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ここは、春うららかなある日の県立図書館。ナマズ君がのんびり読書中…。 

あ、カイツブリくん。珍しいね～、ここで会うなんて。 

ナマズ君！ 久しぶり。うん、休み中のレポートのために本を借りにきたんだ。もう絶版で買

えないし、地元の図書館にも無かったから頑張ってここまで来たけど、片道２時間近くかかっ

ちゃったよ…。 

え～！ どうして地元の図書館に頼まなかったのさ。 

え、だって地元には無かったんだよ。 

だけど、頼んだら県立図書館から取り寄せてくれるよ。そりゃ、直接借りに来るより時間はか

かるけど、地元の図書館で借りて、そこで返せるのに。 

そうなの？ 知らなかった…。じゃあ、県立図書館に電話して頼めばいいんだ。どのくらい待

ったら届くの？ 

違うよ、地元の図書館にリクエストするんだよ。え～とね、確か週に１回県との連絡便がある

って言ってたけど、具体的に聞くのが一番確実だよ。ほら、貸出中で順番待ちしないといけな

い時とか色々あるみたい。前にボクが頼んだ時は、結局ほかの県内の図書館から借りてくれた

もん。 
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昨年３月１１日に発生しました東日本大震災によ

り被災された方々に、心よりお見舞い申し上げま

す。被災者の方々へのサービスはこちら。 
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え、そんなこともあるの？ 

うん、地元の図書館が買った時もあったし…もちろんそれは絶版じゃなかったからだけど。な

んか、まだ買えるか買えないか・新しい本かどうか・県内にあるかないかとかで待つ時間とか

も色々らしくって。ボクの地元だったら、隣接の３市でもカードが作れるからって、直接借り

に行くのを薦められたこともあるよ。 

そうなの？ 図書館同士って結構そういうのあるんだ。県内にあるかどうかって言ったけど、

僕１冊大阪にしか無い本を直接借りに行こうかと思ってたんだけど…。 

大阪まで？ 大阪だったら、府立図書館は僕らでもカード作れるけど、市立とかだと住んでる

か通勤通学してないと借りられないよ。それだって地元の図書館に頼めばいいのに…。 

他の県からも取り寄せ出来るの？ 

ボクは鳥取県の郷土史の本を借りてもらったことがあるから大丈夫じゃない。あ、でも、持っ

てるとこから借りられないからって、近くの大学図書館に紹介状を書いてくれたこともあった

なあ。とにかく一度相談してみたら。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★県立図書館の協力貸出 

 県立図書館の役割は、全ての県民の皆さんが必要な情報・資料を手に入れることが出来るようにす

ることです。 

一方、皆さんが求める資料が地元の図書館に無かった場合は、リクエスト制度を活用することで、

その資料を入手することが可能です。リクエストを受けた図書館では、その資料を購入するか、それ

が出来ない場合は所蔵館を探して資料を提供します。 

市町立図書館で全ての資料を購入できる訳ではありません。専門的な学術書など買っても利用が限

られるケースや、高額な資料だと予算面で購入できなかったり…。そんな時、県立図書館がその資料

を用意して届けることを「協力貸出」といいます。 

現在、県立図書館から各市町立図書館へ資料を届ける連絡便は週１便。最短で

も１週間程度かかる訳ですが、もちろん当館で貸出中の場合、これから購入する

場合もあり、さらには市町内に複数館あれば市内物流にかかる時間もあります。

お急ぎの場合は、カウンターで具体的にお尋ねください。 

 

★市町立図書館の相互協力 

また、県内市町立図書館同士もお互いに資料の貸し借りをしています。なんでも他所から借りられ

る訳ではありませんが（話題の新刊や利用が絶えないものなど）、「滋賀県立図書館横断検索（ｐ５）」

で県内に所蔵があることを確認した場合などは、一度地元の図書館に相談してみてください。 

 

★県外の図書館との協力 

 ナマズ君が言うように、県内にない資料でも、全国の図書館

から借りて提供することがあります。ただし、これも資料その

ものや、所蔵する館の貸出条件などにより、どのように提供で

きるかが異なります。 

お探しの資料が「どこの図書館にあるか」「どこから借りられ

るか」はリクエストを受けた図書館で調べます。どんな資料で

も、諦めてしまう前にぜひ一度相談を！ 

一口メモ 
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「横断検索」って便利だよねえ～。これ、全国の図書館がみ～んないっぺんに検索できるペー

