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※１ 【 】内は中央図書館の所蔵する資料の請求記号です。お探しの際は，図書館職員にお尋ねください。 

 

１ 萬代橋 初級編 

萬代橋の概要 

 

資料名 / 著者名 出版情報  場所  / 請求記号 

『万代橋ものがたり 万代橋 100周年』 第四銀行 1985年 2 階 郷土 / 【NN515 ﾊﾞﾝ】 

萬代橋を架けるまでのいきさつを当時の交通事情も交えて説明した資料。初代萬代橋が火事で焼失した際に，渡し

船が運行されたり，仮橋が作られたりしたことも紹介している。モノクロだが当時の写真も豊富。 

『“万代橋”100年を祝って』 建設省北陸地方建設局 1986年 2 階 郷土 / 【NN515 ﾊﾞﾝ】 

萬代橋の歴史をコンパクトにまとめたパンフレット。初代萬代橋を描いた絵や２代目萬代橋の写真もカラーで掲載されてい

る。 

『ときをつなぐ』   国土交通省北陸地方整備局新潟

国道事務所 2005年 
2 階 郷土 / 【NN515 ﾄｷ】 

初代萬代橋から３代目萬代橋まで，橋の工事や完成までの歴史を豊富な写真や図で紹介。萬代橋が国の重要文化財に

指定された経緯や記念事業についても詳しく記載されている。 

『知るほどなるほど萬代橋！？』  国土交通省北陸地方整備局新潟

国道事務所 2005年 

2 階 郷土 / 【NN515 ｼﾙ】 

  

子ども向けに，わかりやすく萬代橋の歴史をまとめた資料。写真や図も豊富。 

『萬代橋蘊蓄（うんちく）』 にいがた TMO 新潟商工会議所 

2005年 

2 階 郷土 / 【NN515.0 ﾊﾞﾝ】 

長い歴史を持つ萬代橋のエピソードなど 31の蘊蓄（うんちく）を紹介したパンフレット。 

WEBサイト名 URL 

重要文化財 萬代橋 

（新潟国道事務所） 

https://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/bandaibridge/index.html 

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所【みちナビ新潟】＞重要文

化財 萬代橋 

国の重要文化財に指定された萬代橋の概要について紹介しており，上

記「萬代橋蘊蓄（うんちく）」などのパンフレットデータも掲載されている。 

 

＜もくじ＞ 
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国土交通省 北陸地方整備局 

「北陸地方整備局の誇るビッグプロジェクト 

萬代橋」 

https://www.hrr.mlit.go.jp/nyusho/big_bandai.html 

国土交通省北陸地方整備局＞入省案内トップ＞先人たちのビッグプロジェ

クト 萬代橋 

新潟市の発展を支えてきた 3 代目萬代橋が，国土交通省北陸地方整備

局によるビッグプロジェクトによって整備されてきたことがわかる。 

 

２ 萬代橋 上級編 

萬代橋について詳しく知る 

 

＜歴史編＞ 

資料名 / 著者名 出版情報 場所 / 請求記号 

『萬代橋と新潟』（新潟歴史双書 9） 新潟市 2005年 2 階 郷土 / 【NN213.1 ﾆｲ 9】 

新潟市のシンボルである萬代橋。初代萬代橋が明治 19 年に架けられてから，近代橋梁として国の重要文化財に指定さ

れるまでの３代にわたる歴史を記したもの。時代と共に移り変わる萬代橋の風景写真も多数掲載されている。年表あり。 

『にいがた萬代橋 その 100年』   北陸建設弘済会 

1987年 

2 階 郷土 / 【NN515 ﾆｲ】 

当時の萬代橋を維持管理する技術者の有志が，初代萬代橋から百年経ったことを記念し，残されている資料の散逸，滅

失を防ぐためにまとめた熱意あふれる書。 

『萬代橋』   新潟日報社 2017年 2 階 郷土 / 【NN515.0 ﾊﾞﾝ】 

初代萬代橋建設に関わりある新潟日報社が，百三十年を迎えこれまでの萬代橋の歴史や関わってきた人々，新潟に縁

のある著名人の萬代橋に寄せる思いなど多方面から萬代橋を語る。萬代橋関係年譜あり。 

WEBサイト名 URL 

新潟県立文書館 https://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/?page_id=918 

新潟県立文書館＞越後佐渡ヒストリア＞萬代橋はじめてものがたり～昔は有料の私営橋でした～ 

萬代橋が出来るまでと出来た当時の通行料について，資料とともに記されている。 

 

＜初代萬代橋の功労者 内山信太郎氏について＞ 

資料名 / 著者名 出版情報 場所  / 請求記号 

『初代萬代橋史』 / 児玉 義男 著 児玉 義男 2004年 2 階 郷土 / 【NN515 ｺﾀﾞ】 

郷土史愛好者の児玉義男氏による手書き資料。それまで初代萬代橋の功労者として有名だった八木朋直氏と比べ，あま

り知られていなかった内山信太郎氏について徹底的に調べ上げた力作。 

『五港之一 新潟 新潟浦塩定期航路開設と関矢

儀八郎及その他の人々 萬代橋架設物語』 / 

平田 義夫 著 

平田 義夫 出版年不明 2 階 閉架書庫 / 【NN213.6 ﾋﾗ】 

「萬代橋架設物語」が 3 番目に収録されているガリ版刷りの手書き資料。「萬代橋架橋の主幹は内山信太郎氏であって八

木朋直氏は出資後援者である」ということを，当時の新聞記事を中心とした資料をもとに解説している。 

 

