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 新年度・新学期を迎え、新しい生活がスタートし、県立図書館を利用したことがな

い人にとっては、図書館デビューする絶好の機会です。これまで関心がなかった分野

に挑戦したり、気になっていたことを調べたいとき、県立図書館の 130 七冊の蔵書

が、あなたのお役に立ちます。 

 県立図書館は大津市瀬田の文化ゾーン内にあり、四季それぞれの花や木々も楽しめ

る公園の中にあります。館内を入ってすぐのブラウジングコーナーには、新聞や雑誌

を置いています。ウォーキングや公園散策に来られたとき、図書館にお立ち寄りくだ

さい。また、食堂もありますので休憩を入れながら調べものをすることもできます。 

 ちょっと時間があるとき、図書館へ行ってみようと思った人に、図書館で何ができ

るかを紹介します。 

              第 １ ９ ９ 号 

  ｗｅｂ版 図書館 しが 

平 成 2 5  年 ( 2 0 1 3 年 ) 4 月 1 日  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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基礎編 

■本を利用するには。 

 本を借りるには、貸出券が必要です。住所のわかるもの(免許証・保険証・郵便物等)

をお持ちいただき、登録申込書に記入してください。10 冊・3 週間まで借りられます。

０歳から登録ができ、登録料はいりません。また、借りる本は、自分の貸出券で借りて

ください。家族でも共用はできません。 

■本を借りる・返すには。 

2 階の閲覧室で選んだ本や雑誌は、1 階の貸出カウンターで貸出しています。本と貸

出券を出して借りてください。返すときは、借りた閲覧室の返却カウンターへ本だけ返

してください。貸出券はいりません。児童室の本は、児童室で貸出・返却ができます。  

図書館が閉まっているときは、玄関の左側にある、ブックポストへ本だけ入れてくださ

い。直接県立図書館へ返しに来られないときは、地元の図書館で返すこともできます。

市町立図書館のブックポストへは返していただけませんので、直接職員に手渡ししてく

ださい。ただし、大津市・草津市にお住まいの方は、県立図書館へ直接返してください。 

■読みたい本が見つからないときは。 

 読みたい本が見つからないときは、カウンターでリクエストしてください。貸出中の

本には、予約をかけ、戻り次第連絡します。また、当館にない本は、購入するか他の図

書館から借りて用意します。 

 ■調べもの・相談をするには。 

 口頭、電話、手紙での受付のほかに、ホームページの「調べもののご案内」からの受

付もしています。滋賀県に関する調べものは、ホームページのレファレンス事例検索で

も調べることができますので、利用してください。 

 こんなこともできます編 

■貸出券を作ると。 

 仮パスワードを発行しますので、館内の利用者用検索端末か、自宅のパソコン・携帯

電話等で図書館のホームページからパスワードを登録してください。現在借りている

本・予約中の本・取り置きができている本がわかります。 

■本を読むことが困難な方には。 

 視覚障害者の方には、デジタル録音図書デイジー(DAISY)を、文学作品を中心に約

300点所蔵しています。パソコンをお持ちの方はアミ(AMIS)というソフトをダウンロ

ードして利用できます。（http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/software/amis.html） 

 

http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/software/amis.html
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パソコンをお持ちでない方は、再生機といっしょに借りられます。また、参考資料室

では、普通の印刷物を読みあげる音声読書機「よむべえ」も利用できます。 

■インターネットを利用して。 

  参考資料室に、インターネット用端末を 4 台用意しています。(1 回 30 分間)    