ジとか無いのかな。 

全国みんな検索出来たら、かえって使いにくいよ。でも、国立国会図書館の新しい検索システ

ムって、都道府県立図書館や政令指定都市の図書館の所蔵と、よく利用する地域の図書館の所

蔵を一度に検索できるようになったから、カイツブリくんが言ってるのと近いよね。知って

る？ 

え、知らない知らない。そんなこと出来るの。 

うん、え～とね…。参考資料室に行って、インターネット端末を借りて、実際に見てみようよ。 

「国立国会図書館サーチ」か…。この「キーワード」に入力すればいいの？ 

うん、その場合は国会図書館と都道府県立と政

令指定都市の分だけを検索するんだ。後は、こ

の画面の上の「設定」ってところをクリックす

るだろ…。ここから自分のよく利用する図書館

を選んで登録できるんだ。 

おお～。「琵琶湖」って検索してみたら、1 万

件くらい出てきたぞ。う～ん、ちょっと分かり

にくい…。本の情報だけじゃないのかなあ？ 

 

★国会図書館や大学図書館とも… 

 国立国会図書館の所蔵資料を利用することも可能です（地元の図書館では利用できない資料も一部

あります）。ただし、こちらは皆さんのご自宅に借りて帰ることは出来ません。一定期間図書館に借

りておくことが出来ますので、その期間内に館内で閲覧してください。必要な箇所を複写することも

出来ます（著作権法の範囲内の複写となります）。 

 また、公共図書館で資料が手配できなかった場合など、大学図書館へ紹介状を出すことも可能です。

最近では大学図書館も地域に開放されていることが多いのですが、図書館から紹介状を出すことによ

り、直接利用できる範囲を超えて（研究室所蔵の資料などの）利用が出来る場合があります。こちら

も各大学や個々の蔵書により、利用条件が大きく異なりますので、まずは図書館までお問い合わせく

ださい。 
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ふ～ん、民間のサービスとも連動してるんだ…。使いこなすには時間がかかりそうだけど、な

んだか面白いね。 

うん、ボクは地域資料や市販されてない資料を探すのに使ってるよ。でも図書館のカウンター

で直接相談もするし、自分で探した時も、最後はここか地元の図書館に頼んで現物を取り寄せ

たり、コピーを依頼してるんだけどね。 

そうか…わざわざ遠くの図書館まで出向かなくても、近くの図書館に相談すればよかったのか

あ…。 

そうだよ、困った時はまずは近くの図書館だよ。蔵書を色々紹介してくれるだけじゃなくて、

そこになくても、図書館同士のネットワークで見つけ出してくれるからね。  

★国立国会図書館サーチ 

 国立国会図書館サーチ（http://iss.ndl.go.jp/）は、今年から公開され

た、国会図書館の新しい検索サービスです。国会図書館のほか、都道府

県立・政令指定都市の図書館や、大学図書館・公文書館・美術館、青空

文庫（インターネット上の電子図書館。著作権が消滅した資料や著作権

者が公開を許諾した資料が全文公開されています）などなど、様々なデ

ータベースが検索対象です。図書や雑誌・新聞の情報のほか、雑誌記事・

論文・レファレンス情報（各館で行われたレファレンスサービス＝調査

相談サービスの、実際の質問と回答の記録）・インターネット上のデジ

タル資料などを一元的に検索することが出来るようになりました。 

 

