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梅の持つ数ある別名の一つに春告草という名があります。その名のとお
り、梅は毎年変わらずに春の訪れを告げ、今まさに見頃を迎えています。 

 
第 21 回の関西館小展示では、「梅尽くし―和歌から絵画、食卓まで―」

と題し、千年以上にわたって日本人の心を捉え続けてきた梅についてご紹
介します。先人たちが観て、詠んで、描いてきた梅は、染色、薬用などに
も利用されてきました。また、食卓でも親しまれ、近年では健康への効能
研究も進んでいます。梅の持つ様々な側面を、所蔵資料約 100 点を用いて
お伝えします。 

 
この時期の外出は気が進まないという方も、今年は梅の魅力をもっと知

って思い切って少し早目のお花見などいかがでしょうか。 
 
 
この展示資料解説について 
資料を展示の順番にしたがって掲載しています。書誌情報は資料番号 タ
イトル 巻号 / 編著者名等（出版社, 出版年）の順に記載しています。【】
内は当館の請求記号を表します。 
ガラスケースに展示している資料は一部を除き、デジタル化が済んだ資料 
の原本です。デジタル化した資料は全て、館内の端末で、国立国会図書館 
デジタルコレクション（http://dl.ndl.go.jp/）からご覧いただけます。その 
ような資料には、請求記号の後に次のアイコンを付しました。 

資料の電子画像をインターネット上で見ることが可
能な資料です。 
国立国会図書館の館内および、「デジタル化資料送信
サービス」の「送信先機関」内でのみご覧いただける   

資料です。「デジタル化資料送信サービス」については、
http://dl.ndl.go.jp/ja/about_soshin.html でご紹介しています。 

国立国会図書館の館内でのみ閲覧可能な資料 
です。 
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詠む梅 
梅は日本最古の歌集「万葉集」や漢詩集「懐風藻」に登場しまし
た。梅の花を歌に詠い愛でる文化が、中国から伝わり日本でも花
開いたのです。 
梅の歌は、紀貫之の梅の香りを詠んだ歌、菅原道真の梅との別れ
を惜しんだ歌など、現在でも広く知られる歌もあります。 
どのような梅の歌が詠まれてきたのか、まずは見ていくことに
いたしましょう。 

1. 校本万葉集. 巻 5 / 佐々木信綱 等編.（校本万葉集刊行会, 1924-1925.）
【911.12-k2-Sk】
様々な伝本の本文や訓の異同をまとめたものを校本という。本書は、多
数の伝本が存在する万葉集の校本であり、1924-25 年に刊行された。梅
は、万葉集では「梅」「烏梅」「宇米」などと表記され、また、訓につい
ても「ウメ」「むめ」「ムメ」と伝本により異なる。

2. 紀州本万葉集. 巻 5 （後藤安報恩会, 昭和 16.）【310-16】

鎌倉時代末期から室町時代後期にかけて書写された紀州本万葉集を昭
和 16（1941）年に刊行した複製本。万葉集の時代には梅は珍重され、
詠まれた植物としては萩に次いで 2 番目に多い 119 首にも上る歌が収
められている。中でも大伴旅人邸の宴で詠まれた「梅花の歌三十二首」
は、いわゆる「梅花の宴」として有名である。 
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3. 紀州本万葉集. 巻 20 （後藤安報恩会, 昭和 16.）【310-16】

掲載しているページは、二月の式部大輔中臣清麻呂朝臣の宅にして宴
する歌の一部。中央の歌は「梅の花 香をかぐはしみ 遠けども 心も
しのに 君をしそ思ふ」（治部大輔市原王：じぶのたゆういちはらのお
おきみ）、左の次ページに続く歌は「梅の花 咲き散る春の 長き日を 
見れども飽かぬ 磯にもあるかも」（大蔵大輔甘南備伊香真人：おおく
らのたゆうかんなびのいかごまひと）である。 

4. 古今和歌集. 上巻 / 紀貫之 等奉勅撰 ; 中川恭次郎 編.（歌書刊行会,
明 42.4.）【特 22-908】
古今和歌集の梅の和歌といえば、紀貫之が詠んだ「人はいさ心も知らず
ふるさとは花ぞ昔の香ににほひける」という一首がよく知られている。
梅の視覚的な魅力が多く詠まれた万葉集から時代を下り、梅の香りの
魅力が詠まれることが増えるのも平安時代の特徴である。

5. 新編日本古典文学全集. 7（小学館, 1995.4.）【KH2-E9】
万葉集巻 5 から 9 の原文・読み下し文・口語訳・注釈付き資料。巻 5 梅
花の歌三十二首は 40 ページから。『校本万葉集』（資料番号 1）、『紀州
本万葉集』（資料番号 2,3）と合わせてどうぞ。

6. 新編日本古典文学全集. 11（小学館, 1994.11.）【KH2-E9】
平安時代前期に紀貫之らにより選定された和歌集である古今和歌集の
現代語訳、注釈付き資料。主に四季の歌と恋の歌で構成される古今和歌
集では、梅の歌は春歌や冬歌に多く見られる。また、百人一首でもおな
じみの難波津の歌は仮名序に登場する。

7. 万葉びとの宴 / 上野誠 著. （講談社, 2014.4.）【KG36-L10】
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万葉集を宴というテーマで論じた新書。著者の上野誠氏の親しみやす
い現代語訳と解説により万葉集への親しみが増す。梅花の歌が紹介さ
れるのは「第 3 章 天平知識人たちの雅宴」にて。庭の梅を題として指
定された当時の知識人たちが繰り出した梅の歌とは…？。 

8. 万葉植物事典 / 山田卓三, 中嶋信太郎 著.（北隆館, 1995.11.）【KG36-
G6】
万葉集に登場する 150 種以上の植物を和歌を交えて解説した事典。「う
め」 の項目では（130～146 ページ）歌に登場する梅が植えてある場所
や梅の花の色、香りなどに注目し 40 首以上の和歌を紹介する。

9. 四季の万葉集 / 高岡市万葉歴史館 編.（笠間書院, 2009.3.）【KG36-J13】
各執筆者が四季に関係の深い動植物からテーマを設定し万葉集の歌に
ついて論じた論集「四季の万葉集」の中の一論文。かの有名な歌「難
波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」（王仁）。歌の
中の「この花」が『古今和歌集』仮名序の注記である古注において
「梅花」であると想定されるようになったことに、万葉集の歌表現の
影響を指摘している。

10. 萬葉語文研究. 第 11集. 「『万葉集』の「雪」の歌・「梅」の歌」 仲谷
健太郎 著.（和泉書院, 2015.9.）【KG34-L37】 
万葉集に詠まれた「梅」と「雪」を観察し、各々の季節性と詠まれ方を
把握した上で、上代には冬から春にかけて咲くと認識されていた梅が、
春への強い志向性を持つようになる背景を推察する論文 。「梅」が春と
冬  、「雪」が冬の表現であることを元に、双方が対の存在としてだけ
でなく、「梅」には「梅」の、「冬」には「冬」の表現基盤の存在も考慮
に入れるべきと指摘する。  

11. 懐風藻全注釈 / 辰巳正明 著.（笠間書院, 2012.9.）【KG817-J26】
日本最古の漢詩集「懐風藻」の注釈書。「懐風藻」は、近江朝から奈良
朝末までの約 90 年間に詠まれた漢詩が収められている。梅が登場する
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漢詩もいくつかあり、白梅と白雪とを重ねる表現や鶯と梅の取り合わ
せなど、万葉集やその後の和歌にも見られる表現が用いられている。 

