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滋賀県立図書館の児童室の活動とともに号数を重ねてきた児童室だより「ひとも

っ子」。児童室の新刊情報や催しなどを紹介する情報紙は、３８０号を超えました。

そこで、「ひともっ子」の今までをふり返ってみましょう。

第１９７号

ｗｅｂ版図書館しが
平成 24 年(2012 年)10 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。
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開館当初の「ひともっ子」は？！
創刊号（１９８１年１月２４日発行）の紙名は「児童図書室だより」

当時の児童室。現在の児童開架書庫の

の位置にあり、小さな部屋でした。

紙名が「ひともっ子」になったのは、

５号から。近江の昔話「ひともっこ山」

が由来。日本一高い山

と大きな湖を作ろうと

して出来た山のおはなし。

トップ・ニュースは「おはなし大会」

のご案内。２００名を超える参加があ

り、おはなしに魅せられた子どもたち

で大盛況だったそうです。

児童室の 1 日平均貸出冊数は、こ

のころ 100 冊程度でした。現在では、

約 1,100 冊の貸出があり、多くの

方々に親しまれています。

『ひともっこ山』

滋賀県児童図書研究会編

サンブライト出版 1979 年
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新しく入った児童書を丁寧に紹介！
第 173 号（１９９５年５月発行）から、児童書の紹介が充実！

長らく「ひともっ子」はテーマに関連した児童書を紹介していましたが、１９９５

年からリニューアル。図書館では１ヶ月で 200 冊余りの児童書を受入れており、その

中から数冊の本を紹介しています。

楽しみかた倍増！ うら面もチェック！

じ ど う し つ

ニュースでは、

「おはなし会」

や「展示」など

を案内。

確認してお

くと、児童室で

もっと楽しめ

ます。

左は 173 号。

1995 年 5 月ごろ

に出版された新刊

書を紹介していま

す。

新刊書を知るだ

けでなく、読む本

に迷った時にも、

お役に立つ児童室

だよりです。

やってみ

たくなるよ

うな面白い

ことを取り

上げていま

す。本の紹

介も見逃せ

ません。
「ひともっ子」の魅力は、新刊書の案内だけではありませ

ん。クイズや工作など、児童室の本を読みたくなる情報が

もりだくさん。

２０９号（1998年5月）から両面印刷になりました！
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《おはなし会》

絵本の好きなパパとママにも楽しいひととき！

月に１回、１階の談話室がいつもと変わった雰囲気になることをご存知でしょうか。

机と椅子が壁際に寄せられ、部屋の中央にじゅうたんがひかれています。そしてある時

間になるとちらほらと親子連れの姿が…。

これは、おはなし会の日の様子です。毎月第３金曜日、午前 11 時からと午後３時か

ら、職員によるおはなし会を開催しています。内容は、赤ちゃん向けの絵本から、もう

少し大きな小学校に入るまでのお子さん向けの絵本、手遊びなど、どなたにも楽しんで

いただけるよう工夫しています。また、大きな絵本や紙芝居などが登場して、子どもた

ちから歓声があがることもあります。対象年齢を聞かれることもありますが、お子さん

が疲れてしまった時などは、途中でも退出することができますので、ぜひ一度お越しく

ださい。

最近は、子育てにおける絵本の重要性がいわれ、何を読ませたらよいのか考え込んで

しまうかもしれません。しかし、大切なのは絵本を楽しむことです。おはなし会では、

お子さんをひざにのせ、絵本の内容を語りかける姿や、おもしろい場面でつい笑ってし

まう大人の姿などがよく見られます。おはなし会を通して、子どもだけでなく、大人の

方にも少しでも絵本の楽しさにふれていただければと思います。



5

夏休み、図書館ではさまざまな行事を行いました。

☆7 月～9 月の図書館行事報告☆

［展示「語りつぐ滋賀の平和」 ７月 21 日（土）～８月 31 日（金）］

今回の企画展では、戦争に関する資料を展示を行いまし

た。関連する図書だけでなく、今年３月に東近江市に開館

した県平和記念館からパネルや実際に使用された鉄かぶと

をお借りして展示するなど、より戦争を肌で感じられる展

示となりました。真剣な顔でメモをとる小学生や、じっと

見入る年配の男性などの姿が印象的でした。

[文化ゾーン子ども探検隊 ７月 27 日（金）]

県内の小学校３年生から６年生までの子どもたち７０人が、

日ごろ入ることのできない地下書庫で本探しに挑戦しました。

伝説の探検家に本の並び方を教えてもら

った子どもたちは、無事めざす本を見つ

け、意気揚々と次の探検先である美術館

へと出発しました。

[昆虫相談会・講演会 ７月 28 日（土）]

