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第１９６号 

  ｗｅｂ版 図書館 しが 

平成 24 年(2012 年)7月 編集・発行：滋賀県立図書館 

平成 23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。 

 

図書館ではより多くのみなさまに図書館をご利

用いただくために、図書館利用に障害のある方

にサービスを行っています。そこで今回は、録

音図書ＤＡＩＳＹ（デイジー）と郵送貸し出し

についてご紹介します。  

～図書館の障害者サービスについて～ 
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ＤＡＩＳＹ（デイジー）とは？ 

デジタル録音図書の国際標準規格である Digital 

Accessible Information System の略です。 

 

ＤＡＩＳＹ（デイジー）は、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人のため

のデジタル録音図書です。見た目は普通の CD と同じですが、従来のＣＤに比べて検索

し易く、目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができます。ただし、普通

のＣＤプレイヤーで聞くことはできません。パソコンや専用の再生機を使用します。 

ＤＡＩＳＹ（デイジー）を聞くには・・・ 

    パソコンで聞く 

パソコンをお使いの方は、ＡＭＩＳ（アミ）というソフトを使って聞くことができま

す。 

 ＡＭＩＳ（アミ）は、デイジー研究センターのサイトから無料でダウンロードができ

ます。 

ＵＲＬはこちら  http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/ 

日本点字図書館のサイトにも、ダウンロード方法が掲載されています。 

ＵＲＬはこちら http://www.nittento.or.jp/service/rental/windows.html 

 

                    ＡＭＩＳ（アミ）は、ご使用のパソコン

により、対応バージョンが異なりますので

ご注意ください。 

Windows XP SP3 

Windows Vista 

 Windows 7 はＡＭＩＳ3.1.3 を、

Windows2000Professional 

Windows XP はＡＭＩＳ2.6 をご利用

ください。 

 

 

    専用再生機プレクストーク「ＰＴＲ２」で聞く 

 ＤＡＩＳＹ（デイジー）専用の再生機器で、機械のボタン操作は 

すべて音声で案内します。図書館ではプレクストーク「ＰＴＲ２」 

の貸出をしています。（台数に限りがあり、順番待ちになる場合が 

あります。カウンターでおたずねください。） 

 

 

 

 

 

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/
http://www.nittento.or.jp/service/rental/windows.html
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図書館で使える便利な機器をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①拡大読書機 

読みたい資料をモニター画面に大きく映し出す機械です。 

また、手元を映し出すことで、文章を書いたり、細かな作業をするときの手助けにもな

ります。 

 

 

 

②音声拡大読書機「よむべえ」 

印刷物をスキャンして読み上げる機能や、デイジー図書を読み上げる音声読書機の機能

があります。 

また、スキャンした画像をそのまま表示・拡大し、拡大読書機として使用することもで

きます。 

 

 

ここに資料を置

きます。 

このキーで操作します。 

その他にも 
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目が丌自由な方のインターネット端末利用のために、ｗｉｎｄｏｗｓの

操作を音声で案内するスクリーンリーダー「ＰＣ Ｔａｌｋｅｒ」をご用

意しています。2 階参考資料室のカウンターでお問い合わせください。 

 

 

        

 

「大活字本」は、読んで字のごとく、大きな活字の本です。通常の文庫

本では、おおよそ 8～9 ポイントの活字が使われていますが、大活字本

では、14～22 ポイントの活字で印刷されています。字体もゴシックが

使われるなど、読みやすいよう工夫されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               障害者手帳をお持ちの方には、郵送で図書の貸出がで

きます。来館して図書館を利用するのと同じく、お一人

10 冊 3 週間お借りいただけます。 

 

 

登録の申し込みについて 

図書館の利用登録は、電話またはFAXでお申込いただけます。なお、登録の際は障

害者手帳の確認が必要です。 

 