12. 天神さま学習帳 : 国宝・天神さま菅原道真の時代と天満宮の至宝.（九
州国立博物館, [2008]）【Y3-N09-J26】 
平成 20（2008）年に九州国立博物館で開催された特別展「国宝 天神さ
ま」において小学生に配布された学習帳スタイルの冊子。「天神さま」 
こと菅原道真公の一生「天神さま物語」には、梅のかわいらしいイラス
トが登場。また、9 ページでは「梅の木と道真の、ふしぎな関係」とし
て道真と梅に関する展示品を紹介する。関連資料である図録『国宝天神
さま』(資料番号 76)も是非どうぞ。 

13. 学問の神さま : わかりやすい天神信仰.（かまくら出版, 1994.12.）
【HL31-E37】 
天神信仰について、菅原道真の生涯、天神信仰のルーツと発展、学問の
神様としての天神様といった項目立てで、分かりやすく説明する。写真
や挿絵も豊富である。また、コラムでは道真が詠んだ梅の詩や、梅の木
から生まれたという伝説などが紹介され、道真と梅とのつながりが分
かる。 

14. 菅家文草 : 明暦二年写藤井懶斎（らんさい）自筆奥書（おくがき）本 /
[菅原道真] [撰] ; 柳澤良一 編.（勉誠出版, 2008.10.）【KG817-J6】 
菅原道真の漢詩文集「菅家文草」の明暦 2（1656）年の書写、藤井懶斉
自筆奥書本の影印本。この自筆奥書本は現存する「菅家文草」の中では
2 番目に古い書写である。生涯を通して梅との深いつながりを持つ道真
の 11 歳の時の作が、冒頭の「月夜見梅花」である。 

15. 拾遺和歌集 / 増田繁夫 著.（明治書院, 2003.1.）【KG46-H1】
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「古今集」「後撰集」と合わせて「三代集」と呼ばれる勅撰集「拾遺集」
の注釈付き資料  。梅の歌は「春」「雑春」などの部立に多く見られる。
菅原道真が詠んだ著名な歌である「東風ふかばにほひおこせよ梅花あ
るじなしとて春を忘るな」は雑春に収められている。 

16. 梅と日本人 / 小林祥次郎 著.（勉誠出版, 2008.2.）【KG748-J31】
万葉集や懐風藻といった奈良時代の文学から始まり、平安時代の仮名、
漢詩文学、室町時代の五山文学に取り上げられた梅の歌が、現代語訳付
きの豊富な事例で紹介され、梅がどのように詠まれたのかを概観でき
る。付章として、春を告げる鳥で梅とは切っても切れない関係の鶯につ
いての考察も加えられている。 

17. 梅花女子大学文学部紀要. 「梅花の表現--八代集を中心に」 中川 正美.
(通号 37) 2003.（梅花女子大学文学部, 1996-2003.）【Z12-12】 
平安時代初期から鎌倉時代初期までに編まれた八代集（古今和歌集か
ら新古今和歌集まで）では梅がどう詠まれてきたのか、語彙を分析して
平安和歌の特質や美意識について考察した論文。万葉集では、ほぼ例が
見られなかった香りが、平安和歌の表現として定着したことなどが指
摘されている。 

18. 王朝びとの四季 / 西村亨 著.（三彩社, 1972.）【KG16-27】
平安朝時代の日本人の季節感や自然観を主題とした本で、第一章「王朝
びとの春」では梅と桜について述べられた箇所がある。著者は万葉集の
頃から珍しい舶来の花として色や香りが愛でられてきた梅と、その名
から「田の神の依り憑いた花」ともいえる日本人の生活に深く根ざして
きた桜とを対比する。 
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19. 環境情報科学論文集. 「うたことばからみた日本人好みの植物」 鈴木
志乃.藤崎 健一郎.勝野 武彦. 14 2000.（環境情報科学センター, [1988]-.）
【Z74-E100】 
日本人と植物の関わりと時代的な変遷の把握を研究した論文。梅と桜
については、7 世紀には桜より梅の出現数が多いが、12 世紀以降はほ
ぼ同数で推移した。桜と梅の香りを詠んだ歌は 8～14 世紀に多く、17
世紀以降は色が多い。梅の花色は、10 世紀頃は紅、13 世紀には白、年
代が下ると再び紅が多く詠まれる。など歌数の増減や詠まれ方の変化
が観察されている。  

20. 俳句. 「入門特集 梅を詠む面白さと難しさ」56(3).（角川学芸出版,
1952-）【Z13-189】 
梅開花の時期である 2 月に刊行された「俳句」の梅を詠むための初心
者向けの特集号 。7 名の俳人が、芭蕉や高浜虚子の句などの先達の句
や自身の句を解説しつつ、梅を詠むことについて、吟行、梅の色の中で
も白さといった点に着眼し、思い思いの梅論を展開する。 

21. 日本大歳時記 : カラー図説. 春 / 講談社 編集.（講談社, 1982.2.）
【KG346-68】 
俳壇の主要誌『馬酔木』を主宰した水原秋桜子らが監修した歳時記。梅
の項目は厚く、関連する季語や芭蕉、蕪村らの俳句の例示も多く掲載さ
れている。さらに、絵巻や墨梅図の写真を交えた「梅 美意識の変遷を
たどる」という論考が付されており、和歌や文学から、絵画、絵巻、屏
風に現れた梅に対する美意識の変遷が江戸時代初期まで時代を追って
解説されている。こうした梅の表現、美意識の蓄積は近世の梅の俳句の
土台となり、俳界でも梅が花開いたことが分かる。 
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育つ梅
梅は、万葉の時代から愛でられ、室町時代の資料には盆栽にも登
場します 。江戸時代に入ると品種改良が進み、園芸書が刊行され、
人々は梅栽培に親しむようになりました。 
このトピックでは多種多様な品種や染色に用いられた梅、梅栽培
に関する近年の研究や動向に注目します。また、海外の図鑑や、
あの外国人が見た日本の梅事情など、様々な資料を紹介します。 

22. 花壇地錦抄 / 伊藤伊兵衛 著.（京都園芸倶楽部, 昭和 8.）【651-14-(2)】

元禄 8（1695）年に巣鴨の植樹家、伊藤伊兵衛が出版した園芸書で、同
時代には園芸の基本書として広く浸透した。本書は、京都園芸倶楽部が
翻刻して昭和 8（1933）年に出版した資料である。「梅のるひ」（梅の類）
の項目には紅梅、とこなり、難波など、50 種近くの品種の特徴やいわ
れが記述されている。本書に掲載される品種の大半はそれ以前に見ら
れないことから江戸期に品種改良で開発された梅が多いと考えられて
いる。 

23. 増補地錦抄 / 伊藤伊兵衛 著.（京都園芸倶楽部, 昭和 10.）【651-14-(4)】 

宝永 7（1710）年、『花壇地錦抄』（資料番号 22）を増補し、跡継ぎが
出版した資料。本資料は、増補部分に限定し、昭和 10（1935）年に京
都園芸倶楽部が、翻刻・出版した資料である。梅の項目では、おくしも、
貫之など、現存しない 古い品種の特徴が記されている。このように、
江戸期の人々が愛でた品種を知ることができるのも魅力といえる。ま
た、享保 4（1719）年には更なる続編『公益地錦抄』も出版された。こ
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れら三冊は併せて「地錦抄」と呼ばれ、江戸期の人々の園芸文化を支え
た。 

