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ｗｅｂ版 図書館しが 
歌い継がれて100周年 琵琶湖周航の歌 誕生物語 

県民に愛され、多くの国民に親しまれてきた「琵琶湖周航の歌」が、2017 年に誕生 100 周年

を迎えます。湖国近江を舞台に誕生した歌の物語を所蔵資料からたどってみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『琵琶湖周航の歌』（飯田忠義著 京都新聞出版センター 2007年）より 

 

 

水上部員、琵琶湖へ漕ぎだす  

琵琶湖周航の歌の誕生については、『琵琶湖周航の歌』（飯田忠義著 京都新聞出版センター 

2007 年）のなかで当時のクルーの一人からの聞き書きを交えて詳しく紹介されています。大正

6 年（1917）6 月 27 日、旧制第三高等学校(現京都大学)の水上部員たちがボートを琵琶湖へと

漕ぎだしました。大津市三保ケ崎の艇庫を出発し、一日目は近江舞子の雄松に宿泊、二日目は今津

琵琶湖周航の歌       作詞 小口太郎  原曲 吉田千秋 

 

一、 われは湖の子 さすらひの    四、瑠璃の花園 珊瑚の宮 

 旅にしあれば しみじみと      古い傳への 竹生島 

のぼる狭霧や さざなみの      佛の御手に いだかれて 

 志賀の都よ いざさらば       ねむれ乙女子 やすらけく 

 

二、 松は緑に 砂白き        五、矢の根は深く 埋もれて 

 雄松が里の 乙女子は        夏草しげき 堀のあと 

赤い椿の 森陰に          古城にひとり 佇めば 

 はかない恋に 泣くとかや      比良も伊吹も 夢のごと 

 

三、 浪のまにまに 漂へば      六、西国十番 長命寺 

   赤い泊火 なつかしみ        汚れの現世 遠く去りて 

  行方定めぬ 浪枕          黄金の波に いざ漕がん 

   今日は今津か 長浜か        語れ我が友 熱き心 

 

（われは湖の子・副碑より） 

 



へ、三日目は竹生島、長浜、彦根、最終日に長命寺、大津 

へ帰港、といった周航日程だったと推測されています。二 

泊目の今津の旅館で、一員だった小口太郎がボートの中で 

作った歌を仲間に見せたところ、これは面白いと皆でその 

頃歌われていた「ひつじ草」という歌に合わせてみるとよ 

くあうので、ボートを漕いでまわる間ずっとこれを歌った 

のがはじまりでした。その後、同校の寮歌ともなりました。 

 

 

ふたりの二十歳、吉田千秋と小口太郎 

大正 4 年、原曲「ひつじぐさ」は『音楽界』という雑誌に掲載されました。作曲者の吉田千秋

は 1895 年生まれ新潟市出身、結核療養のため過ごしたサナトリウム「南湖院」での讃美歌との

出会いが彼の音楽に影響を与えたといわれています。「ひつじぐさ」とは未の刻（午後2時の前後

2時間）に開花する睡蓮の和名で、曲の成立をめぐっては、堀準一「琵琶湖周航歌の実像」（『湖国

と文化』滋賀県文化体育振興事業団 第12号1980年、第20号1982年）に謎を解明してゆ

く調査の過程が記されています。 

 

一方の小口太郎は 1897 年生まれ岡谷市出身、吉田千秋が二十歳で「ひつじぐさ」を発表した

その二年後、小口太郎が同じく二十歳で「琵琶湖周航の歌」を作詞したことになります。年齢の近

い二人が生前に対面することはありませんでしたが、故郷を異にする若人の詞と音楽が、こうし

てひとつ琵琶湖の上で出逢いました。『小口太郎と「琵琶湖周航の歌」（増補版）』（安田保雄編 学

友社 1979 年）には、小口太郎を知る人々を中心に、この歌への想いを綴る文章が寄せられ、

様々なエピソードから彼の人物像が浮かびあがってきます。     

 

「琵琶湖周航の歌」から湖国を巡る  

現在100周年を目前に新聞記事にもとりあげられ関心が高まってきました。（「青春の旋律 湖

国魅了 100 年」京都新聞 2015 年 9 月 26 日 1 面、「周航ロマン 謎解き今も」京都新聞  

2015年9月26日9面、「湖国を代表する歌に」毎日新聞 2016年7月16日25面） 琵琶

湖周航の寄港地であった三保ケ崎、雄松崎、今津港、竹生島、彦根港、長命寺港に歌碑が建てられ

ていますが、まだ碑がない長浜の地元の人々により「長浜歌碑でつなぐ会」が結成され、地元出身

のデザイナーによる新しい碑ができようとしています。（「わがまちにも歌碑を」毎日新聞  

2016年9月3日22面） 

 

歌詞には滋賀の名勝が散りばめられています。六番の歌 

詞「長命寺」は、実際には西国三十一番札所であるところ 

を、語呂がよいということで「西国十番」となりました。 

ゆったりと母なる琵琶湖に揺られるようなこの歌を、湖国 

を巡りながら味わってみたいものです。 

 

 

 

瀬田中島（『湖国聚英』滋賀県1928年） 

 