図書の貸出と発送 

貸出は専用の郵送袋に入れて、申請書の住所あてで郵送します。貸出しと返却の郵送

料は丌要です。ご希望の図書が揃い次第、発送いたします。 

貸出の申込は電話・FAXまたは郵送サービス専用メールにて受付します。 

  

★文字の大きさを比べてみると･･･ 

 

         

インターネットの利用について 

「大活字本」もあります！ 

あいうえお 

（９ポイント） 
あいうえお 

（22 ポイント） 
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図書の予約・リクエスト 

貸出中の図書は予約することができます。また、県立図書館にない図書はリクエスト

していただけます。購入もしくは他の図書館から借りてご用意します。 

 

連絡先 

      〒５２０－２１２２ 

大津市瀬田南大萱町１７４０－１ 

          滋賀県立図書館 サービス課 障害者サービス担当  

TEL ０７７－５４８－９６９１ 

         FAX  ０７７－５４８－９７９０ 

 

 

★お問い合わせ・郵送貸出し申し込みの電話は、開館時間中にご連絡ください。 

           水曜日～金曜日    午前１０時～午後６時 

           土・日曜日      午前１０時～午後５時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の障害者サービスについて 

図書館は、すべての人にあらゆる資料を提供することが、図書館の基本的サービスであると

考えています。「障害者サービス」というと、障害者だけを対象としたサービスと考えられがち

ですが、そうではなく、図書館利用に障害のある人が、図書館のあらゆるサービスを利用でき

るようにするものであると捉えています。そのために、誰でも利用したい時に、障害なくすべ

てのサービスが受けられるように、資料や設備の整備を少しずつではありますが、すすめてい

きたいと考えています。 

 

コラム 
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 図書館内のあちらこちらに、話題ごとに本を展示している場所があるのをご存知ですか。 

 季節を感じる本や、話題のことがらについての本、亡くなった方の追悼、ひとつのことばに沿っ

て本を紹介する展示など、さまざまです。 

 県立図書館が所蔵する本の多くは、皆さんが手に取ることのできない書庫に入っています。本の

展示は、書庫の本との出会いの場でもあります。 

 お目当ての本以外に、思いがけない本とめぐりあう楽しみがお届けできるよう、さまざまな切り

口で本をあつめています。 
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今月のデジタルアーカイブ

の画像を 26 インチの画面

で紹介しています。 
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この春も、図書館ではさまざまな行事を行いました。 

☆４月～６月の図書館行事報告☆ 

［４月２１日（土） デイジーをつかってみませんか ］ 

県立視覚障害者センターから伊東正樹氏をお招き

し、新しい録音図書「デイジー」の操作説明会を開催

しました。デイジー再生機プレクストークや、パソコ

ンソフト「アミ」を実際に操作して、デイジーを聞く

体験や、パソコンを使って、マルチメディアデイジー

（音と同時に文字や絵がでてくるデイジー）の操作を

行いました。 

[５月４日（金） 

文化ゾーン「みどりのつどい」書庫探検隊 ＆ チェーンソーアート

ライブ］ 

５月４日、「みどりの日書庫探検ツアー」を行いました。定員を大

きく上回る５７人の方が、日ごろ入ることができない書庫を見学し、

資料の多さに驚かれていました。その後、しかけ絵本や復刻絵本、懐

かしの紙芝居などの展示資料を楽しんでご覧いただきました。 

また、同時開催されたチェーンソーアートライブではプレゼント争奪

じゃんけん合戦もあり、大変盛り上がりま

した。どちらの参加者も笑顔で帰っていか

れました。 

 

 

［６月１６日（土） サクソフォンの音色に包まれて］ 

  梅雨らしい雨の土曜日、図書館閉館後の５時から 1階ロビー

に、サクソフォンの美しい音色が響きました。 

 グレンミラー・メドレーや G線上のアリアなど、おなじみの曲

が奏でられると、雨にもかかわらず来場いただいた 120 人ものお

客さまは、笑顔でスイングするなどして、初夏の夕べの時間を楽

しく過ごされました。 
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昆虫相談会＆講演会 

相談会 

7/28（土）10：00～16:00 

  1階談話室にて 

講演会 

7/28（土）14：00～15:00 

  １階談話室にて 

 

