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び わ こ そすい

琵琶湖疏水（第１琵琶湖疏水）は，明治18年（1885）に工事を開始し，明治23年（1890）に
完成してから今年で130周年を迎えました。
近代京都の産業や文化を育み，今も現役で京都市の水道を支え続ける琵琶湖疏水の魅力を，
図書館で探ってみませんか。
『琵琶湖疏水線路全景二万分一之圖』河田 小龍／写

1890頃

琵琶湖疏水って？
琵琶湖疏水は，滋賀県の琵琶湖を水源として，京都
市へ水を送る人工の川です。滋賀県大津市から京都
市伏見区までの「第１疏水」，第１疏水の北側を並行
する「第２疏水」，左京区蹴上から北白川までの「疏水
分線」があり，全体の長さは現在約31kmあります。
明治時代，東京へ都が移り，京都が衰退していくな
かで計画されたのが，第１疏水の建設です。水の力
を，舟運や水車（水力発電），防火用水などに利用して
京都府

明治14(1881)

滋賀県

北垣国道が第3代京都府知事に就任

18(1885)

琵琶湖疏水（第1疏水）建設を開始

22(1889)

京都市が誕生

23(1890)

琵琶湖疏水（第1疏水），疏水分線が完成

28(1895)

琵琶湖疏水の発電を利用し，
日本初の
路面電車「京都電気鉄道」が開業

37(1904)

西郷菊次郎が第2代京都市長に就任

第2疏 水 建 設・上 水 道 整 備・道 路 拡 張
41(1908) （市電敷設）の「三大事業」起工式を挙行
45(1912)

第2疏水，蹴上浄水場が完成
京都市営電車の営業開始

行ってみたい!

産業を復興させるための大工事でした。
明治23年（1890）に完成した琵琶湖疏水は，京都の
経済や文化を発展させる，新たな活力となりました。
明治45年（1912）には，第２疏水を建設して上水
道を整備し，今日に至る京都の，水道の基礎ができあ
がります。
平成30年（2018）には，観光船である「びわ湖疏水
船」として，本格的な舟運が約70年振りに復活すると
ともに，今年６月には国の日本遺産に認定されるな
ど，新たな魅力を発信し続けています。

琵琶湖疏水記念館

平成元年(1989)開館。琵琶湖疏水の
南禅寺船溜を見渡す位置にあります。
測量図面など貴重な資料の展示，大
正時代の岡崎周辺の様子を再現した模
型，沿線の名所を紹介するパネルなど，
琵琶湖疏水のすべてがここに!

URL
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『琵琶湖疏水の100年』
京都新聞社／編集
京都市水道局 1990
竣工100周年に刊行された，
叙 述 編，資 料 編，画 集 か ら
なる琵琶湖疏水を知るため
の決定版。

京都市左京区南禅寺草川町17
TEL 075-752-2530 FAX 075-752-2532
https://biwakososui-museum.city.kyoto.lg.jp/
地図・写真提供：京都市上下水道局

琵琶湖疏水を作った人々
近代京都の立役者

若き技 術 者

北垣 国道

田 邉 (田辺) 朔 郎

明治14年(1881)，第３代京都府知事に就任。第１
琵琶湖疏水の建設，京都商工会議所の設立など，明治
維新後に衰退した京都の復興に力を注ぎました。

大学卒業論文の疏水計画が北垣国道に高く評価された
土木工学者。琵琶湖疏水の設計のほか，水力電気，水道
工事，トンネルなど多方面の事業で活躍しました。

『土木技術の自立を
きずいた指導者たち』

『北垣国道日記「塵海」』
北垣 国道／著 塵海研究会／編
思文閣出版 2010

かこ さとし／作

西郷 菊次郎
西郷隆盛の長男。外務省勤務や米国
留 学 を 経 験，台 湾 で は 治 水 事 業 に も
携わり，
明治37年
（1904）
，
第２代京都
市長に就任。第２琵琶湖疏水建設など
の「三大事業」を推し進めました。

