大津市歴史博物館活動報告

常設展示展示資料（抄）

２．常設展示展示資料（抄） (平成 19 年 2 月まで)

常設展「大津の歴史と文化」
概

要

大津は、日本の東と西を結ぶ交通の要地として古くから重視されて発展し、日本の歴史の表舞台にもしばしば登
場している。また南北に細長い市域を持つ大津では、それぞれの地域ごとに育まれてきた歴史・文化の特色がある。
常設展示では、こうした大津の特徴を踏まえ、地域を視点とした６つのテーマ展示と大津市全域の歴史の流れを
時代順にたどる歴史年表展示によって構成した。

〔テーマ展示 １〕諸浦の親郷

堅田

〔復元模型〕堅田の町並み (室町時代後期 縮尺 1/100)
〔写真パネル〕
『模本片田景図』
（東京国立博物館蔵）
堅田の漁業
〔復元模型〕堅田の漁具
コイタツベ、エビタツベ、流し釣りのハリカゴと糸、流しもちのワク、
小糸網（堅田漁業協同組合提供）
〔復元模型〕漁船（仲野梅太郎氏蔵）
〔写真〕
『湖魚奇観』
（大阪市立博物館蔵）
〔イラスト〕筌・タツベ
〔イラスト〕流し釣り
〔イラスト〕小糸網
〔イラスト〕大網
〔イラスト〕流しもち
堅田の水運
〔図〕琵琶湖諸浦の丸子船－18 世紀後半－
堅田の風光
〔写真〕浮御堂
〔写真〕
『近江名所図会』に見る浮御堂
〔写真〕昭和中期の浮御堂（錦織雅一氏蔵）
〔写真〕天然図画亭庭園－居初氏庭園－
〔写真〕天然図画亭の茶室
禅宗と真宗
蓮如像（室町時代 円成寺蔵 複製）
〔写真〕華叟宗曇像（祥瑞寺蔵）
〔写真〕法住像（本福寺蔵）
堅田物語（天和３年(1683) 木村環氏蔵）
堅田千軒図（大正６年(1917) 大津市立図書館蔵）
堅田大宮(伊豆神社)の宮座年中行事の定書（永禄５年(1562) 居初寅夫氏蔵）
堅田藩政
本堅田年中行事の記録（文化８年(1811) 河村俊春氏蔵）
本堅田村大庄屋が順番に書き綴った公用日記（寛政６年(1794) 本堅田共有）
本堅田村庄屋の江戸への旅の道中日記（慶応元年(1865) 錦織雅一氏蔵）
堅田藩領の大庄屋役任命の触書の写し（享保１９年(1734) 辻俊氏蔵）
堅田藩主堀田正敦の倹約触書の写し（寛政元年(1789) 辻俊氏蔵）
〔図〕堅田藩領の村
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〔図〕村の一年
〔表〕歴代の堅田（佐野）藩主

〔テーマ展示 ２〕比叡とその山麓
〔復元模型〕坂本の町並み（江戸時代後期 縮尺 1/50）
〔写真〕延暦寺根本中堂（東塔）
〔写真〕延暦寺釈迦堂（西塔）
〔写真〕延暦寺横川中堂（横川）
〔写真〕坂本の航空写真
〔写真〕山門三塔坂本惣絵図（国立公文書館蔵）
〔写真〕最澄像
〔写真〕円仁像
〔写真〕円珍像
〔写真〕良源像
〔写真〕相応像
〔写真〕源信像
〔写真〕法然像
〔写真〕栄西像
〔写真〕道元像
〔写真〕日蓮像
〔写真〕一遍像
〔写真〕親鸞像
〔写真〕真盛像
信仰と芸術
木造薬師如来立像（平安時代 西教寺蔵 複製）
重要文化財 阿弥陀聖衆来迎図（平安時代 浄厳院蔵 複製）
重要文化財 日吉山王曼陀羅図（鎌倉時代 百済寺蔵 複製）
坂本城とその支配
明智光秀書状－雄琴の土豪和田秀純宛－（元亀２年(1571) 和田理氏蔵）
明智光秀書状－雄琴の土豪和田秀純宛－（天正元年(1573) 和田理氏蔵）
坂本城主浅野長吉が城下の坂本町中に出した定書の写し（天正１１年(1583) 永田一馬氏蔵）
坂本城跡出土遺物
鯱瓦、鬼瓦、軒丸瓦、軒平瓦、皿、擂鉢、銅銭、石臼、石盤（大津市教育委員会蔵）
坂本遺跡出土遺物
下駄、羽子板、箸、箸置き、杓文字、皿、小壺、茶釜、
羽釜、煙草盆、糸巻車、樋桶、斎串（大津市教育委員会蔵）
〔写真〕明智光秀画像（本徳寺蔵）
〔写真〕丹羽長秀画像（大隣寺蔵）
〔写真〕坂本城本丸跡の遺構
〔写真〕本丸の石垣
〔写真〕井戸跡
〔写真〕石積みの暗渠
〔図〕坂本城の縄張り図
門前町坂本
延暦寺が年貢の収納に使った山門升（江戸時代 松嶋昌一氏蔵）
山門升改めの文書（享和２年(1802) 松嶋昌一氏蔵）
下坂本記録 雨乞いの記事（享保１１年(1726) 本館蔵）
〔写真〕上下坂本絵図（国立公文書館蔵）
〔復元イラスト〕坂本遺跡の町屋
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津 百 町