アーリュブリュット作品展＆講演会 

作品展 

8 月中旬～（予定） 

講演会 

「アーリュブリュットの魅力」 

9/1（土）14：00～14：30 

 

夕照コンサート 木曜組 

9/16（日）17：00～（予定） 

 

 

おはなし会 

7/20（金）11:00～，15:00～ 

１階談話室にて 

しが統計キッズクイズ 

8/9（木）11:00～，14:00～ 

 １階談話室にて 

なつやすみおはなし会 

8/17（金）11:00～，15:00～ 

大会議室にて 

おはなし会 

9/21（金）11:00～，15:00～ 

 １階談話室にて 

 

 

 

 

「語りつぐ滋賀の平和」 

7/21(土)～8/31(金) 

１階談話室にて 

平和祈念館から戦争の惨禍

や当時の生活を伝える資料を

お借りして展示します。また、

当館所蔵の戦争にする資料も

併せて展示します。 

 

「昆虫標本展」 

7/22（日）～7/28（土） 

１階談話室にて 

世界各国の珍しい標本を展

示します。 

「統計コンクールパネル展」 

7/31（火）～8/9（木） 

「同和問題資料展」 

9/1（土）～9/30（日） 

 

 

7/27（金） 

①  8:30～ ②13:00～ 

※事前申込制 応募多数時は

抽選 詳細は当館ＨＰをご覧

ください 
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今月のデジタルアルバム帖  
「近江八景」～日本八景画のはじまり～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回予告 8 月～11 月 

「戦争と滋賀」（仮題） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『初代広重近江八景』より 

「瀬田夕照」 

 

今年（2012）3 月、東近江市に「滋

賀県平和祈念館」がオープンしまし

た。戦後 67 年を経た現在、薄れ行く

戦争の記憶と平和の尊さを思い起こ

す一機会として、当時の雑誌、絵はが

き、ポスター等、当館所蔵のさまざま

な資料を紹介します。 

 

琵琶湖の美しい風景は「近江八景」や「琵琶湖八景」とし

て親しまれています。｢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。 

『
滋
賀
県
月
報
』
よ
り 

『初代広重近江八景』より 

「粟津晴嵐」 

 

『初代広重近江八景』より 

「堅田落雁」 
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『鐘紡長浜高等学校の青春』 

井上とし著 ドメス出版 ２０１２年  

（２，７００円＋税） 

 

 昭和２４年（１９４９）から昭和６３年（１９８８）まで、鐘紡長浜工場内に定時制高

校がありました。生徒は義務教育を終えた同工場の１０代後半の従業員たちで、紡績工場

の実情に合わせた４年制、甴女共学、午前・夜間の二部授業の学校でした。 

著者は昭和２８年（１９５３）４月から３１年（１９５６）９月まで教員として在職し

ていた人で、自分が保存していた資料を中心にして、同校設立の経緯やその後の存立の危

機の様相、働きながら学ぶ生徒の姿などを詳述しています。 

また、他に戦後の紡績工場の歴史や労働者の実態など興味深い内容も含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖 国 の 本 棚 
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郷土資料紹介 平成 24 年 3 月～平成 24 年 5 月購入・寄贈分 

 

