観光労働部モノづくり振興課 2014.10 

●旧池田屋敷長屋門保存修理工事報告書 

彦根市教育委員会文化財部文化財課編集 彦根市教育委員会 2013.3 

●おいしい琵琶湖八珍  

滋賀県ミュージアム活性化推進委員会編 サンライズ出版 2015.2 

●近江平野野洲川下流域における条里地割と平地集落の空間形成に関する研究 

秦憲志著刊 2014.9 

●長浜盆梅展 

長浜観光協会編刊 2015.1 

●近江商人と三方よし 

末永國紀著 モラロジー研究所 2014.12 

●受け継がれゆくいにしえの美 よみがえった琵琶湖文化館収蔵品 

滋賀県立琵琶湖文化館編刊 2015 年 

●遊亀と靫彦 師からのたまもの・受け継がれた美  

滋賀県立近代美術館[ほか]編集 尾崎正明監修 NHK プロモーション 2014 年 

●横山敏明 

横山敏明著 芸術出版社 2014.12 

●合歓街道 

塩野淑子著 不識書院 2014.9 

●わが父塚本邦雄  

塚本青史著 白水社 2014.12 

●ホテル・琵琶湖イースト 

山雨乃兎著 鳥影社 2014.12 

●琵琶湖発ご当地キャラたび助の恋 

近江屋草助著 文芸社 2014.12 

●夢じゃない 村田隆一『ウの目ハトの目』コラム集 

村田隆一著 滋賀県平和委員会編集 滋賀県平和委員会 2014.12 

●滋賀文学 2014 

滋賀県・滋賀文学会編集 滋賀県 2015.2 
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地震等被災者の方々へのサービスについて        

平成 2３年 3 月１１日に発生しました東日本大震災により多くの方々が被災され、 

4 年以上たった今も復興には至っていないことに、改めて心よりお見舞い申し上げ 

ます。滋賀県立図書館では、県内で今も避難生活を送っておられる方に対して図書の 

貸出しを行っています。 

また、被災地からのレファレンスも引き続きお受けしています。内容は、滋賀県 

関係だけでなく一般的な質問もお受けしますので、生活上の困ったことなど何なりと 

お問い合わせください。 

〒５２０－２１２２  大津市瀬田南大萱町１７４０－１   

滋賀県立図書館 調査協力課  

電 話 ０７７－５４８－９６９１／FAX ０７７－５４８－９７９０ 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html

