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新年が始まりました。お正月といえばおせち料理です。 

黒豆、たたきごぼう、カズノコなど、定番の食材が思い浮か 

びます。ところで、皆さんはおせち料理に使われる食材に、 

近江商人が深く関わっていたことをご存知でしょうか。 

「正月のおせち料理を定着させたのは近江商人だといわれていますが、本当でしょう

か」という質問が図書館に寄せられ、調査を行いました。おせち料理はもともと宮廷の

「節句」の祝儀料理でしたが、江戸時代から正月料理だけをおせち料理と呼ぶようにな

り、庶民の間にも定着しました。おせち料理ではカズノコ、ボウダラ・身欠
み が き

ニシンなど

北の幸が使われますが、これは近江商人の北海道交易によってもたらされたものである
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平成 23年 3月 11日に発生しました東日本大震災によ

り被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。

被災者の方々へのサービスはこちら。 
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ことがわかりました。（         『近江商人と北前船』 サンライズ出版編・

刊 2001年  『海の総合商社北前船』 加藤貞仁著 無明舎出版 2003年 『近

江商人ものしり帖』改訂版 渕上清二著 三方よし研究所 2008年） 

 食といえば、滋賀県では“食の文化財”というものがあります。これは、平成 6 年

から平成 9 年に行われた滋賀県伝統食文化調査をもとに、平成 10 年 6 月 19 日に無

形民俗文化財に選択されたもので、滋賀県に受け継がれてきた食文化の中から、「湖魚

のなれずし」「湖魚佃煮」「アメノイオ御飯」「日野菜漬け」「丁稚羊羹」の 5 つが選ば

れています。（          『琵琶湖ハンドブック』 琵琶湖ハンドブック編

集委員会編 滋賀県 2007年） 

その中でも「丁稚羊羹」は、近江商人ゆかりの食べ物として 

語られることが少なくありません。一説によると、各地の商家へ 

丁稚奉公（年少者が見習いとして住み込みでやとわれること）に 

でかけていた少年たちが里帰りした後、店に戻る時の土産として、 

丁稚でも買える手軽な羊羹という意味だといわれています。（         『日

本銘菓事典』 山本候充編著 東京堂出版 2004 年  『和菓子つれづれ』 滋賀

県立図書館[製作] 1985年） 

丁稚奉公は 10歳ごろから始まります。採用にあたっては、郷里の本家で試用期間を

経て、出店で見習いを終えてからという慎重さでした。丁稚奉公では、まずは店の雑用

をしながら読み書き算盤などの教育を受けました。数年の奉公を経て初めての里帰りが

許されますが、これを「丁稚の初登り」と言います。見込みがあれば店に戻り、手代へ

の昇進の道が開けますが、見込みのない者は里に戻り帰農することもあるという厳しさ

だったといわれます。  

そんな近江商人の発展を支えてきたものに、近江商人の経営理念があげられるのでは

ないでしょうか。特に有名なのが「三方よし」です。具体的には「売り手よし、買い手 

よし、世間よし」で、その意味は、商いでは当事者の売り

手と買い手が満足するだけでなく、社会の利益や発展に貢

献して、社会全体の幸福につながるものでなければならな

いというものです。近江商人の到達した普遍的な経営理念 

を簡略に示しており、近江商人の心得を表わす言葉として定着しています。しかしなが

ら、「三方よし」が直接家訓として述べられたのではなく、その原型は１７５４年（宝

暦４）に神崎郡石馬寺（現、東近江市）の麻布商中村治兵衛宗岸が養嗣子にしたためた

書置の中の一節「他国へ行商するも総て我事のみと思わず、其の国一切の人を大切にし

て、私利を貪ること勿れ」だと考えられています。（          『近江商人

学入門』 末永国紀著 サンライズ出版 2004年  『近江商人ものしり帖』 改訂
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版 渕上清二著 三方よし研究所 2008年  『売り手よし買い手よし世間よし』 