●フィンランドの公共図書館について  

日本図書館協会滋賀支部編集  日本図書館協会滋賀支部  2012.5 

●レポート '11  

滋賀県立高島高等学校編集  滋賀県立高島高等学校  2012 年 

●元三大師良源 比叡山中興の祖  

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2010.2 

●重要文化財園城寺一切経蔵(経堂)・食堂(釈迦堂)保存修理工事報告書 

滋賀県教育委員会文化財保護課編集  滋賀県教育委員会  2012 年 

●弘誓寺伽藍調査報告書   

東近江市教育委員会編集  東近江市教育委員会 2010.3 

●弘誓寺書院修理工事報告書  

東近江市教育委員会編集  東近江市教育委員会  2011.3 

●浄土宗西照院のお話  

横井邦彦  西照院 2012.4 

●今津教会 90年史  

今津教会 90 年史編纂委員会[編集] 日本キリスト教団今津教会  2012.4 

●守山市誌資料古文書目録 4 

守山市公文書館編集  守山市公文書館  2011.3 

●滋賀県の歴史 第 2 版  

畑中誠治著 井戸庄三著 林博通著  山川出版社  2010.11 

●甲賀市史 2  

甲賀市史編さん委員会編集  甲賀市  2012.2 

●近江八幡の歴史 第 5巻  

近江八幡市史編集委員会編集  近江八幡市  2012.3 

●近江日野の歴史 第 7巻  

日野町史編さん委員会編集  日野町  2012.3 

●新修彦根市史 第 11 巻  

彦根市史編集委員会編集  彦根市  2012.3 

●神秘の弥高山遺跡に思う 国指定遺跡 

山嵜仁生著  山嵜仁生  2012.2 

●古代近江の渡来文化 
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滋賀県文化財保護協会編集  滋賀県文化財保護協会  2012.3 

 

●縄文人の祈りと造形 

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課著  滋賀県教育委員会事務局  2012.2 

●『人』・『自然』・『祈り』共生の原点を探る 

滋賀県立安土城考古博物館編集  滋賀県立安土城考古博物館  2012 年 

●ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調査報告書 38-2 

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集  

滋賀県教育委員会  2011.3 

●ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調査報告書 39-1  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集  

滋賀県教育委員会  2012.3 

●大津市埋蔵文化財調査年報 平成 21(2009)年度 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2011.1 

●大津市埋蔵文化財調査年報 平成 22(2010)年度  

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2012.1 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 56 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2011.12 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 57 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2012.1 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 58 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2012.2 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 61 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2012.3 

●大津市埋蔵文化財調査報告書 63 

大津市教育委員会編集  大津市教育委員会  2012.3 

●かわら 瓦からみた大津史  

大津市歴史博物館編集  大津史歴史博物館  2008 年 

●榿木原遺跡 4 

滋賀県教育委員会編集  滋賀県教育委員会  2012 年 

●高島市内遺跡調査報告書 平成 23年度  

高島市教育委員会事務局文化財課編集  高島市教育委員会  2012.3 

●法蓮寺・太田町遺跡 桑原地区の調査  

高島市教育委員会編集  高島市教育委員会  2012.3 

●草津宿場町遺跡(第 5次)発掘調査報告書  

草津市教育委員会編集  草津市教育委員会  2010.3 
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●七条浦遺跡・志那湖底遺跡 第 1分冊本文編 

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集 

滋賀県教育委員会  2011.3 

●七条浦遺跡・志那湖底遺跡 第 2分冊写真図版編  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集  滋賀県文化財保護協会編集 