知ってる？
こんな
エピソード

2004

作者のあたたかいまなざしが魅力の
「土木の歴史絵本」シリーズ第4巻。
田辺朔郎など5人の技術者をとり
あげ，近代日本の土木技術が発展
する様子を紹介。

実業家との交渉，琵琶湖疏水建設，
北海道開発など，活動の経過を詳細
に 記 録 し た 日 記。幕 末 の 回 想 や，
伊藤博文，新島襄らとの交流も。

豊 かな 国 際 感 覚

瑞雲舎

京都市図書館ホームページ

「レファレンス事例紹介ページ」で，

“第2代京都市長・西郷菊次郎について
知りたい。”を読むことができます。

京都に関することを中心に，さまざまな質問に対する図書館からの回答
や，参考にした文献を紹介しているページです。ぜひご覧ください!

ほこばやし

べり

「…運河中には舟を浮べ祇園祭の鉾囃子をなし運河の南 畔には
にょい
たけ
とも
山鉾を建て（中略）東山如意ヶ嶽には大文字を點す…」
（明治23年（1890）4月10日付『日出新聞』より）

明治23年（1890）４月８日，北垣知事らの主宰で，琵琶湖
つうすい

疏水 通水 式の夜会が開かれた時の様子です。
７月の祇園祭，８月の五山送り火は京都の年中行事ですが，

『京の大文字
ものがたり』
岩田 英彬／著
松籟社 1990

この４月の夜会では慶祝行事のひとつとして催されました。
提灯が立ち並び花火が上がったという華やかな様子からも，
琵琶湖疏水の完成は大きな出来事だったことがうかがえます。

第4章 で，明 治 時 代 の
「時ならぬ点火」を紹介。

図 書館でもっと！ 琵琶湖疏水の本
1冊で知りたい！ 『琵琶湖疏水 明治の大プロジェクト』 織田 直文／著 かもがわ出版 1995
ガイドブックは？ 『水の都京都』暮らす旅舎／編 実業之日本社 2014
物 語 を 堪 能 ！ 『京都インクライン物語』田村 喜子／著 山海堂 2002
京図ものがたり vol.52

3

その11

京都市図書館のホームページには，

「こどもページ」

カモのおやこが
めじるし！

があります。

こどもにも読めるよう，わかりやすい言葉やふりがなを
つかって，図書館を紹介しているページです。
こどもはもちろん，大人にも役立つ情報がいっぱい！

京都市図書館の本や雑誌，
ＣＤやＤＶＤなどを ，検 索・
予約することができます。
たくさん本を
読みたいな。
おすすめはある？

図書館や本屋さんにある
たくさん の本 のな かから ，
読んでほしい本を年代 別に
３０冊ずつ選びました。
図書館で配布しているリストの
「カラー版」を，このページでご覧
いただけます。
「資料詳細画面」ボタンから，
予約することもできます。

京 都 市の 地 域・
家 庭・子ど も文 庫
一覧です。

図書館って，あたらしい本も
あるのかな？

ものがたりや絵本など，
こどもの本（児童書）の
新着情報はこちらから。

「こ
ども
ペー
ジ

「読書ノート」
を使った
京都市立小学校の活動
を応援しています。

本を
「かりる，
かえす，
さがす」
といった 図 書 館 のル ールが
わかります。
「しらべものにべんりなホーム
ページ・しせつのあんない」
は，
天気・気象について楽しく学べる
「はれるんランド〈気象庁〉」や，
中央図書館となりの「京都アスニー〈京都市平安京
創生館〉」など，いろいろなホームページのリンク集
です。

「こどもページ」は
京都市図書館
ホームページの
こちらから

https://www2.kyotocitylib.jp/?page_id=168
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…
にも
か
ほ
」の