めずらしい昆虫の標本が展示された談話室で、県生物

環境アドバイザーによる昆虫相談会および講演会が行

われ、親子連れを中心に１００人を超える参加がありま

した。「おうみの虫たち～フンコロガシを中心に～」と

題した講演会では、日本昆虫学会の山本雅則さんのお話

に参加者のみなさんが興味深く聞き入る様子が見られ

ました。また、捕まえた虫の名前を質問したり、抽選で

標本やカブト虫があたるクイズに答えたりと、会場は

大変盛り上がりました。
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[しが統計キッズクイズ ８月９日（木）]

県統計課による講座に、子どもと保護者合わ

て４６人の参加がありました。琵琶湖の広さや

県内の出生率などが三択クイズの形式で出され、

子どもたちは統計によるグラフなどを参考にし

ながら答えていました。普段なかなか接する機会

がない統計について、楽しく学べたようです。

［講演会「アールブリュットの魅力」 ９月１日（土）］

アールブリュットとはフランス語で「生
き

の芸術」

という意味で、美術の専門教育を受けていない人

が内面の衝動をそのまま表現したアートのことで

す。県「美の滋賀」発信推進室の職員を講師にむ

かえ、作品の味わい方などを紹介する講演会に、

１６人の参加がありました。あわせて開催してい

た油彩画や立体作品などの展示は終わってしまい

ましたが、平成２５年３月２２日(金)(予定)まで

談話室に５点の絵画を、また、参考資料室入口の

ガラスケースに、陶器の作品の展示をしています

ので、ぜひご覧ください。

[夕
せき

照
しょう

の庭コンサート ９月 16 日（日）]

図書館の夏をしめくくる恒例行事となった、吹奏楽団木曜組によるコンサートには、

約８００人の参加がありました。今回は「ウィーンへの憧れ」をテーマに、「アイネ・

クライネ・ナハトムジーク」や「美しく青きドナウ」などクラシック１８曲を演奏し

ました。来場された方々は、心地よい秋風の中、軽やかな調べに胸を躍らせていました。
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☆10 月～12 月の行事予定☆

10 月 27 日（土） サロンマジックショー

（立命館大学奇術研究会・マジックプレーヤーズ）

11 月 3 日（土・祝） 文化の日書庫探検

11 月 16 日（金） １１月のおはなし会

11 月 17 日（土） フォークコンサート （ブラックフェース）

12 月 1 日（土） 人権啓発資料展

～24 日（月）

12 月 15 日（土） クリスマス・オラトリオ

（メサイア合唱団によるコンサート）

12 月 24 日（金） １2 月のおはなし会

そのほかにも、近代美術館や県内大学との連携企画などを計画中です。

決まりましたら、ちらしやメールでお知らせしますので、ご期待ください。

2012 第６６回 読書週間

10 月 27 日（土）～11 月 9 日（金）
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今月のデジタルアルバム帖

「戦争と滋賀」
～戦時中に見る県民の姿～

次回予告 12 月～２月

「近江百人一首」（予定）

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、薄れゆく戦争の記

憶と平和の尊さを思い起こす

機会として、当時の雑誌、絵

はがき、ポスター等、滋賀県

立図書館で所蔵するさまざま

な資料を紹介します。

12 月からは、湖国を詠んだ名歌を集めた「近江

百人一首」の世界を当館所蔵の資料とともに案内

します。

「近江百人一首」とは、平成元年（1989）に滋

賀県が歌人近藤芳美氏に選定を依頼し、洋画家村

岡顕美氏の挿絵をつけてカルタの形態に仕上げた

ものです。近藤氏によって、古代から中世にわた

る秀歌の中から近江にゆかりのある百首が選定さ

れ、一般公募から選ばれた村岡氏の微笑ましい図

柄が「近江百人一首」の世界を盛り上げます。

「近江饗庭野より竹生島遠望」一枚の

絵葉書（発行年不詳）より

陸軍特別幹部候補生召募 昭和 20 年度

写真週報第 356 号[抜粋]
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『三井寺に眠るフェノロサとビゲロウの物語』