〔復元模型〕札の辻の町並み（江戸時代後期 縮尺 1/30）
〔写真〕
『近江名所風俗図』
（サントリー美術館蔵）
町の景観
〔写真〕現在の浜大津付近
〔写真〕大津町古絵図（江戸時代中期 山田豊三郎氏蔵）
〔写真〕追分の街道筋（
『伊勢参宮名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕逢坂を越える人馬（
『伊勢参宮名所図会』本館蔵より）
〔写真〕走井の茶店（
『東海道名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕大津絵を売る店（
『東海道名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕宿場の中心・札の辻（
『近江名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕石場の船着き（
『伊勢参宮名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕大津小船入りの船着き（
『木曾路名所図会』 本館蔵より）
〔写真〕大津祭（四宮祭）の賑わい（
『伊勢参宮名所図会』 本館蔵より）
港と宿場
馬神神社修覆棟札（明和２年(1765) 長等神社蔵）
大橋堀跡から出土した荷札（江戸時代 大津市教育委員会蔵）
大津町人が大津宿の人馬会所勤め方について決めた文書（享保１４年(1729) 本館蔵）
大津城主増田長盛高札（天正１７年(1589) 木村忠之氏蔵）
大津代官大久保長安高札（慶長６年(1601) 木村忠之氏蔵）
大津百艘船船積み定書（享保１７年(1732) 木村忠之氏蔵）
湖水通船太政官高札（慶応４年(1868) 木村忠之氏蔵）
大津百艘船万留帳－百艘船仲間の記録－（天和元年(1681) 木村忠之氏蔵）
豊臣秀吉の朝鮮出兵に大津村の加子（水夫）を徴発した文書（天正２０年(1592) 木村忠之氏蔵）
大津の生業
船大工道具
木挽き用ノコ、ヨコビキ、ノコギリ、ゲンノウ、サイヅチ、カンナ、ツバ、
化粧カンナ、フナクギ、スミツボ・スミサシ（江戸時代 竹中弘氏蔵）
〔復元模型〕丸子船（杢兵衛造船所蔵）
古手屋仲間の定書（安永４年(1775) 長谷太一氏蔵）
落雁の木型（江戸時代後期 遠藤仁兵衛氏蔵）
上菓子屋仲間の鑑札（安政元年(1854) 遠藤仁兵衛氏蔵）
大津絵小売り仲間の鑑札（安政元年(1854) 遠藤仁兵衛氏蔵）
蝋燭仲間の鑑札（安政元年(1854) 柴山久治氏蔵）
紙問屋仲間の鑑札（安政元年(1854) 柴山久治氏蔵）
郷宿商人宿株仲間の鑑札（安政元年(1854) 遠藤仁兵衛氏蔵）
大津算盤 美濃屋理兵衛製作（宝永２年(1705) 小島一馬氏蔵）
大津算盤片岡仁兵衛家の看板（江戸時代 片岡千佳雄氏蔵）
大津算盤の製作道具
ロクロ、カンナ、木槌、型抜き、心トリ、面トリ器、寸指、ヒゴ抜き、竹ヒゴ（江戸時代 小嶋一馬氏蔵）
〔復元イラスト〕大津の生業
大津代官と町支配
大津代官小野宗清が大津町に出した触書の写し（天和４年(1684) 中京町自治会蔵）
大津代官石原正顕が大津町に出した触書の写し（安永元年(1772) 丸屋町自治会蔵）
大津代官小野宗清像（江戸時代 本長寺蔵）
〔写真〕大津代官小野氏の画像－小野貞正，小野貞久、小野宗清－（横山峰子氏蔵）
〔表〕歴代の大津代官
上京町町内規約（文政３年(1820) 上京町月宮会蔵）
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大津絵
大津絵貼り交ぜ屏風
長刀弁慶、鬼の念仏、花売り娘、為朝、槍持ち奴、雷と太鼓（江戸時代 本館蔵）