渡辺一雄著 実業之日本社 1998年  『近江商人に学ぶ』 サンライズ出版編集部

編 サンライズ出版 2003年  『三方よし』 AKINDO会議編集 AKINDO 委員

会 2003年  『近江商人中村治兵衛宗岸の「書置」と「家訓」について』 末永国

紀著 同志社大学 1999年） 

このようにひとつの調査からさまざまな資料をあたっていくと、次々と関連する事柄

を発見して、また別の資料に行き着くことができます。これも調査の楽しさではないで

しょうか。 

図書館では、皆さんの暮らしの中での疑問や仕事や趣味での調査などについて、図書

館の資料を使ってお答えしています。これを“レファレンスサービス”と呼んでいます。

質問は２階参考資料室カウンターのほか、電話・文書・専用メールでも受付します。 

また、調査・整理した事例をもとにデータベースを作成してホームページにて公開し

ています。先に紹介した事例の内容や調査文献もこちらからご覧いただけますので、ぜ

ひご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館ホームページ左側の「調べもののご案内」では、メールでのレファレン

スの受付はもちろん、過去の事例検索などもできます。レファレンス事例には調査

資料もあげていますので、そのテーマに関する資料を探すときにも便利です。 

調べもの

に役立つ 図書館ホームページ活用術！ 

○調べもの（レファレンスサ

ービス）のご案内 

○メールレファレンスの受付 

※県外の方は、滋賀県に関する

調査に限らせていただきま

すのでご了承ください。 

これまで調査した事例を

集めてデータベース化したも

のです。滋賀に関する事例

を積極的に入力しています。

キーワードから検索すること

ができます。 

※かなと漢字は同一のものと

認識しませんので、キーワード

入力時はご注意ください。 
よくお問い合わせをいただく

滋賀県に関する質問や疑問

を選りすぐって、テーマごと

に一問一答形式でお答えす

るコーナーです。 

調べものに役立つ外部サイ

トのリンク集です。分野ごと

にまとめています。 
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 参考資料室と聞くと、ちょっと近寄りがたいイメージがあるかもしれませ

んが、郷土に関するさまざまな資料があります。滋賀について調べたい・・・。 

そんな時にはぜひご利用ください。 

滋賀で活動する企業・団体・ 

大学等の発行する雑誌や 

リーフレットを集めています。 

新鮮な情報を届けています。 

住民サービスや地域の情報を 

得るのに欠かせない資料です。 

バックナンバーも保存しており、 

暮らしの変遷を辿ることもできます。 

京都・朝日・読売・産経・中日で掲載された

地域面（「滋賀版」）をマイクロフィルムで保

存しています。また、近江日日新聞、近江

同盟新聞、滋賀新聞、滋賀日日新聞など、

かつて読まれていた新聞も保存していま

す。 歴史はもちろん、社会・教育・産業・芸術・

文学など、滋賀に関するさまざまな分野の

資料を集めています。また、県や市町が

発行する統計書や報告書、議会資料も収

集しています。 

《郷土資料コーナー》 

 

 

 

参考図書 外国図書 

カ
ウ
ン
タ
ー 
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図書館ではさまざまな行事を行いました。 

☆10月～12月の図書館行事報告☆ 

［10月 27日（土） サロンマジックショー ］ 

立命館大学の奇術研究会・マジックプレーヤーズの皆さんに 

よるマジックショーを開催しました。会場には 80名もの観客が 

あり、華麗な手品が披露されるたびに、大きな歓声が上がりまし 

た。 

 

[11月 3日（土） 文化の日地下書庫探検］ 

             文化の日地下書庫探検では、午前と午後の２回開催で、

計 66名の参加者がありました。日頃入ることのできない

100 万冊収容の地下書庫を見学したり、江戸時代の『近

江国細見図』『伊能中図』、明治初期の『滋賀県管内地理譯

図』、和本の『近江名所図会』等、普段は展示していない

貴重な図書をご覧いただきました。 

 

