
 

あなたの生活、応援します！ 

 

みなさんは、図書館というとどんなイメージをお持ちでしょうか。「小説がたくさん

あるところ」、「調査や研究のために行く」、まちがいではありませんが、それだけの場

所でもありません。図書館には、世の中のありとあらゆることについての本がそろって

います。今号では、各資料室から、生活や仕事に役立つ取り組みをお知らせします。 

（一般資料室に新しく設置されたコーナーです。詳しくは次ページで） 
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<<経済対策支援図書コーナー>> 

 ２００８年秋、米国のサブプライムローン問題から始まった世界同時不況は、依然とし

て県内の経済・雇用状況にも大きな影響を与えています。国や県でも、経済の活性化や雇

用の安定のためにさまざまな対策がとられていますが、国の対策の一つに「地域活性化・

経済危機対策臨時交付金」があります。これは、地域の活性化のために、それぞれの地域

の実情にあった形での事業ができるよう国が交付するものです。県立図書館ではこの交付

金を利用して、県民のみなさんの生活や仕事に参考になるような本を購入し、「経済対策支

援図書コーナー」を設置しました。場所は２階一般資料室の右奥、カウンターの脇です。

購入した図書は、具体的には、 

○ 再就職支援関係図書… 

・就職ガイドなど就職活動の参考となる図書 

・新たな資格取得などキャリアアップのための図書 

○ 企業支援関係図書…  

  ・経営のヒントになる図書 

  ・新たな事業を創出し、地域活性化につなげるための図書 

  ・自然科学・工学など新たな技術開発に役立つ図書 

○ 子育て支援図書… 

   育児に関する図書 

など、計 3,600 冊です（平成２２年２月時点。年度内に追加購入の予定）。今回購入した

図書の他、以前から所蔵していた、同テーマの資料も集めました。今まで、このような内

容のもの、とくに就職や経営に関する図書は、分類上館内の複数の場所にわかれていまし

たが、一箇所にまとめたことにより、利用していただきやすいようになりました。コーナ

ーの設置後、年齢・性別を問わず、多くの方々が熱心に棚から本を選ぶ姿が見られ、関心

の高さがうかがわれます。 

 情報を一度に幅広い中から探すことができるのは、図書館ならではの長所です。興味や

段階に応じて、就職活動のすすめ方やビジネスマナーなどの実用書から新しいトピックス

に対応した新書、経営学や電子工学の専門書まで多様な図書の中から、何かヒントを得て

いただき、少しでもお役に立つコーナーになればと思います。 

 

また、参考資料室で発行している「ナマズの知恵袋」では、毎回テーマに沿って、調べ

ものに役立つヒントを紹介しています。この号が出た時点での最新号、第２３号

（http://www.shiga-pref-library.jp/d_namazu/pdf/23.pdf）では、経済動向や暮らしと景気など、お金

と暮らしについて調べるのに役立つ資料を取り上げています。この他にも、まちづくりに

ついて（第15号：http://www.shiga-pref-library.jp/d_namazu/pdf/15.pdf）や就職活動について（第

１３号：http://www.shiga-pref-library.jp/d_namazu/pdf/13.pdf）など、日々の暮らしのヒントとして

ご利用ください。参考資料室で配布しているほか、図書館のHPからもご覧いただけます。 



もちろん、今回のコーナーや「ナマズの知恵袋」、本棚の本とお探しのテーマが一致しな

い場合や、そもそもどこに行けばわからない場合もあると思います。そんな時は、図書館

の職員に気軽にお尋ねください。司書は、利用者のみなさんが探している情報にめぐり合

えるようお手伝いをします。仕事のこと、暮らしのこと、なにかヒントがほしいとき、

まずはご相談ください。 

 