24. 観世流謡本. 3 / 観世清孝 校.（桧常之助, 明 13.5.）【182-157】

観阿弥・世阿弥作とも伝わるが不詳、成立は室町時代とされる能の
一曲「鉢木」。本書は、観世流能楽師の観世清孝の校により明治 
13（1880）年に出版された。雪の日、人里離れた貧しい家が舞台で、
盆栽が重要なモチーフとなる。展示箇所は見せ場の一つで「窓の梅
の北面は。雪封じて寒きにも。異木よりまず先だてば梅を切りや初む
べき。（…中略…）  折りかけ垣の梅をだに。」と書かれている。筋
書きは創作ではあるが、室町時代には梅や松の盆栽が珍重されていた
ことが伺われる。 

25. 花卉と盆栽 : 家庭園芸 / 作間余三郎 著.（大倉書店, 明 38.10.）【99-
178】 
明治 38 年に一般家庭向けに出版された家庭園芸書。著者によると明治
期は「頃日園藝の流行熾だし」とのことである。梅は、「観花樹木盆栽
法」の中で桜や山茶花などとともに取り上げられている。移植の時期や
水やりの回数、剪定などのポイントがまとめられている。 

26. 中国梅花品种图志 / 陈俊榆主编.（中国林业出版社, 1989.）【RA347-C1】 
中国で出版された梅花の品種図鑑。日本の品種図鑑である『ウメの品種
図鑑』（資料番号 28）の著者梅田操によると枝又は小枝の生長習性とい
う科学的根拠に基づく独自の分類がされているとのことである。16 類
型で計 137 種がカラー写真と共に紹介されている。 

27. 日本の梅・世界の梅 / 堀内昭作 編 ; 堀内昭作 [ほか]共著.（御津町,
1996.3.）【RB177-G8】 
日本と世界の梅の生産事情から生物学的特性、起源と歴史、品種、系統、
分類等までを写真や図を多用した詳しい解説書。さらに、後半部分は文
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化史も網羅されており、古来、梅が、日本や中国でどのように愛でられ
てきたかを本書で概観することができる。 

28. ウメの品種図鑑 / 梅田操 著.（誠文堂新光社, 2009.2.）【RB2-J24】
長年梅の栽培に取り組み様々な品種を収集してきた著者が執筆した日
本の梅の品種図鑑。梅の品種は多く、世界に 1000 種とも言われ、日本
でも「花ウメ」400 種、「実ウメ」100 種が存在するという。本書は形
質等の違いにより野梅系、李系、杏系の 3 系に大別し、さらに枝垂れ系
や実ウメも含めた充実した内容となっている。 

29. ウメ.（農山漁村文化協会, 2000.3.）【RB177-G18】
果樹栽培について「栽培の基礎」「生育と基本技術」「精農家の栽培技術」
の 3 部構成で紹介する果樹園芸大百科シリーズの梅編。梅の樹の基本
的な生育的特徴から、ジベレリンの処理による開花時期の変化や、梅の
栄養診断や植付け距離のポイントといった様々なデータに基づく実践
的な情報まで含んでおり、梅栽培の奥深さがうかがえる。 

30. 機能性成分と香りに優れた梅酒製造のためのウメ果実の栽培・追熟方法
に関する研究 / 大江孝明 [著].（[大江孝明], [2013]）【UT51-2013-G291】 
平成 25（2013）年に広島大学から学位を授与された博士論文。クエン
酸など、梅の持つ効能は世間に知られ、梅製品の効能への期待も高い。
梅酒についても同様で、機能性に関するデータの蓄積と品質向上が消
費拡大を図る上で重要である。本論文では、南高梅を用いて機能性成分
と香りに優れた梅酒製造のための栽培、熟度管理技術について、また、
機能性成分が高まる果実の栽培要因について実験を重ね、報告してい
る。 

31. 日本の梅 / 広江美之助 著.（道明寺天満宮文化協会, 1983.11.）
【RB197-78】 

- 9 - 



大阪府藤井寺市の道明寺天満宮の梅園において、植物学的な参考のた
めに記述された資料。菅原道真が生前に梅を愛好した故事から、全国
各地の天満宮には梅が植えられている。道明寺天満宮の梅園も梅の名
所であり、光格天皇からの梅銘「薄霞（うすがすみ）」や一年中実が
成る常成梅（じょうなりうめ）などが知られる。本書は、道明寺天満
宮だけでなく、広く全国の梅を網羅し、栽培品種の変遷なども記載する。 

32. シーボルト『日本植物誌』/ P.F.B.フォン・シーボルト 著 ; 大場秀章
監修・解説 ; 瀬倉正克 訳.（八坂書房, 2007.10.）【RA5-J6】 
シーボルトらにより、1835 年から 1870 年にかけて出版された『日本
植物誌』の覚書きの部分を訳出した資料。32～34 ページに「ウメ」の
記述があり、梅の木の高さや花の色という植物としての特徴だけでな
く、日本人が庭木や盆栽の手入れに熱心なことや、日本では梅が伝説や
物語の中で神聖な木として扱われていることを指摘する。梅の実の味
については「酸っぱくて苦い」としてお気に召さなかったようである。 

33. 茨城県立歴史館報. 「偕楽園の領域 : 徳川斉昭の「庭園」構想」永井 博.
(41):2014.3.（茨城県立歴史館, 1982-）【Z8-1020】 
日本三名園の一つである偕楽園に込められた広大な思想の一端に触れ
ることができる論文。江戸時代は品種改良や梅林造成が各地で広がり、
領主が指揮を執る例も数あったが、その中でも第九代水戸藩主 徳川
斉昭が整備した偕楽園（茨城県水戸市）は、規模では群を抜いている。 
斉昭自らの指示で、実用性のある実と見目良い花を持つ梅林造成から
歴史が始まったことが、論文の前半部分で紹介されている。 

34. 江戸のガーデニング / 青木宏一郎 著.（平凡社, 1999.4.）【RB51-G103】 
本書は江戸時代の江戸界隈の園芸事情を分かりやすくまとめている。
第一章では江戸時代に園芸全般が盛んになった背景の解説があり、
人々が園芸に熱中した様が紹介される。中には園芸に凝り、梅顛（う
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めてん。梅マニアの意味）と称する愛好家もいたという。梅の章では、
寺島村（東京都墨田区東向島）や蒲田（東京都大田区蒲田）の梅園（梅
屋敷） など、江戸の名梅園が紹介される。 

35. 日本農書全集. 第 14巻（農山漁村文化協会, 1978.12.）【RB34-11】
江戸時代の農学者 大蔵永常の集大成といわれる『広益国産考』が収録
されている。『広益国産考』では各地での様々な作物の栽培が奨励され、
栽培法や加工法が解説されている。梅についても自身の屋敷に梅を植
えておき、収穫した梅を梅干しに加工して都会に売り出せば利益を得
ることができるとして奨励している。 

36. 金沢市史. 資料編 16(美術工芸) / 金沢市史編さん委員会 編.（金沢市,
2001.2.）【GC96-G20】 
本書は、金沢市の歴史をまとめた資料で、古くからの染物について記さ
れた個所がある。加賀友禅が発達する以前、加賀国の特産物に梅染とい
う無地の染物があった。梅皮を煮だした染液で布を染めた染物で、黄色
実のある赤色のものは赤梅染、さらに何度か染めて黒味を帯びたもの
は黒梅染と呼ばれた。室町時代には、公方をはじめとする進物用に盛ん
に使われたという。 