 

 

 

［11月 17日（土） フォークコンサート］ 

 ブラックフェイスのみなさんによるフォークコンサートを開催しました。 

あいにくの雨でしたが、６０名もの観客が、 

1970代に街中に流れた曲の数々を楽しみ 

ました。懐かしい曲の演奏に思わす口ずさむ 

場面もあり、和やかなコンサートになりました。 
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［12月 1日（土）～12月 24日（月） 人権啓発資料展］ 

１２月４日から１０日までは「人権週間」です。今年のテーマは「みんなで築こう 人

権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 育てよう思いやり～」です。 

図書館では、この人権週間にあたって資料展を開催し、一人ひとりが人権について考

えて頂けるよう、関係図書を紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

［12月 15日（土） クリスマスロビーコンサート］ 

 冷え込みの厳しい一日となりましたが、２３０名あまりの観客が、バッハのクリスマ

スオラトリオやおなじみのクリスマスキャロルに耳を傾けました。美しい歌声がロビー

に響き渡り、荘厳なクリスマスの雰囲気を楽しみました。 
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《土曜サロン》 

1月 19日（土）  

午後 5時から 1階ロビーにて 

ライブラリーコンサート 

「室内楽のたのしみ」 

出演：カルテット ダルジャン 

 

2月 23日（土） 

午後３時から １階談話室にて 

布絵本おはなし会 

「布絵本ってなあに？～布の持つやさし

さ、あたたかさにふれてね～」 

出演：大津市ボランティアグループ 

「さえずり」 

プログラム 

   布絵本読み聞かせ「ごんぎつね」など 

   エプロンシアター「大きなかぶ」など 

☆布絵本の展示を終日行います。 

 

３月２日（土） 

午後５時から 1階ロビーにて 

ライブラリーコンサート 

「チェロ＆フルート＆ピアノ ほのぼの

コンサート」 

出演：チェロ  日野俊介  

フルート 石田美知世 

ピアノ  山本佳奈 

朗読   村瀬由美子 

 

 

 

《おはなし会》 

1月 18日（金）2月 15日（金） 

3月 15日（金） 

午前 11時と午後 3時から  

1階 談話室にて 

 

《展示》 

開催中（～3月 22日（金）予定） 

「ふらっと美の間」事業 

アール・ブリュット作品展示 

1階談話室 2階参考資料室 

 

２月６日（水）～１４日（木） 

1階談話室にて 

「ごみ減量化と環境美化に関する標語・ 

ポスター」入賞作品展 

（滋賀県循環社会推進課） 

 

みなさまのお越しを

お待ちしています。 
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今月のデジタルアルバム帖  

 

「近江百人一首 ～ 古の歌に詠まれた近江の風景 ～ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 次回予告 3 月～5 月 

滋賀県地図アラカルト（仮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治～昭和 32 年までに発行された滋賀県地図を、一般地図と主題地図に分けて解説します。 

 

「彦根水害之図 明治 29 年」 

「滋賀県管内全図 明治 31 年」 

「各郡里程図 明治 35 年」 

「滋賀県全図 昭和 2 年」 

「酸性土壌分布図 昭和 26 年」 

「滋賀県市町村合併図 昭和 32 年」 ほか 

 

 

滋賀の風土は、古事記・日本書紀の時代から、旅情をさそう魅

力ある名所として知られ、「記紀歌謡」に始まり「新古今和歌集」

までの歌集の中に、近江を歌った詩歌が約２,２００種も見られ

ます。平成元年（１９８９）、滋賀県は、これら多くの秀歌の中

からさらに名歌百首を選ぶために、歌人の近藤芳美氏に選定を依

頼し、「近江百人一首」が誕生しました。 

今回は、この「近江百人一首」に詠まれた近江の名所を当館の

所蔵資料からご紹介し、古の歌人の心を辿ります。 

 