京都市図書館全館
の行事予定を，１週間
ごとのカレンダーでみる
ことができます。

ティーンズ向け
の図書館情報は
ここをチェック！

図書館カードは０歳から作れます。
「施設のご案内」
で，
おむつ替えシート
や授乳スペース情報もチェック！

図書館の本棚から

1冊

司書がすすめる

この

『だれも知らない
小さな国』
日本で初めてのファンタジーと言われるコロボックル物語の
第一巻。
せいたかさんと小さな人・コロボックルの出会いを描く。
昭和３４年 ( １９５９）に世に出て以来， 世代を超えて読み
継がれている。

佐藤 さとる／作
村上 勉／絵
講談社

新型コロナウイルスの影響で休校が長引くなか，自分が子どもの頃大好きだった物
語を，娘たちに読み聞かせました。これまで「すばしっこく，恐ろしく早口で，人知れず
生きる小人・コロボックルの活躍の物語」と思っていたのですが，数十年ぶりに再読す
ると違う面白さに気づきます。
主人公の「せいたかさん」は小学４年生の時，小山で小人を見かけ，いつか再会した
いと願います。その後なんと物語の中盤まで小人は登場しません。戦争を経て大人に
なっても，小人と会うことを夢見て仕事の傍ら小山に通い続けるせいたかさんは，静か
な情熱の人。秘密を誰にも話さず，それでいて地主に「いつか山を売ってくれ」と交渉
することで夢を少しずつ叶えていきます。そしてとうとう，用心深いコロボックルたち
から「味方」として認められるのです。
夢がすぐに実現しないこのリアリティーがお話の魅力です。今という時代が，通信手
段の発達により，誰もが簡単に知り合え，すぐにトモダチになれるからでしょうか。時
間をかけて信頼を築いていく彼の姿が，清々しく心に響きます。
「お母さんが子どもだった頃は，湧水が綺麗な山で“小山ごっこ”をしてね。川辺に芹
が生えていて…」と私の思い出話を面白そうに聞いていた娘がふと，
「コロボックル，お
うちにもいるかな？」と聞きました。見えないけれど，どこかにきっと隠れている小さ
な人が，末永く娘たちの友達でいてくれますように。親子でぜひ読んでいただきたい作
品です。
（Ｎ）
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みなさん こんにちは！
ぼくは，久我のもり図書館のキャラクター こがと です。
久我の「こが」と，図書館の「と」・魚を意味する“とと”の
「と」で こがと っていうんだ。
よろしくね。
これからぼくが，久我のもり図書館を案内するよ。

およぎ
かたの
本

ナー

すめ本」コー

「Teens（テ

「司書のおす

ィーンズ）」コ

ーナー

青春真っただ中の世代にフォーカス！

職員おすすめの本に，手書きのポップを
つけて並べてあるんだ。

ナー

「育児書」コー

のもり図 書 館
30th
ANNIVERSARY

久我

平成２年
（1990）８月に開館した久我のもり図書館。
「みんなに優しい図書館」
を目指し，今後も様々な形で
図書館サービスを行っていきます。

「介護・認知症」コーナー

はづかし

地域」
の杜・羽束師
コーナー
「久我・久我
こが

こが

もり

ひとりでがんばらないで。
パパ・ママ応援！

み聞かせ

いろんな所へ 出張読

久我のもり図書館の
「もり」はひらがなだよ。
よく間違えられるの。
残念└

地域に関する本を収集。

熱帯魚も
いるよ！

本と さかなにであえる としょかん

〒612-8494
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京都市伏見区久我東町216

図書館の中だけではなく，保育園や学校，高齢者施設，
地蔵盆などに出かけ，読み聞かせなどをしているよ。

久我のもり図書館

TEL 075-934-2306 ／ FAX 075-934-2232
市バス
「久我の杜」下車 北へ徒歩５分

こぼれ話

レファレンス

～あなたの知りたいにおこたえします！～

レファレンスとは，
みなさんからの質問 ･ 相談を受けて，
調べものに必要な資料を探すお手伝いを
することです。このコーナーでは，
京都市図書館の調べものを担当する右京中央図書館の司書が
レファレンスについてのエピソードを紹介します。
各図書館のカウンター窓口 ･ 電話 ･ 郵便で受け付けています。京都に関することならホームページ
経由でも受け付けていますので，
お気軽にレファレンスサービスをご利用ください。
うなぎ