長命寺松ケ﨑（『湖国聚英』滋賀県1928年） 

 



 

 

 

現在改築中の守山市立図書館（平成30年に完成予定）が平成28年11月２日に市役所隣に仮

設図書館を開設し、市民の図書館利用に応えています。「仮設」の図書館とはいえ、立地の利便性

もよく、利用者にも大変好評です。配慮が行き届いた資料の配置と館長こだわりの木製書架に、図

書館としての居心地のよさの秘密があるようです。「近くを流れる川に向かって開けた明るい図書

館が誕生する予定で、資料提供とともに、市民の活動の拠点として人と人が集うことができる空

間をめざしている。」と館長の想いをお聞かせいただきました。新図書館完成の日が楽しみです。                                       

（平成28年11月24日訪問） 

 

『大津絵 民衆的風刺の世界』 
クリストフ・マルケ［著］ 楠瀬日年絵  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ  角川ソフィア文庫 2016年7月刊 (1,400円＋税） 
 

「大黒」「恵比寿」「鬼の念仏」「藤娘」「瓢箪駒」など、いかにも縁起のよいユーモラスなタッチ

の大津絵は、江戸初期から明治にかけて描かれた庶民絵画です。東海道の宿場である追分、大谷で

旅人に人気の土産物として売られていました。神仏、鬼、若衆、奴、美人、鳥獣などが主な題材で

すが、そのバリエーションの豊富さには驚かされます。その作品ひとつひとつに添えられた解説、

大津絵が発祥した歴史的背景や作家についても述べられており、コンパクトな文庫本に大津絵の

魅力がぎっしりつまった一冊です。 

 
「次世代のための成長産業支援」事業 購入図書より【第２回】 
   『発酵の技法 世界の発酵食品と発酵文化の探究』 

Sander Ellix Katz 著 水原文 訳 オライリー・ジャパン 

2016年４月刊 （3,600円＋税） 

 

世界の国々に培われてきた、あらゆる発酵のテクニックを、食品の健康効果、省エネ戦略、農業

ビジネスまでをも射程におき、なにより発酵食品の美味しさと豊かさを教えてくれる一冊です。

ピクルス好きの子どもだった著者によるこの実用的学術書は、読めばすぐにでも実験を始められ

るほど具体的な内容です。「鮒ずし」についても記されています。 

湖 国 の 本 棚  

 
今月の book★まーく 
 

 

 

 

守山市立図書館   

仮設図書館訪問  

 



郷土資料紹介  平成28年6月～平成28年10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 

近代日本における自立的地域文化創生
事業の研究 

江北図書館文庫研究会編著 
江北図書館文
庫研究会 

2016.9 

天台円頓戒思想の成立と展開 寺井良宣著 法藏館 2016.5 

奥琵琶湖「観音の里」の歴史 近江・湖北
の精神風土 

大東俊一著 彩流社 2016.10 

原始集落の研究 岩崎直也著 花田勝広 2016.10 

古代の近江 山尾幸久著 
サンライズ出
版 

2016.4 

大津代官所同心記録 渡邊忠司編著 清文堂出版 2016.5 

城下町・門前町・宿場町がわかる本 「昔
の名残」が見えてくる! 

外川淳著 
日本実業出版
社 

2016.8 

古川鉄治郎 古川博康編著 芙蓉会 2016.4 

段取り八分 吉田巧著 
サンライズ出
版 

2016.5 

戦時下の滋賀師範 滋賀県平和祈念館編 
サンライズ出
版 

2016.9 

石田三成と西軍の関ケ原合戦 
長浜市立長浜城歴史博物館企画・
編集 

長浜城歴史博
物館 

2016.7 

ゾウがいた、ワニもいた琵琶湖のほとり 高橋啓一著 
サンライズ出
版 

2016.8 

滋賀県で大切にすべき野生生物 2015
年版 

滋賀県生きもの総合調査委員会
編 

滋賀県自然環
境保全課 

2016.3 

イタチムシの世界をのぞいてみよう 鈴木隆仁著 
サンライズ出
版 

2016.9 

湖と川の寄生虫たち 滋浦部美佐子著 
サンライズ出
版 

2016.8 

特別史跡彦根城跡保存活用計画書 
彦根市教育委員会文化財部彦根
城世界遺産登録推進課編集 

彦根市教育委
員会 

2016.3 

長浜市八木浜中村家住宅調査報告書 山岸常人編集 中村壽夫 2016.2 

再考ふなずしの歴史 橋本道範編著 
サンライズ出
版 

2016.6 

近江商人の酒造経営と北関東の地域社会 大豆生田稔編 岩田書院 2016.5 

園城寺の仏像 第1巻 
園城寺の仏像編纂委員会編 園
城寺監修 思文閣出版 2016.3 

びわ湖・長浜のホトケたち 2 長浜市長浜城歴史博物館編集 長浜市 2016.7 

大津絵 
クリストフ・マルケ[著] 楠瀬日
年絵 KADOKAWA  2016.7 

鬼の念仏  中川法夫著 
サンライズ出
版  

2016.9 

直虎と直政 野中信二著 学陽書房 2016.8 

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