検索結果から求める資料を選び、詳細画面を開くと、各所蔵館の一覧が出ます（ただし、雑誌・新

聞・雑誌論文などは、必ずしも各館の所蔵を検索出来ない場合があります。改めて各館の蔵書検索で

雑誌や新聞のタイトルで検索されることをお勧めします）。「よく利用する図書館」を設定しておけば、

その図書館については「貸出可」「貸出中」「所蔵なし」などの所蔵状況も併せて検索できますし、そ

れぞれの館の詳細頁に直接飛ぶことも出来ます。 

さらにユニークな機能としては、見つけた資料をオンライン書店（古書店含む）、Ｗｅｂサーチ等

で探すことができる機能や、その資料のオンライン書評へのリンク、Ｔｗｉｔｔｅｒやブクログなど

のサービスと連携できる点などがあります。民間サービスとも連携が進んでいる点が、今までになか

ったサービスといえるでしょう。 

 個別の事例を見れば、例えばレファレンス情報などは、「レファレンス協同データベース

（http://crd.ndl.go.jp/jp/public/index.html）を直接検索された方が、より詳しい情報が出てきます

（参考資料名など。更に当館のレファレンス事例検索（http://www.shiga-pref-library.jp/wo/ref/srh）

であれば、回答に利用した参考資料の所蔵状況・貸出状況に直接リンクされています）。デジタル情

報も、国会図書館のものを除き、改めて各データベースを検索し直す必要があります。もちろん、イ

ンターネット上にデジタルデータが公開されているものを除き、実際に図書館の蔵書を利用するに

は、やはり地元の図書館にご相談いただかなくてはなりません。 

とはいえ、今までにない利用法が出来る、便利でユニークなサービスであることは間違いありませ

ん。ぜひ一度使ってみてください。 

一口メモ 
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今月のＢＯＯＫまーく 

【県内図書館横断検索】 

 

皆さんのお探しの図書が県内のどの図書館に所蔵されているのかをお知りになりたい場合、県立図書

館ホームページの「県内図書館横断検索」がお役に立ちます。 

ホームページ左のメニューボタ

ンをクリックすると、検索条件入

力の画面が現れますので、書名・

著者名・出版者などを入力してく

ださい。書名もしくは著者名のみ

でも検索が可能ですが、該当する

タイトルが多すぎる場合などは、 

複数のものを入力していただいたほうがお探しの図書への絞り込みが容易になります。 

また、書名の一部しかわからないというような場合には、キーワードとして単語を入力してください。

キーワードは１つだけですとヒットし過ぎる場合がありますので、できれば複数入力してください。そ

の場合、「琵琶湖 プランクトン」のように、単語と単語の間を１マスあけてください。キーワードの

場合、ひらかなとカタカナは同一のものと認識しますが（ぴわこ＝ビワコ・検索結果は同じ）、漢字は

同一のものとしては認識しません（琵琶湖≠びわ湖・検索結果が異なる）ので、ご注意ください。 

  

ここを 

クリック 
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次に検索をクリックすると、しばらくして結

果が画面左側に表示され、県内図書館の所蔵状

況が判明します。ただし、各館の検索方式に違

いがあるため、検索結果にばらつきがあります。

１回の検索でお探しの図書が見つからなかった

場合でも、項目を変更するなどして、再度検索

していただくことをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索が終了したら、「統合一覧①」の表示か、各所蔵館の館名②をクリックします。「統合一覧」の場

合、ページの右側に全体の所蔵が一覧で表示されます。いずれかの所蔵館を選んで、そのタイトルをク

リックすれば、各館のページに移り、貸出中かどうかなどがわかります（館によって、貸出状況が表示

されない場合もあります）。「統合一覧」をクリックせず、各所蔵館名をクリックした場合も、各館のペ

ージに移ります。 

お探しの図書が地元の図書館で所蔵されている場合には、地元の図書館をご利用ください。もしお近

くの図書館になかった場合でも、地元の図書館にご相談く

ださい。地元の図書館を通じて、県立図書館など県内の図

書館の蔵書を借りられる場合があります。さらに、県内に

所蔵がない場合県外の公共図書館からの借受が可能なこ

とがありますが、その際にも必ず地元の図書館にご相談く

ださい。 

 

  

 

 

  

1 

２ 
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☆１月～３月の図書館行事報告☆ 

 

○新春地下書庫探検隊 

（１月９日・月・祝） 

日頃から「一度入ってみたい」

「見てみたい」との声が多い「地

下書庫探検隊」も今年度４回目

の開催となり、６６名の参加を

いただきました。今回は、地下

書庫と児童書庫の見学に加え、

図書館が収集した彦根城や膳所

城を描いた貴重な絵図や本など

もご覧いただきました。 

 

 

○土曜サロン「新春ライブラリーコンサート」（１月２１日・土） 

毎回、好評をいただいている

ライブラリーコンサート。今回

は、地域で活躍されている音楽

仲間「あゆみムジーク」の皆さ

んをお迎えし、新春にふさわし

く爽やかな演奏を披露していた

だきました。「美しく青きドナウ」

など、クラシックの名曲に、参

加いただいた１６０名の皆さん

は、聞き入っておられました。 
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○土曜サロン 

「関西室内女性アンサンブルによるコンサート『春を待ちわびて…』」 

（２月１８日・土） 
 

朝から雪が降りしきるなか、

館内に関西室内女性アンサンブ

ルの皆さんの美しい歌声が響き

渡りました。「春よ来い」「花」

など、会場を訪れた１５０名の

皆さんも一緒に歌っていただく

など、春の到来を願う気持ちが

会場に満ちあふれていました。 

 

