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企画展「大津絵一ヨ ロツltの視点から」
大津絵 鬼念仏 個人蔵 江戸時代
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企画展「大津南部の仏像一幅栗太郡の神仏」

企画展「江戸時代の琵琶湖水運」

重要文化財 薬師如来坐像 法楽寺蔵 平安時代

重要文化財 大津百般船万留帳 個人蔵 江戸時代

パリで開催される「大津絵展」にあわせた取り組み
『大津歴博だよく』よ

平成2年（1990）の創刊号の

発行以来、おおよそ年4回のペースで博物館一関わる様々

現在、フラ／ス パー ーあるパ）日本文化会館では ヨ
ロッパで開催される初の大規模な大津絵展として 4月24
日から6月15日まで「OTSU−E peinturespopulaire

和音報をお知らせしてきました。

平成の時代が終わ（令和へと年号が変わ（ましな。こ
れを機こというわ十でもあはせんが

7年ふIこ『大津歴

duJapon（大津絵一日本の庶民絵画）」が

当館との共

催で開催されています。大津歴博でよ この機会一国内で
も大津絵をよI身近、よI深く知っていなだきなく

博だよI』も 今号から衣替えをしました。

これまでよ 企画展やミニ企画展など 展覧会の開催告

12月の「大津絵シ／ポシウム」一続き

昨年

今年度もいくつか

知を中心言己事を構成してきましたが 近年でまぺ−シ数の

の催し物を行か、ます。

制約を愛すないポ ムぺ一シのまうが 写真を豊富一使って

◇常設展ホ室の大津絵コーナーの充実

博物館の情報をご提供できるよう−な！ました。そこで新し

昨年の大洋絵シ／ポシウムー寄せられ手感想の中一 大

い『大津歴博だよ−』でよ 展覧会だ十でなく 調査研究

津絵を常、数多く鑑賞できる場所が欲しいというご要望があ

や日頃の博物館活動で学芸員が発見しなことや感しなこと

くました。大津絵よ脆弱なこともあ！これまで作品点数を

を 読み物形式でお伝えする構成−しました。しまらくま試

限定して展示してきましたが 近年でま当館の収蔵品が充実

行錯誤の紙面づくIこな−ますが よろしくお付き合いくださ

したことカら 常設展示室の大津百町コ ナ を改修し

いますようお願いします。

大津絵の展示を充実させること−な｛まし左改修後は軸裳

さて 一一エ アル後の1号目よ 今年度の博物館の動き

の大津絵10幅（これまでは5幅）のまカ

彫刻や大津絵

をいち早くお伝えします。今年度の博物館よ 通常の展覧

人形などの関係資料20点以上を展示し いつでも大洋絵

会、加えて 大きく2つの動きがあ！ます。ひとつま パー

の魅力、親しんでいなだするよう−なくます。

で開催される「大津絵展」こ関連した取一組みもうひとつま
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◇企画展「大津絵 ヨーロッパの視点から−」
会期

今和元年10月12日（土）〜11月24日（日）
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フラ／ス パ）での大津絵展でよ ヨ ロッパー所在して

いる大津絵が多数展示されています。大津絵よ 戦前から
フラ／スのルロワ グ ラ／や＿ロ ピカノなどの芸術家−よっ
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て兄いだされていまLf。大津歴博の秋の展覧会でま パー
で行なわれ手大津絵展の様子をお知らせするなめ、ヨ ロッ

