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ｗｅｂ版 図書館しが 
琵琶湖とヒトと魚たち 

 

平成27年（2015年）9月、琵琶湖の保全及び再生に関する法律が公布、施行されました。こ

れは「多数の固有種が存在する等豊かな生態系を有し、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫」であ

る琵琶湖の恵みを未来の人々へ引き継ぎ、他の湖沼の保全や再生の先駆けとなることを目指すも

のです。 

 

 では、こうした自然環境や水産資源

をつくる琵琶湖の生き物といえば、何

を想像しますか？まず思い浮かぶのは、魚で

はないでしょうか。県立図書館では『琵琶湖

の魚』（今森洋輔著 偕成社 2001年）や

『滋賀の魚 図解ハンドブック』（滋賀県中

学校教育研究会理科部会編 新学社 1987

年）、『湖国びわ湖の魚たち 増補改訂版』（滋賀県立琵琶湖文化館編 第一法規 1991年）な

ど、琵琶湖に住む魚の生態がわかる資料を多数所蔵しています。魚たちの姿形や食生活、生活サ

イクルや琵琶湖内での生息場所がわかると、魚ともっと仲良くなれそうな気がしませんか。 

こうした魚たちと人間は、どのように付き合ってきたのでしょうか。『弥生のなりわいと琵琶

湖 近江の稲作漁労民』（守山市教育委員

会編 サンライズ出版 2003年）を開く

と、すでに弥生時代の水田において、魚

捕りが行われていた痕跡があることがわ

かります。『琵琶湖のコイ・フナの物語 

東アジアの中の湖と人』（[滋賀県立琵琶

湖博物館]企画展示実行委員執筆・編集 

滋賀県立琵琶湖博物館 ２007年）や

『華麗なる漁と美味なる食 魚・人・琵

琶湖の過去・現在・未来』（滋賀県立安土

城考古博物館編集刊行 2013年）といっ

た資料からも、魚と人間の関わり合いの

 

 

ホンモロコ（『湖中産物図証』） 

 

ワタカ（『湖中産物図証』） 

○魚  



変遷をたどることもできます。琵琶湖での漁については『びわ湖の魚と漁具・漁法』（滋賀県立

琵琶湖文化館編集 滋賀県立琵琶湖博物館 2000年）にも道具や方法、漁の時期などが具体的

に記されています。琵琶湖漁師の生活そのものに関心があれば、『わたし琵琶湖の漁師です』（戸

田直弘著 光文社 2002年）はいかがでしょう。 

 

琵琶湖の豊かな恵みを活かして、滋賀県

では地域独自の食文化が育まれました。『湖

魚と近江のくらし』（滋賀の食事文化研究会

編 サンライズ出版 2003年）には、琵琶湖の魚

を使った伝統料理が、コイやモロコといった魚ごと

に紹介されています。『おいしい琵琶湖八珍 文化

としての湖魚食』（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年）や『つくっ

てみよう滋賀の味 新装合本』（滋賀の食事文化研

究会編 サンライズ出版 2009年）といった資料

も参考になります。 

 

また『水田の生き物たち』（滋賀県農政水産部農村振興課[編] 滋賀県 2012年）や

『田園の魚をとりもどせ!』（高橋清孝編著 恒星社厚生閣 2009年）を開いて、今後も

魚と共生していくための方策を探ることもできます。 

 

これらの資料は県立図書館の参考資料室でご覧いただけます。参考資料室には、滋賀県の歴史

や文化、自然や産業等に関する資料を集めた滋賀資料コーナーや、湖や河川といった淡水に関す

る資料を集めた水資料コーナーがあります。滋賀資料コーナーには、滋賀県を舞台にした小説

や、滋賀県内の大学の紀要や年報、県内で刊行されている雑誌等が含まれています。また水資料

コーナーには水文学や河川工学に関する専門的な資料のほか、琵琶湖の魚をはじめとする身近な

生き物に関する資料や、釣りに関する資料等、気軽に楽しめるものもあります。 

 

ひとまず魚の姿を楽しみ

たい時には、県立図書館の

ホームページから「近江デジタル歴史

街道」にアクセスしてください。江戸

時代に制作された琵琶湖の生物図鑑、

『湖中産物図証』（藤居重啓編 1854

年（安政元年））を開くと、ワタカやモ

ロコ、アユモドキといった琵琶湖に住

む魚の細密画を、自宅に居ながらにし

て楽しむことができます。ぜひ、そっ

と覗いてみてください。 

  

アユモドキ（『湖中産物図証』） 

 

 

アマゴ（『湖中産物図証』） 

魚たちが、皆様が見てくださるのを待っています。 
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http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search
http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search


 

探検しよう！本の森  

県立図書館の地下書庫には約 100 万冊の資料が収められてい

ます。その書庫を探検するイベントを、5月4日みどりの日に開

催しました。書庫探検の後には、大きさ 5ｍ以上にもなる江戸時

代の近江の国絵図など、貴重な資料もご覧いただき、普段入るこ

とができない本の森を、みなさんに楽しんでいただけたようで

す。 

7 月 29 日（金）には小学 3 年生以上のお子さんを対象とした

「夏休み文化ゾーン子ども探検隊」、11月3日（祝）には、どな

たでも参加いただける「文化の日地下書庫探検隊」を予定しています。詳細はホームページなどで

ご案内いたします。ご参加をお待ちしております。 

 