 

 

  

 

▲「近江国玉川之図並ニ由来」白萩山季玉 天保 2年 

 

全国の代表的な玉川を六玉川（むた

まがわ）といいますが、野路の玉川

は、その一つとして多くの文人墨客

に愛でられ、名所図会にも多く紹介

されています。 

 

 

江
百
人
一
首
［
か
る
た
］
よ
り 

（
二
六
番
）
野
路
の
玉
川

◀ 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
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『湖底に消えたふる里』 

大西和彦著 サンメッセ ２０１２年 （4，７６２円＋税） 

 

昭和４７年（１９７２）永源寺ダムの貯水が始まり、旧永源寺町（東近江市）の佐目（さ

め）、萱尾（かやお）、九居瀬（くいぜ）地区はダムの底に沈みました。これらの地区は鈴

鹿山脈の谷間にあり、裕福ではありませんでしたが、お互いが身を寄せ合い、自然ととも

に生きる生活がありました。 

本写真集の著者の大西さんは佐目地区に生まれて青年期を過ごした人で、写真歴５０年

以上のベテランです。水没前の佐目地区の茅葺きの家屋や鎮守の森、分教場、神社の祭り、

農作業風景などのほか、建設中の永源寺ダムの様子を写した９１枚の写真が掲載されてい

ます。今はもう見ることのできない、昭和３０～４０年代の佐目地区の四季折々の風景や

人々の暮らしぶりを知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖 国 の 本 棚 
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郷土資料紹介 平成 24年 9月～平成 24年 11月購入・寄贈分 

●東近江市立図書館のあゆみ 2005-2010    

東近江市立図書館編集 東近江市立図書館 2012.3 

●滋賀県立視覚障害者センター点字図書目録 平成 23年 10月現在   

[滋賀県立視覚障害者センター][編集] 滋賀県立視覚障害者センター [2012年] 

●滋賀県立視覚障害者センター録音図書目録 平成 23年 10月現在   

[滋賀県立視覚障害者センター][編集] 滋賀県立視覚障害者センター [2012年] 

●[滋賀県立安土城考古博物館]年報 平成 23年度    

滋賀県立安土城考古博物館編集 滋賀県立安土城考古博物館 2012.4 

●彦根城博物館年報 平成 23年度  

[彦根城博物館][編集] 彦根城博物館 2012.8 

●伊吹山文化資料館年報 14 平成 23年度の活動  

伊吹山文化資料館編集 伊吹山文化資料館 2012.8 

●霊仙山と松尾寺の文化財 

滋賀県教育委員会・米原市教育委員会編集  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2010.10 

●湖北のホトケたち 人々の祈りと暮らし 

桑田潔著 サンライズ出版 2012.9 

●明治初年寺院明細帳 第 4巻 オンデマンド版 

圭室文雄監修・解説 アルヒーフ 2012.8 

●南光坊天海の研究 

宇高良哲著 青史出版 2012.10 

●長法寺跡 高島市鵜川   

滋賀県教育委員会・高島市教育委員会編集  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2010.10 

●湖東三山 西明寺・金剛輪寺・百済寺   

滋賀県教育委員会・東近江市教育委員会・愛荘町立歴史文化博物館編集  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2010.11 

●今在家町・大沢町・南花沢町・読合堂町共有文書目録   

東近江市教育委員会編集 東近江市教育委員会 2012.7 

●写真でみる中宿のあゆみ  

中宿の歴史を知る会編集 中宿自治会 2012.9 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 53  

大津市教育委員会編集 大津市教育委員会 2011.3 
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●縄文人のエコロジーとエコノミー  琵琶湖の貝塚・粟津湖底遺跡が語る秘密  