 

○講演会｢琵琶湖の化石が教える地球のリズム｣（３月３日・土） 

県立琵琶湖卙物館では、滋

賀県や琵琶湖への関心を高め

てもらおうと、移動型の展示

キットを製作されており、こ

のほど完成した３つのキット

…「足跡の正体は誮だ」「地域

発信ステージ」「歯形の正体は

誮だ」を図書館ロビーで展示

しました。 

 

展示にあわせて、卙物館の学芸員・

高橋啓一さんを講師に迎え、展示物や

製作にまつわるお話もうかがいまし

た。 
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今月のデジタルアルバム帖  
 

 ４・5 月「近江八景」～日本の八景画のはじまり～ 
近江八景は、近江の琵琶湖畔の名

勝８カ所を指します。室町時代の明

応 9 年(1500)、近衛政家（まさい

え）・尚道（なおみち）父子が中国の

洞庭湖の瀟湘(しょうしょう)八景に

擬して詠んだとも、寛永の三筆とい

われる近衛信尹（のぶただ〈1665～

1614〉）が詠んだともいわれています。 

八景は、琵琶湖畔の堅田落雁、矢

橋帰帆、粟津晴嵐、比良暮雪、石山

秋月、唐崎夜雨、三井晩鐘、瀬田夕

照の８カ所ですが、｢近江八景｣の名

前を広めたのは江戸時代中期以降の

浮世絵版画ともいわれます。 

今回は、その原点をたどるための資料を紹介します。       「淡海八景図」木下応需画 江戸期 

 

 

 

 

 

『滋賀の山野に咲く花７００種』 

澁川義行写真・文 サンライズ出版 ２０１２年 （２，４００円＋税） 

         

県内の里山、河川、池、水田などには貴重な山野草が自

生しています。本書は平成２０年（２００８）に出版した

『近江の山の山野草』で写真を掲載した５００種の山野草

に、その後平地や琵琶湖周辺に自生する２００種を加えて、

７００種の山野草の写真を収録し、それぞれの花の特徴や

咲く時期、分布地などについて解説をしています。 

スミレは３７種、ランは５２種収録しているほか、ホソ

バコオニユリ、アキザキヤツシロラン、イガタツナミなど、

他の資料ではあまり見られない珍しい花も掲載されていま

す。また、滋賀県のレッドデータブック『滋賀県で大切に

すべき野生生物』２０１０年版で、希少種に指定している

２５３種の山野草が収録されているのも本書の特徴です。 

  

湖 国 の 本 棚 
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郷土資料紹介 平成２３年１２月～平成２４年２月購入・寄贈分 

 

●下之郷遺跡確認調査報告書 6  

第 52・53・54次調査報告書 

守山市教育委員会編集・刊 2010年 

●中山道 69次を歩く 改訂版    

岸本豊著 信濃毎日新聞社 2011年 

●わたしの一歩みらいに一歩 

きょうされん滋賀支部30周年記念誌編集委員会編 

文理閣 2011年 

●Architectural Workshop SHIGA 2011 

アートアンドアーキテクトフェスタ制作・編集・刊 

2011年 

●曲面絵画誕生ブライアンの目 

ブライアン・ウィリアムズ著 求竜堂 2011年 

●日本の子ども研究 第 13巻 

大泉溥編・解説 クレス出版 2011年 

●紋左衛門行状記 

冨増純一著 新評論 2011年 

●吉良竜夫著作集 3 

吉良竜夫著 鈴木英治[ほか]編 新樹社 2011年 

●『織田信長文書の研究』語彙索引 

水上昌美編 立正大学十六世紀史研究会 

2006年 

●[滋賀県立八幡工業高等学校] 

