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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。
被災者の方々へのサービスはこちら。
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滋賀県には、千年以上続く歴史のある祭りがたくさんあります。今回は、秋から冬にか
けて行われる祭りを紹介します。現地に行って迫力ある祭りを体感してください。

日野の芋くらべ祭り
日野町の熊野神社で行われる祭りで、里芋の長さを東西２つの集落が野神山の神前で競い合います。
平安時代末期から豊穣祈願の行事として、1000 年以上も続いています。
はっさく

八朔といって旧暦の８月１日に行われていまし
たが、最近は９月１日に変更されました。昔から西
が勝てば豊作、東が勝てば不作といわれています。
おおやますぎのみこと

なぜ里芋の長さを競い合うのかは、昔、大 山 祇 命

に２人の姫がいて、妹の方が姉より容姿端麗であっ
に

に ぎの みこと

たため、瓊々杵 尊 がこの２人を比べて妹を妻に迎
えました。
この神話により、妹（古語で妻の意味）と芋の語
呂合わせで、長短、優务を競う芋くらべの神事が生
まれたといわれています。
（昭和 30 年代

滋賀県写真連盟提供）

また、１人の大男が富士山をつくるために里芋の茎を天秤棒にして、琵琶湖の土を運ぶ途中の中山の
地で、これが折れたため、代わりの里芋を探したことが起源とされる昔ばなしもあります。
９月１日午後１時、中山東と中山西で栽培された中で１番大きい里芋が選ばれ、まず熊野神社で盃の
儀式を行い、その後東西別々の道を通って野神山へ登ります。
たけやらい

や まこ

ひし がき

前日まで山子（８歳から１３歳の芋担ぎ役の子供）が祭り場を竹矢来（菱垣）で囲んで、小石を敷き
やま わか

詰めて掃除をします。その祭り場で東西七人ずつの裃姿の山若（１６歳が最年少）が祭りを進行します。
三三九度の盃をかわし、奉納相撲もあります。膳が出され、引き出物の交換などがあり、約２時間の
儀式が続きます。最後に東西に分かれて丹精込めて作った里芋の茎の長さを山若が比べて、勝負が決ま
ります。終わるとそれぞれが芋を交換して下山します。作法はすべて小笠原流で行われます。天下の奇
祭といわれ、平成３年２月に「近江中山の芋競べ祭り」として国の重要無形民俗文化財に指定されてい
ます。
文献：
「国立歴史民俗博物館研究報告」第１５集 221～300p
芋くらべ祭―滋賀県蒲生郡日野町中山― 坪井洋文著 1987 年 3 月

大津祭
春に行われる日吉山王祭・長浜の曳山祭りとともに、湖国三大祭りの１つである大津祭は、１０月の
てんそん

体育の日の前の土曜日と日曜日の２日にかけて、大津市の天孫神社で行われます。四宮祭とも言われて
います。カラクリ人形と、京都の祇園祭のような囃子が奏でられる華麗な祭りです。
１３の町の曳山は、中国の故事や
能・狂言を題材にした特徴のある
カラクリがあり、祭りの巡行中に
披露され、厄除けのちまきがまか
れます。曳山の名前は、カラクリ
さいぎょうざくらたぬきやま

げ ん じ や ま

にちなんで西 行 桜 狸 山 、源氏山、
せっしょうせき ざん

ゆ たて やま

にしみやえびす やま

こ う め い き すい ざん

りゅうもんたきやま

殺 生 石山、湯立山、西宮 蛭 山、
せ い お う ぼ ざん

孔明祈水山、龍 門 滝山、西王母山、
しゃっきょうざん

じん ぐう こうごうやま

げっきゅうでんざん

石 橋 山、神功皇后山、月 宮 殿山、

しょうじょうやま

かっきょやま

猩 々 山、郭巨山があります。

ひきやま

曳山それぞれに何種類もの囃子が
あり、祭りを盛り上げます。
祭りの起源は、江戸時代初期に鍛
冶屋町の塩売り治兵衛が、狸の面
（昭和 33 年

滋賀県写真連盟提供）

をかぶって踊ったことがはじまり

で、その後、狸が腹鼓を打つカラクリを作って曳きました。
曳山には無数の提灯がともり、夜遅くまで賑わいます。本祭では、狸山を先頭に天孫神社を出発して
夕方まで氏子内を巡行します。
文献：
『企画展 町人文化の華－大津祭』 大津市歴史博物館編集・発行 1996 年
『大津祭総合調査報告書』 大津市教育委員会編集・刊行 1981 年