〔テーマ展示 ４〕膳

所 六 万 石

膳所城と城主
膳所城絵図（宝永４年(1707) 澤村達郎氏蔵）
〔写真〕寛文２年(1662)の地震による膳所城改修の絵図（滋賀県立図書館蔵 複製）
伊藤山平画 桜馬場競馬図絵馬（天保３年(1838) 東郷恵三氏蔵 複製）
疋田春湖画 石鹿城（膳所城）図巻（大正１５年(1926) 本館蔵）
〔写真〕戸田一西（縁心寺蔵）
〔写真〕本多康伴（縁心寺蔵）
〔表〕歴代の膳所藩主
〔復元模型〕膳所城と城下町（江戸時代末期 縮尺 1/250）
〔写真〕膳所藩絵図（中村倉子氏蔵）
〔写真〕膳所神社表門
〔写真〕膳所神社南門
〔写真〕膳所神社北門
〔写真〕篠津神社表門
〔写真〕和田神社表門
〔写真〕六地蔵堂
〔写真〕若宮八幡神社表門
〔写真〕鳥居川御霊神社本殿脇門
〔写真〕近津尾神社表門
〔写真〕細見氏邸表門（泉大津市）
〔写真〕新宮神社参道脇門（草津市）
〔写真〕鞭崎神社表門（草津市）
〔写真〕粟津の番所跡
〔写真〕芭蕉会館
膳所領の生活
太鼓おどりの歌本（江戸時代 田上郷土史料館蔵）
膳所藩定書 膳所藩主が領内の村々に出した法令（慶安４年(1651) 片岡由久氏蔵）
膳所藩主菅沼定芳が芝原村に新田開発を奨励した黒印状（寛文２年(1662) 中野半左衛門氏蔵）
膳所藩が橋本村に出した年貢割符状（延宝３年(1675) 本館蔵）
〔復元イラスト〕膳所藩領内の生活
〔図〕膳所藩領内の村

〔テーマ展示 ５〕近
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画
歌川広重画

近江八景
近江八景
近江八景
近江八景
近江八景
近江八景
近江八景
近江八景

江 八 景
比良暮雪（安政４年(1857)
堅田落雁（安政４年(1857)
唐崎夜雨（安政４年(1857)
三井晩鐘（安政４年(1857)
粟津晴嵐（安政４年(1857)
矢橋帰帆（安政４年(1857)
瀬田夕照（安政４年(1857)
石山秋月（安政４年(1857)

本館蔵
本館蔵
本館蔵
本館蔵
本館蔵
本館蔵
本館蔵
本館蔵
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津 京 と 近 江 国 府

大津京の発掘
流雲文鬼瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
単弁蓮華文軒丸瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
複弁蓮華文軒丸瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
複弁蓮華文軒丸瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
複弁蓮華文軒丸瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
重弧文軒平瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
唐草文軒平瓦（南滋賀町廃寺跡出土 近江神宮蔵）
蓮華文方形瓦（南滋賀町廃寺跡出土 大津市教育委員会蔵）
杯（北大津遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
高杯（北大津遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
墨書土器（穴太遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
円面硯（穴太遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
銅匙（崇福寺跡出土 近江神宮蔵）
銅匙（崇福寺跡出土 近江神宮蔵）
国宝崇福寺塔心礎納置品より舎利容器（近江神宮蔵 複製）
〔復元模型〕近江大津宮（中枢部）復元模型 縮尺 1/200
〔イラスト〕大津京の復元
近江国庁の発掘
蓮華文軒丸瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
蓮華文軒丸瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
流雲文軒平瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
流雲文軒平瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
流雲文複弁蓮華文軒丸瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
流雲文複弁蓮華文軒丸瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
唐草文軒丸瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
流雲文帯複弁蓮華文鬼瓦（近江国庁跡出土 滋賀県教育委員会蔵 複製）
怒髪鬼面文鬼瓦（南郷瓦窯跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
杯（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
蓋杯（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
皿（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
蓋（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
鉢（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
杯（野畑遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
〔イラスト〕近江国府の復元