<<あなたの子育て、応援します>> 

子育て支援関連としては、経済対策支援図書コーナーの育児に関する図書以外にも、絵

本の購入を行いました。 

「絵本がきれいになりましたね」先日、児童室のカウンターでいただいたお言葉です。

児童室では、出版されたばかりの絵本もよく借りられますが、定番の絵本も同じくらい人

気があります。毎年絵本のベストリーダー（一年間で最もよく借りられた本）に挙がる『ぐ

りとぐら』（なかがわりえこさく おおむらゆりこえ 福音館書店）を始め、お母さんやお

父さんが子どものころ読まれた本には、今でも人気のあるものが多いのです。けれども、

多くの人に読まれてきたために、ページに補修のあとがあったり、背の部分がこわれたり

といった本がたくさんありました。せっかくの楽しいお話も見た目のせいで手にとっても

らえないことがあったり、買い替え希望の声をいただいたりしていました。 

今回、長く読みつがれている絵本・最近出版された絵本を中心に、約2,200冊を購入し

ました。出版後長くたっても古びない中身と、それにあった外見を手に入れた絵本たちを、

どうぞご利用ください。 

 

 また、児童室では、毎月第３金曜日に「おはなし会」

を開催しており、毎月２０～３０組の親子連れなどに

ご参加いただいています。よく、「何歳くらいから参加

できますか？」という質問をお受けしますが、年齢は

特に設定しておらず、「どうぞ、一度お越しください」

とお答えしています。実際、０歳から小学生まで、幅

広い年齢の子どもたちがおはなしを楽しんでいます。 

プログラムも、赤ちゃん向けの絵本もあれば少しお兄さん・お姉さん向けの絵本もあり、

手遊び、わらべうたをまぜるなど、参加者みんなに喜んでもらえるよう工夫をしています。 

保護者の方もご参加いただけるので、お子さんをひざにのせて絵本の解説をしたり、一緒

にハラハラしたり、笑ったりと、コミュニケーションの場にもなっています。子育てにお

ける絵本の重要性がよく言われていますが、まず大事なのは、楽しむこと。ぜひお母さん・

お父さんも一緒に、絵本の世界でホッとひと息つきにいらしてください。 



               
 

自分での本の探し方、前回は OPACの使い方を紹介しました。 

今回は、当館の作成している各種冊子目録類とその使い方をご紹介します。 

Ⅰ．書名目録 【一般資料室北側入口】 

当館所蔵の図書を書名、多巻物の各巻書名、シリーズ名等から検索でき

ます。本編が2003年3月までを収録、追補版が2007年12月と2008

年 12月の２回出ています。 

←Ⅱ．著者名目録 【一般資料室北側入口】 

当館所蔵の図書を著者名、編者名、多巻物の各巻著者名から検索できます。

本編が2002年 3月までを収録、追補版が2007年 12月と2008年 12月の２回出ています。 

Ⅰ．Ⅱとも、請求の場合は、青色の「資料請求・閲覧票」に転記のうえ、カウンターへお持ちください。 

 

Ⅲ．新しく入った本 【一般資料室南側入口】 

毎週受入れする新刊図書の目録です。書名順と分類順があります。毎週

作成し、４週間展示しています。Ⅰ．Ⅱと同様、請求の場合は、青色の「資

料請求・閲覧票」に転記のうえ、カウンターへお持ちください。 

 

Ⅳ．録音資料目録 【一般資料室南側入口】 

語学や文学の朗読カセット・CD 等の視聴覚資料目録です。2009 年 8 月までを収録し

ており、書名編、分類編と著者名編があります。 

 

Ⅴ．大きな字の本目録 【一般資料室カウンター南窓側】 

目の不自由な方や、シニアの方に人気のある大型活字本の目録です。2009 年 10 月

までを収録しています。書名順と著者名順があります。開架している冊数より、書庫に入

っている方が多いので、この目録をご利用いただき、書庫資料の請求をお願いします。 

 

