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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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祝
滋賀県には琵琶湖、中国湖单省には洞庭湖（どうていこ）と、それぞれ大き
な湖があります。私たちに身近な「近江八景」は、中国の洞庭湖周辺の画題で
ある「瀟湘八景（しょうしょう はっけい）」になぞらえたものといわれていま
す。そんなつながりの深い滋賀県と中国湖单省は、今から 30 年前の 1983 年
3 月 25 日、ミシガン船上で友好県省協定に調印。図書館による読書を通じた
交流もこのとき始まりました。今号は、当館と中国湖单図書館が行ってきた、
30 年間の交流の歩みを紹介します。
資料の交換の始まりと、友好文庫の設置
1983 年当時、中国湖单図書館では新館を建設中でした。そこに、友好県省
協定の締結を記念して、滋賀県から日本語図書を送ることになりました。滋賀
県から 2000 年までに約 11,000 冊と全集・叢書等 45 セットの本が送られた
ほか、県の取り組みを応援する形で、県民による「湖单省に本をおくる運動」
も行われ、1984 年には 15,000 冊もの本が湖单図書館に送られました。これ
らの本は、1984 年 10 月、湖单図書館新館にオープンした「滋賀県友好文庫」
に収められました。
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湖单図書館からも、中国語図書が送られてきました。その数は、1983 年か
ら 2000 年までに約 3,600 冊です。1984 年 1 月、参考資料室に設置された
「湖单省友好文庫」にその一部を開架しています。
（左）参考資料室に設けられた、湖单
省友好文庫

（下）2 階の湖单省交換雑誌のコーナ
ー

1984 年から、両館の間で雑誌の交換も始まり
ました。これは、両国の代表的な雑誌 61 タイト
ルをそれぞれ送るもので、現在まで 30 年間続い
ています。学術雑誌から趣味や娯楽の雑誌まで、
幅広いジャンルをカバーしています。毎年互いに
700～800 冊ほどを送っており、膨大な量です。当館では、新しいものは外国
語雑誌のコーナーに配架し、過去に送られたものは地下書庫に保管しています。
交流 20 周年を迎えた 2003 年には、「友好 20 周年記念資料展」を開催。そ
れまでに送られた中国語雑誌をずらりと並べて、中国の生活文化や出版事情の
変化をたどりました。
職員の交流
1984 年 1 月には湖单図書館から研修生 2 名が、図書
館づくりについて学ぶため来館しました。帰国後は、湖单
図書館新館がオープンしたときに、滋賀県友好文庫の専門
職員として配属されるなど、活躍しました。同年 12 月、
職員 2 名も、湖单図書館の新館を訪れています。
2004 年１２月には、湖单図書館百周年記念式典に館長
ほか 1 名が出席。2006 年８月には湖单図書館長が来日し、
図書館を視察しています。2007 年 9 月から 11 月には、湖单図書館から二回
目の研修生が来館しました。貸出カウンターで皆さんをお出迎えするかわいい
パンダのぬいぐるみは、このとき研修生のお二人から贈られたものです。
両館は、これからも資料の交換や職員の交流を続けていきます。
皆さんもぜひ、読書を通じて湖单省や中国について理解を深めてください。
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今月の book★まーく

《図書館利用に障害がある方のために》
県立図書館では、誮もが利用できる図書館にするため、資料や設備の整備を
すすめています。このたび、図書館利用に障害がある方のために、役立つ情報
を集めた専用ページを開設しました。どうぞご利用ください。
（http://www.shiga-pref-library.jp/s_service/index.html）

入り口は？
図書館ホームページのトップ左側にある、
「図書館利用に障害のある方へ」という
アイコンをクリックしてください。

内容は？
①来館された方へのサービス
・・・対面朗読、拡大読書器、
館内設備、アクセスなどのご案内

音声読み上げにも
対応しています！

②来館が困難な方へのサービス
・・・郵送貸出のご案内
③資料のご案内
・・・録音資料（CD、カセット、
DAISY（デイジー）録音図書）、
大活字本、点字資料の目録があります
④蔵書検索や、資料の予約、
県内公共図書館の一覧など
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夏休み、図書館ではさまざまな行事を行いました。

☆６月末～9 月の図書館行事報告☆

［土曜サロン］
琵琶湖ともっと仲良くなろう！
6 月 29 日（土）
７月１日の「びわ湖の日」に先駆けて、
琵琶湖にまつわる環境保全活動の歴史や
実態を滋賀県環境政策誯の職員が解説し
ました。

省エネ出前講座
第１回「この夏かしこく節電。そのコツをお教えします」7 月 6 日（土）
第２回「省エネってなあに？？」8 月 3 日（土）

身近な電化製品の消費電力を測ったり、手回
し発電機でＬＥＤ電球と豆電球を点灯させて
消費電力の違いを体感するなど、日常生活の
中でできる省エネのコツを学びました。