パの文化人や芸術家の視点カらみた大津絵というテーマで展

示します。会場でま 大津絵と欧米との関係をパネル等で
紹介するととも、パーへ出品され手大津絵を含む約50点

ltU日本文化会館の展覧会ポスター

を展示予定です。
2

た。また 藤原京や平城京 東大寺大仏造営のための木
材などの資材を田上山や大石山から供給し 常こ飛鳥や奈
令和2年1月から明智光秀を題材にしたNHK大河ドラ

良と直結した関係を有していました。平安時代こま天台宗や

マ「麒麟がくる」が放映されることこあわせて、歴史博物

真言宗の寺院を中心、山岳寺院や社が多く建立され、さら

館でま展覧会や講演会など 大津市の観光誘致と連動し

こ中世こま浄土宗や浄土真宗の活動も活発こみられるな

ながら 様々な催しを準備しています。

ど 大津市南部をましめとした旧栗太郡の地域よ 古い仏

◇特集展ホ「明智光秀と戦国の大津」

像が集中的∴現存する我が国屈指のエIアとして知られてい

明智光秀や坂本城など 戦国時代こ登場する大津ゆかI

の人物や場所 出来事を紹介する特集展示「明智光秀と戦

国の大津（仮称）」を常設展示室で開催します。現在の常

ます。

本展でま 大津市南部周辺こ伝わる仏像や神像、仏画
や経典などを紹介します。

設展示の比叡とその山麓コ ナーから大津百町コーナ ま

◇企画展「江戸時代の琵琶湖水運」

でを使った展示です。

また 常設展示室内の近江八景コ ナ一、あったビデオ

シアタ （休止中）を改修し 明智光秀ゆか（の市内の史

会期

令和2年2月29日（土）〜4月12日（日）

平成30年10月

大津百般船仲間、よって代々保有さ

観覧後の史跡めぐ！の参考

れてき手史料群「大津百般船関係資料」が国の重要文化

こしていただナればと考えています。令和2年1月オープン

財こ指定されました。春の展覧会よ これを記念して開催

跡を案内するVTRを上映し

の予定です。

する展覧会です。

また∴令和2年の夏から冬こかナてま 関連するミニ企

大津百般船は 江戸時代を通して琵琶湖水運を担った集

団でした。彼らま諸大名の年貢米や物資が集まる大津港の

画展等を追加していく予定です。

輸送を特権的一担い 湖岸の浦々との争論を繰I返しなが

化財や関連する史料の数々から 江戸時代の琵琶湖水運
の歴史を紹介します。
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ら その地位を保持してきました。展覧会でま 新指定文