滋賀県文化財保護協会編集 滋賀県文化財保護協会 2010.10 

●下鈎遺跡発掘調査報告書 平成 23年度 3次調査 

栗東市教育委員会・栗東市体育協会編集 栗東市教育委員会 2012.3 

●辻遺跡発掘調査報告書 平成 23年度 1次調査 

栗東市教育委員会・栗東市体育協会編集 栗東市教育委員会 2012.2 

●手原遺跡発掘調査報告書 平成 23年度 1次調査 

栗東市教育委員会・栗東市体育協会編集 栗東市教育委員会 2011.12 

●霊仙寺遺跡発掘調査報告書 平成 23年度 1次調査 

栗東市教育委員会・ 栗東市体育協会編集 栗東市教育委員会 2011.11 

●古代甲賀の首長と副葬品 塚越古墳出土遺物調査報告書   

[甲賀市教育委員会][編集]  甲賀市教育委員会 2012.3 

●東近江市埋蔵文化財調査報告書 第 18集 金貝遺跡・中沢遺跡(20・21次) 

東近江市埋蔵文化財センター編集 東近江市教育委員会 2011.3 

●信長×信玄 戦国のうねりの中で 

滋賀県立安土城考古博物館編集 滋賀県立安土城考古博物館 2012.10 

●あの戦国武将の意外な素顔 

羽生道英著 新人物往来社 2012.9 

●近江兄弟社学園をつくった女性一柳満喜子 

木村晟著 港の人 2012.8 

●高橋虔と近江兄弟社学園 

木村晟著 港の人 2012.8 

●野瀬藤五郎墓所考 野瀬藤五郎系譜資料集成補遺 

中西義治編著 江北文書研究会 2012.9 

●中仙道愛知川宿 人々の往来と宿場の情景 

愛荘町立歴史文化博物館編集 愛荘町歴史文化博物館 2012.10 

●虚飾の行政 生活環境主義批判 

早川洋行著 学文社 2012.9 

●みんなで考えよう未来を夢あるまちに 旧愛知郡役所保存活用運動の記録誌 

こころばえの会編集 こころばえの会 2012.9 

●魅知普請 魅力と知力と民力でつくるまち 

NPO 法人愛の町エコ倶楽部 [2012年] 

●姉妹都市交流派遣事業報告書 平成 23年度(2011年度)    

愛荘町 2011.12 

●その後の長浜 2003～2012 

出島二郎著 特定非営利活動法人まちづくり役場 2012.5 
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●雨森まちづくり名語録 増補版 

平井茂彦著 平井茂彦 2011.11 

●滋賀県地価マップ 平成 24年 

滋賀県不動産鑑定士協会 2012.9 

●市民に支えられるNPO を目指して  

鈴木歩[述] 淡海文化振興財団 2012.3 

●10年後もより良い滋賀づくりに貢献するNPO をめざして 

淡海文化振興財団 2012.3 

●滋賀県シルバー人材センター連合会事業年報 平成 24年版   

滋賀県シルバー人材センター連合会編集 

滋賀県シルバー人材センター連合会 [2012年] 

●近江絹糸「人権争議」はなぜ起きたか 五年間の彦根工場潜行活動を経て  

朝倉克己著 サンライズ出版 2012.9 

●子ども好きるブック クラスでおこる問題あれこれ    

滋賀県人権教育研究会 ２012.11 

●やまびこ 平成 24年度年報(平成 23年度版) 

大津市立やまびこ園・大津市立やまびこ教室[編集] 