〔歴史年表展示 １〕琵

琶 湖 の 変 遷

〔図〕琵琶湖の変遷図
琵琶湖の誕生期－500 万年前－
佐山湖の時代－350～250 万年前－
現琵琶湖の誕生－250～150 万年前－
現琵琶湖の発達－150 万年前～現在－
〔写真〕シガ象の下顎の骨（真野佐川町出土 真野小学校蔵）
〔写真〕アカシゾウの足跡（甲賀郡甲西町出土）
〔写真〕シフゾウ－エラフルス－の足跡（甲賀郡甲西町出土）
〔写真〕トウヨウ象の下顎・脚の骨と臼歯（伊香立南庄町出土 国立科学館蔵）
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始・古 代

旧石器時代の大津
石槍（榿木原遺跡出土 滋賀県教育委員会 複製）
石槍（南滋賀遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵 複製）
石槍（真野出土 真野小学校蔵）
石槍（真野神田遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
〔復元イラスト〕狩猟の風景
縄文時代
深鉢（石山貝塚出土 縄文時代早期 平安高校蔵）
深鉢（石山貝塚出土 縄文時代早期 石山観光協会蔵）
深鉢（滋賀里遺跡出土 縄文時代晩期 滋賀県教育委員会蔵）
〔復元イラスト〕石山貝塚の生活
弥生時代
打製石鏃（大伴遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
打製石鏃（近江神宮蔵）
磨製石鏃（大伴遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
磨製石鏃（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
磨製石鏃（近江神宮蔵）
磨製石剣（近江神宮蔵）
磨製石斧（大伴遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
磨製石斧（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
磨製石斧（野添古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
磨製石斧（近江神宮蔵）
石包丁（大伴遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
壺（南滋賀遺跡出土 弥生時代中期 大津市教育委員会蔵）
壺（錦織遺跡出土 弥生時代後期 大津市教育委員会蔵）
高杯（太鼓塚遺跡出土 弥生時代後期 大津市教育委員会蔵）
鉢（太鼓塚遺跡出土 弥生時代後期 大津市教育委員会蔵）
手焙形土器（錦織遺跡出土 弥生時代後期 大津市教育委員会蔵）
〔イラスト〕高地性集落の復元
〔図〕縄文時代と弥生時代の遺跡分布
古墳時代
ミニチュア炊飯具（野添古墳群出土 ６世紀後半 大津市教育委員会蔵）
鉄刀（出口古墳出土）
鉄剣（出口古墳出土）
石製剣形模造品（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
石製勾玉模造品（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
石製有孔円板（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
子持勾玉（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
子持勾玉（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
紡錘車（榿木原遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
土錘（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
土錘（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
ガラス玉（野添古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
勾玉（真野神田遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
勾玉（滋賀里遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
金環（野添古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
金環（近江神宮蔵）
金製細環、銀製細環（太鼓塚古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
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銀環（榿木原遺跡出土 滋賀県教育委員会蔵）
銀環（野添古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
青銅製釵（大谷古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
青銅製釧（大谷古墳群出土 大津市教育委員会蔵）
〔復元イラスト〕群集墳の石室構造
〔図〕市内の主な古墳
飛鳥・白鳳時代
素弁蓮華文軒丸瓦（衣川廃寺跡出土 大津市教育委員会蔵）
複弁蓮華文軒丸瓦（坂本八条廃寺跡出土 大津市教育委員会蔵）
重弧文軒平瓦（坂本八条廃寺跡出土 大津市教育委員会蔵）
鉢（山ノ神遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
高台付碗（山ノ神遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
直口壺（山ノ神遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
長頸壺（山ノ神遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
長頸壺（山ノ神遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
〔復元イラスト〕山ノ神遺跡の登り窯
奈良時代
石山寺造営工事の様子（
「石山寺縁起」 鎌倉時代 石山寺蔵より 複製）
〔写真〕田上山のはげ山
〔写真〕良弁像（東大寺蔵）
〔図〕近江の杣と材木輸送路
平安時代
最澄が東大寺戒檀院で僧として必要な戒を受けたことを通知した文書（延暦４年(785) 来迎院蔵 複製）
浄土教について源信が著した『往生要集』の版本（安土桃山時代 西教寺蔵）
〔写真〕唐崎の松（唐崎祓いと石山詣で）
緑釉碗（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
緑釉碗（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
灰釉段碗（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
灰釉耳碗（上高砂遺跡出土 大津市教育委員会蔵）