市指定文化財 明智光秀書状 個人蔵 元亀2年（1571）

◇ミニ企画展やその他の取り組み
ミニ企画展は 大規模な大津絵の展覧会を開催するため

恒例の「大津絵蔵出し展」よお休みしますが 廃線から
50年を迎える江若鉄道に関する展示のまか 法明院展で
ご紹介しきれなかった資料の展示、国指定重要無形民俗文

企画展ホ

今年度よ 他こも秋と春の2つの展覧会を予定していま

す。皆様のご要望の多い仏像の展覧会と平成30年こ新た
こ重要文化財こ指定された古文書を展示します。

◇企画展「大津南部の仏像−1日栗太郡の神仏−」
会期

令和元年10月12日（土）〜11月24日（日）

大津市の瀬田）lから東の地域よ 現在の草津市や栗東
市 守山市の一部をあわせて かつて栗太郡と呼よれてい

化財「大津祭」の復元新調事業こ関わる展示など 大津
の歴史をとIまく事柄を幅広くご紹介します。

令和元年度の大津市歴史博物館よ 展覧会をよしめ
例年以上こ様々な事業こ取I組んでいきます。特こ常設展
示の衣替えま

平成19年（2007）以来12年言当のこと

です。まかこも夏にま毎年恒例の夏休みワクショップを多
様な体験型イべ／トとして）￣ユーアルします。

展覧会等の詳細こついてま 今後の『大津歴博だよ−』

ました。7世紀の大津遷都の際こよ この地域二王白鳳寺

やオ ムぺ−シ等を通して 積極的こ発信していきますので

院が多く建ち並び 8世紀」ま近江国庁が造営され、近江

ご期待ください

国一宮 建部大社がまつられるなど 近江国の中心地でし

（学芸員 木津勝）
3

学芸員のノートから

親子で楽しめる博物館へ 夏休み子ども向けワ クショップ

当館では 平成14年（2002）から毎年、小中学校の夏

マとして「釣鐘☆提灯シュ タ （ペットボトルのおもちゃ

休みの時期に合わせて「夏休みおもちゃづくIワ クショッ

で玉入れ合戦）」や「カラフル☆ア／プレラ（傘こ描いた大

プ」と題した子ども向十のイベ／トをおこなっています。これ

津絵で影絵を作ろう）」など6種類のおもちゃが登場しまし

ま 当館が企画し 大津市内の芸術系大学である成安造

た。テーマである大津絵の一つの画題や大津絵全体をモチ

形大学の協力を得て 共催事業として開催するものです。

フにして おもちゃの形にこだわらず 美術的かつ楽しめる

美術やデサイ／を専門とする大学生たちが 授業の一環とし

作品づくlという側面が出てくるのも芸術系大学との共同開

て ワ クショップの企画制作こ取l組んでいます。毎年

催ゆえの面白さといえるでしょう。

好評で

これまでこ約5，350人の子どもたちが参加し

①きつね！ストラ ＼、潮 ＼1 −1重ミし ∴一∴∴ ∴∴ ②釣鐘☆提ルTでユー一 、∴∴

500人以上の大学生が関わってくれています。
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平成30年（テーマは大津絵）の広報用に学生が制作したイラスト