ずいき祭り
わかみやどの す も う ご じ ん じ

「若宮殿相撲御神事」と言われるこの祭りは、俗にずいき祭りと呼ばれています。
野洲市にある御上神社で、１０月７日から１０日にかけて行われます。
ずいき祭りは、御上神社の氏子や地域住民が参
加して五穀豊穣を祈り、感謝する秋祭です。農耕
にとって不可欠な水と、三上山が水の神として信
仰されるところに由来します。起源は鎌倉時代以
と うや

前といわれています。毎年１人ずつ頭家が奉仕
して４年前から準備されます。祭礼は甘酒行事
ゆ たてしき

（頭人が神社に参り甘酒を供える行事。
）
、湯立式
とうにん

（宮司と禰宜が頭人の家を一軒ずつ順に回り、神
事を行います。頭人の家に神うつしをして、かま
どで湯を沸かす神事）が行われます。

（写真 個人蔵）

氏子の有志が畑のずいき（里芋の茎）を持ち寄
って、写真のような神輿を５基作ります。この神輿には粟や稗、山の果実、栗や柿を飾りつけ、その中
央に相撲をとる猿の木製人形が納められています。
この５基のずいき神輿の奉納は、１０日の朝行列を組んで行われますが、夜には奉納相撲が行われま
しばはらしき

さるたひこ

す。芝原式といわれる相撲神事で、永禄年間（1558-69 年）から今日まで続く由緒ある儀式です。猿田彦
き ぼこ

木鉾の儀式（鼻高面をかぶり、鉾を持って動作をする）が行われます。その後、芝原の盃行事（饗盤に
載せた大花びらを中心に、めずし・青漬け（東座は鮒ずし）を肴にした饗宴）、そして東と西、両座か
ら子どもの相撲が演じられます。８番の手合わせが終わると大人の相撲が２番行われます。
文献：
『三上のずいき祭り』ずいき祭保存会 2001 年
『まつりものがたり 近江子ども歳時記』滋賀県児童図書研究会編 サンライズ出版 1998 年

朝日豊年太鼓踊り
米原市山東町朝日の八幡神社で、毎年１０月の体育の日前後に踊られる
豊年太鼓踊りの由来は、伝説によると約１３００年前、大原郷の開墾とと
もに始まったといわれています。
豊臣秀吉が賤ヶ岳で勝利したときに、陣鉦や陣太鼓を鳴らしたところ大
雨が降ってきたので、それ以来雨乞いに太鼓や鉦を使うようになったとい
われています。また、一説には、大原荘の地頭であった大原判官の出陣の
行装を模したものであるともいわれています。かつて大原郷雨乞い総踊り
として伝えられてきましたが、現在、この踊りは大原荘１６カ村のほとん
どでなくなりました。しかし、朝日地区では今も伝承されています。
踊りは円陣を組んで、囃子にのって太鼓や鉦とともに踊られます。国選
択郷土芸能に指定されています。
文献：
『太鼓踊

滋賀縣山東町朝日太鼓踊調査報告』朝日太鼓踊保存会編・刊 1965 年

太郎坊お火焚き祭
み つくり

八日市市の太郎坊宮は、今から約１４００年前、聖徳太子が箕 作 山に瓦屋寺を建立したときの創祀
と伝えられています。その後、桓武天皇の時代には伝教大師も参籠して、５０余りの社坊を建てて廟社
を守護しました。
天正年間（1573-91）の織田氏と佐々木氏の戦に
よって太郎坊はほとんど焼け、現在は成願寺の行
万坊、石垣坊の２つが残っています。
「太郎坊山の
天狗」は当時の行者の姿を伝えたもので、今も守
護神となっています。１２月の第１日曜日に行わ
れます。
本殿では新穀の稲わらを燃やす祭事が行われ、
行者、信者が大勢参拝します。

（昭和 30 年代

滋賀県写真連盟提供）

全国から奉納された約３０万本のご神木を炊く大護摩や、火の持つ霊力によって罪や汚れをぬぐい浄
める祭事が行われます。長さ２０センチ、幅２．５センチ、厚さ５ミリほどのご神木は信者の形代とな
って忌火で焚き上げられ、罪穢は祓われて清浄な姿で新年を迎えます。また、約 100 人の行者が裸足で
次々と火渡りをして、山伏問答、法剣の儀等の神事も行われ、病気平癒、諸難祓除の人々で賑わいます。
文献: 『滋賀の百祭』
［正］大塚虹水著 京都新聞社