〔歴史年表展示 ３〕中

世

鎌倉時代
延暦寺の僧兵の図（
「天狗草紙」 東京国立博物館蔵より 複製）
大石庄と龍門庄との境相論の和与証文（弘長２年(1262) 禅定寺蔵 複製）
〔写真〕源頼朝（神護寺蔵）
〔写真〕石山寺多宝塔
〔写真〕葛川明王院
〔写真〕和田神社本殿
〔写真〕春日神社本殿
〔写真〕小椋神社の石造瑞垣
〔写真〕黒縄地獄（国宝『絹本著色六道絵』 聖衆来迎寺蔵より）
〔写真〕葛川山論境界絵図（明王院蔵）
〔イラスト〕和与の儀式
室町時代
大津浦の馬借（
『重要文化財紙本著色石山寺縁起』 鎌倉時代 石山寺蔵 複製）
北野社が田上中庄の代官に中野氏を任命した文書（長享２年(1488) 中野半左衛門氏蔵）
一石五輪塔（坂本遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
一石五輪塔（坂本遺跡出土 大津市教育委員会蔵）
青磁碗（石山寺・世尊院跡出土 大津市教育委員会蔵）
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天目茶碗（石山寺・世尊院跡出土 大津市教育委員会蔵）
天目茶碗（石山寺・世尊院跡出土 大津市教育委員会蔵）
〔写真〕長禄三年山門使節連署状に見える湖岸の関所（大和文華館蔵）
〔写真〕足利尊氏（等持院蔵）
〔写真〕後醍醐天皇（大徳寺蔵）
〔写真〕岩間山正法寺（岩間寺）
〔写真〕石山寺本堂
〔写真〕三井寺観音堂
〔写真〕長命寺
〔写真〕宝厳寺（竹生島）
〔写真〕観音正寺
〔写真〕足利義尚の葛川参籠札（明王院蔵）
〔写真〕日野富子の葛川参籠札（明王院蔵）
〔図〕西国三十三所巡礼の札所と近江の観音札所