創立 50周年記念誌 

滋賀県立八幡工業高等学校編・刊 2011年 

●授業展開計画 1年生 平成 23年度 

滋賀県立甲西高等学校編・刊 2011年 

●授業展開計画 2年生 平成 23年度 

滋賀県立甲西高等学校編・刊 2011年 

●授業展開計画 3年生 平成 23年度 

滋賀県立甲西高等学校編・刊 2011年 

●理数科課題研究論文集 平成 21年度 

滋賀県立米原高等学校編集・刊 2009年 

●理数科課題研究論文集 平成 22年度 

滋賀県立米原高等学校編集・刊 2011年 

●知的障がいのある人が地域で安心して暮らす

ために 

酒井久美子監修 

大津高齢者・障がい者の権利擁護研究会 

2010年 

●鯖のはなし 

林宏著 クイックス 2011年 

●ともに学び自ら伸びゆく子どもが育つ 

授業デザイン 

鹿毛雅治著 

滋賀大学教育学部附属小学校 

教育出版 2011年 

●それぞれの虹 4 

岡崎直次編集 [わたむきホール]・刊 

2011年 

●株式会社黒壁の起源とまちづくりの精神 

角谷嘉則著 創成社 2009年 

●小さな蕾 2011年 10月号 （特別展「神

仏います近江」ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ「天台

仏教への道」より） 

創樹社美術出版 2011年 

●負けんとき 上巻・下巻 

玉岡かおる著 新潮社 2011年 

●週刊歴史でめぐる鉄道全路線  29号 

近江鉄道 

朝日新聞社出版局 2011年 

●清水安三と中国 

太田哲男著 花伝社 2011年 

●私の多和田物語 

大澤恵理子著 パレード 2011年 

●ムダなことなどひとつもない 

酒井雄哉著 PHP研究所 2011年 

●滋賀の食事文化(年報) 第 20号 

江頭賀巳[ほか]編集 

滋賀の食事文化研究会 2011年 

●建築(環境)とやきもの そして信楽 

紫香楽トリエンナーレ推進機構編集・刊  

2011年 

●信楽まちなか芸術祭報告書 

信楽陶芸トリエンナーレ実行委員会 

2010年 

●湖北の昭和 

しなの書房編集 いき出版 2011年 

●日本伝統工芸近畿展 第 40回 

日本工芸会近畿支部 2011年 
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●Water 

Shinca著 文芸社ビジュアルアート 2009年 

●自由の精神を求め続けて 

小嶋昭道著 山猫軒書房 2012年 

●三浦綾子の文学 

久保田暁一著 だるま書房 2011年 

●滋賀県立湖南農業高等学校 創立 30周年記念誌 

滋賀県立湖南農業高等学校創立 30 周年記念

事業記念誌係編集 

滋賀県立湖南農業高等学校 2011年 

●全国の戦災の追悼施設・追悼式 

NHKグローバルメディアサービス企画・制作・刊  

2011年 

●古文書の語る 海津湊の歴史 第 3巻 

マキノ古文書クラブ編著・刊 2011年 

●こはら 統合 100周年記念誌 

甲賀市立小原小学校 2011年 

●神の木 

李春子著 サンライズ出版 2011年 

●〈甲賀忍者〉の実像 

藤田和敏著 吉川弘文館 2012年 

●大津市の記念歌 1 

安藤敏行採譜・編曲 ・刊 2011年 

●近江学 第 4号 

成安造形大学附属近江学研究所 2012年 

●命が危ない 311人詩集 

佐相憲一・中村純編 コールサック社 2011年 

●暮らしを彩る水墨画 

稲垣康子・稲垣亜希著 梶原大義刊 2012年 

●滋賀の伝統的工芸品 第７版 

  滋賀県商工観光労働部 2011年 

●信長が見た戦国京都 

河内将芳著 洋泉社 2010年 

●滋賀県立大学 Campus Guide 2011 

滋賀県立大学編集・刊 2010年 

 