滋賀県教育委員会  2011.3 

●栗東市埋蔵文化財調査報告年報 2009 年度 

栗東市文化体育振興事業団編集  栗東市文化体育振興事業団  2011.3 

●野洲市内遺跡発掘調査年報 平成 23年度  

野洲市教育委員会編集  野洲市教育委員会  2012.3 

●野洲市埋蔵文化財調査概要報告書 平成 23年度 

野洲市教育委員会編集  野洲市教育委員会  2012.3 

●野洲市埋蔵文化財調査概要報告書 2 平成 23 年度  

野洲市教育委員会編集  野洲市教育委員会  2012.3 

●岩瀬谷古墳群 湖南市正福寺  

滋賀県教育委員会編集 滋賀県文化財保護協会編集  滋賀県教育委員会 2012.3 

●春日北遺跡 甲賀市水口町春日 

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集 

滋賀県教育委員会  2012.3 

●甲賀市埋蔵文化財調査年報 平成 22年度試掘調査  

甲賀市教育委員会編 甲賀市教育委員会  2012.3 

●下川原遺跡   

滋賀県教育委員会文化財保護課編集  滋賀県文化財保護協会編集  

滋賀県教育委員会  2012 年 

●長福寺遺跡  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集  滋賀県文化財保護協会編集  

滋賀県教育委員会  2012.3 

●観音寺城跡  

滋賀県教育委員会編集  安土町商工会  2011.11 

●東近江市埋蔵文化財調査報告書 第 16集  

東近江市埋蔵文化財センター編集  東近江市教育委員会  2011.3 

●東近江市埋蔵文化財調査報告書 第 17集  

東近江市埋蔵文化財センター編集  東近江市教育委員会  2011.3 

●東近江市埋蔵文化財調査報告書 第 19集  
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東近江市埋蔵文化財センター編集  東近江市教育委員会  2011.3 

 

●特別史跡彦根城跡  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集 

滋賀県教育委員会  2010.3 

●松原内湖遺跡 2 彦根市松原町  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集  

滋賀県教育委員会  2011.3 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 133 集  

長浜市文化財保護センター編集  長浜市教育委員会  2012.1 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 134 集 

長浜市教育委員会編集  長浜市教育委員会  2012.3 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 135 集 

長浜市文化財保護センター編集  長浜市教育委員会  2012.3 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 136 集 

長浜市文化財保護センター編集  長浜市教育委員会  2012.3 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 137 集 

長浜市教育委員会編集  長浜市教育委員会  2012.3 

●京極氏遺跡発掘調査報告書  

米原市教育委員会編集  米原市教育委員会  2012.3 

●清滝寺遺跡・能仁寺遺跡  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集 滋賀県文化財保護協会編集 

滋賀県教育委員会  2012.3 

●地震で沈んだ湖底の村  

林博通著 釜井俊孝著 原口強著  サンライズ出版  2012.3 

●湖(うみ)を見つめた王  

滋賀県立安土城考古博物館編集  滋賀県立安土城考古博物館  2012.4 

●織田信長と狩野秀頼 

首藤義之著 福住明子著  琵琶湖そよかぜ出版  2012.5 

●近江国水口藩加藤家分限帳  

[甲賀市教育委員会編集] 甲賀市教育委員会  2011.3 

●侍中由緒帳 12 

彦根城博物館編集  彦根市教育委員会  2011 年 

●民部様御賄御用日記 2 

彦根古文書同好会編集  彦根古文書同好会  2011 年 

●家康文書として扱われた秀吉文書の写 
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尾下成敏著  日本史研究会  2012 年 

 

●船道郷士「竹内家」と近世の堅田浦  

[竹内傳右衛門著]  竹内傳右衛門  [2012 年] 

●ふるさとの人びと   

滋賀県立図書館[製作]  1974 年 

●1時間でわかる浅井氏(あざいし)と三姉妹 

長浜市長浜城歴史博物館編  長浜市長浜城歴史博物館  2011.7 

●江姫 波乱の道を歩んだ戦国のシンデレラ   

笠倉出版社  2011.2 

●誰も知らなかった江 

宮本義己著 毎日コミュニケーションズ  2010.12 

●テクノクラート小堀遠州 増補改訂版  

太田浩司著 サンライズ出版  2012.2 

●近江のかくれ里  

いかいゆり子著  いかいゆり子  2011.8 

●京都・奈良・琵琶湖自転車散歩 新版 

多賀一雄著 上司辰治著 森田英一著  山と渓谷社  2012.3 

●滋賀県都市計画地図集 平成 24 年版  

ジンブン 21 編集  ジンブン 21  2012.3 

●琵琶湖十六景(絵はがき) 高級版   

[丌明]  

