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この地面の下に、
100 万冊収容の
書庫があります！

キャッフィーも登場！？

晴天に恵まれたみどりの日の５月４日、
「みどりの集い地下書庫
探検」が、午前 11 時と午後 1 時の 2 回、合計 66 名の参加者を迎
えて、開催されました。
年３回程度開催するこの“書庫探検”の催し、ご存じでしたか。
今号の特集では、この催しについて紹介します。
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普段は入れない書庨。館内検索端末(OPAC)やインターネットで検索すれば書庨にあ
る本も見つけられるけれど、実際にそれらの本がある堲所を見てみたいと思っている方
は多いはずです。‚書庨探検‛の催しは、そんな方が、地下書庨を見学して、実際に本
を目にし、書庨にある珍しい資料などを見ることが出来るチャンスです。

地下書庫って、どんなところ？

まずは、探検で潜入する地下書庨の説明を

平成３年（１９９１年）、将来の蔵書の増加に備えて、また、県内の公共図書館で除
籍した図書のうち県立図書館にないものを収集して、資料保存センターの役割を果たす
ため、地下４階までに広がる書庨を増築しました。
県立図書館には、児童書と新聞・雑誌などを収める地上 3 階の本館書庨が別にあり、
地下書庨には主に一般図書を収めています。
現在、蔵書冊数１３３万冊のうち 83 万冊を保存しており、
その光景は、まさしく‘’本の森‘’。

書庫のひみつ

地下 2 階

収めている階によっ
て、書庫ラベルの色が
違います。

↓

↓

↓

2F 3F 4F

長さ約５４ｍ、幅約２１ｍ
ワンフロア 1,337 ㎡ (公認プールより少し広い)

探検隊って、何をするの？

青

紫 橙

色

色 色

では、いよいよ、書庨探検へスタート！

地下 1 階ロビーで受付を

まずは、職員が、県立図

済ませ、大会議室へ集合しま

書館の概要と当日の見学

す。子ども連れのご家族、ご

堲所について、簡単に説明

夫婦、友人同士、お一人の方

します。よく利用している

など、子どもから年配の方ま

方でも、知らないことがあ

で、参加者は様々。

るかもしれません。それで

身体の丌自由な方も、職員

は整列して、地下２階書庨

がお手伝いします。

へと向かう階段を降りま
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す。

いよいよ書庨に到着。
紙質保持のため湿度

参加者から、「うわー」と

は常時５０～６０％。

歓声が上がることも。職員が

季節によって外の空

説明している間も、参加者

気より、ひんやり感じ

は、周囲の本の山を見てキョ

たり、暖かく感じた

ロキョロ。その目はみんな一

り。

様に輝いています。
「想像以上に広い、本が沢
山ある」と言う声が聞こえて
きます。‚本の森‛との出会

「一生かかっても、

いがあったことを実感して、

これだけの本、読め

嬉しくなる一瞬です。

へんな」
「いつも出し

‚本の森‛に住む多くの本
との出会いを楽しみながら、

てもらうあの本は、
どこかな」

ゆっくり書庨の中を端から
端まで歩きます。
その後大会議室に戻り、普

お土産のしおり！

段は公開していない貴重な
本、珍しい本を紹介します。
全長５メートル以上もあ
る江戸時代の地図を展示す
る時もあります。参加者は興
味深そうに見ています。
最後に、手作りのお土産を
配って、参加者の笑顔に職員

今年は、貴重な植物の図鑑などを展

も感謝の気持ちで送り出し、

示。直接手にとって、熱心に見入る参加

約１時間の催しは終了しま

者。

す。

参加者大募集！

これからの「書庫探検」開催予定
●７月２６日夏休み文化ゾーン子ども探検隊」
●１１月３日「文化の日文化ゾーン探検隊」

次回は、７月２６日（金）に開催する「夏休み文化ゾーン子ども探検隊」です。
小学 3～6 年生の子どもたちを対象に、申し込み制になります。
平成２５年度「書庫探検」開催予定
詳しいお知らせは、図書館ホームページや案内チラシで確認してください。
●５月４日「みどりの集い地下書庫探検」 開催済
本号６p「催し物チェック!」でも、紹介しています。
●７月２６日「文化ゾーン子ども探検隊」
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●１１月３日「文化の日文化ゾーン探検隊」