このワ クショップは 大学ではプロジェクト授業の つ

∴∴∴∴：「∴ ∴ 望 ∴ ∴ ＿∴．

こ位置付けられ、学生ま授業登録をして 年間を通して取l

組んでいます。毎年4月下旬頃こま 参加を決めた学生が
平成29年のワークショップのようす

博物館へ集まl 博物館からテーマとする内容を詳しく解説

当館での子ども向けイベ／トは 平成4年の「親子歴史

して必要な資料を提供します。こちらからお願いすることは

石器づくIや和綴し本づくIなどの体験

大津の歴史文化こ関連したテーマと 小学校低学年の子が

講座や見学会を定期的こおこなってきました。そして 平成

1時間ぐらいで楽しく制作できる内容とすることです。実際の

14年から始まったおもちゃづくIワクショップでは

ワ

講座」から始まI

博物

館と大学が協力し 約半年かナて準備を進め 例年7月末
〜8月中旬こかナて開催しています。これまでは

前半1週

クショップは1回90分ですが

導入部分こ約20分

作ったおもちゃで遊ぶ時間こ20分程をみているので 制作
こかかるのは30〜50分程が理想です。この課題をもとこ

間で様々なおもちゃを作るワ クショップを12回程開催し

学生は班に分かれて それぞれの専門分野を活かしながら取

その翌週に子どもたちが作った作品を展示するという形を続

I組み 5月下旬頃こは各班が考案したおもちゃのプレゼ／

ナてきました。制作するおもちゃは博物館から提示するテ

をおこか、ます。毎年、バラエティ豊かな仕組みのおもちゃ

マこ合わせて 大学生が毎年新しいものを考案しています。

が登場するので このプレゼ／まこちらもとても楽しみにして

例えよ 平成29年ま 夏季企画展「田上てぬぐい−暮ら

います。この後、当館と大学の担当教員 学生たちからも色々

しと文化−」に合わせて「田上周辺の昔の暮らしをイメ

と意見を出し

ジしたおもちゃ」を作Iました。単に懐かしい昔ながらのお

市内の小学校を中心こ広報するためのチラシ作Iも進めま

もちゃを作るわけではなく 「田んまでレイ／ボ （虹色の

す。ここでも学生がイラストやデザイ／を担当しています。ワ

泥を投でて描こう）」や「あも くす ビク君（かご細工

クショップの本番でま おもちゃ作（を楽しもとともこ テ

と魚のグ ッ作目」など テーマこ合わせて 学生たちが

マとなった歴史文化こついても子どもたちの印象こ残るようこ

ユニークなおもちゃを考案しました。昨年ま「大津絵」をテ

したいという意図から導入部分を工夫してもらっておl 紙芝

さらこ中身を作I込んでいきます。同時こ

4

居や演劇風など 学生たちが趣向を凝らしています。ワ ク

みるという内容でおこか、ました。手探lの部分が多く 内

ショップの翌週にま 子どもたちが作ったおもちゃ作品の展

容や告知が行き届かなかったところもあったのですが 参

覧会を開催してきましたが この展示制作も学生が担当して

加者の方こは好評で

います。

いただき 新聞でも大津歴博の新たな取I組みとして取I上

83人（うち子ども51人）こご参加

ナてもらうことができました。
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導入としておこなった巻物風紙芝居（平成30年）

長く続ナてきたおもちゃづ〈lワクショップは

れきはくキッズミュージアムのようす

市内の

小学生が親子で博物館を訪れるきっかナとなっています。し

そして今年ま これまでの「おもちゃ制作」と「その作

かし ワ クショップ以外の部分 常設展示や企画展も含

品展示」という形から少しi￣エ アルします。主軸として「昔

めて博物館をよI楽しんでもらう仕掛十が足Iか、ことが課

のくらし」をテーマとした体験型の展示を博物館と学生が

題でもあIました。このため 学芸員と子どもたちが直接や

協力して開催し その中で例年通りのおもちゃづくlを含め

l取Iをして 実物を見ながら楽しく歴史に触れる内容を目

た複数のワクショップをおこなう予定です。「昔のくらし」

指して 昨年ま「れきまくキッズミュ ジアム」を新たに開

ま小学校3年生の授業でも扱われる内容なので 観てもら

催しました。4種類の体験型イベ／卜として 江戸時代のく

うだ十の展示ではなく 実物の道具に触れ、展示室の中を

ずし字を手本こ自分の名前を書く 廃線となった江若鉄道

探検しながら観られるような仕掛十を考えています。ぜひ

の関連品を手こ取って調へてみる パズルをしなから近江

この夏も歴博へ遊びにきてください。

（学芸員 福庭万里子）

八景こ描かれた景色を楽しむ 古代の土器に実際こ触れて

活

動

報

告

バリ大津絵展開催記念シンポジウム「大津絵・民芸・ヨーロッパ」
現在、フラ／ス

パIでヨ

ロッパ初となる大規模な大

ナ 柳が作家性こよらか、手わざの美や作品の性格から民

津絵展が開催されています。これを記念したプレイベ／卜と

画として大津絵を称賛したことや1930年こアメiカハー

して

バド大学附属フォツグ美術館で開催された「大津絵展」

昨年12月22日（土）に

大津市

ピアザ淡海に

おいて記念シ／ポジウムを開催し 市内外から313人の方

の監修者であるダストフ マルケ先生（フラ／ス国立極

こご参加いただきました。

近代以降、欧米諸国でま日本美術が注目されてきました
が その中には大津絵も含まれていました。シ／ポジウムで

よ 大津絵の表現が欧米でどのようこ受け止められたのか

東学院院長
ルロワ＝グ

びわ湖大津PR大使）からは
ラ／

ゴミス

セラなど

ヨ

ピカノや

ロッパの研究

者や芸術家たちの間で 大津絵がどのように受け入れられ
たのかを解説いただきました。

専門家お二人の講演と討論で通Iました。

熊倉功夫先生（MHOMUSEUM館長）は

こついて紹介されました。また 今回のパ）での大津絵展

大津絵の

再評価こつながった大正時代の柳宗悦の民芸運動を取I上

今秋に本館でおこなう大津絵展でも 改めて欧米からの

視点こ注目しながら 大津絵を紹介します。
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大津市富士見台二 回福院という天台宗寺院があ（ます。
ここ、鎌倉時代の秀逸な釈迦如来坐像が伝来していました。