37. 加賀染太郎田屋与右衛門（かがぞめたろうだやよえもん） / 高桑砂夜
子 著.（加賀染振興協会, 1991.3.）【KB441-E51】 
貞享（1684～1687 年）の頃に加賀藩から紺屋棟取を仰せ付けられて御
用紺屋となったという太郎田屋の記録。江戸時代中頃から、友禅染が
発達した一方、梅染はいつしか姿を消した。今日、太郎田屋の帳簿類
を始め、茶会について記された記録や書状からその衰勢を追うことが
できる。 
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38. 樹木医学研究.「特集 PPV(ウメ輪紋ウイルス)」19(1):2015. （樹木医学
会）【Z74-B105】 
プルーン、アンズ、モモ、スモモなどに感染するウイルス病 PPV（plum 
pox virus）の論文特集。国内では平成 21（2009）年に観梅の名所でも
ある東京都青梅市で初発生が確認されると同時に、梅への自然感染と
しては世界初の事例となった。果実の病徴は、熟成前の落下や表面の輪
紋、斑紋、奇形症状、果肉の変質などであるため、これらの果樹にとっ
て生産上きわめて深刻で、最も重要なウイルス病となっている。 

39. 農村計画学会．「みなべ・田辺の梅システム : そのランドスケープの特
徴と選定プロセスの実際」原 祐二 .三瓶 由紀. 35(3):2016.12（農村計画
学会）【Z18-1918】 
「みなべ・田辺の梅システム」の世界農業遺産への申請過程の現場実態
を報告した論考。和歌山県のみなべ・田辺地域では、稲作に不向きな斜
面に梅林を配置して、薪炭林を残しつつ、400 年にわたり梅栽培を続け
てきた。薪炭林の活用、炭づくり、ミツバチとの共生など、持続可能な
農業の実践は、平成 27（2015）年 12 月に「みなべ・田辺の梅システ
ム」として世界農業遺産に認定された。 
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見目よし、香りよし、食べてよし。梅は日本の食卓で、いにしえから親
しまれてきました。 
平安時代の文献には梅の効能についての記述があり、それから千年以
上を経た現代でも梅干に梅酒にと日常の食生活には欠かせません。 
そのような梅は万病の薬とも言われ、熱さましや疲労回復などの効能
が知られています。長らく梅の効能は昔の人の知恵として親から子に
伝えられてきましたが、近年では、梅の効能を科学的に解明する研究も
進んでいます。 
このトピックでは古い文献に登場する梅から、梅料理、効能の研究動向
まで、様々にご紹介します。 

40. 医心方. 自 27至 30巻 / 丹波康頼 著 ; 正宗敦夫 編纂校訂. （日本古
典全集刊行会, 昭和 10.）【490.9-Ta85ウ】 

平安時代中期の医官 丹波康頼が、永観 2 (984) 年に完成した、日本に
現存する最古の医学書。本書は、昭和 10（1935）年に出版された復刻
版である。梅実の項目では「味は酸、平*、無毒。」とした上で、解熱、
四肢身体の痛み、手足の麻痺を和らげるなどの記述があり、平安時代か
ら梅の効用が知られていたことが伺われる。現代語訳や注釈は『医心方. 
食養篇(巻第二十九・巻第三十)』（資料番号 44）に掲載されている。 
＊平（へい）とは、東洋医学の考え方で、体を冷やしすぎず、温めすぎない性質を持つ食物を
いう。継続して摂取しても問題ないとされる。なお、食材の性質は平を含め、「寒・涼・平・温・
熱」の五つ に分かれる（五性）。 

41. 羣書類従. 第 22輯 (武家部 [第 1](巻第 400-413)) / 塙保己一 編 ; 続
群書類従完成会 [校].訂正版. （続群書類従完成会, 1959 3版.）【081.5-
G95-H(t)(1960)】 
江戸時代の国学者 塙保己一が編纂した古代から江戸時代初期に至る
までの資料の大集成、『群書類従』の翻刻。展示箇所は、室町時代に成
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立した武家の制度や作法を記した『今川大双紙』である。「梅干をみれ
ば口の中に唾液が出て物にむせない」と記載されており、室町時代に梅
干しへ注がれたまなざしの一端を知ることができる。 

42. 和訓古方薬議 / 浅田宗伯 著 ; 木村長久 校訂.（日本漢方医学会出版
部, 昭 11.）【50-438】 

  漢方医 儒学者の浅田宗伯が、文久3(1863)年に著した漢方の研究書『古
方薬議』を校訂した資料。梅の実を干して燻製にした烏梅（うばい）の
効能が記載されている。浅田は、幕末には侍医として天璋院篤姫にも
お目通りし、明治維新後は宮内省侍医として活躍した。西洋化を目指
す政府が進めた漢方廃止政策を憂慮し、漢方学の保存に尽力するなど、
その生涯で大きな功績を残し、著作も膨大である。病を得た際に知人
に贈られた紅梅を題に詠んだ歌が辞世の句となった。 

   此の花の大和ごころを失はず 咲き返りても貫かんとぞ思ふ 
  春と云へばいづこの花も時めくに しほれて返る人のあはれさ 

43. 家庭に於ける実際的看護の秘訣 / 築田多吉 著.
（広文館, 昭和 21.）【60-1884】
大正 14（1925）年の初版以来、広く普及し、何度も版を重ねた家庭の
医学書。版を重ねても変わらぬ真紅の表紙から愛称は「赤本」。本書は、
著者自身が過去の版を増補改訂し、新たに第 1版として昭和 21（1946）
年に発行した。このときまでに、既に 1,300 版を超え、130 万冊を出版
していた。海軍の看護特務大尉であった著者は日露戦争に従軍した際、
梅肉エキスがコレラやチフスの治療に効果的だった実体験から一般家
庭にも普及させたいと、「赤本」で効能、製法を力説した。こうして梅
肉エキスが日本全国に広まったことを序では「本懐に堪えない」と述べ
ている。 

44. 医心方. 食養篇(巻第二十九・巻第三十) /（東洋医学薬学古典研究会,
1997.2.）【SC851-G65】 
『医心方』（資料番号 40）の翻刻、現代語訳。 
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45. 和漢三才図会. 下 / 寺島良安 編 ; 和漢三才図会刊行委員会 編.（東京
美術, 1995.7.）【UR1-G12】 
江戸時代の医師 寺島良安が、編纂した図解入り百科事典の複製。図と漢
文による説明が含まれている。梅は第 86 巻の五果類に含まれており、近
縁の杏とスモモの一種である巴旦杏（あめんどう）の間に記載されてい
る。口語訳がついていないため、『和漢三才図会』（資料番号 46）と合わ
せてどうぞ。 

46. 和漢三才図会. 15 / 寺島良安 [著] ; 島田勇雄 [ほか]訳注.（平凡社,
1990.4.）【UR1-100】 
江戸時代の百科事典「和漢三才図会」の巻 82～86 の注付き口語訳資
料 。梅の実については「多食すれば歯を損ずる」と注意し、烏梅につ
いては薬として激しい咳を治すなどの効用と造法を紹介する。梅の品
種とその特徴についてもまとめられている。 

47. 梅干 / 有岡利幸 著.（法政大学出版局, 2001.6.）【GD51-G167】
梅について文化的な観点でまとめた『梅』（ものと人間の文化史シリー
ズ）の著者が、今度は梅干と日本人との関わり合いについてまとめた本。
食す、病を治すという実用性を持つ梅の実が、時代を超えて重宝されて
きたことがわかる。 

48. 食に関する助成研究調査報告書. 「梅干しの生理機能性に関する基礎的
研究」日高 秀昌 .荒田 玲子 .冨田 教代 他. (14) 2001（すかいらーくフ
ードサイエンス研究所, 1990-）【Z17-1311】 
本論文では女子大生を被験者として行った梅干し摂取による整腸作用
の検証実験を行い、その効果を報告している。また、被験者数は少ない
ため、本論文の結果だけで全てを語ることはできないが、血液さらさら
効果、血圧の正常化効果についても言及されている。 