Ⅵ．闘病記ライブラリー 【一般資料室北側入口】 

闘病記ライブラリーとは、「闘病記」を専門にしたインターネット上の図書館です。「が

ん」「脳の病気」といった 12 の分類にわけ、病名から本を見つけることができるよう

になっています。この中で紹介されている 816 冊について、県立図書館の所蔵状況を

確認し、所在がわかるようにしています。 

Ⅶ．近江国各郡町村絵図目録 【参考資料室カウンター内】 

「近江国絵図」を初めとする当館所蔵の絵図（滋賀県指定文化財）の目録です。

写真複製版を見ていただくことができます。ただし、貴重書ですので、「制限資料

閲覧請求票」をお書きいただいたうえ、請求をお願いします。 

Ⅷ．児童室各種紹介冊子 【児童室カウンター】 

しが子ども読書活動推進協議会で作成した目録です。『ホンタノ』（ヤング

アダルトのための読書案内）、『本がいっぱい楽しさいっぱい』（小学生低学年

用/高学年用読書案内）、『えほんがいっぱいたのしさいっぱい』（幼児用読書

案内）とありますので、子どもたちの読書案内にお役立てください。 

自分で本を探すには ２ …各種冊子目録の使い方 
今月のBOOK

まーく 



ＦＬＡＳＨ☆ふらッシュ 

ホセ・デ・ラ・コリーナ絵画展 

「アナザーワールド ファンタジー～空想の動物世界へ～」 
 
４／１８（日）～５／２３（日）まで、１階、談話室において、

愛荘町在住でペルー人のホセ・デ・ラ・コリーナさんの描く

空想動物の絵画展を開催します。 
1992年に来日後、単調な労働生活に疲れる中、故郷のアン
デスの山々に想いをはせて、夢で宇宙を旅して、浮かび上が

ってくる数々の空想の物語や動物たちの創作を始められまし

た。2000年からは、愛知川町（現愛荘町）に住みながら創作
活動を続けられましたが、2008年の愛荘町文化祭に出品した
「幻想の動物たち」が注目を浴び、その後、新聞や雑誌など

にも紹介され、その評価は高まっています。鯉やカッパなど日本の動物たちも取り入れ

たファンタジーの世界をお楽しみください。 

《土曜サロン》のお知らせ 
また、４月２４日（土）午後２時から、１階 

談話室でコリーナさんの創作活動の様子や、自分

の描く個性的で魅力あふれる動物たちについてお

話をしていただきます。 

当日は、コリーナさんがその場で描かれたイラ

ストを抽選でプレゼントという企画もあります。

子どもたちの参加も大歓迎です。是非お立ち寄り

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜ホセ・デ・ラ・コリーナさん略歴＞                       

1958年 ペルーのブーノ地方、パラ市に生まれる 

1978年 リマの技術専門学校を卒業 

1982年 カルメン・ノグチと結婚 

1992年 来日。 大阪で 8年間働いたのち、一時帰国 

1994年 架空の物語（ファンタジー）の創作を始める 

2000年 再来日。滋賀県愛知川町(現愛荘町)に住む 

2008年 愛荘町文化祭にて“幻想の動物たち”を出品 

    『メルカード・ラティーノ』誌に取り上げられる 

    『インターナショナル・プレス』誌に“ガラスの

夢”が掲載される 

2009年 横浜ブランドアートＴシャツコンペティション 

2009「はまっ子どうし賞」を受賞 

ギャラリーるーぶる愛知川・ハーティーセンター 

愛知川(以上愛荘町)、滋賀会館ギャラリー・(財)

滋賀県国際協会(以上大津市)などで展覧会 

現在  創作した物語の本を出版すべく準備している  



 

今月のデジタルアルバム帖 

4月・５月 近江の人々 いまむかし 
江戸時代から明治・大正・昭和中ごろまでの、 

働く人々・道行く人々・子どもたちの姿をご 

紹介します。 

 

東海道五十三次之内大津／走井茶屋 

 
 

 

『井伊直弼と黒船物語  

－幕末・黎明の光芒を歩く－』 

豊島明彦著 サンライズ出版 ２００９年刊 

（1,600円＋税） 

 