●スケッチでみる南大萱 [DVD] 

[國松 巖太郎著]  南大萱資料室  2012.3 

●わたしたちの大津 第 16版改訂版 1 小学校社会科副読本  

「わたしたちの大津」編集委員会編  大津市教育委員会  2012.3 

●わたしたちの近江八幡 第 2版 

近江八幡市教育委員会社会科副読本改訂委員会編集   

近江八幡市教育委員会  2011.4 

●関西周辺週末の山登りベスト 120 

加藤芳樹著  山と渓谷社  2012.3 

●地域診断法 鳥の目、虫の目、科学の目  

近江環人地域再生学座編 鵜飼修責任編集  新評論  2012.3 

●似顔絵捜査官の事件簿 

坂本啓一著  中経出版  2007 年 

●智継書(ともつぎしょ) 
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寺田 智次著  寺田智次  2012.3 

 

●滋賀の企業支援ガイドブック 2011 年度版 

滋賀県産業支援プラザ編集  滋賀県産業支援プラザ  2011.5 

●金融のしおり 中小企業者のための 

草津商工会議所[編]  草津商工会議所  2012.4 

●買ってはいけない家 滋賀県限定版 

厨子浩二著  エル書房  2012.2 

●しがの社協活動と地域福祉の推進 2010 年度 19 市町社協の姿 

滋賀県社会福祉協議会編集  滋賀県社会福祉協議会  2012.3 

●滋賀科学 第 55号  

[滋賀県高等学校理科教育研究会][編集]  滋賀県高等学校理科教育研究会 2012.3 

●[滋賀県高等学校社会科教育研究会]研究会誌 53 

滋賀県高等学校社会科教育研究会編  滋賀県高等学校社会科教育研究会  2009.5 

●[滋賀県高等学校社会科教育研究会]研究会誌 54 

滋賀県高等学校社会科教育研究会∥編  滋賀県高等学校社会科教育研究会 2010.5 

●滋賀県の専門教養家庭科 2013 年度版  

協同教育研究会編  協同出版  2011.12 

●滋賀県の専門教養数学科 2013 年度版  

協同教育研究会編  協同出版  2012.2 

●滋賀大学生涯学習教育研究センター年報 2011 

滋賀大学生涯学習教育研究センター編集   

滋賀大学生涯学習教育研究センター  2012.3 

●ニッポンの穴紀行 近代史を彩る光と影 

西牟田靖著  光文社  2010.12 

●環琵琶湖文化論実習報告書 平成 23年度 

滋賀県立大学人間文化学部編集  滋賀県立大学人間文化学部  [2012 年] 

●障がい児・者との共育・共生をめざす作文受賞作品集 2011 年度 

滋賀県障害児協会  2012 年 

●近江の祭りを歩く  

辻村耕司撮影 淡海文化を育てる会編 中島誠一監修  サンライズ出版  2012.3 

●滋賀県の民俗 湖西  

滋賀県教育委員会文化財保護課編集  滋賀県教育委員会  2012.1 

●滋賀県の民俗 湖南  

滋賀県教育委員会文化財保護課編集  滋賀県教育委員会  2012.1 

●滋賀県の民俗 湖北  
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滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編集  滋賀県教育委員会  2012.1 

 