／畷薮

今回よこのお像との不思議なご緑のお話をしか、と思いま
す。本像ま写真をご覧∴なってあわかIのよう−、目尻の上

がったき っとしたお顔だちで なんとなく鎌倉時代初期こ

、∴ ん 擬 塾／／i ；∴ 「∴二言∴∴∴

活躍した「快慶」の作例、似手雰囲気を持っています。さら
こ像内−ま「建久ノ＼年十月十一目 安阿弥陀仏 御作」の
夢

墨書銘があくます。「ア／阿弥陀仏」ま快慶の法名ですから

本像の作者よ快慶たと思われてきたのです。
「．一書∴ ＼でia i i巌、i＼ ∴∴．∴ ∴ ∴∴ ／ ＄ 醍 ！ ￣灘 悪幣i繕／ ：∴∵ ∴∵壬：∵∴∴ ：一∴ ∵∴： ＼高一 ／一勝ii ∴∴− 討て ↓i戯 ／i

ところが

昭和37年（1962）−

仏像の研究者である

水野敬三郎先生（現、東京襲術大学名誉教授）が「快慶
作品の検討」という論文を発表しました。これこよれば「仏
∴∴ や

像ま発願者の依頼−よってその造形が左右されるものです
が 耳よその影響を愛す、くい場所です。ゆえ−仏像の耳

4・＿、

の形を比較することが仏像の作者を判定する上で 極めて有

効な方法であlます。そこで作例が豊富−ある快慶の 銘文

収

蔵

品

紹

介

重要文化財 釈迦如来坐像 鎌倉時代 回福院蔵
がある像の耳を集めてみた結果、快慶の造る像の耳の形、

昨秋、本像は諸事情、よ−当館で預かることとなI fま

っま−くせが把握できました」と。さら−「大津市の園福院

たま「神仏のカたち」という仏像展を開催中だったので

所蔵の釈迦如来像は 耳の形が明らかこ異なっておI 快

急遽、特別展示すること−しまLf。すると偶然こもその1

慶とま違う作者である可能性が高い」と結論付すました。つ

週間後上水野先生がご来館され、くしくも先生の耳の研究の

ま一本像は 銘文がある、もかかわらず 耳の形が違う手め

出発点となった園福院像を 50年後に発展させた私と一緒

、快慶作であることを否定されてしまったのです。この研究

、観ることこなったのです。半世紀以上ふIの御対面だそう

ま 仏像の作者判断、耳の形の検討がとても有効であるこ

でとても懐かしがられ、当時の貴重なお話を伺えました。そ

とがわかったという画期的な

して「やっ‡‖快慶とま違う耳だよれ快慶しゃか、ね」と

もので

二人して楽しく確認し合ったのでした。自分が苦労して展示

今こ至るまで重要

な手法として知られています。

した作品をみて 観覧者が喜ふさまを見るのよ 学芸員とし

ちなみ、この水野先生の御

てとてもうれしいことです。ましてさまざま研究上の因縁があ

説を発展させた話を 私よ

ればなおきちです。まき、学芸員冥利一尽きる瞬間でした。

平成25年（2013）一束京

本像は「快慶作でまか、」ということこよって現在の仏像

文化財研究所で発表。幸運

研究、役立ち さら、全国で行われている今の仏像展こつ

、も先生、も聴いて頂き ま

ながっています。快慶の造血でまなかっナナど それはそれ

きこ50年ふ（、快慶の耳

で良かったことだと 収蔵庫でお顔を拝するたびに思うので

の研究が進んだとのお言葉

す。でも快慶ではなくていっ手い誰が作っなのか？それは

を頂きました。なので 快慶

いまだ、謎のままです。

の革ま私−とっても特別な思

（学芸員 寺島異人）

い入れのあるものです。
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