また、県内図書館横断検索で、県内のどこの図書館が所蔵しているか調べることが

できます。 

  「近江デジタル歴史街道」では、所蔵している古文書や絵図が見られます。 

■データベースを利用して。 

   データベース専用端末から、日本の論文を探すデータベース(CiNii Articles)や新

聞記事を探すデータベース(朝日新聞の聞蔵・読売新聞のヨミダス)・日経テレコン・法

情報総合データベース(D1-Law.com)・官報などが見られます。 

また、国立国会図書館提供の歴史的音源、1900年初頭～1950年頃に国内で製造さ

れたSP盤および金属原盤等に収録された落語、長唄、管弦楽、歌劇、清元、浪花節、

歌謡曲、講演、ジャズ、などを館内で聞けます。 

■コンサートや文化講演会が楽しめます。  

 図書館でコンサート？と思われるかもしれませんが、月に一度、土曜日の午後や閉館

後、「土曜サロン」として、声楽コンサートや楽器演奏、文化講演会を開催していま 

す。毎年恒例となっているコンサートも多く毎回100人を超す方々にお楽しみいただ

いています。 

■各部屋で資料の展示をしています。 

 一般資料室・参考資料室・児童室の展示コーナーでは、各部屋にある資料をテーマを

決めて紹介しています。今話題になっている本や暮らしに役立つ本、趣味に関する本、

季節を感じられる本など、書庫にある本も合わせて展示しています。 

■関係機関や文化ゾーン内の施設が連携で催しをしています。 

アールブリュットの展示など県内関係機関の展示も行っています。また、みどりの 

つどい・夏休み・文化の日には、文化ゾーン内の近代美術館・埋蔵文化財センター・公

園管理事務所・図書館などの施設が連携して、趣向を凝らした催しを行っています。図

書館では、書庫の中を探検したり、貴重書の説明会を開催しています。館外では、チェ

ンソーアートなどのパフォーマンスを見ていただけます。 

 

 本を読む以外にもいろいろ楽しむことができる図書館へ、ぜひお越しいただいて、新

しい発見をしてください。わからないことがあれば、気軽に職員にお尋ねください。ご

利用をお待ちしています。 
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            《児童室コーナー》 

子どもはもちろん大人も楽しめる絵本や読み物などがいっぱい！ 

                児童室の魅力は、なんといっても絵本！ 現在８七

２千冊余りの絵本を所蔵しており、児童図書の貸出の

うち約半数を占めるほど人気を博しています。 

 また、絵本以外にも読み物や、調べ物学習にも役立

つ知識の本、紙芝居など面白い本が児童室には勢ぞろ

い。わくわくする本を探しに児童室をのぞいてみませ

んか。 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

「知識の本」ｺｰﾅｰ  

  48   

読み物や絵本以外で、 

知りたいことを学べる

本をジャンル別に配架 

請求記号：数字 2桁 

ラベル：横長色付シール 

「文庫」ｺｰﾅｰ 

青い鳥文庫、フォア文庫、 

岩波尐年文庫はこの棚に配架 

※書名の頭文字のアカサタナ順 

開架書庫ｺｰﾅｰ 

自然科学や伝記、工作、スポーツ等の書庫 

入り口手前にも 

児童書があるよ！ 

絵本ｺｰﾅｰ     

原書の表記や内容で「日本」・「外

国」・「ちしき」に分けて配架し、 

請求記号とラベルで探すことが

できる 

日本：Ｊ-Ｅ1 赤色丸シール 

外国：Ｊ-Ｅ0 青色丸シール 

ちしき：Ｊ-ＥＣ 黄色丸シール 

※書名の頭文字のアカサタナ順

による丸シールも添付 

※横長形態の絵本用の棚もあ

り、請求記号にはＪＨの表記 

読み物ｺｰﾅｰ  

原書の表記や内容別に配架し、

請求記号の末尾は著者名の頭

文字が基本 

 日本：Ｊ-91 赤色シール 

 外国：Ｊ-92 青色シール 

 ＳＦ：Ｊ-93 黄色シール 

 昔話：Ｊ-94 緑色シール 

 詩 ：Ｊ-95 ピンク色シール 

全集：Ｊ-90 灰色シール 

ア

紙芝居ｺｰﾅｰ 

丸テーブルの横にあり、配架は 

書名の頭文字のアカサタナ順 

 