●宮本常一とあるいた昭和の日本 7   

農山漁村文化協会  2012.2 

●きつねのおんがえし  

今関 信子監修 滋賀県児童図書研究会  2012 年 

●もっと知りたい滋賀で学ぶ戦争の記録  

滋賀県平和祈念館学習用小冊子編集委員会編集  滋賀県平和祈念館  2012 年 

●琵琶湖ハンドブック 改訂版  

[琵琶湖ハンドブック編集委員会編集]  滋賀県  2012.3 

●昔ここは内湖やったんよ 記憶に残る小中の湖と人々の営み 

松尾さかえ著 井手慎司著  サンライズ出版  2012.2 

●伊吹・比良山地カモシカ保護地域特別調査報告書 平成 20・21年度 

福井県教育委員会[ほか]編集  福井県教育委員会  2010.4 

●守山ボタル復活のための水辺環境調査 平成 18年度 

びわこ豊穣の郷  2007.3 

●守山ボタル復活のための水辺環境調査 平成 19年度 

びわこ豊穣の郷  2008.3 

●いのちつぐ「みとりびと」 1  

國森康弘写真・文  農山漁村文化協会  2012.1 

●いのちつぐ「みとりびと」 2  

國森康弘写真・文  農山漁村文化協会  2012.1 

●いのちつぐ「みとりびと」 3  

國森康弘写真・文  農山漁村文化協会  2012.2 

●いのちつぐ「みとりびと」 4  

國森康弘写真・文  農山漁村文化協会  2012.2 

●先哲中神琴渓論文・資料集 1744〜1833  

中神源一編集  宮川印刷  2005 年 

●永遠に捨てない服が着たい  

今関信子著  汐文社  2012.2 

●小舟木エコ村ものがたり  

エコ村ネットワーキング編 エコ村ネットワーキング 2011.5 

●水と環(みずとわ) 水源の里まいばら元気みらいづくり小冊子 

水源の里まいばら元気みらいづくり小冊子作成委員会編集  米原市  2012.3 

●琵琶湖と水が織りなす文化的景観所在確認調査報告書  

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課  滋賀縣教育委員会  2011.3 
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●琵琶湖に係る湖沼水質保全計画 第 6期  

滋賀県編 京都府編  滋賀県  2012.3 

●野洲川工事誌  

近畿農政局愛知川農業水利事務所編  近畿農政局愛知川農業水利事務所  1979 年 

●滋賀で!自由設計で建てる家 2012 年度版 

滋賀リビング新聞社編集  滋賀リビング新聞社  2012.4 

●滋賀で!リフォームの本 2011-2012  

滋賀リビング新聞社編集  滋賀リビング新聞社  2011.11 

●住まい net滋賀 13 住まいと暮らしをデザインするスタイルブック   

協和広告  2012 年 

●自治とまちづくりの原点 旧日夏村役場・産業組合合同庁舎  

旧日夏村役場建物調査委員会編集  日夏ヴォーリズ建築の会  2012.3 

●Νοστιμοおいしさの科学シリーズ vol.2  

エヌ・ティー・エス  2011.12 

●近畿農林水産統計年報 平成 22～23年  

近畿農政局  農林水産省近畿農政局  2012.5 

●[滋賀県立農業大学校]教育研修計画 平成 23 年度 

滋賀県立農業大学校編集  滋賀県立農業大学校  2011 年 

●甲賀山の魂 大原共有山林の一二〇年  

西田民夫著  西田道夫  2011 年 

●関西道の駅徹底パーフェクトガイド 

シルフ著  メイツ出版  2011.4 

●車石(くるまいし) 

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2012.3 

●[守山市ボランティア観光ガイド協会]10 周年記念後のあゆみ 

守山市ボランティア観光ガイド協会編集 

守山市ボランティア観光ガイド協会  2012.4 

●滋賀県文化賞等受賞者 第 35回(平成 22 年度) 

滋賀県編集  滋賀県  2010 年 

●大津国宝への旅  

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2010.10 

●白州正子「神と仏、自然への祈り」 生誕百年特別展  

白洲正子[著]  滋賀県立近代美術館  2010 年 

●びわ湖ホール劇場サポーター活動記録集 平成 23 年度  

びわ湖ホール編集  びわ湖ホール  2012.3 

●草津市文化財年報 18[平成 21 年度] 
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草津市教育委員会文化財保護課編集  草津市教育委員会  2011.3 

 