1990 年

勝部の火まつり
勝部の火まつりは、毎年１月の第２土曜日に、守山市の勝部神社でオコナイとして行われます。１５
歳から３６歳の男子で大松明組が作られて、松明は１６基作られます。（松明は柴打といわれ、材料は
ハゲシバリや柴を栗東の金勝山より取り寄せられます）１基は柴１０束、菜種殻３０束、長さ４・５メ
ートル、直径４０センチの円柱形で、重量４００キロもある大松明です。午後６時になると松明担ぎの
若者が住吉会館に集まってきます。全員が揃うと修祓が行われ、つづいて太鼓渡り、シュウシ参りの後、
高張り提灯を先頭に松明の宮入りが始まります。次々と４部が４本ずつ、計１６の松明が宮入りし、境
内に半円形に並べられます。松明が宮入りする頃に大勢の群衆も境内に入ってきます。
午後９時になると、裃姿の火出人はかがり火から火受人の手松明に、火を移すや否や一目散に自分の
大松明に戻り、奉火します。１６本の大松明が燃え上がり、たちまち十数メートルの火柱となって、境
内は一瞬火の海となります。若者たちは「ごしょ、ひょう」と叫びながらふんどし姿で火の前を乱舞し、
数千の群衆は燃木に当たり、今年１年の無病息災を祈念します。松明は引き出され、神前の小川で消火
されます。また、この松明の残り木を持って帰り、１月１５日の朝に粥を炊いて食べると１年中、健康
でいられるといわれています。
同じ日、守山市の浮気町にある住吉神社でも、県無形民俗資料になっている、浮気の火祭りが行なわ
れます。伝説によると、土御門天皇ご不例の折、夢枕に１人の老翁が現れ、「帝の御悩みを除くべし」
と告げた。帝は「御身は何処の神なるかな」と問うと、「我は淡海の国浮気の神なり」といった。その
後、１０日もたたないうちに帝の悩みが平癒しました。氏子はこれを祈念して、龍体の頭部に似た松明
を１２本神前に供え、
「御脳平癒」を唱える行事を始めたといいます。祭りに参加する者は当日朝風呂
に入って身を浄め、松明にお神酒を供え、日の丸の旗を飾りつけます。また神社の境内では、１戸から

１人ずつ出た知新連中が午後２時頃から宮入りとい
って１２本の松明を神前に向けて運び込んで並べま
す。夜７時をすぎると手松明をかかげて拝殿に勢揃い
し、お祓いをうけ、終わると隣のカリヤに入り、しば
らくすると年長順に祝言の盃とよばれる神事が行わ
れます。８時になると、お祝いといってロウソクの火
は消され、真っ暗になるとすぐに「ヘーヨ、ヘーヨ」
の掛け声と同時に、その場で着物を脱いでふんどし姿
になります。次に、各自持参のタイコバイでカマドの
横の壁を立ち替わり叩いて、気勢をあげます。
しばらくすると寺院から声がかかり、素早く手松明に火を移しとった若者はカリヤを飛び出し、境内
は炎に並べられた松明に点火します。一瞬、境内は炎につつまれ、若者は「ヘーヨ、ヘーヨ」と掛け声
をかけながら松明のまわりをかけまわり、炎に照らされて火祭りは最高潮に達します。
文献：
『守山の火まつり 滋賀県選択無形民俗文化財調査報告』 菅沼晃次郎著
勝部神社・住吉神社火まつり保存会［編集]・刊 1978 年
『守山の火まつり 守山市住吉神社・勝部神社 滋賀県選択無形民俗文化財調査
報告』 菅沼晃次郎著 滋賀民俗学会 1978 年

オコナイ
一月から三月にかけて、湖北では「オコナイさん」といわれる行事が行われます。近畿各地でも行わ
しゅしょうえ

し ゅ に え

れる行事ですが、湖北地方は最も盛んなところです。おこないの起源は仏教の修正会・修二会と呼ばれ
るお正月の法要で、修行などの意味もあります。これが村人の結びつきを強め、五穀豊穣を祈る祭りと
なりました。
かわみち