- 15 - 



49. 食生活. 「特集 梅」105(9) (通号 1215) 2011.9（カザン, 1946-）【Z6-
308】 
毎号、一つの食材に焦点をあてる月刊誌の梅特集号。紀州の梅栽培の歴
史、塩分濃度の違いを生かした料理、梅に含まれるポリフェノールの健
康増進作用の研究など、多様な観点でまとめられている。非常に鮮やか
な梅の実、梅干しの写真も魅力。 

50. Functional food :機能性食品の基礎から臨床へ. 「梅肉エキスとがん予
防」宇都宮 洋才. 稲田 健一 .4(4) (通号 14) 2011（フジメディカル出
版, 2007-）【Z74-F626】 
日の丸弁当、二日酔いの強い味方。梅の効能は耳にするが、昔の人の知
恵と考えられがちで、近年まで科学的な検証は不足していた。いろいろ
な言い伝えを科学的に解明すべく著者らが行ってきた梅の制菌作用、
胃粘膜保護作用、腫瘍発生抑制作用に関する研究を本論文で紹介して
いる。 

51. 日本栄養・食糧学会誌. 「梅酢抽出物が高コレステロール食飼育脳卒中
易発症性高血圧自然発症ラットの血圧と脂質代謝に及ぼす影響 」高寺 
恒慈. 小川 博. 目黒 忠道 他.57(6) 2004. （日本栄養・食糧学会, 1983-）
【M131-H224】 

  本論文の主役は梅酢である。梅干の製造過程で出る梅酢は食塩濃度が
高いため、積極的に利用されてこなかった。著者らは梅酢の利用価値
を高めることを目指し、成分の圧縮、脱塩化を施した梅酢抽出物をラ
ットに摂取させる実験から高血圧症、高脂血症への効用を示唆してい
る。 
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52. Food style 21. 「伝統食品と健康とのかかわり(第 6回)伝統食品である
梅の多様な機能性」河野 良平. 奥野 祥治. 宇都宮 洋才.14(11) (通号 
162) 2010.11（食品化学新聞社, 1997-）【Z74-B17】 
胃がんの予防、動脈硬化予防、インフルエンザウイルス増殖抑制につい
て、梅の持つ効能を端的に紹介した論文である。 

53. 梅のある里 : 信州の料理と生活 / 桐山紘一, 荻原和夫, 青沼滋喜,
宮内博司 ほか執筆.（柏企画, 2008.7.）【RB177-J2】 
本書には、文章やレシピを提供した信州の人々にとっての忘れられな
い体験が綴られている。公園や学校に好んで植えられるのは桜だが、家
の庭には梅が多い。梅は市民生活との関係において多面的だったが、近
年、外国産の梅干しや塩漬けが増えている。本書は、梅の再考を願って、
長く変わらぬ役割や地域で異なる梅の生産、加工、料理法などの各面か
ら構成されている。 

54. 日本海水学会誌.「特集 ウメと塩」日本海水学会 67(4)=386:2013.8（日
本海水学会, 1965-）【Z15-47】 
「ウメと塩」をテーマに 6 本の論文が収められている。梅を生かした農
業の振興、梅干製造過程での塩化ナトリウム量の制御方法、カリカリ梅
の名称で親しまれる食感を持つ梅の加工と塩との関係など、梅の様々な
加工品について報告されている。 

55. 日本の名酒事典 / 講談社 編.（講談社, 2010.11.）【Y88-J2533】
日本全国の清酒、焼酎、ワイン、梅酒について紹介した辞典。カラー
写真と共に歴史や味わい、特徴などが網羅されている。梅酒は、全国
47 都道府県の 140 種もの銘柄が紹介され、目移りがする充実の資料
である。 
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56. 梅百科 品種・効用・料理 / 松本紘斉 著.（保育社, 1980.6.）【RA347-
37】 
本書は、梅の品種や名所、歴史、美術などを盛り込みつつ、特に、効用
と料理に力を入れて作成された。著者は、一般財団法人梅研究会を立ち
上げるなど、医学的・学術的観点から梅の効用研究、普及活動に尽力し
た。 

57. 食品と容器「果実とその加工品の話(第 29回)果実の加工(5)梅干しにつ
いて」土田 靖久. 56(4)=657:2015（缶詰技術研究会, 1971-）【Z17-404】 
和歌山県は、日本一の梅干しの産地である。同県屈指の梅産地、みなべ・
田辺地域における梅干し生産の歴史、製造方法について、収穫作業から
白干し、二次加工、病気の種類と原因まで、写真を交えて解説している。
また、和歌山県果樹試験場うめ研究所で育成した、梅干し向けの新品種
を紹介している。 

58. 梅の発達史 : その効能と漬物等加工法（信毎書籍出版センター, 2011.9.）
【RB177-J17】 
著者自らが長年食品加工に従事した経験と晩年の自家加工を基に、漬
物などの加工法について記している。梅を食品に加工するための器材
や調味料に至るまで、写真を交えて詳しく紹介している。 

59. 産地発梅クッキング / 梅料理研究会 編（創森社, 2001.6.）【EF27-
G4643】 
南部川村（みなべがわむら。現・和歌山県みなべ町）の梅料理研究会
で研究された梅を使った色々な料理法を一冊にまとめたもの。し
そを使わない「白梅干し」や全国的に普及の多い赤じそで赤く仕上
げた「赤梅干し」など梅そのもの加工方法から、梅干し、梅びしお、
梅酒などを使った様々な料理が紹介されている。 
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60. 梅干しを極める / 都築佐美子 著.（日本放送出版協会, 2004.5.）【EF27-
H283】 
本書では、梅干しを作る過程の「ワクワク感、ドキドキ感」を日記形式
で読者に伝える。自らの手で昔ながらの梅干しを作り続けながら心の
豊かさを実感してきたという著者は、梅の購入時期、種類、大きさ、塩
や赤じその選び方までを細かに紹介する。自らの漬けた梅干しを「ウチ
の子」と呼ぶ著者の梅干しへの熱い想いが綴られている。 
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描く梅 

このトピックでは、画題として取り上げられることの多い絵画の
世界の梅や、漆器や陶磁器、衣服などの意匠として取り入れられ
る工芸の世界の梅などを眺めます。 

絶えることのない中国文化のとの関わりの中で、日本独自の表現
や描画法が加えられ、近代では西洋の影響も受けながら、梅は綿々
と描かれ続けてきました。 

先人たちによる様々な表現の梅見を楽しんだ後は、それに続くひ
と花を、あなたの手から生み出してみてはいかがでしょうか。 

61. 梅つくし  /  古谷紅麟  著 .（山田芸艸堂 ,  明 40.2.）【22-387】

図案画家 古谷紅麟の図案集。著者は、図案製作を学び、京都市美術工
芸学校（現・京都市立芸術大学）の教師をするかたわら、洋画技法を習
い、京都の図案工芸の世界で頭角を現しつつあった。本書は、梅をモチ
ーフとした図案集で、古来用いられてきた梅の文様のイメージだけに
捉われない鮮やかな色遣い、斬新なデザインが目を引く。 

62. 譜説かさねの色目配彩考．上巻 / 長崎盛輝 著.（京都書院, 1987.11.）
【YR12-124】 
平安時代の衣服の色の取り合わせを色見本によって説明した資料。平
安時代の衣服の色彩美は、裏地のある衣服では、その表・裏の色の取り
合わせによって表され、装束では、重ね着した時の衣服の配色によって
表された。 
本書では前者を「重ね（かさね）」（上巻）、後者を「襲ね（かさね）」（下
巻）に分け、代表的な重色目（かさねのいろめ）と襲色目を色譜（上巻・
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下巻）としてまとめている。展示箇所に掲載された各々の重色目につい
ては、本書の解説（資料番号 81）27 ページ～32 ページでどうぞ。 

