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ｗｅｂ版 図書館しが 
「ビワイチ・プラス」！図書館へ行こう！ 

 
みなさんは、「ビワイチ・プラス」をご存知ですか？ 

自転車による琵琶湖一周「ビワイチ」に対して、内陸部をまわることを「ビワイチ・プラス」と呼びます。 

平成 30 年 3 月に県が策定した「ビワイチ推進総合ビジョン」では、「ビワイチ」「ビワイチ・プラス」を推進し、

サイクリングを通した滋賀の魅力発見や県民の健康増進を目指しています。 

今回は「図書館版ビワイチ・プラス」として県立図書館の司書２人が、甲賀市の図書館めぐりに挑戦しました。 

 

～6月某日～ 

①JR 油
あぶら

日
ひ

駅から甲賀図書情報館へ＜11:30-＞ 

JR油日駅からスタート。雨が心配されたが、曇りながらもビワ

イチ・プラスには快適な気候のもとで旅が始まった。司書Tは自

身のクロスバイク、私、司書Kは油日駅のレンタサイクルで借り

た電動自転車にまたがり、出発。 

まずは、最初の目的地の甲賀図書情報館へ。駅からのゆるやか

な坂道を登り切ると、図書館の建物が見えてきた。約 15 分で図

書館に到着。館内はゆったりとした閲覧スペースがあり、そこか

ら見える南鈴鹿山脈の眺望も最高だ。甲賀市らしく、忍者のコー

ナーもある。館内では利用者の方が思い思いに過ごされていた。 

 

②甲南図書交流館とその周辺＜12:00-＞ 

図書館からは急な坂道であり、注意しながら下ってゆく。

杣
そま

川
がわ

沿いの杣街道を走り、甲南図書交流館へ到着。JR甲南

駅に近い図書館であり、電車でのアクセスもよく、利用も多

い。この日は休館日であったため、外から見るだけとなった。

いつもなら玄関に入ると司書渾身の展示が迎えてくれるは

ずだ。なお、甲賀市図書館のウェブサイト（http://lib.city. 

koka.lg.jp/）では、その日に開館している図書館が一目で

わかる。 

ここで昼食。甲南駅周辺の料理屋で私は寿司、司書 T は

親子丼を食べる。自転車でまわっていることを店主に話す

と、油日神社や甲賀流忍者屋敷など、訪問すべき場所を教え

てくれた。残念ながら今回は時間が足りず、訪れることがで

きなかったが、次回はぜひ図書館とともに訪れたい。 

＜風を感じながら走る＞ 

＜向こうに図書館が見える＞ 

http://lib.city.koka.lg.jp/
http://lib.city.koka.lg.jp/


③最終目的地 水口図書館＜13:30-＞ 

街道から両脇に田んぼが見える道など、心地よい道が続く。JR貴生

川駅を越えたあたりで北東へまがる。野洲川を越え、まもなく水口図

書館へ到着。この図書館は「巌谷
いわや

一六
いちろく

･
・

小波
さざなみ

記念室」が併設されてい

る。ちなみに1970年までは、ヴォーリズが設計した洋風の建物が水

口町立図書館として機能していた。ヴォーリズによる旧図書館は、国

の登録有形文化財に登録され市民によって大切に守られている。目的

地に到着できた達成感のなか、水口図書館に入る。司書のかたに自転

車で来たことを話すと、「元気だね～！」と笑ってくれた。館内からは

近江鉄道の線路が見える。記念写真に苦戦していたところ、子ども連

れの来館者に撮影してもらえた。嬉しい。 

 

④水口から油日駅へ＜14:30-＞ 

帰りの道のりは、解放感のなかゆったりと走ることができた。

出発地であるJR油日駅に戻ったころに雨が降り始めた。まる

で私たちの旅が終わるのを見ていたかのようだった。 

 

ここで旅を終えての一首 

からっぽな心に浴びる六月の風 

        しゃらしゃらと鳴りながら降る 

 

 

県立図書館では、司書が月に一度、車で県内各市町

の図書館を訪問している。今回は自転車であったため、

地域の様子をより肌で感じることが出来た。その土地

の匂いや風を生で体験しながら、さらに図書館で未知

の本に出会う。とても贅沢な体験ではないだろうか…。 

 

今回のルートは『ぐるっとびわ湖サイクリングマッ

プ』([滋賀県商工観光労働部観光交流局編] 滋賀県 

2017.3 S-2900- 17)を参考にしましたが、滋賀県で

は、紙のマップだけでなく、サイクリング専用アプリ

『BIWAICHI Cycling Navi』を公開しています。目的

地やルートを設定して気軽にサイクリングを楽しめま

す。サポートステーションやカフェも表示されて大変

便利です。スマートフォンがあれば気軽利用できるこ

ちらも、自転車の旅の際にはぜひ活用してください！ 

＜水口図書館前にて＞ 

＜館内から外を見る＞ 

切りとってつかってね！  

油日から水口へ図書館めぐりマップ 

  月  日 天気     

作成：滋賀県立図書館 
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 トイレが明るくきれいになりました！ 

 図書館では、老朽化対策事業として４月からトイレの改修工事をおこなっています。 

２階トイレ・多目的トイレについては、すでに工事が完了し、1階トイレについても８月上旬には完成する予

定です。以前から、利用者アンケートでも改善の要望が高かったトイレですが、個室は洋式トイレを増やし、

お子さんにも使いやすく、照明も明るくきれいになりました。工事中は、利用者の皆様には、大変ご不便をお

かけしました。なお、図書館では引き続き屋根の改修工事を行う予定になっています。ご迷惑をおかけします

が、あわせてご了承ください。 

 