文化ゾーン子ども探検隊 ７月 26 日（金）
小学校 3 年から 6 年生までの県内各地の子
どもたち 70 人が、日ごろは入ることのでき
ない 100 万冊収容の地下書庫を探検。もらっ
た指令書を手がかりに本の森から 1 冊の本を
見事に探し出し、子どもたちに笑顔が広がり
ました。
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夏休み昆虫相談会

７月 27 日（土）

めずらしい昆虫の標本が展示された談話室
で、昆虫相談会や昆虫の標本作りが行われ、
親子連れを中心に約２００人の参加がありま
した。

しが統計キッズクイズ

８月 21 日（水）

滋賀県統計誯による講座に、子どもと
保護者合わせて６０人の参加がありまし
た。身近な題材を使って、統計について
楽しく学ぶことができました。

関西室内女声アンサンブル コンサート
「あなたへの贈りもの」９月 7 日（土）
夢、希望、絆をテーマとした曲目が
美しい声で奏でられ、図書館があたた
かい歌声に包まれました。

せきしょう

夕 照 の庭コンサート

９月 16 日（月）

今年で２５回目を迎えた吹奏楽団木曜組
による「夕照の庭コンサート」
。台風一過の
涼しい風のなかで、「森の恩み（めぐみ）」
をテーマに４部構成された吹奏楽を楽しん
でいただきました。

5

［展示］
「劇場へ行こう！演劇の魅力 おはなしの楽しみ」
７月 18 日（木）～9 月 1 日（日）
びわ湖ホールでこの夏に開催された
「なつフェスタ」と連携して、出演者の著作、
公演内容にまつわる本、舞台芸術や劇場文化
についての本をはばひろく紹介しました。

「同和問題啓発資料展」9 月 4 日（水）～29 日（日）
身近にある同和問題を考え直し、具体的な行動につなげていくきっかけとしてい
ただくため、
「同和問題啓発資料展」を開催しました。
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☆10 月～12 月の行事予定☆

参加無料です！

土曜サロン 「セネガルで感じた大切なこと

10 月 5 日（土）

10 月 25 日（金）

～青年海外協力隊の現場から
＆アフリカの布を使ってしおりを作ろう！」
10 月のおはなし会

１０月２６日（土）

土曜サロン 省エネ出前講座

お知らせ

10/15（火）～10/22（火）は特別整理期間のため休館します。
「みんなの食べるもの～地球にやさしい食生活を～」
参加受付：１０月５日（土）から１８日（金）までに
電話または図書館総務誯窓口へ

2013
第６7 回 文化の日書庫探検
読書週間
11
月 3 日（土・祝）
10 月 27 日（日）～11 月

11:00～と 14:00～の 2 回開催
9 日（土）
当日先着各 30 名
各回 30 分前から受付開始

１１月のおはなし会

11 月 15 日（金）

土曜サロンコンサート
古典の日
です

11
月 16 日（土）
１１月１日（金）は

「デュオ・インティモ・プラス コンサート」
（ピアノ・フルート・ファゴットによるコンサート）
11 月 30 日（土）

人権問題啓発資料展

～12 月 23 日（月）
12 月 7 日（土）

土曜サロンコンサート「クリスマス・オラトリオ」
（メサイア合唱団によるコンサート）

12 月 20 日（金）

１2 月のおはなし会

お知らせ
１０月１５日（火）～１０月２２日（火）は特別整理期間のため休館します。

２０１３ 第６７回 読書週間
１０月２７日（日）～１１月９日（土）

１１月１日（金）は古典の日です。
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デジタルアルバム帖 特集「近江の人々

懐かしの姿」

８月から HP で公開中！

（「近江粟津之晴嵐」県立図書館所蔵

昭和期の絵葉書より）

いつの時代も多くの人や物が往き来していた近江の道には、人々の生き生き
とした姿がありました。
今回の近江デジタル歴史街道・デジタルアルバム帖では、県立図書館が所蔵
する江戸時代から昭和時代までの古写真や絵葉書等の資料に見られる人々の姿
を追ってみました。働く人々の姿から始まり、道行く人々の姿、子どもたちの
姿の順に紹介しています。