63. 十竹斎書画譜．7 / 胡日従 摸古 ; 張学畊 校.（前川善兵衛, 明 11.7.）
【163-52】 
本書は、中国の胡正言（こせいげん）が編んだ書作品と絵画作品の手本
集で、清代後半の復刻版とされるものを 1878（明治 11）年に復刻した
もの。8 部から成り、画題に梅が取り上げられた「梅譜」を展示してい
る。画の次に先人の題詩を載せ、画と共に書を交互に収める。 

64. 十竹斎書画譜．第 13冊 / 胡正言 [著] ; 北原義雄 編.（アトリエ社, 昭
11-13.）【303-30】 
1937（昭和 12）年にアトリエ社から出版された『十竹斎書画譜』の複
製版。複製時の底本（よりどころとした本）についての記述は、現時点
の本書からは確認できず、資料番号 64 とは異なる。展示箇所の「暗香
浮動」は、暗闇の中にどこからともなく梅の花の良い香りがふわふわと
漂ってくる様子を描く。中国で生まれた絵画の手引書ともいえる画譜
は、日本でも多くの画家によって連綿と描かれ、時代や書き手の好みな
どが反映される。題材が同じであっても、描き手の指向や底本の違いか
ら、多種多様な作品が生み出された。 

65. 雲樵画譜. 1,2 / 池田雲樵 著.（細川清助, 明 13.12.）【65-167】

著者は、幕末から明治時代にかけて活躍した南画家。伊賀の出身で、伊
勢津藩の絵師として仕えた後、京都府画学校（現・京都市立芸術大
学）の文人画教授を勤めた。展示箇所の「羅浮幻影」にある羅浮と
は、中国の広東省中部に位置する羅浮山を指すと思われる。唐の柳宗
元による『龍城録』には、酒に酔った隋の趙師雄が羅浮で梅の精に出
会ったことが記されている。 
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66. 書画舫. 乾.（[ - ], [ - ]）【特 60-452】
67. 書画舫. 坤.（[ - ], [ - ]）【特 60-452】
68. 書画舫. 下 / 金垂 編,（博文館, 明 27.5.）【KB297-G2】
資料番号 66~68 は明治時代に出版された画集。手のひらに収まる程度
の小さな本は、豆本、芥子本などのかわいらしい名で呼ばれる。資料  
番号 66 と 67 は、梅、蘭、菊、竹 を画材とし、この取り合わせは、四
君子（しくんし）として知られている。資料番号 68 では山水と草虫に
分類し構成している。展示箇所では、河岸の梅の画に、寒さの中で不意
に出会った仙女と見紛う早春の梅を愛でた詩が添えられる。 

69. 清珠苑. 3 / 上野研究会 編.（芸艸堂, 昭和 7-9.）【3】
後に友禅で人間国宝に認定された上野為二による研究会の会員の作品
集。展示箇所は「箙（えびら）の梅」の故事が題材と思われる。平安時
代末期、源氏の梶原景李（かじわら かげすえ）は、一の谷の合戦にお
いて、生田川の辺りで梅の枝を箙（矢を入れて右腰につける武具）に挿
して戦ったという。異なる色の花をつけた梅の枝の間には、雄々しい龍
を戴いた若武者の兜が繊細な筆遣いで描かれている。 

70. 日本のデザイン. 第 7巻 :日本の意匠.（紫紅社, 2001.12.)【KC521-G368】 
松竹梅が描かれた絵画、漆芸、陶磁、金工、染織を時代順に配列した図
版。梅を風景の点景として描いた奈良・平安時代、工芸界においてリア
リズムへと傾斜する鎌倉時代、松竹梅の取り合わせである歳寒三友図
（さいかんさんゆうず）が工芸意匠に登場する室町初期、喜びを寿ぐ文
様として衣裳や調度に取り入れられた江戸時代など、時代ごとの特徴
があることが分かる一冊。 

71. 日本の伝統文様事典．第 2巻〈花〉.（日本図書センター, 2011.8.）
【KB16-J890】 
日本の伝統文様を花をテーマに全 4 巻（菊・梅・椿・桜）にまとめた図
版の第 2 巻。梅の文様が描かれている 234 点の工芸品や衣裳を掲載し
ている。17 点目まではカラーであり、色とりどりの梅の文様を見るこ
とができる。 
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72. 続・日本の意匠．1 (春 1).  : 文様の歳時記.（京都書院, 1995.3.）【YQ11-
1150】 
あらゆる美術工芸品にみられる文様を春夏秋冬に分類した全12巻の図
版のうちの 1冊。 庭にある梅との別れを惜しむ姿、美人が梅を観る姿、
梅の名所「亀戸梅屋舗」で観梅を楽しむ姿、などの梅そのものだけでは
なく、梅を観る人を描いた美術品も生み出されてきた。まだ寒さが残る
ものの梅が咲いたと聞けば春を感じ、つい眺めたくなる、日本人にとっ
て梅はそういう存在であり続けてきたことが分かる。 

73. 日本家紋大図鑑 / 本田總一郎 監修.（梧桐書院, 2002.3.）【GB43-G299】 
日本の家紋 238 種 5116 紋を紹介する図鑑。梅の家紋は写実的な梅紋
（梅花紋）と幾何学的な梅鉢紋に大別され、100 紋以上存在し（26～31
ページ）、菅原家の子孫や天神信仰の家で使用されてきた。加賀の前田
家が用いた加賀梅鉢（30 ページ）はよく知られている。 

74. 「華麗なる梅花の表現展」図録 / 茨城県近代美術館 編. (茨城県近代美
術館, 2005.）【K16-H551】 
茨城県近代美術館で平成 17 年に開催した「華麗なる梅花の表現展」の
図録。「梅花表現の伝統」、「近代における梅花表現の展開」、「意匠の中
の梅」の 3 部から成る。室町時代から江戸時代、そして近代へと続く絵
画の変遷のみならず、工芸意匠の中に梅を描いた作品を取り上げ、日本
美術の中で多様な展開を見せてきた梅花の表現を紹介する。 

75. 平成「梅花の宴」展 / 中西進, 大矢鞆音 監修 ; 奈良県立万葉文化館,
NHKきんきメディアプラン 編.（NHKきんきメディアプラン, 2006.10.）
【K16-H551】 
奈良、新潟等の全国 4 か所を巡回した「―近・現代の日本画にみる―平
成「梅花の宴」展」の図録。富岡鉄斎、上村松園、田中一村ら 40 名以
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上の近現代の作家による梅を題材とした絵画が約 50 点収められてい
る。 

76. 国宝天神さま : 菅原道真の時代と天満宮の至宝 / 九州国立博物館 編.
（西日本新聞社, 2008.9.）【K16-J226】 
天神さまこと菅原道真ゆかりの遺品や全国の天満宮のご宝物で構成さ
れた特別展「国宝天神さま : 菅原道真の時代と天満宮の至宝」の解説
付き図録。「第二章天神信仰のひろがり」では、梅や松を背にした天神
像や、梅の枝を握る天神像など、多様な姿の天神像が登場する。本書に
掲載されている国宝「北野天神縁起絵巻」（承久本）を納める蒔絵箱の
文様と金具もやはり梅。 

77. 文楽の衣裳 / 国立文楽劇場事業推進課 編. 改訂版.（日本芸術文化振興
会, 2009.8.）【KD475-J34】 
文楽意匠のみに焦点を絞って解説した鑑賞の手引き。文楽の演目「菅原
伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）」は、菅丞相（かんしょ
うじょう）こと菅原道真が主人公である。黒地の束帯姿と並び、各々に
梅鉢紋様が刺繍された紫地の束帯、浅黄色の指貫を身にまとった姿が紹
介されている。 