お話し会を、毎月第 3金曜日の午前 11 時に開催しています。申込みは不要で

すので、直接談話室へお越しください。読み聞かせや、手遊びなどをします。 
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図書館ではさまざまな行事を行いました。 

 

☆1 月～3 月の図書館行事報告☆ 

［1 月 19 日（土） 室内楽のたのしみ］ 

            クラリネット奏者もゲスト参加し、室内楽の演奏会を開催し

ました。ヴァイオリンなどの弦楽器とクラリネットの伸びやか

な音色が会場に広がり、エルガーの「愛の挨拶」などの名曲の

数々に約180名の観客は魅了されていました。カルテット ダ

ルジャンは平成１２年（２０００年）に大津管弦楽団の団員４

人で結成。大作曲家によって作られた弦楽四重奏曲を中心に演

奏されています。 

 

   

[２月 23（土） おはなし会と布絵本の展示］ 

布絵本のおはなし会をしました。布絵本とは布でできており、見るだけでなく、触っ

たり、しかけを楽しんだりできる絵本です。制作者でもある大津市ボランティア・グル

ープ「さえずり」による発表でした。日頃触れることができない布絵本や布おもちゃに

、子どもも大人も興味津々。約 60 名の参加者にも楽しいひとときとなったようです。

同時開催した布絵本の展示も盛況で、素晴らしい作品を皆さん熱心にご覧になっていま

した。 

                              

    

 



6 

 

［３月２日（土） ほのぼのコンサート］ 

 「ぷらっとカフェプロジェクトチーム」の 

音楽コンサートを催しました。このグループは、 

甲賀市甲南町の忍の里プララを拠点に昨年発足 

し、老若甴女が気軽に楽しめるコンサートを企 

画されています。 

今コンサートでは、チェロとフルートの演奏 

を交えた絵本の朗読とクラシックや映画音楽の 

演奏が行われ、150 名を超える観客を迎えた会場は、ほのぼのとした雰囲気につつま

れました。 

 

 

 

 

《おはなし会》  

4 月 19 日（金）、5 月 17 日（金）、6 月 21 日（金） 

午前 11 時から 1 階 談話室にて 

 

《子ども読書の日記念 「ほんがいっぱい たのしさいっぱい」展 》 

4 月 20 日（土）～5 月 12 日（日）まで  児童室にて          

            

「子どもの読書週間」は、昭和 34（１９５９）年にはじまりました。2000 年の「子ども読書年」を

機に、現在の４月２３日 ～５月１２日になりました。また、4 月 23 日は「子ども読書の日」です。こど

もの読書活動についての関心と理解を深め、こどもが積極的に読書活動を行う意慾を高めることを目的としていま

す。 

 《みどりのつどい図書館書庫探検》  

5 月 4 日（祝）   

チェンソーアート  10 時 30 分からと 14 時からの 2 回 

           図書館横 特設会場 

書庫探検      13 時から 14 時  

地下大会議室集合（事前申込、参加費丌要） 

           定員 30 名（当日、先着順。15 分前から受付） 
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今月のデジタルアルバム帖  

「滋賀県地図あらかると 」（2013年4月UP！） 

今回のアルバム帖では、明治以降に作られた様々な種類の地図を紹介します。福井県

の一部が滋賀県に入っていたころの県域を表した地図、昔の市街地を描いた地図、環境

や観光といったテーマに沿って作られた地図などなど。地図を読み解くことで、過去の

滋賀県の姿が見えてきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかにも、いろいろな地図があります。近江デジタル歴史街道のページから 