山口静一著 京都 宮帯出版社 ２０１２年 （１９００円＋税）

米国ボストン美術館の日本美術コレクションはたいへん有名です。その基礎を築いた

のはアーネスト・フェノロサとウィリウム・ビゲロウ（ビゲロー）でした。両人の墓は

大津市の三井寺法明院にあります。来日して日本美術研究や美術品の収集・海外への紹

介に励むなかで、共に法明院住職桜井敬徳に師事し、明治１８（１８８５）年に得度し

て仏教徒になりました。このため、両人の遺言により遺骨が法明院に葬られたのです。

本書は、フェノロサとビゲロウの生い立ち・来日の経緯、日本での美術・仏教研究や

桜井敬徳らとの交流の様相、帰米後の活動、遺骨移送を受けた法明院の様子などについ

て、わかりやすく叙述しています。

湖 国 の 本 棚
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郷土資料紹介 平成 24 年 6 月～平成 24 年 8 月購入・寄贈分

●小野秀雄関係資料目録

東京大学大学院情報学環附属社会情報研究資料センター 2012.3

●こどもの笑顔とともに さえずり 30 年史

大津市ボランティアグループ布絵本「さえずり」 2012.4

●日野町立図書館の 15 年 図書館開館 15 周年記念誌

日野町教育委員会編集 日野町立図書館編集 日野町教育委員会 2012.3

●母の日文集 平成 24 年度 母

[滋賀県立淡海学園][編集] 滋賀県立淡海学園 2012.5

●滋賀県 EL 新聞記事情報リスト 2010(1)(2)

エレクトロニック・ライブラリー編集 エレクトロニック・ライブラリー

2012.2

●延暦寺文書 京都御所東山御文庫所蔵

八木書店 2012.5

●滋賀県指定有形文化財聖衆来迎寺表門保存修理工事報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 滋賀県教育委員会 2012.3

●重要文化財明王院本堂ほか三棟保存修理工事報告書

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 2011.3

●図説地図とあらすじでわかる!最澄と比叡山

池田宗讓監修 青春出版社 2012.8

●天台 比叡に響く仏の声

道元徹心編 自照社出版 2012.3

●101 歳 人生あるがまま

渡邊惠進著 創美社 2012.5

●史跡百済寺境内保存管理計画書

東近江市教育委員会編集 東近江市教育委員会 2011.9

●すべては主の御手に委ねて ヴォーリズと満喜子の信仰と自由

木村晟[著] 聖母の騎士社 2012.7

●東近江市史能登川の歴史 第 4 巻 資料・民俗編

東近江市史能登川の歴史編集委員会編集 東近江市 2012.3

●地域史料保存活用事業実績報告書

愛荘町教育委員会編集 愛荘町立秦荘図書館編集 愛荘町教育委員会 2012.3

●下之郷の歴史 私稿

高橋 正隆著 善慶寺 2012 年
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●湧水の郷宇賀野 米原市宇賀野区

宇賀野区誌編集委員会編集 宇賀野区 2012.3

●ヤマトタケルの足跡 伝承地でたどる

竹田繁良著 人間社 2012.3

●ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調査報告書 38-1 浄土屋敷遺跡 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 2011.3

●大津市埋蔵文化財調査報告書 50 滋賀里遺跡発掘調査報告書 2

大津市教育委員会編 大津市教育委員会 2010.12

●大津市埋蔵文化財調査報告書 51 関津遺跡発掘調査報告書

大津市教育委員会編 大津市教育委員会 2010.12

●大津市埋蔵文化財調査報告書 52 穴太遺跡(南菊ノ尾地区)発掘調査報告書

大津市教育委員会編 大津市教育委員会 2010.12

●地中からの贈りもの 遺跡が語る大津

大津市歴史博物館編集 大津市歴史博物館 2011.7

●日置前遺跡 高島市今津町日置前 県道日置前線緊急地方道路整備事業に伴う発掘

調査報告書

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

●中畑遺跡発掘調査報告書 平成 22 年度調査分

草津市教育委員会文化財保護課編集 草津市教育委員会 2012.3

●南笠古墳群発掘調査報告書

草津市教育委員会文化財保護課編集 草津市教育委員会 2012.3

●十里遺跡 栗東市十里

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

●大岩山銅鐸から見えてくるもの 平成 23 年度春季特別展

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 2011.4

●竜王町埋蔵文化財発掘調査報告書 第 12 集

竜王町内遺跡発掘調査概要報告書 平成 20,21 年度

竜王町教育委員会編集 竜王町教育委員会 2011.3

●杉沢遺跡 2011 年度発掘調査概報

立命館大学文学部日本史学専攻考古学コース編集 立命館大学文学部 2012.3

●唐崎の志賀漢人と山城の秦人

[松野孝一編集] [松野孝一] [2012 年]
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●継体天皇 1500 年の謎 継体の生誕地・高島から探る

