
２００８年度利用統計＆利用者アンケート特集     

数字から見た県立図書館 この一年 
    

                                                       

           平成１３年度（２００１年度）に初めて年間個人貸出冊数が１００万冊を超え、

ここ数年間は１００万冊前後を推移しています。昨年度もこの数値を維持し、 
1,007,543冊の貸出がありました。 

平成１９年度の全国都道府県立図書館の平均貸出冊数が約４０万冊ですので、 
およそ２．５倍の利用があったということになります。（日本図書館協会『日本の図書館 2008』より） 
また、１００万冊を超えるのは岡山・大分そして当館の３府県立の図書館で、県民の皆さんに 
いかに利用いただいているかが下のグラフから伺えます。厳しい財政状況の中、資料費が減額となって

いますが、資料提供を第一と考え資料費確保のため管理費を抑えて運営してきました。皆さんに一昨年

度と変わらないこれだけの利用をいただいたということは、図書館にとっては心強い励ましであると大

変ありがたく思っています。 

来年度の開館３０周年に向けさらなる蔵書の充実をはじめとした図書館サービスの基盤整備、そして

県立図書館に来館される利用者の方への直接サービスの質を高めることに努めてまいります。 

 

 

第１８４号 

ｗｅｂ版 図書館報 しが 
平成21 年(2009 年)6 月 1 日 編集・発行：滋賀県立図書館 

 

再発見 

県立図書館年間個人貸出冊数…３年連続１００万冊超える 



 

 

 

 

 

 

 

 年齢別の利用者数・貸出冊数 …小学生の利用が伸びています 

 平成２０年度に県立図書館を利用した人（実際に本を借りた人）の１人あたりの平均貸出冊数は３1冊 

でした。年齢別の実利用者数では、これまで３０代・４０代・５０代の順でしたが、２０年度は小学生 

が第３位につけています。 

また、年齢別のその貸出冊数をみても利用者数に応じた利用状況となっています。児童の総貸出冊数が

伸びた要因がわかります。 

 

年齢別貸出冊数
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 リクエスト件数の推移 …大幅に急増しています! 

平成１８年１月に現在のコンピュータシステムがスタートし、ＷｅｂやＯＰＡＣによる予約ができる

ようになって、日々のカウンターでの応対や利用状況などから着実に利用が増えていることが感じられ

ます。２０年度のリクエスト件数（下のグラフ・87,118件）は、インターネット予約が開始する前年

（平成１７年度）と比べると実に2.4 倍の増加なっており、リクエスト制度が定着してきた結果と思わ

れます。 

また、ＨＰアクセス件数（637,401件）／蔵書検索件数（962,397件）とたくさんの方に利用いた

だいています。「横断検索システム」は県立図書館を含め県内公共図書館や類縁機関の蔵書をまとめて

検索できるシステムであり、サービス開始以降、ウェブサービス拡充が進む市町立図書館の参加協力に

滋賀県の公共図書館で平成１９年度に貸し出された図書の総冊数は、1,151万1千冊で前年

に比べ約1３万冊の増加で県民一人あたり8.4冊となり、これは平成14年以来６年連続全国第

1位となりました。（日本図書館協会『日本の図書館2008』より）この数値は、県内の図書館の資料が
全体として県民にどれだけ利用されているかを測定するものであり、今後も県立図書館の目標指標で

もあるこの目標値の達成に向けて市町立図書館と連携して全力で取り組みます。滋賀の公共図書館は、

大きな輪でつながっています。 

 



より、所蔵資料が一度の検索で確認できるようになりました。 

このため、資料の検索をする場合、横断検索システムへアクセスして県立図書館未所蔵資料を含む県

内の広範囲な資料情報を得ようとする傾向が今後も続くと思われます。 

リクエスト件数の推移
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 協力貸出冊数 …県立図書館から市町立図書館等へ一年間に貸出をした冊数 

 平成２０年度に、県内の市町立図書館等へ貸出をした冊数は50,941冊でした。1館当たり1,061 

冊の本を、お住まいの図書館を通じて借りていただいたことになります。読みたい本や情報が身近な図

書館で見つかればよいのですが、そうでない場合には地域にある図書館を通じて県立図書館や他の図書

館の資料を取り寄せ利用することができます。県立図書館は図書館を結ぶネットワーク（物流・職員・

情報）を構築しています。 

 蔵 書 …こんなに増えました   

 平成２１年３月末現在の蔵書冊数は、1,2３０,８66冊になりました。 

平成19年度末の冊数は1206,190冊で、全国の都道府県立の中で第５位です。また、滋賀県の図書館

全体の蔵書冊数も約８４０万冊で人口百人あたり６１２冊となります。この冊数も全国第 1位です。 

（日本図書館協会『日本の図書館 2008』より） 

 