特に、長浜市びわ町川道のオコナイは有名で、
「川道のおこないが済まなければ湖北に春が来ない」と
ほんび

いわれるほどです。ワラ仕事から道具をしまう日まで、７つの組に分かれて行われます。本日は３月１
日前後の日曜日になります。
おこないをつとめる家は当番といって、組ごとに決められています。当番の親類と総指揮をとる年番
が当番の家に集まり、庭で１俵分の米をかします。翌日は、若衆がお鏡つきをし、１個１俵分のお鏡を
作ります。次の夜、献鏡開始の時間になると、各組からかつぎ台に鏡餅を乗せて川道神社に運んで、鏡
神輿が勢揃いします。神社では当番で本膳を終えた後、各組がお鏡に参りに神社へやってきます。
文献：
『近江のオコナイ』 市立長浜城歴史博物館編集・発行 1990 年

近江八幡の左義長祭
左義長は、正月１５日前後に、どんど焼、さいとやき、三九郎焼（さんくろうやき）
、
ほちょじ、ほっけんぎょうなどの名称で、正月の松飾りや注連縄（しめなわ）を集めて焼く火祭りの行
事として行われ、この火にあたると若返るとか、餅を焼いて食べると病気をしないなどと言われていま
す。
近江八幡の左義長祭は、江戸時代には１月の１４日・１５日に行われていましたが、明治時代に入っ
て、太陽暦の採用に伴い３月に変更され、昭和４０年代からは３月１４・１５日に近い土日曜日に開催

されるようになりました。
十二段祝着といってワラを１束ごとにそろえて２メートル余の三画錘の山事を作り、その上に３メー
トル余りの青竹に赤紙を中心とした吉書扇巾着、くす玉等、紙製の品を飾り、さらに頭は杉の葉で作り、
頭の上に火のぼりという御幣をこしらえます。これが左義長の晴れ着で、費用をおしまず、労を苦にせ
ず、立派に完成して自慢します。
さらに丸太を四本通し、神輿と同じ
ように町を担ぎまわります。また、踊
子の青年たちは変装も自分でします。
女装、女化粧が多く揃いの踊り半纏を
着るのが普通で、手には拍子木を持ち、
下駄をはいて「チョウサヤレヤレ」と
掛け声をかけて踊ります。1 日目は奉火
の順番を決めるクジ祭りで始まり、左
義長を担いで踊ります。２日目は、町
内を練りまわった後、その日の夕刻よ
り踊り狂った人々が左義長を焼きます。
次々と焼かれた左義長のために境内
(写真

滋賀県写真連盟提供)

一面、火の海となり、
「まわせ、まわせ」

の呼び声のうちに左義長が燃え上がります。
文献:『滋賀の百祭』
「正」

大塚虹水著

京都新聞社 1990 年

昭和３３年 滋賀県無形民俗文化財に選択
平成３年 滋賀県無形民俗文化財に指定
平成４年 国の無形民俗文化財に選択

※開催日時につきましては、変更されている場合もありますので、最新の情報をインタ
ーネット等（例：滋賀県観光情報 http://www.biwako-visitors.jp （社）びわこビジター
ズビューロー）でご確認ください。

今月のｂｏｏｋ★まーく

《 レ フ ァ レ ン ス 事 例 検 索 》

図書館では、みなさんからの調査依頼に対して、図書館の資料を使ってお答えしています。
「レ
ファレンスサービス」といいます。
みなさんから口頭や文書で暮らしの中での疑問や仕事・趣味での調査など、様々な質問が寄せ
られます。今年１月からはメールによるレファレンスもおうけするようになりました（ただし、県
外の方は滋賀県に関する調査に限らせていただいています）
。
当館では、かつて調査した事例を集めて、回答事例と調査資料をご覧いただけるようにしていま
す。ホームページの「調べもののご案内」をクリックすると現れる「レファレンス事例検索」がそ
れです。
現段階では、掲載している事例の大部分は滋賀県に関
することですが、そのなかから２つご紹介しますと、
「お
みくじの発祥の地が比叡山だと聞きましたが、その経緯
を知りたい」との調査依頼がありました。これは、
「レフ
ァレンス事例検索」でキーワードで「おみくじ」と入力
し、検索をクリックしますと、回答と調査資料が出てき
ます。
キーワードだけでは検索結果が多すぎる場合には、分
類を併用することにより、回答数をしぼることができま
す。例えば、
「伊吹山で世界一の積雪量を記録したと聞き
ましたが、その時期と積雪量を知りたい」という事例は、
同じくキーワードで「伊吹山」と入力するとともに、分
類【滋賀】の自然にチェックをつけることにより、早く
回答事例にたどりつくことができます。