井伊直弼と言えば、1858 年に日米修好通

商条約を締結した江戸幕府の大老であり、近

江の生んだ幕末のヒーローと滋賀県人はとら

えていますが、反面、「安政の大獄」により多

くの尊皇攘夷派を処罰したことで、悪役のイメージが強い人物でもあります。 

著者は、関東出身ですが、この井伊直弼の生涯に興味を持ち、直弼が幼少期をすごした埋

木舎（うもれぎのや）を始め、直弼がたどった道を自分の足でたどります。その行程は、

彦根藩下屋敷、江戸城、桜田門、豪徳寺（井伊家代々の墓所）等々と続き、旅の中で得た

意外な事実を紹介します。例えば、直弼は、安政七年三月三日（新暦1860年３月２４日）

に江戸城桜田門外で水戸浪士によって襲われ暗殺されますが、討ち取られた首はその直後、

藩医によって縫合されます。それは、後継ぎのないまま死亡した大名がお家取り潰しにな

ることを避けるため、井伊家が取った窮余の策が藩医による縫合であり、その後、直弼の

死はひた隠しにされます。今年はちょうど、没後150年にあたります。 

また、著者は直弼の交友関係から、長野主膳や村山たか女の足跡にも迫ります。文中には、

著者の直弼に寄せる、一種の愛情に似た尊敬の念が感じられます。 



郷土資料紹介  平成 21年１１月～平成22年１月購入・寄贈分 

 

●中江藤樹の生き方  

中江彰著 明徳出版社 2009年 

●社寺建築の構造  

神社本殿と寺院仏堂・塔を訪ねて 花村清

隆著 花村清隆 2009年 

●比叡山を歩く旅 世界文化遺産三塔十六谷

の延暦寺をめぐる特選１０コース＆里坊の

町、坂本 

 峰順一文 辻村耕司写真 山と渓谷社 

2009年 

●ふるさと虎姫 田川の歴史を知る  

虎姫町教育委員会編 虎姫町教育委員会 

2009年 

●浅井氏三代と小谷城  

湖北町立小谷小学校編 湖北町立小谷小学

校 2009年 

●織田信長という歴史 『信長記』の彼方へ  

金子拓著 勉誠出版 2009年 

●井伊直弼と黒船物語 幕末・黎明の光芒を

歩く  

豊島昭彦著 サンライズ出版 2009年 

●元禄・正徳期の御大老井伊直興と直該 

 山上降太著 郁朋社 2009年 

●近江学 第２号  

成安造形大学附属近江学研究所 2010年    

●近江古事風物誌 さざなみの回廊めぐり 

高橋真名子著 河出書房新社 2009年 

●福祉と教育のＷＥコラボ 障害児の〈育ち〉 

を考える 長野・滋賀・鹿児島の先進事例

に学ぶ 

 加瀬進編著  エンパワメント研究所 

2009年 

 

 

●障害のある子ども・家族とコミュニティケ

ア 滋賀・父子心中事件を通して考える  

黒田学，渡邉武，日野・障害児家族心中事

件調査団編著  クリエイツかもがわ 

2009年 

●伊吹山の植物  

大川勝徳著 幻冬舎ルネッサンス 

2009年 

●近江の名園  

渡部巌写真 光村推古書院編集部編 光村

推古書院 2009年 

●滋賀の巨木めぐり 歴史の生き証人を訪ね 

 て 

 滋賀の名木を訪ねる会編著 新評論 

 ２００９年     

●独楽の俳画集  

楠村芳洋著 サンライズ出版 2010年 

●膳所焼大江窯の研究 関西陶磁技術の成立

をめぐる膳所焼を中心とした美術工芸史・

考古学の総合的研究  

佐藤隆著 佐藤隆 2009年 

●春の海  

西尾冨美枝著 美研インターナショナル 

2009年 

●命をつなぐ２５０キロメートル 抱きしめ

てＢｉｗａｋｏ  

今関信子作  おぼまこと絵  童心社 

2009年 

●明治の風  

野村寂一著 サンライズ出版 2009年 

●過ぎゆく秋 七十二歳の暦 （上）（中）（下）  

前川文夫著 前川文夫 2010年 

 