●MIHO GRANDAMA Ⅱ 母なる方へ  

MIHO MUSEUM 編集  MIHO MUSEUM  2012.3 

●東近江市文化財年報 平成 21〜23年度 

東近江市教育委員会文化財課編集  東近江市教育委員会  2012.3 

●多賀曼荼羅の世界 絵解き解説  

大高康正著 木村光伸監修  多賀大社  2012 年 

●長浜市文化財保護年報 平成 22 年度  

長浜市文化財保護センター編集  長浜市教育委員会  2012.3 

●近江の祈りと美  

寿福滋写真 高梨純次文  サンライズ出版  2010 年 

●近江の観音像と西国三十三所巡礼 

滋賀県立安土城考古博物館  2011.2 

●近江若狭の仏像  

吉田さらさ著  JTB パブリッシング  2012.4 

●石山寺と湖南の仏像 近江と南都を結ぶ仏の道 

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2008 年 

●楳亭・金谷 近江蕪村と呼ばれた画家 

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2008 年 

●石山寺の美術 常楽会本尊画像の研究 

安嶋紀昭著  法藏館  2012.4 

●道楽絵はがき コレクターたちの粋すぎた世界 

大津市歴史博物館編集  大津市歴史博物館  2009 年 

●日下部鳴鶴 近代日本の書聖 

彦根城博物館編集  彦根城博物館  2012.3 

●日本伝統工芸近畿展 第 41回  

日本工芸会近畿支部  2012.5 

●滋賀県立陶芸の森年報 平成 22 年度 

滋賀県立陶芸の森制作  滋賀県立陶芸の森  2012.2 

●抱きしめて BIWAKO  

瀬戸鷹志作詞・作曲 瀬戸鷹志  [2011 年] 

●My Best Selection 作品集 NO2  

瀬戸鷹志作詞・作曲 瀬戸鷹志  [2011 年] 

●琵琶湖 春夏編 南湖のバスフィッシング 365 日  

奥村哲史[著]  つり人社  2012.2 
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●舟橋聖一文学賞・舟橋聖一顕彰文学賞受賞録 平成 23 年度  

彦根市編集  彦根市  2012 年 

●[滋賀県歌人協会]創立三十周年記念歌集 湖の風  

滋賀県歌人協会編集  滋賀県歌人協会  2011 年 

●十二色のコラージュ 合同歌集  

滋賀県庁短歌の会編著  滋賀県庁短歌の会  2012.4 

●年刊歌集 平成 23年度版 湖の風 

滋賀県歌人協会編集  滋賀県歌人協会  2012 年 

●鳰鳥と共に 歌集  

成宮建甴著  短歌研究社  2012.3 

●淡海 句集  

古賀しぐれ著  文学の森  2011 年 

●春をさがしに 遺句集  

駒沢木楽著  山根知江  2012.4 

●ないしょ 伊藤茂次詩集  

伊藤茂次著 外村彰編  勝井隆則  2007 年 

●歳月という兎 苗村和正詩集  

苗村和正著  編集工房ノア  2012.5 

●異戦信長記 1  

中里融司著  学習研究社  2008 年 

●びわこ由美浜殺人事件 さすらい署長・風間昭平  

中津文彦著  光文社  2012.2 

●負けんとき 下巻 ヴォーリズ満喜子の種まく日々  

玉岡かおる著  新潮社  2011.11 

●徳川秀忠と妻お江 江戸三百年の礎を築いた夫婦の物語 

立石優著  PHP 研究所  2011.1 

●群雲、賎ケ岳へ 長編歴史小説  

岳宏一郎著  光文社  2008 年 

●浅見光彦新たな事件 天河・琵琶湖・善光寺紀行  

内田康夫著  集英社  2005 年 

●コロンブスの終の棲家ドミニカ共和国  

田中みきお著  サンライズ出版  2012.5 

●少年の日の冒険 再々訂 追憶のしおり  

山本稔編著  山本稔  2012.1 
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 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 調査協力課  

    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