県立図書館のホームページ左側
のメニューバーから「レファレ
ンス事例検索」をクリック。

キーワード検索はひらがな
とカタカナは同一のものと認
識しますが、漢字は同一のも
のとは認識しません。
「伊吹山」
は「いぶきやま」と入力して
も、回答事例はでてきません
ので、ご注意ください。

検索結果画面。ご覧になりたい項目の、タイトル部分をクリックすると…

詳細な回答をご覧いただけます。当館所蔵の資料の一覧もご参照ください。さらに、資料のタイトルを
クリックしていただくと、現在の所蔵状況(貸出中かどうか等)もご覧いただけます。

なお、レファレンス事例から、皆さんからご質問の多い事項を選りすぐって掲載した「湖国なん
でも百科」もあります。

今年の夏、図書館に残された熱い思い出の数々をご紹介させていただきます。

☆７月～９月の図書館行事報告☆
［７月１６日（土）

戦国武将の暮らしがわかる

］

テレビや小説では合戦に大忙しの戦国武将。
その普段の生活について、県文化財保護協会
の田中咲子さんから近年発掘された茶道具な
どの出土品をもとにお話いただきました。参
加いただいた３８人の皆さんは、
戦国武将の日常生活に思いを
はせておられました。

[７月２９日（金）
夏休み文化ゾーン探検隊「書庫探検」］
小学校３年から６年生までの子どもたち７０人が、
図書館では日ごろ入ることのできない１００万冊収
容の地下書庫で本探しに挑みました。日ごろひっそり
としている地下書庫もこの日ばかりは子どもたちの
熱気に埋めつくされていました。

［８月１０日（水）しが統計・キッズクイズ］
午前１１時から１２時と午後２時から３時の２回、
小学生を対象に滋賀県に関する統計のクイズを行い
ました。小学生とその保護者、５３名の参加があり
ました。
クイズは３択形式で行われ、スライドを用いて棒
グラフの見方や統計の役割や重要性について学び、
優秀者には、プレゼントも渡されました。

［８月１３日（土）夕涼みおはなし会］
今年は、
「ちょっとこわいおはなし会」と「むかしば
なしを語るすばなしの会」の２部構成。
いつもとは一味違った「おはなし会」に、集まった
５９名の皆さんの中には子どもたちの姿も多く、盛況
でした。

［８月２０日（土）ブログを使って読書を楽しむ」
滋賀咲くブログ編集長の藤沢栄一氏を講師にお
迎えして、現在会員が 5,000 人を超え、滋賀県内最
大のブログポータルとなった滋賀咲くブログのお
話や、ネットの見方・ブログの作り方・出版情報の
調べ方などを教えていただきました。
また、参加者の皆さんが日頃疑問に思っていること
についても、それぞれお答えいただきました。

[８月２７日（土）お出かけ朗読会］
この秋、しが県民芸術創造館で開催される『エレジー 父の夢は舞う』
（10 月 23 日）の公演に
先駆けて、出演者の文学座女優・山本郁子さんをお迎えし、お出かけ朗読会を開催しました。
一般の人々が書いた父と母への手紙を朗読いただき、５１名の参加者の皆さんは山本さんの朗
読の世界に引き込まれるように聞き入っておられました。

『エレジー 父の夢は舞う』公演の詳細については、しが県民芸術創造館のホームページ
（http://www.shiga-bunshin.or.jp/souzoukan/event/1685.html）でご確認ください。

［８月２７日（土）

夏休み昆虫相談会］

約１００名の親子に参加いただき、県生物環境
アドバイザーによる「昆虫相談会」を開催しました。
図鑑でしか見たことのない昆虫や、世界でも珍
しい昆虫の標本もたくさん見せていただき、夏休み
最後の土曜日、館内は、今夏、捕まえた虫の名前を
聞いたり、昆虫のことを詳しく尋ねたりする子ども
たちで賑わっていました。