 

 



 

 「利用者アンケート」から …（あなたの図書館満足度は？ 1,885 名の方にお答えいただきました） 

図書館資料や施設の使いやすさ、職員の接遇などに対する利用者の満足度を把握するために利用期待 
度と満足度をお尋ねしました。（10点満点）前回と比べて期待度３項目中２項目 （資料・施設）のポイ
ントが少し下がっています。それに対して満足度の「職員」「施設」のポイントが上がっています。特に

「職員」に対するポイントが、毎年一番高いのはありがたく今後の励みとなります。昨年度、満足度が

６点台と低かった「施設」については、これまでユニバーサルデザイン・バリアフリー化をはじめ環境

改善に取り組んできました。今後とも利用しやすい図書館を目指していきたいと考えています。 

また、「資料」については、期待度は相対的に高い半面、満足度は残念ながら低い（期待度と満足度

の差が最も大きい）結果となりました。厳しい県の財政状況の中、資料の充実（資料費の増加）が課題

と考えますが、限られた予算で、皆様のご期待に応えるために適切な選書と蔵書の充実を進めていきま

す。 

自由記入４５３件中、２４．９％が「施設」について、２３．２％が「資料」についてのご意見ご要 

望でした。今後もアンケートの結果を参考にし、改善できるところは、体制を整えながら実施していき

皆様の暮らしに役立つ図書館・身近な図書館となるよう努めます。 

 

 

 



 

 

…ご利用でしょうか 制度を利用したことがある人は、53.8％でした。ご存

じなかった方も１９.２％おられ、今後はこのＷｅｂ版館報等で引き続き県立図書館のサービスを幅広く

広報し、利用の拡大に努めます。                                     

 

 年間ベストリーダー …こんな本がこの一年よく読まれました 

昨年度受け入れた本の中で、貸出回数が多かった本をご紹介します。話題になった本をゆっくりお読

みになってはいかがですか。 

一般図書では、鳥羽亮の作品が1位・2位を占めています。いずれも利用回数が20回を超えていま

す。児童書については、「ハリーポッター」と「かいけつゾロリ」シリーズの人気はすごいですね。「ハ

リーポッターと死の秘宝」は３５回と断然トップでした。5月末現在でも70人の方が予約をされてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 

①夜鷹殺し 鳥羽亮 徳間書店 

②かくれ蓑 鳥羽亮 角川春樹事務所 

③愛の還る場所 火崎勇 ﾜﾝﾂｰﾏｶﾞｼﾞﾝ社 

④青鬼の秘計 牧秀彦 双葉社 

⑤待伏せ 小杉健治 祥伝社 

書   名 著者名 出版社 

①ハリーポッターと死の秘宝（上下） J．K．ﾛｰﾘﾝｸﾞ 静山社 

②かいけつｿﾞﾛﾘｶﾚｰ VS．ちょうのうりょく 原ゆたか ポプラ社 

③忍者サノスケじいさんわくわく旅日記．６ なすだみのる ひくまの出版 

④ほなまた こしだミカ 農山漁村文化協会 

⑤マリア探偵社怪人フェスタ 川北亮司 理論社 

再再貸貸出出しし・・延延長長のの手手続続きき 



今月のBOOKまーく 

   県立図書館ＨＰカンタンご案内 

 
 今号からWeb版のみとなった館報「図書館しが」。これを今お読みのあなたは、既に県立図書館のHP

を、程度の差こそあれご利用いただいていることと思います。初めてアクセスされた方にもできるだけ

わかりやすい HP にしたい、とは職員一同心を砕いているところですが、掲載情報量が増えるにつれて

「どこ見ていいのかすぐにわからない」状態になっているのではないかと心配でもあります。そこでこ

こでは、滋賀県立図書館HP利用初心者に向けて、ごくごく簡単なご案内をさせていただきます。「そん

なのとっくに知ってる」というヘビーユーザーの方は、どうぞご容赦を。 

○ 資料を探す 

 