＜２代目の建築＞ 

資料名 / 著者名 出版情報 場所  / 請求記号 

『万代の光』 / 安部 邦太郎 著 安部 邦太郎 1915年 2 階 閉架書庫 / 【NN213.6 ｱﾍﾞ】 

1908年の初代萬代橋の焼失から，２代目萬代橋の建設に至るまでの詳細が記されている資料。 



＜３代目の建築＞ 

資料名 / 著者名 出版情報 場所  / 請求記号 

『萬代橋架換工事概要』 新潟県 1929年 2 階 閉架書庫 / 【NN515.4 ﾊﾞﾝ】 

3代目萬代橋の建築工事の概要が記されており，当時の作業の様子の分かる写真が豊富。 

 

3 萬代橋にまつわるあれこれ… 発展編 

萬代橋に関する文芸や観光，土産品など 

 

＜萬代橋に関する文学・芸術＞ 

小説家が書いた萬代橋の出てくる作品 

資料名 / 著者名 出版情報 場所  / 請求記号 

『コーヒー党奇談』 / 阿刀田 高 著 講談社 200１年 豊栄 ほか / 【913.6 ｱ】 

「第 3話 橋のたもと」ｐ57～80には，萬代橋を待ち合わせ場所にする主人公の短編がある。 

『私の小さな美術館』 / 新井 満 著 文藝春秋社 1996年 書庫     / 【704 ｱ】 

「第二の物語 赤い鼻緒の木履（ぽっくり）はいて」（ｐ21～31）に，新井氏の母がまだ幼かった頃の萬代橋にまつわるエピ

ソードがある。 

 

萬代橋のエッセイや短歌などが載っている作品 

資料名 / 著者名 出版情報 場所  / 請求記号 

『想い出の万代橋』 新潟市，万代橋の百周年

を考える会 1986年 

2 階 郷土 / 【NG515 ｵﾓ】 

新潟市民による萬代橋についての散文・詩・短歌など多数あり。同橋にまつわる石碑の解説もある。巻末に明治 19（1886）

年の初代萬代橋着工から昭和 61年までの 3代にわたる百年間の年譜あり。 

『万代橋竣工 70周年記念「私の万代橋」作品集』  温故知新・新潟新まちづく

り実行委員会 1999年 

2 階 郷土 / 【NN515 ﾜﾀ】 

3 代目萬代橋 70 周年を祝って，萬代橋をテーマに募集した写真・絵画，俳句，短歌，随筆などを掲載。1999 年 8月に新

潟日報で連載された「万代橋に人生重ね」も収録。 

『万代橋ものがたり』 新潟日報社 2005年 2 階 郷土 / 【NN515 ﾊﾞﾝ】 

新潟日報で連載した写真とエッセイ「万代橋と私」，新潟県ゆかりの画家による「万代橋十景」を書籍化。 

『萬代橋季節絵画展 入賞作品集』  萬代橋季節絵画展実行

委員会 2006年 

2 階 郷土 / 【NN720.8 ﾊﾞﾝ】 

萬代橋の四季を描いた絵画を募集し，入賞作品をまとめて書籍化したもの。 

 

＜歌＞  視聴覚資料は２階ＡＶコーナーにあります。 

●新潟ブルース（山岸一二三/作詞，水沢圭吾/補作詞，山岸英樹・中川博之/作曲，新井利昌/編曲） 

  「美川憲一 ツイン・ベスト」 美川憲一 日本クラウン 2007年【C766 ﾐ】 Ｄｉｓｋ1 5 曲目 

  「ロス・プリモス ４０周年記念・ベストヒット」 ロス・プリモス 日本クラウン 2006年【Ｃ763 ﾛ】 8曲目 

  

●信濃川慕情（山岸一二三/作詞，水沢圭吾/補作詞，山岸英樹/作曲，新井利昌/編曲） 

  「美川憲一 ツイン・ベスト」 美川憲一 日本クラウン 2007年【C766 ミ】 Ｄｉｓｋ2 10 曲目 

  「ロス・プリモス ４０周年記念・ベストヒット」 ロス・プリモス 日本クラウン 2006年【Ｃ763 ﾛ】 19 曲目 
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●新潟のひとよ（里見浩太朗/歌，たかたかし/作詞，中川博之/作曲，前田俊明/編曲） 

  「最新演歌全曲集 還暦/城ケ島雨情」 日本クラウン 2005年【Ｃ766 ｻ】 14曲目 

 

＜観光＞ 

●行ってみよう！見てみよう！萬代橋歴史スポット！ 

  新潟市ホーム＞市政情報＞都市開発・まちなか再生＞都市開発・市街地整備＞市民のまちづくり活動支援 

    https://www.city.niigata.lg.jp/smph/shisei/tokei/kaihatsuseibi/machisitu/ 

 「まちなかアウトドア」など万代テラスの活用事業についての報告やイベント情報が掲載されている。 

 

●信濃川ウォーターシャトル 

信濃川ウォーターシャトル株式会社 

  https://www.watershuttle.co.jp/ 

ウォーターシャトルに乗船すると，萬代橋をくぐって信濃川クルーズができる。新潟市歴史博物館（みなとぴあ）から 

ふるさと村まで，6 か所の発着場所がある。 

 

（インターネット情報は 2018年 10月 5日確認） 

 

新潟市立中央図書館 

〒950-0084新潟市中央区明石 2-1-10 

TEL 025-246-7700 

FAX 025-246-7722 

HP  https://www.niigatacitylib.jp/ 

図書館では，資料・情報を使って，皆さん

の疑問や課題を解決するお手伝いをして

います（レファレンスサービス）。お気軽

に，図書館職員にお声がけください。 