高島歴史民俗資料館編集 高島市教育委員会 2012.6

●侍中由緒帳 13

彦根城博物館編集 彦根城博物館 2012.3

●大日本維新史料 類纂之部 井伊家史料 27 自萬延元年六月至同年十一月

東京大学史料編纂所編纂 東京大学史料編纂所 2012.6

●ふるさと草津 保存版

郷土出版社 2012.6

●彦根・犬上・愛知の昭和 写真アルバム

しなのき書房編集 いき出版 2012.6

●飛べなかったびわこ空港 近江に生きた一地方議員の自分史

森茂樹著 文理閣 2012.5

●飯田信三伝 日高開拓に尽くした或る先駆者の物語

飯田和質著 文芸社 2012.5

●飯田信三伝・資料集 激動明治を生き抜いた日高の開拓者

飯田和質著 飯田ファミリー会 2011.11

●しがなび 2012 滋賀の魅力発見カタログ

滋賀県商工会連合会 2012.8

●第 4 回びわ湖検定問題と解答 3 級 80 問・2 級 100 問・1 級 50 問

びわ湖検定実行委員会編 びわ湖検定実行委員会 2012.8

●バリアフリーマップ湖北

長浜米原しょうがい者自立支援協議会 2012.3

●65 歳から登った関西・近畿百名山

小林昭生著 奈良新聞社 2012.6

●登る、比良山 比良山系 28 山・72 コース湖の山道案内

草川啓三著 ナカニシヤ出版 2012.7

●知事は何ができるのか 「日本病」の治療は地域から

嘉田由紀子著 風媒社 2012.5

●近江の起業者ものがたり

西岡孝幸ほか編集 滋賀県産業支援プラザ 2012.3

●滋賀の企業支援ガイドブック 2012 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 2012.6

●びわ湖からの便り 一単協の足跡

谷村 巌編 [谷村巌] 2012.5
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●40 周年のあゆみ

[滋賀県希望が丘文化公園][編集]

滋賀県希望が丘文化公園 2012.3

●滋賀大学社会連携センター地域連携活動報告書 平成 23 年度

滋賀大学社会連携研究センター編集 滋賀大学社会連携研究センター 2012.7

●環琵琶湖文化論実習報告書 2011 年度 [人間関係学科]

[滋賀県立大学人間文化学部人間関係学科][編集]

滋賀県立大学人間文化学部 [2012 年]

●環琵琶湖文化論実習報告書 平成 23 年度 [生活栄養学科]

[滋賀県立大学人間文化学部生活栄養学科][編集]

滋賀県立大学人間文化学部 [2012 年]

●環琵琶湖文化論実習報告書 2011 生活デザイン学科 1 班・2 班報告書

滋賀県立大学人間文化学部編集 滋賀県立大学 [2011 年]

●滋賀県立大学 Campus Guide 2013

滋賀県立大学編集 滋賀県立大学 2012.6

●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

●第 53 回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会

京都府教育庁指導部文化財保護課編集 京都府教育庁 2012.3

●長浜曳山祭の芸能 長浜曳山子ども歌舞伎および長浜曳山囃子民俗調査報告書

長浜曳山文化協会 2012.3

●吉良竜夫著作集 4 植物の地理的分布

吉良竜夫著 鈴木英治[ほか]編 新樹社 2012.5

●里山百花 横山丘陵植物歳時記

横山はらっぱ倶楽部 2012.4

●350 種伊吹山の花図鑑

大川勝徳著 岐阜新聞社 2012.6

●「セミ」調査結果報告書

[大津市環境部環境政策課][編] 大津市 [2012 年]

●滋賀県の野洲側流域の生き物(けもの、ビワマス、カイコ、イヌワシ・クマタカ)と

人びとの関係を考える

びわ湖の森の生き物研究会 2012.4

●どうしたら生きのびることができるのか 琵琶湖・人・地球

永島鉄雄[著] 白地社 2012.5

●BYQ 水環境レポート 平成 22 年度 琵琶湖・淀川の水環境の現状

[琵琶湖・淀川水質保全機構][編集] 琵琶湖・淀川水質保全機構 2012.2
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●琵琶湖・淀川水質浄化共同実験センター年報 第 13 号

[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 2011.12

●鳰の巣 No.38

[滋賀県建築設計家協会][編集] [滋賀県建築設計監理事業協同組合][編集]