78. 和菓子づくし / 細田安兵衛, 西山松之助 監修.（講談社, 2006.11.）
【KD921-H23】 
本書では冬から春にかけての全国の老舗の和菓子が紹介されている。
和菓子は、四季を大切にし、茶の湯や年中行事、和歌とも関係が深い。
梅は重要なモチーフの一つであり、正月の松竹梅に始まり、寒さの厳し
い時期に花開く寒梅、春が近づくといよいよほころぶ白梅や紅梅、と梅
を模した和菓子は数多い。まるで芸術作品のような和菓子の世界を本
書で堪能できる。 
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79. 松・竹・梅 / 大和文華館, 泉屋博古館, 黒川古文化研究所 編.（大和文
華館, 2014.2.）【Y93-L3677】 
大和文華館（奈良県奈良市）、泉屋博古館（京都府京都市）、黒川古文化
研究所（兵庫県西宮市）が連携して平成 26（2014）年に開催した展覧
会に際し作成された小冊子である。梅の項目では、日本・中国の墨梅図
や陶器に描かれた梅などを豊富なカラー写真と解説で紹介している。 

80. 日本の伝統色配色とかさねの事典 / 長崎巌 監修.（ナツメ社, 2008.1.）
【KC418-J1】 
伝統の色見本や色名の事典。梅染めの色（赤みのある茶色）も掲載され
ている。また、梅の名を冠した色合いや、梅、裏梅、紅梅などと名付け
られたかさねの色遣いも楽しむことができる。 

81. 譜説かさねの色目配彩考. 解説 / 長崎盛輝 著.（京都書院, 1987.11.）
【YR12-124】 
『譜説かさねの色目配彩考』（資料番号 62）の色譜の解説書。その色目
に関する事項を解説するとともに、色譜に取り上げなかった説も一覧
表示されている。 

82. 和刻本書画集成. 第 5輯 / 西川寧, 長沢規矩也 編.（汲古書院, 1976）
【KC486-H184】 
中国などで出版した本を日本で彫刻した版で刷った画集を一つにまと
めた画集。梅花をこよなく愛した宋の宋伯仁が、その発芽から、つぼみ
が膨らんで開花し、実を結ぶまでを写生し、それぞれに五言絶句の詩を
添えた『梅花喜神譜』など、言葉が分からずとも、見るだけでも楽しめ
る書画も収められている。 
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83. 芥子園画伝.  2 集 (蘭竹梅菊譜)：大東急記念文庫蔵.  / 大東急記念文
庫 編.（勉誠出版, 2009.10.）【KC437-J12】 
中国で生まれた画譜の出版は、多色刷り技法が駆使され、花鳥など各画
題の代表的な実作例が豊富な本書の刊行に及んで、その極みに達した。
本書は、日本にある最良の善本と言われる大東急記念文庫所蔵資料の複
製本。第 2 集の「梅譜」の上冊には、画材としての歴史、有力画家や彼
らの系譜、覚えておくべき秘訣や描く順序などが、下冊には、古代の著
名な詩句を添えた実制作の手本となる完成構図が収められている。 

84. 芥子園画伝 : 東洋画の描き方 / 草薙奈津子 現代語訳.（芸艸堂,
2002.4.）【KC437-G248】 
『芥子園画伝』の日本語訳は、1930（昭和 5）年に芸艸堂から出版され
たが、今日においては、その日本語すら読解が困難となったため、よ
り完全な現代語訳として、本書は出版された。元々は 3 集に分けていた
ものを 1 冊にまとめて、今日の私たちが近づきやすい形で刊行された。
巻末には 1930 年の出版時の訳解や人名録も収録されている。 

85. 国宝紅白梅図屏風 / 尾形光琳 筆；MOA 美術館, 東京文化財研究所情
報調整室 編.（中央公論美術出版，2005.5.）【YP14-H46】 
尾形光琳筆「紅白梅図屏風」を所蔵する MOA 美術館と東京文化財研
究所との共同研究によるこの屏風の調査成果報告書。屏風の制作に用
いられた材料と技法の考察に資するために、画像とデータを収集し、  
最新の技術を駆使した科学調査が行われた。調査を実施した時点で得
られたデータと新知見が客観的に提示されている。 
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庶民も旅をするようになった江戸時代には、梅の名所や名木を訪
れる人々が増えました。その観梅の文化は今の私たちにも引き継
がれています。 

また、生け花や茶席の梅を観ることも私たちの生活に根付いてい
ます。 

本トピックでは、江戸時代以降の近畿地方の梅の名所紹介から生
け花の梅まで、観て愛でる梅の世界を紹介します。 

86. 日本図会全集. 第 2 期 第 2 巻 / 日本随筆大成刊行会 編.（日本随筆大
成刊行会, 1928-1929.）【291.08-N691-N】 
京都における最初の名所図会本である『都名所図会』の続編『拾遺都名
所図会』（天明 7（1787）年）の復刻版。名所図会（または名勝図会）
とは、江戸・畿内を始め、諸国の名所旧跡や年中行事を古典の引用や風
俗画を交えて紹介する、いわば江戸時代のガイドブックである。『紀伊
国名所図会』（資料番号 89）まで、近畿の梅が描かれた名所図会を紹介
する。展示箇所では、上賀茂の堤の南に位置する西念寺にある尋来梅
（とめこうめ）を眺める人々が描かれている。左ページには西行法師が
詠んだ和歌「とめ来かし梅さかりなるわが宿をうときも人は折にこそ
よれ」（とめ来かしは尋ねてきてくれよ、の意）の記載があり、これが
梅の名の由来となった和歌である。  

87. 日本図会全集. 第 2 期 第 3 巻 / 日本随筆大成刊行会 編.（日本随筆大
成刊行会, 1928-1929.）【291.08-N691-N】 
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京都（＝都）の庭園（＝林泉）について書かれた『都林泉名勝図会』（寛
政 11（1799）年）の復刻版。伏見梅渓は「初春の清香四方に薫」り、
「これを賞して洛下の騒人千もとの陰に余寒の烈しきを忘る」と本文で
描写され、挿絵では思い思いに談笑しながら春を告げる梅を愛でる江
戸時代の人々の姿が生き生きと描かれている。 

88. 大日本名所図会. 第 1輯 第 3編 巻六 / 大日本名所図会刊行会 編.（大
日本名所図会刊行会, 大正 8.）【379-3】 
『大和名所図会』（寛政 3（1791）年）の復刻版。吉野で雪の中、城梅
を愛でる公家の姿が描かれ、続後拾遺集の巻一（春上）に収められてい
る藤原定家の和歌「白妙の袖かとぞ思ふ若菜つむ御垣が原の梅のはつ
花」を引いている。 

89. 紀伊国名所図会. 下巻 / 加納諸平, 神野易興 著 ; 貴志康親 編.（貴
志康親, 昭 11至 12.）【698-95】 
『紀伊名所図会』（文化 9（1812）年）の復刻版。展示箇所は、現在の
和歌山県みなべ町の埴田梅林である。江戸時代に、米が育たないやせ地
で梅の栽培が奨励されたことから生産が盛んになり、実は梅干にして
江戸へ送られていた。挿絵では天秤を担ぐ人、赤子を背負う母親など、
様々な人が梅林の下で生活を送る様が描写されている。 