『万葉集』にある“鰻”の和歌
ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ

リ ブ

ある暑い夏の日，
「万葉集の鰻の歌

親しい友人への歌で，
“石麻呂に”
か

［JapanKnowledge Lib］で
“万 葉 集”

を探したいんやけど」と女性からご相

ら始まる歌は
“夏やせには鰻を食べた

と
“鰻”
を調べると，
『 世界大百科事典』

談を受けました。
「詠んだ人がわから

らどうか”
と勧めており“痩
， す痩 すも”

の
“ウナギ”
の項目に大伴家持の歌が

へん時は，
どうやって調べたら良いの

から始まる歌は
“鰻を捕りに川に入って

見つかり「
，こういう方法もあるんや，
便

かな」とお困りの様子です。昔の人に

流されないようにね”
とからかっています。

利やね」とじっくり見ておられました。

も鰻は身近だったんだ…，
と思いながら

奈良時代から，
鰻は滋養強壮に効

図書館には本だけではなく，
オンライン

く魚として知られていたのだなあと感

データベースのように調べ物に便利な

まず，
語句から和歌の番号などを探

心しつつ，
他の本も探してみると，
“魚”
や

ツールもあります。ぜひご利用ください。

せる『萬葉集索引』を引いてみると，
“う

“鳥”
などのテーマから歌を探せる『短

『万葉集』を紐解くことになりました。

や

や

なぎ”
ではなく“むな
， ぎ”
の項があります。

歌表現辞典 鳥獣虫魚編』や，
鰻と日

それをもとに『万葉集 ４』を確認すると，

本人の関わりがわかる『ウナギの博物

大 伴 家 持 の詠んだ二首が見つかりま

誌』にも，
先の大伴家持の歌が取り上

した。

げられていました。

おおとものやかもち

見つかった本をご紹介するうちに，

石麻呂に 我れ物申す
や

むなぎ

め

夏痩せに よしといふものぞ 鰻 捕り喫せ
や

や

痩す痩すも 生けらばあらむを
はたやはた 鰻を捕ると 川に流るな

「自分で簡単に調べる方法はないの
かな」と尋ねられたので，
オンラインデー

【参考文献】
●『萬葉集索引』
古典索引刊行会／編 塙書房 2003
●『万葉集 4』
青木 生子／[ほか]校注 新潮社 1982
●『短歌表現辞典 鳥獣虫魚編』
飯塚書店編集部／編 飯塚書店 1997
●『ウナギの博物誌』
黒木 真理／編著 化学同人 2012

タベース席をご案内しました。
“オンラ
インデータベース”
とは，
通常のインター
ネットとは異なり，
データベース上に蓄
積された専門的かつ更新された情報
を，
パソコンで簡単に検索できるもので
す。辞書・事典をまとめて収録している

右京中央図書館：地下鉄「太秦天神川駅」，市バス「太秦天神川駅前」，京福電車「嵐電天神川駅」 下車すぐ
京図ものがたり vol.52

7

（乙女の本棚）
『蜜柑』
芥川 龍之介／著

「読んでほしい！for Teens」
京都市図書館では，
ティーンズのみなさんのために本を集
めたコーナーや，
「ティーンズレター（図書館だより）」を作って，
読書の楽しさをお伝えしています。
今回は，
図書館職員が「ぜひ読んでほしい！」と思う本をご
紹介。近代文学あり，
ミステリーあり，
詩集や歴史の謎もあり。
いろんなジャンルに挑戦してみませんか。

げみ／絵 (立東舎)