〔歴史年表展示 ４〕近

世

安土桃山時代
豊臣軍を避けて湖水を渡り坂本城に入る明智秀満（江戸時代 本館蔵）
豊臣秀吉が江州諸浦船大工の課役を免除した朱印状（天正１２年(1584) 今堅田船大工仲間共有）
信長・秀吉・家康の三代に活躍した大津の武将山岡道阿弥の画像（江戸時代 山岡知博氏蔵）
〔写真〕織田信長（長興寺蔵）
〔写真〕豊臣秀吉（西教寺蔵）
〔写真〕豊臣秀吉山門再興判物（延暦寺蔵）
江戸時代
大津籠城戦について記した文書（慶長５年(1600) 林屋辰三郎氏寄贈）
幕府が尾花川の漁業特権を保証した文書（慶長１６年(1611) 尾花川親友会共有）
〔写真〕徳川家康（久能山東照宮蔵）
〔写真〕大津籠城戦を戦った京極高次（清滝寺蔵）
〔写真〕大津籠城戦死者供養碑（高野山）
〔写真〕坂本の東照宮
〔写真〕天海（延暦寺）
江戸時代－まちの暮らし－
大津町の大橋堀の荷揚げ場埋め立て工事の絵図（安永元年(1772) 原田螢一氏蔵）
三井御浜焼徳利（江戸時代 佐久間悦子氏寄贈）
東海道宿場名所文蒔絵碗（江戸時代 岩佐静子氏寄贈）
〔写真〕歌川広重画 東海道五十三次の内 大津（江戸時代 本館蔵）
江戸時代－むらの暮らし－
堅田村の慶長検地帳（慶長７年(1602) 伊豆神社蔵）
本堅田村の延宝検地帳（延宝５年(1677) 伊豆神社蔵）
溜池改作を顕彰した三池記の板碑（嘉永３年(1850) 堀池宏志氏蔵）
江戸町人が開発した大久保新田の地元への売却証文（天保６年(1835) 尾花川親友会共有）
雨乞いの図（江戸時代 尾花川親友会共有）
〔写真〕農耕図屏風（江戸時代 小鑓益道氏蔵）
幕末の大津
伊能忠敬が琵琶湖周辺の測量について報告した手紙（文化２年(1805) 吉永孝雄氏寄贈）
伊万里染付日本地図絵皿（江戸時代 本館蔵）
幕府による砲台築造の上納金賦課の文書（安政元年(1854) 下平蔵町自治会蔵）
大津町総年寄矢島藤五郎に襲撃を予告した貼り紙の写し（慶応３年(1863) 本館蔵）
瀬田のお札降りの記録（慶応３年(1867) 本館蔵）
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〔写真〕伊能忠敬の琵琶湖実測図（伊能忠敬記念館蔵）
〔写真〕膳所藩尊皇攘夷派の血判状（膳所藩資料館蔵）
〔写真〕膳所藩尊皇攘夷派の志士が獄中で作ったこより字（膳所藩資料館蔵）
〔復元イラスト〕大津町のお札降り

〔歴史年表展示 ５〕近

代

汽船の就航
蒸気船渉湖丸錦絵（明治時代 本館蔵）
蒸気船金亀丸錦絵（明治時代 本館蔵）
蒸気船庚申丸の茶碗（明治時代 毛利冨美子氏寄贈）
〔写真〕蒸気船一番丸錦絵（神戸商船大学蔵）
〔写真〕一番丸を建造した一庭啓二（琵琶湖汽船株式会社蔵）
鉄道の敷設
京都大津間汽車時刻及び運賃表（明治１３年(1880) 本館蔵）
歩兵第九連隊の日清戦争予餞会の図（明治２７年(1894) 松本てる子氏蔵）
〔写真〕逢坂山トンネル－明治１３年(1880)開通 大正１０年(1921)廃線－
〔写真〕京津電車札の辻停車場（石井行昌氏蔵）
〔写真〕東海道線付け替え工事後の新大津駅（大西友三郎氏蔵）
〔写真〕若江鉄道の開通－高島郡高島町の水尾駅－（若江鉄道株式会社蔵）
〔図〕大津の鉄道（昭和５年(1930)頃）
琵琶湖疏水
疏水曳船会社の営業案内（明治時代 上田進氏寄贈）
〔写真〕琵琶湖疏水絵巻・大津閘門
田村宗立が明治２０年(1887)に描いた完成予想図（京都市水道局蔵）
〔写真〕琵琶湖疏水絵巻・鹿関橋（京都市水道局蔵）
〔写真〕疏水開削を推進した北垣国道京都府知事（京都市水道局蔵）
〔写真〕疏水工事主任の田邉朔郎（田邉美佐子氏蔵）
大津事件
ロシア皇太子の遭難現場を見聞した記録（明治２４年(1891) 永井久雄氏蔵）
大津事件の判決書の写し（明治２４年 最高裁判所寄贈）
〔写真〕ロシア皇太子ニコライ（永井久雄氏蔵）
〔写真〕児島惟謙大審院長（永井久雄氏蔵）
〔写真〕津田三蔵
〔写真〕谷口龍蔵弁護士（滋賀県議会事務局蔵）
〔写真〕津田三蔵を取り押さえた車夫向畑治五郎（永井久雄氏蔵）
治山治水
琵琶湖大洪水の写真（明治２９年(1896) 毛利富美子氏寄贈）
〔写真〕瀬田川洗堰（明治３８年(1905)建設の旧堰 前野隆資氏蔵）
〔写真〕オランダ堰堤（明治２２年(1889)オランダ人技師デレーケが建設）
〔写真〕琵琶湖の水位を観測する鳥居川量水標（明治７年(1874)建設）