ぜひじっくりとご覧ください。（http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/） 

↑新撰滋賀県管内全図（1880年） 

明治 9 年から同 14 年（1876～1881）ま

で、旧越前国敦賀郡と若狭国大飯・遠敷・

三方 3 郡は滋賀県に入っていました。 

←滋賀県観光図

（1951年） 

昭和24年（1949）

制定の琵琶湖八

景が記載されて

います。 ↑我が郷土／平図と断面から見た琵琶湖の 

生物［挿図］（1932年） 

モロコ、イサザ、マス、コアユ、ヒガイ、 

ウグイなどの分布を示した魚類分布図です。 

↑訂正大津市街新地図（1929年） 

昭和初期の大津市街には、「近州日

日新聞」、「京都電燈大津支社」 

など、今はない会社もありました。 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
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       『蒲生氏郷』 

藤田達生著 ミネルヴァ書房 ２０１２年 （２，８００円＋税） 

蒲生氏郷は安土桃山時代の武将です。弘治２年（１５５６）に近江日野城（別名中野

城）に生まれ、織田信長・豊臣秀吉に仕えて活躍しました。近江日野６七石を振り出し

に、伊勢松阪１２七石を経て、最終的には会津若松で９２七石の大封を得ています。当

時奥羽の総石高は約２００七石ですから、氏郷の領地はその約半分、いかに秀吉の信任

が厚かったかがわかります。しかし、文禄４年（１５９５）に４０歳で急死しました。

その早すぎる死がなかったら、のちの天下のありようも尐なからず

違っていたであろうといわれています。 

氏郷は領主となった各地で善政を行ったため、現在でも日野町を

はじめ、三重県松阪市・福島県会津若松市で、地元有志による顕彰

活動が盛んです。 

本書は『近江日野の歴史 第２巻』や『甲賀市史 第７巻 甲賀

の城』など、県内外の市町村史をはじめ、最新の研究成果を駆使し

て、天下統一戦争のなか最新の軍制導入により、蒲生家を近世大名へ転換させようとし

た氏郷の文武両道の姿を描いています。 

 

郷土資料紹介 平成 24 年 12 月～平成 25 年 2 月購入・寄贈分 

●彦根市立図書館要覧 2012 

彦根市立図書館編刊 2012.11 

●赤野井門徒と三宅組坊主衆  

高橋正隆著 善慶寺 2011.11 

●慈覚大師円仁と行くゆかりの古寺巡礼 

ダイヤモンド社 2012.4 

●湖北真宗の至宝と文化 親鸞聖人丂百五十回忌記念展示事業   

長浜市長浜城歴史博物館編集 特別展「湖北真宗の至宝と文化」実行委員会 2011.3 

●行啓誌 

滋賀県編刊 2012.12 

●古文書の語る『海津湊の歴史』史料集 第 2 巻 

マキノ古文書クラブ編著刊 2013.2 

●小堀遠江守正一発給文書の研究 

藤田恒春著 東京堂出版 2012.11 
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●平津一丁目物語 

平津の歴史を書き残し隊編刊 2009.11 

●平津二丁目物語 

平津の歴史を書き残し隊編刊 2009.11 

●大塚遺跡発掘調査報告書 第 9 次調査 

草津市教育委員会編刊 2012.12 

●中畑遺跡発掘調査報告書 

草津市教育委員会編刊  2012.3 

●下鈎東・上鈎遺跡発掘調査報告書 

栗東市教育委員会,栗東市体育協会編集  栗東市教育委員会 2011.11 

●史跡下之郷遺跡保存整備事業報告書 

守山市教育委員会編刊 2012.3 

●下之郷遺跡の史跡整備に伴う発掘調査報告書 1 自然科学分析編 

守山市教育委員会編刊 2011.3 

●下之郷遺跡の史跡整備に伴う発掘調査報告書 2 遺構・遺物・総括編  

守山市教育委員会編刊 2012.3 

●東辻戸遺跡発掘調査報告書 

守山市教育委員会編刊 2012.3 

●欲賀南遺跡発掘調査報告書  

守山市教育委員会編刊 2012.3 

●名勝玄宮楽々園範囲確認調査報告書 

彦根市教育委員会編刊 2011.3 

●古代の芹川、犬上川扇状地開発と多賀信仰 

小菅一彦著 [小菅一彦] 2012.12 

●長浜市埋蔵文化財調査資料 第 138 集 

長浜市文化財保護センター編集  長浜市教育委員会 2012.12 

●足利将軍と唐崎、坂本 

[松野孝一著] [松野孝一] [2012 年] 