●滋賀県立大学 Campus Guide 2012 

滋賀県立大学編集・刊 2011年 

●滋賀の学童保育 40年のあゆみ 

滋賀県学童保育連絡協議会編・刊  2011年 

●朝鮮通信使の足跡 

仲尾宏著 明石書店 2011年 

●INAZUMA ROCK FES..2011 

エヌイーエフ 2011年 

●At home in Japan 

Rebecca Otowa著 

チャールズ・イー・タトル出版 2010年 

●草花との出会い本との出会い 

村瀬進著 清風堂書店 2011年 

●逆説の日本史 4 ビジュアル版 

井沢元彦著 小学館 2011年 

●旅すがら 

江南清子写真・刊 2012年 

●「レッテルハリ」、さようなら 

青木久治著 牧歌舎 2011年 

●近代の洋画・響き合う美 

滋賀県立近代美術館編集・刊 2012年 

●道 ひとすじに 

山田稔著・刊 2012年 

●長浜市民の生涯学習に関するアンケート

調査 平成 23年度 

滋賀大学生涯学習教育研究センター編

集・刊 2011年 

●民具を科学する 

滋賀県立琵琶湖博物館編集・刊  2012年 

●彦根ことば 翻刻版 

  藤谷一海編 サンライズ出版 2011年 

●アール・ブリュット・ジャポネ展全貌 

ボーダレス・アートミュージアムNO-ＭＡ監修  

現代企画室 2011年 
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●やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック  

普及版改訂版 

滋賀の理科教材研究委員会編 

合同出版 2011年 

●彦根ことばとその周辺 

安井二美子著 サンライズ出版 2011年 

●6つの真珠 

佐桑あずさ［ほか］編著 

たかしま市民協働交流センター協議会  2011年 

●琵琶湖・近江路 第６版 

 ブルーガイド編集部編 実業之日本社 2012年 

●はあふ・とおん 第 22号 

詩の仲間 はあふ・とおんの会編集・刊 

2012年 

●民部様御賄御用日記 2 

彦根古文書同好会編集・刊 2011年 

●やまびこ 平成 23年度年報(平成 22年度版) 

大津市立やまびこ園[編集] 

大津市立やまびこ教室［編集］ 

やまびこ総合支援センターやまびこ園・教室 

2011年 

●琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センター史 

琵琶湖・淀川水質保全機構[編集] 

国土交通省近畿地方整備局 2012年 

●地域とともに歩んで 40年 

秦川山生産森林組合設立40周年記念実行委員会  

2012年 

●淡海の食撰 

刀根盛治著 弥呂久 2007年 

●一生つきあえる木の家具と器 

西川栄明著 誠文堂新光社 2012年 

●竹生島宝厳寺の歴史と寺宝 

長浜市長浜城歴史博物館企画・編集・刊 

2010年 

●るるぶ滋賀びわ湖 '12～'13 

JTBパブリッシング 2012年 

●近江の年中行事と民俗 

橋本章著 サンライズ出版 2012年 

●浅井三代記 復刻 

木村重治復刻・刊 2010年 

●滋賀文学 2011 

滋賀文学会編集・刊 2012年 

●ねこの大ちゃん 

諸岡恭子著 文芸社 2000年 

●笑顔の挑戦 

村上政彦作  大竪汐画  第三文明社 

2012年 

●多賀曼荼羅の世界 

大高康正著 多賀大社 2012年 

●滋賀の書四人展作品集 

大田左卿［ほか］書  大田左卿刊  2012年 

●滋賀県招致外国語指導助手体験エッセ

イ集 2010〜2011(平成 22年〜平成 23年) 

滋賀県教育委員会編集・刊 2012年 

●太平洋戦争・東部ニューギニア方面 5 

小塚興治編集・刊 2010年 

●太平洋戦争・東部ニューギニア方面 6 

小塚興治編集・刊 2011年 

●太平洋戦争・東部ニューギニア方面 7 

小塚興治編集・刊 2011年 

●石田三成と湖北 

長浜市長浜城歴史博物館企画・編集・刊 

2010年 

●天台学講義 新装版 

USS出版 2010年 
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 昨年 3 月１１日に発生しました東日本大震災により被災された方々に、心よ

りお見舞い申し上げます。 

滋賀県立図書館では、滋賀県で避難生活を送っておられる方々に対して、図

書の貸出を行っておりますので、参考資料室カウンターでご相談ください。 

 また、被災地（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県、千葉県）からの

レファレンスをお受けしています。内容は、滋賀県関係だけでなく一般的な質

問もお受けしますので、生活上の困ったことなど何なりとお問い合わせくださ

い。なお、ご質問は電話、FAX、メールでお受けいたします。 

 

滋賀県立図書館 

【受付先】 

〒５２０－２１２２  

    大津市瀬田南大萱町１７４０－１  滋賀県立図書館 調査協力誯  

    電 話 ０７７－５４８－９６９１ 

  FAX ０７７－５４８－９７９０ 

メールレファレンスの URL↓ 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html 

図書館エール 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html