    

→蔵書検索：県立図書館所蔵の資料を探すなら、まずここへ。書名や著者名、出版社などから検索でき

ます。 

→新聞記事見出し検索：昭和58（1983）年以降の、滋賀県に関する新聞記事の見出しが検索できます。

記事の本文を見たいときは、図書館２Fの参考資料室まで。 

→新着図書案内：新しく入った本を、ジャンル別にご案内しています。 

→新聞・雑誌一覧：現在購読中の雑誌・新聞の一覧が、ジャンル別にご覧いただけます。 

→横断検索：県内の公共図書館・大学図書館・研究機関などの蔵書検索が一括で行えます。国会図書館

や近隣の府県立図書館も検索可。 

→蔵書検索リンク集：県内の公共図書館・大学図書館・研究機関へのリンク集。 

→デジタルアーカイブ：県立図書館所蔵の絵図や古文書・浮世絵などが画像でご覧いただけます。資料

の種類や地域から検索が可能。 

→リンク集：様々な調べものに便利なURLを集めました。 



○ 図書館の案内 

 

 

→アクセス：図書館への交通のご案内。バスの時刻表もお調べいただけます。 

→利用案内：開館時間から本の借り方まで、図書館の利用について知りたいことがあれば、まずこちら

へ。WEB版館内ツアーもここから出発。 

 

→カレンダー：来年（2010年）３月までの開館日カレンダー。 

→県立図書館の概要：滋賀県立図書館の年度別事業概要。統計資料や滋賀の図書館年表も載っています。

現在、平成14年度から20年度までがご覧いただけます。 

○ 刊行物 

 

  

→館報：今年の４月号（183号）をもってペーパー版は終刊となりました。147号（2003年４月号）

以降の号をお読みいただけます。 

→ひともっ子：児童書の新刊案内（月刊）。304号（2006年４月号）以降の号がお読みいただけます。 

→ナマズの知恵袋：テーマ別に調べもののコツをご案内しています。現在 20 号までが掲載されていま

す。 

 

 



○ インターネット個人サービス 

 

 

 こちらのサービスをご利用希望の方は、貸出券をご持参のうえ、図書館のカウンターで仮パスワード

の発行を受けてください。ご自分の貸出状況・予約状況をご確認いただいたり、予約図書の連絡をメー

ルでお受け取りいただいたりすることができます。また、→蔵書検索の画面で貸出中のものには、ご自

身で予約をかけることも可能に。 

 

○ 県内図書館ニュース 

 

 

→県内児童図書関係行事一覧：当月に県内の公共図書館で開催される児童向け行事の一覧をご覧いただ

けます。 

→あなたの町の図書館：県内の公共図書館一覧。電話番号や住所・開館時間等のほか、HPのある図書館

には直接リンクも張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＦＬＡＳＨ☆ふらッシュ 
館内に点在するチェーンソーアート。この春から、新しい作品が加

わったことにお気づきでしょうか？ 

４月２９日に文化ゾーンで開催された「みどりのつどい」。花の苗や

腐葉土の配布、出店やスタンプラリーが行われ、多くの人でにぎわい

ました。その一角、通りがかりの人も思わず足を止めて見入っていた

のが、チェーンソーアートライブの会場です。 

一本の丸太が少しずつ変化していく様子に、何ができるか、大人も

子どもも興味津々。40分ほどで、ネイティブアメリカンの胸像が完成しました。羽飾りや表情など、細

かいところまでチェーンソーのみで彫られています。それを板と組み合わせ、ベンチが完成しました。 

現在、食堂前に飾られています。たまには、ベンチでゆっくり読書はいかかでしょうか。 

 

 

 しが子ども読書活動推進協議会では、中学生・高校生の世代に向け

て、読書案内冊子『ホンがイッパイ！タノしさイッパイ！！』を発行

しました。県の調査では、中高生になると読書離れの進む傾向が出て

います。そんな中高生に、少しでも読書の楽しさを知ってもらうこと

を目的としています。希望の方には冊子をお渡ししています。カウン

ターでお申し付けください。 

 

一般資料室で、４月２２日から５月１７日まで、冊子に掲載された図書を手にとってもらえる展示を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のデジタルアルバム帖   