やまびこ総合支援センターやまびこ園・教室 2012.10 

●子育てがちょっと楽しくなる マムズ・ミッション 

鈴木正樹著 アットスクール 2011.11 

●びわこ学園年報 2011(平成 23)年度報告  

[びわこ学園][編集] びわこ学園 2012.9 

●大学三方よし 大学の中から社会のために 

曽我直弘著 曽我直弘 2012.3 

●なんで?どうして?誰がこんなことを!  2 

平野喜三さんの追悼文集を編集する会編集 平野文子 2012.7 

●スローウォーターなくらし 未来へ受け継ぐ水源の里まいばらの水文化  

米原市経済環境部環境保全課編集 米原市 2012.7 

●古民家探訪 京都滋賀に残る伝統建築 

京都新聞社編 京都新聞出版センター 2012.9 

●雑口罵乱 1～6  

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

滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科 DANWASHITSU 

2007.1～2012.10 

●下坂鍛冶と越前康継 特別陳列 

長浜市長浜城歴史博物館企画・編集 長浜市長浜城歴史博物館 2010.6 
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●京都・滋賀のうまいラーメン 207軒 今、注目&定番のラーメンはこれだ!!! 

リーフ・パブリケーションズ編  リーフ・パブリケーションズ 2012.11 

●県別対抗!関西ご当地&B級グルメ  

昭文社 2012.11 

●初代伊藤忠兵衛を追慕する 在りし日の父、丸紅、そして主人   

宇佐美英機編著 清文堂出版 2012.10 

●土偶・コスモス  

MIHO MUSEUM 編 羽鳥書店 2012.9 

●描くこと・生きること 山田慶子作品集 

山田慶子著 山田慶子 2008.4 

●ブライアン・ウィリアムズ 曲面絵画誕生展 

[ブライアン・ウイリアムズ][画] 佐川美術館編集 佐川美術館 2012.2 

●石山寺縁起絵巻の全貌 重要文化財七巻一挙大公開 

滋賀県立近代美術館企画・編集  「石山寺縁起の世界」展実行委員会 2012.10 

●すずかけの木とすずかけっこちゃん 

大國保雄絵・文 平田地区まちづくり協議会 2012.3 

●かやぶき民家 内藤東陽画集   

[内藤東陽][画] 内藤東陽 2012.7 

●やさしいよし笛入門 練習用 CD付 

中村由紀子著 ドレミ楽譜出版社 2012.9 

●滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール年報 平成 23年度 

びわ湖ホール編集 びわ湖ホール 2012.9 

●琵琶湖 秋編 南湖のバスフィッシング 365日 

大仲正樹[著] つり人社 2012.8 

●茶人井伊直弼と幕末のやきもの 

彦根城博物館編集 彦根城博物館 2012.10 

●ええほん滋賀の方言手控え帖 

中山敬一著 サンライズ出版 2012.11 

●花登筐文芸奨励賞優秀作品集 第 26回(平成 23年度)    

大津市 2012.1 

●湖(うみ)との訣れ 小西久二郎歌集  

小西久二郎著 角川書店 2011.12 

●巣箱 対中いずみ句集 

対中いずみ著 ふらんす堂 2012.7 

●万蕾 句集 

渥美保著 渥美保 2012.9 



14 

 

●大阪の泡 徳永政二フォト句集  

徳永政二・藤田めぐみ著 あざみエージェント 2012.10 

●奥琵琶湖の細波 真田かずこ詩集    

真田かずこ著 コールサック社 2012.4 

●青春ぱんだバンド 

瀧上耕著 小学館 2012.9 

●玉兎の望 

仁志耕一郎著 講談社 2012.11 

●障がいの娘、智子とともに レット症候群 

井田さだ子著 ヒロ・コミュニケーションズ 2012.3 

●夕照 

小川常三著 小川常三 2012.8 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年３月１１日に発生しました東日本大震災により被災された方々に、

心よりお見舞い申し上げます。 

滋賀県立図書館では、滋賀県で避難生活を送っておられる方々に対して、図

書の貸出を行っておりますので、参考資料室カウンターでご相談ください。 

 また、被災地（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県、千葉県）からの

レファレンスをお受けしています。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。なお、ご質問は電話、FAX、メールでお受けいたします。 

 

滋賀県立図書館 

【受付先】 

〒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 

メールレファレンスの URL↓ 

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

図書館エール 

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