90. 月瀬記勝. 天 / 斎藤拙堂 (正謙) 著.尚書堂.（明 12.12-13.1.）【特 58-
796】 
奈良市の月ヶ瀬梅林の名を文の力で知らしめた立役者。初版は嘉永 4
（1851）年で、本書は明治 12（1879）年に出版された。儒学者である
著者が、弟子らと月ヶ瀬を訪問した際の紀行文や詩が漢文で記されて
おり、その名文により月ヶ瀬の名は広く知られるようになった。展示箇
所は月ヶ瀬へのアクセス案内で、「相楽郡並柳生領」の文字も見える。
『江戸後期月瀬観梅漢詩文の研究』（資料番号 99）には本書に収められ
ている詩文の翻刻などが掲載されているので併せてご覧いただきたい 
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91. 賀名生史蹟名所案内 / 土井利顕 編. （賀名生保勝会, 大正 13.）
【Z7-454】 
梅林で名高い奈良県五條市の賀名生（あのう）の史蹟、名所を案内した
資料。手に収まりやすい形で、写真や地図、旅館や土産の広告も載り、
現代のガイドブックを彷彿とさせる。数ある史蹟と併せて「花も実もあ
る」賀名生の梅林を天下に紹介したいと著者は冒頭で語る。賀名生では、
梅実の収穫が地域経済を潤し、花は「全區の梅花爛漫として笑ひ馥郁と
して匂ひ、渓間を縫ひ園圃を綴り一境香村に化す」と描かれるほどに見
事である。不便さゆえに人が訪れず、先人も賀名生を題した作品を残し
てこなかったが、本書の出版当時には既に整っていた交通網により観
光客の誘致につながった。 

92. 英和独習会話篇 / 芳川廷輔 著 ; 西昌居士 閲.（明進堂, 明 20.7.）【特
64-779】 
英語の初学者向けに出版された独学書で、ページの左半分に英語の会
話文、右半分に日本語の会話文が配置されている。英語には片仮名で
読みが付され、巻末には手紙の書き方や宛名書の説明も掲載されてい
る。「亀戸（かめいど）」は現在の東京都江東区にある地名。会話の
話題に上ったのは歌川広重も描いた「亀戸梅屋舗」の梅であろうか。 

93. 伝統花材いけばな作品集シリーズ日本の花. 第 5 巻 / 主婦の友社 編.
（主婦の友社, 1988.10.）【KD931-E8】 
松・竹・梅を特集したいけばなの作品集。池坊、未生流、草月流、嵯峨
御流など多様な流派の作品が並ぶ。現代の日本においてすっかり定着
している「歳寒三友」の取り合わせだが、その成立過程などについても
触れ、「めでたいもの」というイメージだけではない奥深さを伝える。 

94. 煎茶席の花. （学習研究社, 1981.10.）【KD924-75】
煎茶席を飾る花を写真と解説付きで紹介する。煎茶道では花に雅題を
付し趣向を表現する。1 ページの「四君子」では梅・竹・蘭・菊が盆の
上に盛られており、君子の徳を持つ素材を配置し風情を出している。29
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ページの喜報早春(作品 5)、39 ページの歳寒三友(作品 15)などでも梅
が用いられている。 

95. 鉄道ジャーナル 「たまⅡ世襲名 うめ星電車も登場 和歌山電鐵 10 年
のターニングポイント」鶴 通孝 . 50(9)=599:2016.9（鉄道ジャーナル
社,2016.9）【Z16-64】 
南海電気鉄道の赤字路線であった貴志川線の事業を引き継いで誕生し
た和歌山電鐵の 10 年間を振り返る記事。和歌山電鐵 10 周年、そして
貴志川線開業 100 周年の記念電車として、梅干しから連想してデザイ
ンされたうめ星電車が誕生した。地方衰退という大きな流れの中で、自
治体、沿線住民とともに、鉄道再生から地域再生を目指す歩みが記され
る。 

96. よみがえる.「特集 ふくいくたる香りに誘われた 日本全国梅見旅」
13(3) (通号 140) 2001.3（経済界, 1995-2001.）【Z24-B145】 
中高年向け生活情報誌に掲載された梅見旅の特集記事。名所、名木など
のおすすめスポットから、お取り寄せの梅干し、梅グルメが紹介されて
いる。花見というと、桜に比べて大々的に取り上げられる機会が少ない
梅だが、今年も変わらず、日本全国に続々と春を告げている。この図書
館に「ふくいくたる香り」が漂ってきたら、けいはんな記念公園の辺り
の梅に誘われているかもしれない。 

97. 青谷梅林と奈良鉄道 / 城陽市歴史民俗資料館 編.（城陽市歴史民俗資
料館, 1997.2.）【GC158-G20】 
平成 9（1997）年に城陽市歴史民俗博物館で開催された企画展「青谷梅
林と奈良鉄道」の展示図録。京都府城陽市にある青谷梅林が、今なお梅
林として名高い背景には鉄道の発達と地元の人々の努力がある。観光
客の足となった奈良鉄道の資料や車両や駅舎の写真なども織り交ぜ、
青谷の梅栽培や文人らが残した資料についての解説も充実した資料で
ある。 
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98. 京都・花の寺めぐり / 山崎しげ子 文 ; 高代貴洋 写真.（偕成社,
1995.7. ）【HM111-E204】 
京都の名寺を四季折々の花の写真とともに紹介した資料。北野天満宮、
清水寺、永観堂などは特に梅の写真が大きく取り上げられている。春の
遠足に、早めのお花見に、足を延ばしたくなる場所も見つかるかもしれ
ない。 

99. 江戸後期月瀬観梅漢詩文の研究 : 文化・文政期より幕末に至る / 村
田榮三郎 著.（汲古書院, 2002.11.）【KG824-H11】 
その景勝ゆえに多くの文人墨客が訪れ詩を残した月ヶ瀬を一地域にこ
れほどまとまって詩文が残された地域はないのではないか、と著者は
指摘する。本書は、江戸時代の月ヶ瀬の観梅漢詩文に焦点を当て、今日
まで残っている稿本や写本を紹介する。 

100. 歴史散歩月ケ瀬梅林 : 村のむかし / 稲葉長輝 著.（文進堂, 1987.2.）
【GC176-E1】 
梅の名勝として古くから知られる奈良県奈良市の月ヶ瀬梅林の歴史を
紹介する。月ヶ瀬は観梅客を引き寄せる魅力ある地であり続けてきた
一方、明治期には収益源であった烏梅の需要の減少や、昭和期にはダム
の建設といった問題に直面してきたことが分かる。月ヶ瀬での散歩を
楽しめるよう史蹟や名所も紹介する。 

101. 大和路花紀行 : 藤田浩写真集 / 藤田浩 著.（日本カメラ社, 1994.5.） 
【KC726-E1935】 
大和路の各所で撮影された梅、桜、つつじ、紫陽花、秋桜といった花々
の写真集。春の梅が登場する 8～17 ページは明日香村、長谷寺、般若
寺、山の辺の道とそれぞれの風景と相まって異なる魅力を感じさせる。
中でも月ヶ瀬梅林の紅梅、白梅の見開きページは、梅尽くしで壮観であ
る。最後には吉野山の冬で撮影された、雪をかぶった梅。自ら足を運び、
自分の目で各所の梅を観てみたくなる一冊。 
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国立国会図書館 第 21回小展示 

梅尽くし―和歌から絵画、食卓まで―

展示資料解説
会期：2017年2月16 日(木)～3月14日(火)  ※日曜日を除く

会場：国立国会図書館関西館 閲覧室（地下１階） 

発⾏ 国⽴国会図書館 
編集 国⽴国会図書館関⻄館 展⽰⼩委員会 

※画像出典 
表紙・本⽂イラスト： 
デザイン：『梅つくし』（古谷紅麟 著. 明40.2）から
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