『世代をつなぐ竜王の祭り 苗村神社三十三年式年大祭』 
 武田俊輔編著 サンライズ出版 2016年２月刊 (1,２00円＋税） 
 

 蒲生郡竜王町にある長い歴史と格式を持つ苗村神社では、33年に１度

大きなお祭りが行われます。その「三十三年式年大祭」は平成26年に14

回目を迎えました。この大祭はどのように継承されてきたのでしょうか。

時代の変化に応じて柔軟に形式を変えつつも、受け継がれてきた祭りの

伝統と人々の心を、滋賀県立大学の調査団の教員と学生たちが細やかに

描いています。 

 

  技術者や理工系大学生を応援します！【第１回】 

県内製造業で働く技術者や理工系大学生の技術開発を支援するた

めに、「次世代のための成長産業支援」事業として、今年度「技術・工

学分野」の図書を重点的に整備しています。 

新たな産業の創造を滋賀県立図書館は支援します。ぜひご活用くだ

さい。 

 

 

湖 国 の 本 棚  

 
今月の book★まーく 

 

 

 

 



郷土資料紹介  平成28年３月～平成28年５月購入・寄贈分より 

ホームページの新刊図書案内にて郷土資料の新着図書のリストをご覧いただけます。 

書名 著者 出版者 出版年 

いっと 医療と図書館をつなぐ情報誌 
滋賀県公共図書館協議会公共図
書館がん情報提供委員会編集 

滋賀県公共図
書館協議会 

２０１６．３ 

天台四教儀談義 法華経理解を深める天台
学へのいざない 

三友健容著 大法輪閣 ２０１６．３ 

天台四教儀談義 三友健容著 大法輪閣 ２０１６．３ 

天台宗恵檀両流の僧と唱導 松田宣史著 三弥井書店 ２０１５．１１ 

矢倉見聞録 
ふるさと「矢倉」風景の記憶絵プ
ロジェクト編集 

矢倉学区未来
まち協議会 

２０１６．２ 

日野町下駒月のお話し その歴史と伝承 横井邦彦著 西照院 ２０１６．４ 

大日本維新史料 類纂之部  
井伊家史料 29 

東京大學史料編纂所編纂 
東京大学史料
編纂所 

２０１６．３ 

井伊家のひみつ おんな城主直虎 人物・エ
ピソード・歴史・ゆかりの地 

 ぴあ ２０１６．４ 

るるぶ滋賀びわ湖 '16～'17  
JTBパブリッ
シング 

２０１６．２ 

滋賀・びわ湖 '17 長浜・彦根・大津  昭文社 ２０１６．５ 

「琵琶湖」の絶景を望む近江の山歩き１６
選 湖北・湖東・湖南・湖西をめぐる山  々

竹内康之著 淡交社 ２０１６．４ 

ムーミン・ハウスの窓から 武村正義著作
集 

武村正義著 
中央公論事業
出版 

２０１６．３ 

人口減少化における地域経済の再生 京
都・滋賀・徳島に見る取り組み 

松岡憲司編著 新評論 ２０１６．３ 

世代をつなぐ竜王の祭り 苗村神社三十三
年式年大祭 

武田俊輔編著 滋賀県立大学式
年大祭調査団著 

サンライズ出
版 

２０１６．２ 

子供歌舞伎振付師の系譜からみえる長浜
曳山祭地芝居の傾向 

浅野久枝[著] 
[民俗芸能学
会] 

２０１５．９ 

伊吹山を知るやさしい生きもの学の本 
伊吹山ネイチャーネットワーク
企画・編集 

伊吹山ネイチ
ャーネットワ
ーク 

２０１６．３ 

招福樓 中村秀太良[著] 中村成実[著] 世界文化社 ２０１６．４ 

江戸時代近江の商いと暮らし 湖国の歴史
資料を読む 

青柳周一∥編 東幸代∥編 岩﨑
奈緒子∥編 

おうみ学術出
版会 

２０１６．３ 

平安密教彫刻論 津田徹英∥著 
中央公論美術
出版 

２０１６．２ 

Ôtsu-e imagerie populaire du Japon 
estampes de Kusunose 
Nichinen textes de Christophe 
Marque 

Philippe 
Picquier 

ｃ２０１５ 

弦月の琵琶湖を楽しむ 谷本勇[写真] 谷本勇 ２０１６．３ 

司馬遼太郎『街道をゆく』用語解説詳細地
図付き叡山の諸道 1～2 

司馬遼太郎著 朝日新聞出版 ２０１６．３ 

司馬遼太郎『街道をゆく』用語解説詳細地
図付き近江散歩 

司馬遼太郎著 朝日新聞出版 ２０１６．２ 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/opc/nw_top