６月・７月「琵琶湖の博物誌 －湖中産物図證－」 

  江戸時代に第 11 代彦根藩主の井伊直中が藤居重啓に命じて制作させた、初めての琵琶湖の生物

図鑑というべき「湖中産物図證」をご紹介します。 

                   （「湖中産物図證」より） 
８月・９月「地震の記憶 －姉川地震を中心に－（仮題）」 

１００年前の明治４２年（１９０９）８月１４日におきた姉川地震は、東浅井郡東草野村（現在

の米原市）を震源とするマグニチュード６．９で、日本内陸部に震源地をもつ地震の中では最大級

の地震でした。この地震を中心にご紹介する予定です。                  

                                              



湖国の本棚－郷土資料紹介－ 平成２１年３月～４月購入・寄贈分 

●元三大師御籤本の研究 おみくじを読み解く 大野出著 思文閣出版 2009年 

●近江平成風土記の旅 棚瀬久雄著刊 2009年 

●天智（てんち）天皇と大化改新 森田悌著 同成社 2009年 

●信長の城下町 仁木宏，松尾信裕編 高志書院 2008年 

●中世の人と自然の関係史 水野章二著 吉川弘文館 2009年 

●近江が生んだ知将石田三成 太田浩司著 サンライズ出版 2009年 

 

 

●琵琶湖をめぐるスニーカー お気楽ウォーカーのひとりごと 山田のこ著 新評論 2009年 

●近江絹糸人権争議の研究 戦後民主主義と社会運動 上野輝将著 部落問題研究所 2009年 

●からすうりの熟れる頃 私の保育実践から 下村京子著 大津あいあい保育園 2009年 

●川と湖の回遊魚ビワマスの謎を探る 藤岡康弘著 サンライズ出版 2009年 

●湖国のモダン建築 石田潤一郎，吉見靜子，池野保著 京都新聞出版センター 2009年 

●惜春 歌集 木村正子著 短歌研究社 2009年 

●琵琶湖の乙女 齋藤安弘著 文芸社 2009年 

●天上の鼓 畑裕子著 サンライズ出版 2009年 

●時に挑み越し方８０ 中島一著刊 2009年 

●スロー・アンド・ステディー 秋山茂樹著刊 2009年 

 

 

●茶室をつくつた。 佐川美術館樂吉左衞門館 ５年間の日々を綴った建築日記 樂吉左衞門著 

淡交社 2009年 

●近江の宿場町 八杉淳著 サンライズ出版 2009年 

●文化政策と臨地まちづくり 織田直文編著 水曜社 2009年 

●ユーラシアの風新羅（しんら）へ Ｍｉｈｏ Ｍｕｓｅｕｍ，岡山市立オリエント美術館，古代オリ

エント博物館編 山川出版社 2009年 

●淡海のそよ風 画文集 岩田重義著 サンライズ出版 2009年 

●騎士の十戒 騎士道精神とは何か 太田雄貴［著］ 角川書店 2009年 

●世界紀行－ふれあい旅 なんでも話してみよう 福田整著 文芸社 2008年 

 

 

 

 

 

 



           『戦中「学級日誌」，戦争下の小学生が考えたこと』 

西川綾子と瀬田国民学校五年智組の生徒たち著 吉村文成編集 

龍谷大学国際文化部  

この本には、大津市の瀬田国民学校（現在の瀬田小学校）の女生徒によ 

る学級日誌がそのまま紹介されています。日誌が描かれたのは、昭和１９年

４月から翌２０年３月。太平洋戦争も終盤になり、食料をはじめとする様々な物資が不足し、都市

部が大規模な空襲に苦しめられるようになった時期です。日誌には、壮行会に出席したり、大阪か

ら生徒が疎開してきたりといった戦争の影のほか、学芸会や運動会、学習園でつくった野菜の収穫

といった日常の学校の様子も、生き生きとつづられています。当時の様子を知るための資料として、

大変貴重なものです。 

   

 

 

戦中「学級日誌」 

    パネル展と講演会のご案内  

 図書館では、７月２３日（木）から８月９日（日）まで、この本の中の 

絵日記をパネルで紹介するほか、戦時中の子どもたちの暮らしがわかる資料の展示を行います。 

また、８月２日（日）には、実際に日誌を書かれた方、発行に携わられた方の講演会 

  も行います。 

新たな視点から戦争を考えるきっかけとして、どうぞご参加ください。 

 

 

 

 

 