                  
 
『近代滋賀の教育人物史』 
 滋賀県教育史研究会編 サンライズ出版 2018年6月刊 (2,200円+税) 
 

 明治維新から大正、昭和戦前期まで、滋賀県ではどのような教育がおこなわれて

きたのか。近代滋賀の教育を、当時の教育関係者からとらえようと、滋賀県教育史

研究会による詳細な研究の元に発行されたのが本書です。 

 滋賀県令「松田道之」、「籠手田安定（こてだ やすさだ）」、「中井弘」や、盲教育の

先駆者「山本清一郎」、口話法聾教育の父「西川吉之助」、ウィリアム・メレル・ヴォ

ーリズの妻「一柳満喜子(ひとつやなぎ まきこ)」など、２９名の人物について取り

上げられています。 

本文は多くのルビが付され、中学生からでも興味を持って読みすすめられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湖 国 の 本 棚  

自転車を楽しむためのブックガイド 
●『自転車 for Beginners』晋遊舎 2014.11 GB-5368-ｼ 

ロードバイク、クロスバイク、ミニベロなど、各車種のおすすめポイントやメンテナンス方法が、初めての方に

もわかりやすく紹介されています｡ 

●『アラフォーからのロードバイク』野澤伸吾著 ソフトバンククリエイティブ 2013.6 G-5368-ﾉ 

始めての方に向けてマシン選びからフォームについてまでロードバイクの基礎について書かれています｡ 

自転車に魅せられた著者が、中高年こそロードバイクを始めよう！と熱く語りかけてくる本です。 

●『素晴らしき自転車ライフ』クリス・ハドン著 リンドン・マクニール写真 二見書房 2014.7 G-5368-ﾊ 

世界中の自転車好きの人々の愛車やライフスタイルを、豊富な写真とともに紹介しています。 

路上で生活する人々のために、特注の自転車に本を載せて移動図書館を行う人なども登場します。 

●『自転車あるあるトラブル解決BOOK』菊地武洋監修 マイナビ 2013.3 G-5368-ｷ 

●『栗村修のかなり本気のロードバイクトレーニング』栗村修著 洋泉社 2012.12 G-7886-ｸ 

●『スポーツ自転車でまた走ろう!』山本修二著 技術評論社 2015.10 G-5368-ﾔ 

●『銀輪の巨人 GIANT』野嶋剛著 東洋経済新報社 2012.6 G-5368-ﾉ 

今月のｂｏｏｋ★まーく 
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郷土資料紹介 平成30年3月～6月購入・寄贈分より 
 

書名 著者 出版者 出版年 請求記号 

前川恒雄と滋賀県立図書館の時代 田井郁久雄著 出版ニュース社 2018.2 S-0100- 18 

日本天台浄土教思想の研究 
栁澤正志著 法藏館 2018.4 S-1811- 18 

今町通史論考 
辻藤吾著 文理閣 2018.3 S-2161- 18 

戦国期六角氏権力と地域社会 
新谷和之著 思文閣出版 2018.5 S-2440- 18 

近江天保一揆の基礎的研究 
古川与志継著 サンライズ出版 2018.4 S-2500- 18 

ちずたび京都を走る自転車BOOK

ロングライド版 京都・滋賀・北摂 

環境市民京都自転BOOK制作 

プロジェクトチーム編 

西日本出版社 2018.4 S-2900- 18 

滋賀・びわ湖 水辺の祈りと暮らし 
淡海文化を育てる会編 辻村耕司撮影 サンライズ出版 2018.3 S-2980- 18 

まちを楽しくする仕事  竹山和弘著 水曜社 2018.4 S-3122- 18 

民家 最後の声を聞く 
藤木良明著 学芸出版社 2018.4 S-3841- 18 

琵琶湖ハンドブック 三訂版 
内藤正明監修 滋賀県 2018.3 S-4580- 18 

タガメとゲンゴロウの仲間たち 
市川憲平著 サンライズ出版 2018.3 S-4800- 18 

琵琶湖水域圏の可能性 里山学から

の展望 

牛尾洋也編著 吉岡祥充編著 

清水万由子編著 

晃洋書房 2018.3 S-5100- 18 

滋賀県発!持続可能社会への挑戦 
内藤正明編 嘉田由紀子編 昭和堂 2018.5 S-5180- 18 

おごと温泉の地域革新 
岩崎勝彦著 中央経済社 2018.5 S-6011- 18 

今森光彦の里山の切り絵 今森光彦切り絵・文 世界文化社 2018.4 S-7500- 18 

猿楽と面 大和・近江および白山の

周辺から 

MIHO MUSEUM編集  

伊東史朗監修 

思文閣出版 2018.3 S-7700- 18 

ここまでわかった甲賀忍者 
畑中英二著 甲賀流忍者調査団監修 滋賀県甲賀市 2018.3 S-7830- 18 

ビワイチ! 自転車で琵琶湖一周 
横山充男作 よこやまようへい絵 文研出版 2018.4 S-9500- 18 

松尾芭蕉と近江 
山田稔著 三学出版 2018.4 S-9200- 18 

三成最後の賭け 
矢的竜著 新潮社 2018.3 S-9561- 18 

ホームページの新刊図書案内にて郷土資料の新着図書のリストをご覧いただけます。 
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