今月のｂｏｏｋ★まーく

《県内文化施設との連携》
図書館では、館独自の行事のほか、県内の文化施設と協力や連携をしながら行事を開
催しています。
〈文化ゾーン内で・・・〉特集で取り上げた書庨探検は、夏には「夏休み文化ゾーン子
ども探検隊」として、文化ゾーン内の 5 施設（公園事務所・埋蔵文化財センター・図
書館・東大津高等学校・近代美術館）で協力して実施しています。たくさんの施設を一
度にまわり、さまざまな体験ができるこの行事は、子どもたちのよい思い出となってい
ます。
〈県全体で・・・〉夏休みに滋賀県主催で県内の多数の事業所や団体が協力し、150
プログラムが体験できる「しが☆まなび☆発見！2013」にも参加し、おはなし会を行
います。
〈県立近代美術館と・・・〉４月から５月の一般資料室展示「志村ふくみと染織の世界」
は、となりの県立近代美術館で開催された「装いとしつらえの四季

志村ふくみの染織

と日本画・工芸名品選」展に関連して行いました。美術館帰りに図書館に来て本を借り
た、あるいは本を見て興味がわき、美術館に行った、という人もいるかもしれません。
これからも、展覧会と関連する資料展示を企画していきます。
〈県立芸術劇堲びわ湖ホールと･･･〉今年の夏休み
企画展示は、
「劇堲へ行こう！～演劇の魅力 おは
なしの楽しみ～」と題し、びわ湖ホールと連携して
行います。この夏、
「びわ湖ホール夏フェスタ」と
して、音楽や詩の朗読、人形劇など、子どもから大
人まで楽しめる公演が多数開催されることから、出
演者の著作や公演内容にまつわる本、舞台芸術や劇
堲文化についての本を広く紹介します。
多角的に資料を集めることで、劇堲や公演に対す
る興味が一層深まる機会にしたいと願っています。
このような連携の取り組みを通して、図書館に来
館されたみなさんがさまざまな資料と出会い、経験
を豊かにするお手伝いができれば幸いです。
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☆4 月～6 月の図書館行事報告☆
［講習会「使ってお得なデータベース」４月 20 日
（土）
］
県立図書館には、新聞記事や法令、論文の検索をしたり読んだり
できるもの、古い音楽等を楽しむことのできるものなど８つのデー
タベースがあります。
４月から、ヨミダス文書館など使えるデータベースの数が増え、従来のものも検索
範囲が広くなり使いやすくなったため、講習会を開催しました。当日は、実際にデータ
ベースで家族の生まれた日の新聞紙面を検索し、ご覧いただきました。データベースは
参考資料室に専用端末を用意していますので、さまざまな調べものにぜひ、ご利用くだ
さい。

［チェンソーアート

５月４日（土）］
みどりの日、
「びわこ文化公園みどりのつどいフェスティバ
ル」協賛事業として、高取チェンソークラブによるチェンソ
ーアートのパフォーマンスを開催しました。チェンソーだけ
を使って、丸太からふくろうの置物やプランターなどを削り
出していきます。チェンソーの大きな音がし、木屑が飛び散
る大迫力に、常時 30～80 名の方が足を止め見入っていま
した。出来上がった作品はジャンケン大会の勝者にプレゼン
トしました。図書館にもベンチを彫っていただき、２階の雑
誌コーナーに設置しました。

☆７月～９月の催し物を紹介します☆
《土曜サロン 「この夏

かしこく節電！！

～そのコツお教えします～」

(第 1 回省エネ出前講座)》
7 月 6 日（土）

１４：００～ 1 階談話室にて

実際に家電製品を使って、省エネの方法を見つけます。
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《夏休み企画展示

「劇堲へ行こう！

7 月 18 日（木）～

～演劇の魅力

9 月 1 日（日）

おはなしの楽しみ～」》

2 階参考資料室にて

今夏、びわ湖ホールで開催される公演の出演者の著作や、劇堲文化についての本
などを紹介します。

《夏休み文化ゾーン子ども探検隊》
7 月 26 日（金）
1 回目（午前）8：30～12：00 ／2 回目（午後）13：00～16：30
文化ゾーン内の 5 つの施設を探検します。
※県内小学校 3～6 年生対象。
要申込（7 月 2 日（火）～15 日（月・祝）受付）。
詳しくは図書館ホームページをご確認ください。

《夏休み昆虫相談会》
7 月 27 日（土）

1４：00～16：00 1 階談話室にて

昆虫に関する楽しいお話をしながら、質問・相談にお答えします。昆虫標本や、
図鑑等も紹介します。
※昆虫標本は、７月２１日（日）から 27 日（土）まで展示しています。