●近江の戦国・彦根の戦国 

彦根市教育委員会編刊 2012.3 

●HIKONE 

Hikone city Board of Education 編刊 2012.3 

●滋賀県・治安維持法犠牲者名簿 自由と平和を求めてたたかった戦前の人びと 

『滋賀県・治安維持表犠牲者名簿』作成小委員会編集 

治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟滋賀県本部 2013.1 

●戦国大名佐々木六角氏の基礎研究 
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村井祐樹著 思文閣出版 2012.12 

●真説浅井長政嫡子越後・浅井帯刀秀政 

浅井俊典著 ミヤオビパブリッシング 2012.11 

●近江学 第 5 号 文化誌近江学 

成安造形大学附属近江学研究所 編刊 2013.1 

●滋賀県日野町まるごと東方見聞録 

日野町商工会編刊 2012.12 

●暮らしが生んだ絶景 琵琶湖水辺の文化的景観 

滋賀県立安土城考古博物館編刊 2012.11 

●地方公務員仕事の副読本 

漣藤寿著 京都新聞出版センター 2012.5 

●回復の証明 20 の証言による薬物依存症 

びわこダルク編刊 2012.11 

●ロビンフッドたちの青春 ある知的障がい者施設・30 年間の演劇実践記録  

大木会編 中川書店 2009.10 

●滋賀県中学生広場 第 15 回 意見文集「私の思い 2012」 

[滋賀県青尐年育成県民会議編集] 滋賀県青尐年育成県民会議 2012.12 

●「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」(家族ふれあいサンデーを含む)に関する作文、 

絵画・ポスター入賞作品集 平成 24 年度 

[滋賀県青尐年育成県民会議編]  滋賀県青尐年育成県民会議 2012.12 

●滋賀県立甲西高等学校創立 30 周年記念誌 

滋賀県立甲西高等学校編刊 2012.11 

●[滋賀県立水口東中学校]創立 10 周年記念誌 

創立 10 周年記念誌編集委員会編集 

滋賀県立水口東中学校創立 10 周年記念事業実行委員会 2012.11 

●淡海 第 41 号  平成 24 年度版(平成 23 年度実績)年報 

[滋賀県立淡海学園編集] 滋賀県立淡海学園 2012.11 

●環琵琶湖文化論実習報告書 2012 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 [2013 年] 

●学窓 [滋賀県立伊吹高等学校]創立 30 周年記念誌 

創立 30 周年記念誌編集委員会編集 滋賀県立伊吹高等学校 2012.11 

●唐崎の民話 3 

[松野孝一著] 松野孝一 2012.10 

●子供の着物と縫製雛形 続・子供の着物と市松人形 

杉林みづほ著 ブイツーソリューション 2011.1 
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●長浜曳山まつりの舞台裏 大学生が見た伝統行事の現在 