［９月１８日・
（日）第２３回夕照の庭コンサート～吹奏楽団木曜組～］

夕照の庭コンサートも最近はすっかり定着し、約 1000 人のファンが訪れました。今年のテーマ
は「旅のしおり～世界音楽紀行～」
。アメリカの曲から日本の「江～姫たちの戦国～」まで世界の
名曲を秋風に乗せて私たちの耳元に届けてくれました。

[9 月 24 日・(土)

「祈りの国 近江の仏像」講演会]
県立近代美術館との協賛企画として、同館の学芸員、
高梨純二氏に講演していただきました。
大津市大門の仁王様を運び出すところや、2.7 メ
ートルもある阿形・吽形像のお性根を抜いて運ぶ様
子は圧巻でした。今後、仏像を鑑賞する時の参考に
なりました。

10/29（土）14：00～15:30

10/21（金）11:00～，14:00～

10/19(水)～10/30(日)

１階談話室にて

「おはなし会」

「このまちから世界へ～滋賀県

１階談話室にて

JICA 講演会

青年海外協力隊パネル展」

「ケニアで感じた“生きる”とい

11/18（金）11:00～，14:00～
「おはなし会」

うこと

1 階談話室にて

１階談話室にて
11/2（水）～11/20（日）

講師：中川 宏治氏
12/16（金）11:00～，14:00～
「おはなし会」

11/12（土）14:00～

１階談話室にて

文化の日

１階談話室にて

「足のむくまま

近江再発見

原画展」
１階談話室にて

講演会
「足のむくまま
講師:國松

12/１（木）～25（日）

近江再発見」

巌太郎氏

11/3（木・祝）
① 11：00～12：00

12/24 日

17:00～

1 階ロビーにて
クリスマス・オラトリオ
メサイア合唱団

「人権啓発資料展」
２階参考資料室にて

② 14：00～15：00
地下１階大会議室にて
参加無料 各回先着順 30 名
開始 30 分前より地下大会議室
前にて受付を開始します！

10 月 11 日（火）から 10 月 1８日（火）まで特別整理のため
休館させていただきます。

10月27日㈭から11月９日㈬まで
（文化の日を中心に２週間）
今年の標語

「信じよう、本の力」

秋の夜長、あなたのお気に入りの１冊は
みつかりましたか？

今月のデジタルアルバム帖
１０・１１月 「湖国の鉄道網
～戦前鉄道資料を中心に～」
平成 23 年(2011)は、昭和 44 年(1969)まで
浜大津と今津を結んでいた江若(こうじゃ
く)鉄道の開業 90 周年にあたります。今月の
デジタルアルバム帖では、江若鉄道等、戦前
の鉄道資料を中心に、湖上交通にとってかわ
った、県下の鉄道網の広がりを紹介します。
あわせて、鉄道の代わりに道路が通った、
県道海津-木之本線についても紹介します。

１２・１月予告

「湖北の地場産業」（仮題）

湖

『川道のオコナイ
中島誠一著

国

の

本

棚

湖北に春を呼ぶ一俵鏡餅』

サンライズ出版

2011 年

（1,400 円＋税）

オコナイとは、五穀豊穣と地域の安全を祈願して、毎年１月～３月
にかけて行われる神事のことです。現在でも西日本各地に広く残って
いますが、特に滋賀県湖北地方には多くのオコナイが見られます。そ
のなかでも長浜市びわ町川道のオコナイは湖北最大のもので、一俵の
米で作った鏡餅を神前に奉納します。
本書は、豪快な鏡餅の作り方、勇壮な献鏡儀式、豪華で厳粛な本膳
など、その圧巻な様子を豊富なカラー写真を添えてくわしく書かれて
います。
また、県内の他の地域のオコナイについても紹介されています。