《電子図書操作説明会》
7 月 27 日（土） 11：00～／13：30～／15：30～ 大会議室（地下１階）
8 月末まで実証実験中の電子図書の説明をします。

《しが☆まなび☆発見！２０１３》
7 月 31 日（水）

ピアザ淡海（大津市におの浜）

11：30～、13：30～、15：00～（予定）
「しが おはなしの部屋」として参加し、滋賀にまつわるお話を中心にしたおは
なし会をします。
（http://www.nionet.jp/lldivision/manabihakken/h25/index.html）
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《土曜サロン

「(仮題)省エネルギーって何?」 (第 2 回省エネ出前講座)》

８月３日（土） １４：００～

１階談話室にて

ゲーム形式で、エネルギーのことを考えます。
《しが統計・キッズクイズ

～集まれ 小学生！！～》

8 月 21 日（水） １階談話室にて
1 回目（午前）１１：０0～ ／2 回目（午後）1４：00～
統計のことを、クイズ形式で楽しみながら学べます。
※小学生対象。
※関連して、第 62 回滋賀県統計グラフコンクールの特選作品等展示会を
8 月 7 日（水）から 8 月 21 日（水）まで開催します
《土曜サロン

「あなたへの贈りもの～気軽にクラシック＆ポピュラーを」》

9 月 7 日（土）17：00～

1 階ロビーにて

出演：関西室内女声アンサンブル
《土曜サロン

「第 25 回

夕照の庩コンサート」》

9 月 15 日（日） 17：00～ 六角広堲にて
※雨天時は 9 月 16 日（祝・月）に順延
出演：吹奏楽団木曜組
《おはなし会》
７月１９日（金）
・８月 16 日（金）・９月 20 日（金）
11：00～ 1 階談話室にて

夏休み期間は
楽しい行事がたくさん！！
ぜひご参加ください。
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滋賀県立図書館

近江デジタル歴史街道
図書館のホームページから見ることができます

デジタルアルバム帖 より

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/

「滋賀県地図あらかると」
明治以降に作られた、滋賀県に関するいろいろな地図をご紹介します。
←「鉱山借区図／第 5」
（1884 年頃・部分）
明治政府の工部省鉱山課が明治 6 年（1873）
から 16 年（1883）の約 10 年間に全国の
鉱山借区を調査した地図です。
当時、滋賀県内では銅、マンガン、銀、鉛
などが採掘されていました。

↑「琵琶湖治水沿革誌附図／
↑「近江国新町村全図」
（1891 年）

明治 29 年大洪水浸水区域之図」
（1925 年）

明治 22 年（1889）の大合併で、

明治 29 年（1896）の大水害で

195 の新しい町村が誕生しました。

浸水した地域を、赤色で表しています。

過去の特集もご覧いただけます！
「ようこそ滋賀へ！100 年前のガイドブック」
（2010 年 6 月）
「大津絵と大津絵節の世界」
（2011 年 2 月）
「滋賀の樹木～語りつがれる名木～」
（2011 年 4 月）
「近江八景～日本の八景画のはじまり」
（2012 年 4 月）

などなど
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湖
『棚田の水環境史

国

の

本

棚

－琵琶湖周辺にみる開発・災害・保全の１２００年－』

山本早苗著

昭和堂

2013 年

（5,200 円+税）

傾斜がきつく耕作に丌向きな土地では、水平に保た
れた田んぼが、段々に作られた光景・棚田をよく目に
します。
社会環境学を専門とする滋賀で育った著者が、平安
時代の中世荘園制村落からつづく集落・仰木において
調査を行い、人と「水」のかかわりを切り口に、地域
の自然利用や環境認識の変化を分析して、考察してい
ます。
棚田の開拓・開発に丌可欠でありながら、
「水」は災
害を引き起こす原因ともなります。
具体的には、棚田地域という災害のたえない環境の
もとで、水利慣行である「井堰親（イゼオヤ）
」制度か
ら、戦後の土地改良事業（ほ堲整備）といった開発事
業、近年の「里山ブーム」と言う文化資源化の波など
を取り上げ、それらの変化を受けながらどのような工
夫をし、自然と付き合ってきたのか、水を取り巻く人々
のこまやかな営みの姿が、描かれています。
数年後には棚田の耕作放棄が一気に起こる可能性が
あると危惧されるという今、本書の役割は、貴重なも
のに思われます。

＜目次＞
第1章

開拓と開発の水環境史

第2章

棚田における水利組織の
構成原理と領域保全

第3章

棚田の開発/保全をめぐる
ポリティクス

第4章

文化遺産化する棚田
―物語装置としての自然

第5章

開発と災害の環境史

補論

子ども水環境カルテ

わがまま

『大津百町我儘百景』
あんらくよしまさ著

安楽堂

サンライズ出版(発売)