市川秀之 武田俊輔編著 滋賀県立大学曳山まつり調査チーム著 

サンライズ出版 2012.10 

●琵琶湖と自然 六訂版 

滋賀県教育委員会編集 滋賀県 2012.3 

●吉良竜夫著作集 5 地球生態系の危機 

吉良竜夫著 鈴木英治[ほか]編 新樹社 2013.2 

●暮らしにあるほんとうの宝 琵琶湖の世界的価値についての報告書    

[琵琶湖の世界的価値を考える会編集] 滋賀県総合政策部企画調整課 2012.2 

●戦国三武将と近江の城 信長・秀吉・家康の琵琶湖戦略 

滋賀県文化財保護協会編刊 2012.11 

●特別史跡彦根城跡石垣保存修理工事報告書 1 

彦根市教育委員会編刊 2012.3 

●滋賀の食事文化(年報) 第 21 号 

江頭賀巳[ほか]編集 滋賀の食事文化研究会 2012.11 

●滋賀・湖西のおいしい!MAP BOOK 1 大津京～比良 

イシヤマアズサ[ほか]著 成安造形大学 2012.10 

●安曇川と筏流し 

石田敏[著] 石田敏 2013.1 

●近江商人のビジネス哲学 

童門冬二著 三方よし研究所 2012.10 

●史料館で近江商人たちと出会う 

滋賀大学経済学部附属史料館編刊 2012.10 

●西川伝右衛門家文書総目録 

岩崎奈緒子編集 滋賀大学経済学部附属史料館 2011.2 

●ありがとうカンパニー  

小林弘和著 小林事務機株式会社 2008.3 

●レイル NO.84 江若鉄道 

エリエイ 2012.10 

●ART BRUT/生の芸術 vol.2 美の滋賀 

アール・ブリュットガイドブック企画編集会議企画・編集 滋賀県 2012.11 

●近江巡礼 祈りの至宝展 

滋賀県立琵琶湖文化館，毎日新聞社編集  滋賀県立琵琶湖文化館 2013.1 

●魲七里絵 日本のアール・ブリュット 

保坂 健二朗監修 ボーダレス・アートミュージアム NO-MA 企画刊 2011.12 

●ひそむ形とけ出る色 滋賀のアールブリュットたち 



12 

 

ボーダレス・アートミュージアム NO-MA 編刊 2012 年 

●琵琶湖をめぐる近江路の神と仏名宝展 特別展  

三井文庫三井記念美術館編刊 2012.9 

●湖北の観音 信仰文化の底流をさぐる 

長浜市長浜城歴史博物館,高月観音の里歴史民俗資料館編 

長浜市長浜城歴史博物館 2012.9 

●滋賀の書五十年のあゆみ 

大田左卿編・著 滋賀県書道協会 2007.11 

●人間形成をめざす書教育 

大田左卿編・著 滋賀県書道協会 2007.10 

●三輪良平回顧展 

[三輪 良平画] 近江商人博物館編刊  2012.9 

●没後三十年湖北の画人沢宏靱 企画展 

沢宏靱[画] 長浜市長浜城歴史博物館編刊 2012.10 

●写壇・みずうみ写真集 2011 

[写壇・みずうみ] [版年丌明] 

●滋賀県立陶芸の森年報 平成 23 年度 

滋賀県立陶芸の森制作刊  2012.11 

●吉田千秋と音楽 

伊野義博著 吉田文庫 2008.3 

●水澤心吾の杉原千畝物語 一人芝居「決断・命のビザ」ノート 

水澤心吾著  寿福滋写真 三五館 2012.11 

●地域と語る大河ドラマ・時代劇 歴史都市彦根からの発信 

大石学 時代考証学会編 サンライズ出版 2012.11 

●琵琶湖 冬編 南湖のバスフィッシング 365 日 

木村建太[著] つり人社 2012.11 

●花登筐文芸奨励賞優秀作品集 第 27 回(平成 24 年度) 

大津市編刊 2013.2 

●句集比叡 

宿谷信子著刊 2011.10 

●はあふ・とおん 第 23 号 

詩の仲間 はあふ・とおんの会編刊 2013.1 

●滋賀文学 2012 

滋賀県,滋賀文学会編集 滋賀県 2013.2 

●湖都の文学 44 平成 24 年度 

大津市文化祭実行委員会編刊 2012.11 
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平成 2３年 3 月１１日に発生しました東日本大震災により多くの方々が被災さ

れ、震災後 2 年たった今も復興には至っていないことに、改めて心よりお見舞

い申し上げます。滋賀県立図書館では、県内で避難生活を送っておられる方に

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 

のレファレンスも引き続きお受けしています。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 

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