〔歴史年表展示 ６〕現

代

人絹王国
〔写真〕東洋レーヨン滋賀工場（昭和２年(1927)操業）
〔写真〕旭絹織膳所工場（大正１３年(1924)操業）
〔写真〕東洋紡績堅田レーヨン工場（旧昭和レーヨン 昭和２年操業）
「大大津市」
〔写真〕大津・膳所・石山合併調印式
9

大津市歴史博物館活動報告

常設展示展示資料（抄）

〔写真〕大津・膳所・石山合併祝賀の旗行列で行われた「大大津の歌」
戦時下の大津
青い目の人形
親善のしるしとしてアメリカの子供たちから日本の子供たちに贈られたもの。
（昭和２年 平野小学校蔵）
青い目の人形のパスポート（昭和２年 平野小学校蔵）
大津連隊区司令部公印・大津連隊区司令官公印（坂啓二氏寄贈）
瀬田国民学校児童の絵日記（昭和１９年(1944)～昭和２０年(45) 西川綾子氏蔵）
戦時生活啓発の紙芝居（上田進氏寄贈）
戦時下の各種ビラ（山田豊三郎氏蔵）
〔写真〕大津航空隊（陸上自衛隊大津駐屯所蔵）
〔写真〕膳所に学童疎開した大阪の児童たち（響忍寺蔵）
〔写真〕近江神宮造営の勤労奉仕
占領と復興
滋賀県が通達した連合軍進駐地付近住民の心得帳（昭和２０年(1945) 山田豊三郎氏蔵）
近江学園の機関紙「南郷」創刊号（昭和２２年(1947)）
〔写真〕アメリカ軍キャンプＡ地区
〔写真〕アメリカ軍キャンプＢ地区
〔写真〕大津公民館（昭和２２年開館）の英会話教室
〔写真〕レコードコンサート
〔写真〕ダンスパーティー
〔写真〕障害児教育のパイオニア近江学園
〔写真〕写真パネルによる大津の現代
市域の拡大
大津・下田上合併調印式（田中延佳氏蔵）
大津・瀬田・堅田合併調印式
〔図〕大津市域の変遷
交通路の集中
湖岸道路の開通式（昭和３３年(1958)）
名神高速道路大津インターチェンジ（昭和３８年(1963)開通 中島省三氏提供）
琵琶湖大橋（昭和３９年(1964)開通）
ＪＲ湖西線堅田駅（昭和４９年(1974)開通）
近江大橋（昭和４９年(1974)開通）
西大津バイパス（昭和５６年(1981)開通）
京滋バイパス（昭和６３年(1988)開通）
都市環境の整備
し尿処理の南郷南部プラント（昭和３９年(1964)操業）
大津市民病院（昭和３９年開設 昭和５３年(1978)新館増築）
下水道の大津終末処理場（昭和４４年(1969)操業）
大津市民会館（昭和５０年(1975)開館）
環境美化センター（清掃工場 昭和６３年(1988)操業）
大津市公設地方卸売市場（昭和６３年開設）
大津市・滋賀町行政事務総合クリーンセンター（清掃工場 平成元年 1989 年操業）
大津市総合保険センター（平成元年(1989)完成）
びわこ大博覧会とびわこ国体
びわこ大博覧会（昭和４３年(1968)開催）
びわこ国体（第３８会国民体育大会 夏季・秋季 昭和５６年(1981)開催）
第１７回身体障害者スポーツ大会（昭和５６年開催）
国体会場となった皇子山総合運動公園
健康とうるおいのある町
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常設展示展示資料（抄）

琵琶湖を美しくする運動（昭和４７年(1972)開始）
２歳児検診（乳幼児検診 大津方式 昭和４９年(1974)導入）
大津市立図書館（昭和５６年(1981)開設）
葛川少年自然の家（昭和６２年(1987)開設）
大津夏まつり
国際交流
ランシング市役所前での市民交流
インターラーケン市での歓迎夕食会
ヴュルツブルグ市の「近江の庭」
（大津市寄贈）
牡丹江市での小学生の歓迎演奏
亀尾市での高校サッカー交流大会
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