郷土資料紹介 平成２３年６月～平成２３年８月購入・寄贈分郷土資料紹介
●滋賀県の歴史

第２版

畑中誠治［ほか］著

●滋賀県で大切にすべき野生生物
山川出版社

2010 年

滋賀県生きもの総合調査委員会編

●ぐるっとびわ湖自転車の旅

サンライズ出版 2011 年

輪の国びわ湖推進協議会編

京都新聞

出版センター 2011 年

編 サンライズ出版

嶋津義忠∥著 PHP 研究所
●日本の街道

2011 年

若狭・北陸路(西近江路/

塩津街道 若狭街道/北陸街道)
写真記録刊行会編

日本ブックエース

2011 年
広岡友紀著

後編

ＮＨＫ出版 2011 年
●蒲生氏郷物語
横山高治著 創元社 2011 年
滋賀大学事業仕分け研究会編著

JTB パ ブ リ ッ シ ン グ

2010 年

学陽書房 2011 年
●のんびり行こう!東海山歩きガイド

●戦国の姫君を歩く
一個人編集部編

愛知山歩きの会著 メイツ出版
ベストセラーズ

2011 年

2011 年
●おいしい滋賀ちび 215

●江姫戦国検定

リーフ・パブリケーションズ編・刊

コスミック出版

2011 年

●関西起点沢登りルート 100
吉岡章著 山と渓谷社

2011 年
●小舟木エコ村ものがたり

2011 年

●新・信長公記

エコ村ネットワーキング編・刊
2011 年

ブイツーソリューション

2011 年

●琵琶湖と地域文化
林博通先生退任記念論集刊行会編

●素盞嗚尊と近江の神々
出口王仁三郎著 みいづ舎

サンライズ出版 2011 年
2011 年

●もし江姫がツイッターをはじめたら
花輪如一著 データハウス

2011 年

●全國鐵道旅行繪圖
今尾恵介解説 けやき出版

●園城寺蔵智証大師自筆文字史資料集
園城寺編
三弥井書店 2011 年
●近江商人三方よし経営に学ぶ

2011 年

●滋賀県遺跡地図 平成 22 年度
滋賀県教育委員会文化財保護課編刊
2010 年
●滋賀 Navi

●江姫たちの戦国

2011 年

●自治体の事業仕分け

●関西私鉄比較探見

高澤等著

●山門水源の森
山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会

●賤ケ岳七本槍

G.B.編著

2010 年版

末永國紀著 ミネルヴァ書房

2011 年

●滋賀の本
京阪神エルマガジン社編・刊

2011 年

●京都近江江姫恋慕の殺意
2011

滋賀県商工会連合会編刊

柏木圭一郎著 光文社
2011 年

●鳰の巣 第 37 号
滋賀県建築設計家協会編刊

●大野新全詩集
大野新著 砂子屋書房

2011 年

2011 年
2011 年

●魅力と活力ある国々東南アジア 3 カ国
周遊旅日記

●追悼大野新さん
近江詩人会 2011 年

平田 淳一著・刊

2011 年

●蒼天遊行

●四国へんろスケッチの旅

堀青渓著 青磁社

川瀬典子著 サンライズ出版

2009 年

●中世の人と自然の関係史
水野章二著 吉川弘文館

●花藻句集

2011 年

第9集

花藻社編・刊 2011 年
2009 年

●古文書の語る 海津湊の歴史

●障がい児・者との共育・共生をめざす
作文受賞作品集 2010 年度

史料集第 1 巻

滋賀県障害児協会

マキノ古文書クラブ編著・刊

2011 年

●琵琶湖と人の環境史

2011 年

●記録しておきたい滋賀県の地形・地質
「記録しておきたい滋賀県の地形・地

水野章二編 岩田書院

2011 年

●1000 円台までで楽しめる京都名物・滋
賀名物 130

質」編集委員会編

滋賀県立琵琶湖博

物館 2011 年
●ふるさとの歴史を探る

川守の今昔

リーフ・パブリケーションズ編・刊

蔵口嘉寿男著 サンライズ出版

2011 年

2011 年

●大学的滋賀ガイド

●野洲市埋蔵文化財調査概要報告書

滋賀県立大学人間文化学部地域文化学

平成 22 年度

科編 昭和堂

野洲市教育委員会編集・刊

2011 年

●明智光秀転生 改訂版

●ふるさと 長野の歩み

伊牟田比呂多著 海鳥社

2011 年

●織田信長・明智光秀事典
加来耕三著 東京堂出版

2011 年

ーめぐる命をはぐくむ風景・水辺
2011 年

●吉良竜夫著作集 2
吉良竜夫著

長野字誌編さん委員会編集
●ふるさと 長野の歩み

滋賀県愛

新樹社 2011 年
●国難を背負って
2011 年

下

長野字誌編さん委員会編集

滋賀県愛

知郡愛荘町長野西 2011 年
●長沢芦雪
Miho Museum 編集・刊

鈴木英治[ほか]編

脇坂昌宏著 論創社

上

知郡愛荘町長野西 2011 年

●今森光彦ネイチャーフォト・ギャラリ
今森光彦著 偕成社

2010 年

2011 年

図書館エール

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