『湖国の祈りとそのかたち』
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編
サンライズ出版 2013 年(1,200 円＋税）
本書は 800 件以上にのぼる滋賀の国宝・重要文化財等のなかから「祈り」にまつわ
る 62 点をとりあげ、そこにこめられた思いを解説したものです。１章「祈りの空間」
は寺社等の建造物、第 2 章「かみほとけのかたち」は仏像・神像、第３章「祈りの造
形」は写経・画・工芸品等、第４章「祈りの所作」は伝統行事、第５章「祈り捧げられ
しところ」は遺跡等を紹介しています。本書に収められた県内各地の神社仏閣、祭り、
遺跡等には、あるものには病気平癒の願いが、またあるものには水乞いなどの切実な祈
りがこめられていることが伝わってきます。各遺跡へのアクセス方法も簡潔にしるされ、
滋賀の祈りのかたちにふれることのできる格好の入門書となっています。
8

郷土資料紹介

平成 25 年 6 月～平成 25 年 8 月購入・寄贈分より

●西田天香の世界 4
西田天香著 一燈園生活研究所 2013.4
●花木の象 国宝都久夫須麻神社
須賀みほ編著 小塚直斗画像 中央公論美術出版 2013.2
●あなたには幸せになる力がある
酒井雄哉著 PHP 研究所

2013.5

●浄巌院の寺宝
金勝山浄巌院編刊

2013.6

●菩提寺の昔ばなし じいちゃん・ばあちゃんにきく
儀平塾編刊

2013 年

●ふるさと竜田
竜田史編纂委員会編集 滋賀県東近江市五個荘竜田町自治会

2013.4

●大和黎明
平田修吾著 平田修吾 2013.5
●新収蔵記念彦根藩筆頭家老・木俣清左衛門家資料
彦根城博物館編刊

2013.6

●しがひとめぐり 湖国の今を生きる人々に出会う旅。
びわこビジターズビューロー

2013 年

●いのちにこだわる政治をしよう!
嘉田由紀子著 風媒社 2013.7
●武村正義の知事力
武村正義[述]

関根英爾著

サンライズ出版 2013.7

●地域プロデューサーの時代 おうみ未来塾がめざしてきたもの
北村裕明[述] 淡海文化振興財団 2013.3
●滋賀の生協運動四半世紀の実態史
谷村巌著 谷村巌

2013.4

●スポーツの力 びわこ成蹊スポーツ大学開学 10 年
びわこ成蹊スポーツ大学 2013.3
●滋賀県の民俗 滋賀県民俗行事まるごと調査報告書
[滋賀県教育委員会事務局]文化財保護誯編集 滋賀県教育委員会

2013.3

●滋賀県平和祈念館活用の手引き・実践事例集 今後の学校活用にむけて
滋賀県平和祈念館『活用の手引き』作成委員会編集
●愛荘町の植物
村長昭義著 愛荘町

2013.3
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滋賀県平和祈念館 2013.3

●「アカトンボ」調査結果報告書
[大津市環境部環境政策誯][編] 大津市

2013.3

●米原市東草野の山村景観保存活用事業報告書
米原市東草野の文化的景観保存計画策定委員会編集

米原市

2013.3

●直売所レストラン成功のレシピ 地域の食卓おうみんち
農文協プロダクション編 農山漁村文化協会

2013.5

●滋賀県獣医師会の歩み
滋賀県獣医師会記念誌発刊実行委員会編集

滋賀県獣医師会

2013.3

●華麗なる漁と美味なる食 魚・人・琵琶湖の過去・現在・未来
滋賀県立安土城考古博物館編刊

2013.7

●社会人として大切なことはすべてリッツ・カールトンで学んだ
清水健一郎著 彩図社 2013.6
●東海道土山宿関係文書
甲賀市教育委員会編刊 2013.3
●芸術村作品集
芸術村 in 余呉実行委員会編刊

2013.3

●リサイクル・ペーパー・アート入門 以塵為麗の世界への誘い
山仲良隆著 ジェイソン・ペルリン英訳 BAC 研究所 2013.7
●わたしの打った能面展図録集 第 16 回
わたしの打った能面展開催実行委員会編刊

2013.6

●よつぎのお話 創作紙芝居
世継まちづくり委員会編刊

2013.3

●閑田盧の詠華
山本稔編著 近江八幡市立図書館 2013.3
●電車と青春 2013 21 文字のメッセージ
石坂線 21 駅の顔づくりグループ編刊

2013.3

●れんこんの穴
遠山利子著

ながらみ書房

2013.4

●チベットの鈴 皇邦子歌集
皇邦子著 青磁社 2013.5
●明智光秀と斎藤利三
山元泰生著 学陽書房 2013.7
●燃えろ青年剣士、最上基晴
下村芳甴著 文芸社 2013.4
●聞きたい思い溢れて
橋本美代子著 文芸社 2013.6
10

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多くの方々が被災
され、震災後 2 年半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
大津市瀬田单大萱町１７４０－１ 滋賀県立図書館 調査協力誯
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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