芥川龍之介作品は難しそう。いえいえ，実は読み
やすいものも数多くあるんです！
偶然，
「十三四の田舎者の小娘」と同じ汽車に乗り
合わせた，
「私」が目にした光景とは…。
暗く重苦しいモノトーンの世界が，一瞬にして暖かな
蜜柑色に反転するシーンは圧巻です。そしてその光景は，
「私」の心をどう変化せしめるのでしょうか？
鮮やかに世界が逆転する，芥川マジックをお楽しみ
ください。
（F）

『目を見て話せない』

『ステップファザー・ステップ』
宮部 みゆき／著 (講談社)

似鳥 鶏／著 (KADOKAWA)

雷に打たれ，屋根から落っこちた泥棒。ピンチから助
けてくれた中学生の双子に要求されたのは，二人の父
親のふりをすること！？そんな驚きの状況から始まる本
作のおすすめポイントは，ミステリー初心者にぴったり
というところ。父親役をすることになった泥棒が双子に
振り回されながら，さまざまな出来事を乗り越えていく
中に，謎解きのヒントが自然に隠されています。
読み終えた後は，別のミステリー作品も読みたくなる
こと間違いなし！
（S）

大学１年生の藤村京は，極度な「コミュ障」のうえに
卑屈な性格。人の目を見て話すどころか，LINE の ID
交換もできないし，いつも周囲から馬鹿にされている
ような不安にかられている。そんな彼には「推理」と
いう特技があった。次々と事件を解決していくが，コミュ
障のせいで憧れの名探偵のようにはいかない。ついには，
大学全体を揺るがす大事件に巻き込まれて…。
人と関わるのが苦手だからこその名推理，ぜひご堪能
ください。
（S）

ふじむらみさと

つ

が

る そと さ ん ぐ ん し

『戦後最大の偽書事件「東日流外三郡誌」』

『空が分裂する』
最果 タヒ／著 (講談社)

斉藤 光政／著 (集英社)

インターネットを中心に活動する現代詩人・最果タヒ
のイラスト詩集です。詩とともに漫画家やイラストレー
ターの挿絵が載っているので，普段読書をしない，本が
苦手な人でも楽しめます。
最果タヒの詩は，独特な表現が多いため，理解が難し
いものもありますが，諦めずに読み進めてみてください。
その時の心境によって感じ方や捉え方が違うと思います。
何度も読み返せば，きっと心に響く詩やお気に入りの
フレーズに出会えるはずです。
（T）

「つがる・そと・さんぐんし」は，東北地方に巨大独立国家
があったことを示す膨大な文書群。青森の農家の天井裏
から発見され，本物と信じる人たちと，偽物と否定する人た
ちとの間で一大論争が巻き起こりました。「偽書」の立
場の筆者は綿密な取材を重ね，発見者や大学教授や新聞社
に「ニセモノだ！」という証拠を突き付け，遂に…！
？
歴史には浪漫と欺瞞という両面があります。教科書の
歴史を疑うのも，偽史の嘘を暴くのも，どちらも一興。
一度，歴史を疑ってみてください。
（K）
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はじめました

地球環境を守るため，できる限り市バス・地下鉄等をご利用ください。
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編◆集◆後◆記

http://www.kyotocitylib.jp/i/

● 公式 SNS

４月、新 型コロナウイル

● 携帯サイト

スに関 して全 国に緊 急 事

● 京都市図書館ホームページ
https://www2.kyotocitylib.jp/

態 宣 言が出 さ れ、京 都 市

075-802-3145

図 書 館 も 約１か月の休 館

その間にいただいた「職

を余儀なくされました。

員さんも 体に気をつけて」

「ま た 本 を 借 りるの を 楽

うあたたかい声は、働く私

しみに待っていま す」とい

たちの力となりました。

京都市中京区聚楽廻松下町9-2

生 活スタイルが 変 わ ろ

TEL

うとしている今こそ、変わ

〒604-8401

（Ｙ）

（公財）京都市生涯学習振興財団 財団本部総務課企画係

らず 皆さまの身 近 な 場 所

令和2年8月

編集・発行

であり続けたいと強く思っ

発行

ています。
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