滋賀県建築設計家協会 2012.5

●このチームだからできる日本一感動する家づくり

上田裕康著 現代書林 2012.7

●史跡観音寺城跡石垣基礎調査報告書 悉皆調査および伝本丸跡周辺の発掘調査

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編 滋賀県教育委員会 2012.3

●あったかいね、永遠(とわ)の学び舎 豊郷小学校物語

上坂和美文 芙蓉会 2012.5

●愛知川に残る和菓子の菓子型 1

愛荘町教育委員会編集 愛荘町文化協会編集 愛荘町教育委員会 2012.3

●野々捨商店型紙

愛荘町教育委員会編集 愛荘町文化協会編集 愛荘町教育委員会 2012.3

●滋賀の伝統的な料理を活用した食事バランスガイド

滋賀の食事文化研究会編集 滋賀の食事文化研究会 [2012 年]

●遊漁の手帖 [平成 24 年]

滋賀県農政水産部水産課編集 滋賀県 2012.3

●北陸街道紀行 芭蕉「おくのほそ道」を織り込んで

松尾一著 まつお出版 2009 年

●踏切越しに見た風景

愛荘町立愛知川図書館 2012.3

●琵琶湖の船が結ぶ絆 丸木船・丸子船から「うみのこ」まで

滋賀県立安土城考古博物館編 長浜市長浜城歴史博物館編

滋賀県立安土城考古博物館 2012.7

●滋賀県立近代美術館年報 平成 20・21・22 年度

滋賀県立近代美術館編集 滋賀県立近代美術館 2012.3

●三井寺に眠るフェノロサとビゲロウの物語

山口静一著 宮帯出版社 2012.5

●草津市文化財年報 19[平成 22 年度] 平成 22(2010)年度事業年報

草津市教育委員会文化財保護課編集 草津市教育委員会 2012.3

●空想動物の世界 聖なる古代の物語

Miho Museum 2012.7

●メソポタミアの神々と空想動物

MIHO MUSEUM 編 アンソニー・グリーン監修 山川出版社 2012.7
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●真如寺美術工芸品調査報告書 多賀町文化財調査報告書

多賀町教育委員会 2011.3

●長浜市文化財保護年報 平成 23 年度

長浜市教育委員会文化財保護センター編集 長浜市教育委員会 2012.8

●仏像ワンダーランド京都滋賀

JTB パブリッシング 2012.6

●大田左卿作品集

大田左卿編集 大田左卿 2003 年

●小倉遊亀展

小倉遊亀画 茨城県天心記念五浦美術館編集

茨城県天心記念五浦美術館 2007 年

●柴田晩葉 湖都のモダン日本画家

大津市歴史博物館 2012.3

●KANPO MUSEUM 書の文化に触れる博物館

観峰館監修 日本習字教育財団 2012.4

●かげねこ

ささえ・ぶん 矢祭町「子ども読書の街」づくり推進委員会編集

矢祭町「子ども読書の街づくり」実行委員会 2012.6

●郷の四季 三宅正信遺作写真集

三宅俊子 2012.7

●湖底に消えたふる里 村の風景と祖先の遺産

大西和彦[著] サンメッセ 2012.10

●岡本太郎と信楽 生誕 100 年・信楽町名誉町民 40 周年

岡本太郎と信楽展実行委員会編集 岡本太郎と信楽展実行委員会 2012.3

●滋賀高体連年報 平成 23 年度

滋賀県高等学校体育連盟編 滋賀県高等学校体育連盟 2012.6

●琵琶湖 夏編 南湖のバスフィッシング 365 日

平村尚也[著] つり人社 2012.5

●扉と鏡 小潟水脈歌集

小潟水脈著 ながらみ書房 2012.5

●奥琵琶湖の細波 真田かずこ詩集

真田かずこ著 コールサック社 2012.4

●縁に生き、縁に死す

釆[ミ]徹著 白地社 2010 年

●相続

釆[ミ]徹著 風詠社 2012.1
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●中小企業相談センター事件簿

森建司著 サンライズ出版 2012.5

●湖猫(うみねこ)、波を奔る

弟子吉治郎著 サンライズ出版 2012.7

●もう大丈夫パニック障害でもがんばれる!

ほりみき著 貝谷久宣監修 講談社 2012.6

●トキよ未来へはばたけ ニッポニア・ニッポンを守る人たち

国松俊英著 くもん出版 2011.3

●へんし～んプラスα 宇野喜伸随筆集

宇野喜伸著 ウインかもがわ 2011.1

●ミシガンの空に鯉のぼりを 宇野喜伸随筆集

宇野喜伸著 ウインかもがわ 2009 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合せください。

なお、ご質問は電話、FAX、メールでお受けします。

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