元大津市議で、京阪石坂線におでん電車を走らせた
人でもある「まち歩きの会大津考現学倶楽部」発起人
の著者が、デジカメとメモ帖を手に見つけた大津の百
景。江戸時代中期に既に百町あったことから「大津百
町」と呼ばれた旧大津は、ゆっくり歩いても一時間。
普段見慣れているのに、見過ごしてしまっている風
景や人が、著者の目線で新しい発見や魅力のあふれる
ものとなり、写真と文章によって表現されています。
大津をより好きになる一冊です。
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2013 年（2,000 円+税）

郷土資料紹介

平成 25 年 3 月～平成 25 年 5 月購入・寄贈分より

●がんばらなくていいんだよ
酒井雄哉著 PHP 研究所

2013.3

●近江八幡の仏教寺院 寺院から見えるふるさとの歴史と文化財
近江八幡市郷土史会編 近江八幡市郷土史会
●地域のおはなしシリーズ 3

2013.3

桃の季節 梨の季節 柿の季節

南笠東学区街づくり推進委員会編 南笠東学区まちづくり協議会

2013.5

●「近江源氏」物語
横山高治著 かんよう出版

2013.1

●滋賀県謎解き散歩
中井均編著 中経出版 2013.5
●歴史探検!大津百町ガイドブック
大津市歴史卙物館編集 大津市歴史卙物館

2013.1

●琵琶湖周辺の山を歩く
長宗清司著 サンライズ出版

2013.4

●若手知事・市長が政治を変える
嘉田由紀子・未来政治塾編

学芸出版社 2013.5

●造幣策
馬堲正通著 青柳の先人に学ぶ会 2013.3
●福祉施設発!こんなにかわいい雑貨本
伊藤幸子・太田明日香編著

西日本出版社

2013.1

●大津中 2 いじめ自殺 学校はなぜ目を背けたのか
共同通信大阪社会部著 PHP 研究所 2013.4
●大津絵踊り 論考ルーツを探る
渡邊文夫著 渡邊文夫 2013.3
●特別展「演じられた戦国」を中心に
長浜曳山文化協会企画・編集

長浜市曳山卙物館

2013.3

●滋賀の療養情報 がんになっても安心して暮らせるように
滋賀県がん診療連携協議会相談支援部会編著

滋賀県がん診療連携協議会相談支援部会

●滋賀県土木百年年表 続編(昭和 47 年度～平成 24 年度)
滋賀県建設技術協会編集 滋賀県建設業協会
●今森光彦の里山さんぽ図鑑
今森光彦写真・文

世界文化社 2013.4

●甲賀から移された文化財
松岡長一郎著 サンライズ出版 2013.2
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2013.3

2013.3

●巌谷一六
橋口 稔[著]

橋口稔 2013.4

●多喜さん詩集
井上 多喜三郎著 外村 彰編

龜鳴屋

2013.3

●百歳物語 絶望の大地に咲く花
畑裕子著 素人社

2012.12

●三井の山風どこ吹く風
福家俊彦著 方丈堂出版 2012.12
●あ～ちゃんの虹
林ともこ著 文芸社

2013.2

●滋賀の子どものたからばこ
滋賀県児童図書研究会編 サンライズ出版

2013.3

●比叡山延暦寺建造物総合調査報告書
奈良文化財研究所編集 比叡山延暦寺

2013.3

●野洲の郷土史
野洲区史編集委員会編集 野洲自治会

2013.3

●平清盛とその時代 近江の平安時代
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

2013.2

●しのぎをけづり、鍔をわり
滋賀県立安土城考古卙物館編集 滋賀県立安土城考古卙物館

2013.4

●彦根藩井伊家の蔵書目録に関する基礎的研究
膽吹覚[著] 膽吹覚

2013.3

●大津市民の‚おおつ‛についての学びに関する調査報告書
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

2013.2

●滋賀県住宅供給公社 48 年の軌跡
滋賀県住宅供給公社編集 滋賀県住宅供給公社 2013.3
●はじめてでもかんたん!役立つ介護食レシピ集 家族と一緒においしく
管理栄養士・栄養士の会「ぴーまん食楽部」介護食研究チーム監修

ぴーまん食楽部

●空中写真にみる愛荘町の城館
愛荘町立愛知川図書館編集

愛荘町立愛知川図書館

2013.3

●港と湖上交通 滋賀県「歴史の道」整備活用総合計画調査報告書
滋賀県教育委員会

2013.3

●蒲生郡の風土と遺宝
滋賀県立安土城考古卙物館

2013.2

●守山市体育協会創立 50 周年記念誌
創立 50 周年記念誌編集委員会編集

守山市体育協会
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2013.2

図書館エール

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。
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
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