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 「おはようございます」「返却です」「リクエスト

した本を取りに来ました」「この本、今朝の新聞

に載っていたんやけど」１０時の開館とともに、

大人も子どもも続々と入館。カウンターに

いる司書と来館された方との間で、本と会話が行き

かいます。 

 図書館にあるさまざまな資料と皆さんとをつな

ぐ仕事をしている人を「司書」と呼びます。今回は、県立図書館に勤

務して２年目、玉利祐太司書に図書館の仕事について聞きます。 

 

なぜ司書になろうと思ったのですか？ 

大学生のとき、私は塾の講師としてアルバイトをしていました。

授業の合間の休み時間に生徒と雑談をする機会が多かったのですが、

当時読んでいた本が話題になることがよくありました。本を自分から

勧めてみたり、生徒から教えてもらったり。そうしている内に「本に

関わる仕事がしたい」と考えるようになったのです。 

書店や出版社のように商業的なものとして本を捉えるのではなく、

教育的・文化的に本を扱う点で、私は司書に強く惹かれました。かつ

て私が塾の生徒としたように、本を媒介として人と人を結びつけるこ

とができたら、と考えて、私は司書の道を選びました。 

  

第２０２号 

  ｗｅｂ版 図書館 しが 

平成 26 年(2014 年)１月 編集・発行：滋賀県立図書館 

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。被災者の方々へのサービスはこちら。 
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司書になってみて、利用者の時との印象は変わりましたか？ 

司書として働く以前は、図書館はただ本を借りる場所であるという認識でした。しか

し、借りられた本は当然返却される、ということが頭から抜けていて、司書になって初

めて一日に何千冊もの本を元の書架に戻す作業があるのだと実感しました。 

貸出や返却以外に、購入する本の選定、本棚の整頓や壊れた本の修理など、棚に並ん

だ本には何人もの職員の手がかかっているのだと痛感しました。一方で利用者も、予約

や購入のリクエストによって図書館の蔵書の一端を担っていることにも気づかされま

した。利用者の目線と司書の目線で図書館を見つめたとき、利用者と司書の相互の関係

こそが、図書館の大きな柱になっているのだと感じました。 

 

大学で学んだことを、今の仕事にどう活かしていますか？ 

大学で行われる講義は高校で学んだ内容を深化したものであり、学問の楽しさに触れ

ることができました。そこで私は、自分が面白そうだと感じた講義をできるだけ受講し

て、知識を吸収するきっかけにしていました。専門である法学だけでなく、数学や物理

学、歴史学など、自分の知らないことを知ることが楽しかったです。 

 司書の仕事の中に図書の分類がありますが、本の内容がどの分類に当てはまるのかを

知る前に、その分類の意味を知らなければなりません。多岐にわたる分類の意味を理解

するためにも、様々な学問に触れることができた大学時代は貴重なものだったと思いま

す。 

 

仕事のために日ごろから心がけていることは？ 

メモを取るようにしています。職務に関することだけでなく、本やテレビを見ていて

初めて耳にした言葉や気になるフレーズなど、知らないことをメモに取り、覚えるよう

に心がけています。人名、地名、専門用語など、利用者の質問の内容は多様ですので、

尐なくともその質問がどういったジャンルのものなのか理解できるよう努めています。 

 

 

 

最後に、司書をめざしている人にメッセージを送ってください。 

司書は本を扱う仕事ではありますが、本を通じて必ず利用者がいると

いうことを忘れてはいけません。これから司書を目指す人には、司書と

は本と人とをつなぐ架け橋であることを意識してほしいと思います。 

インターネットや電子図書の普及によって、図書館の在り方も変化し

つつあります。しかし、新しい時代になっても図書館が本と人を結ぶ場

所であることは変わらないと実感しています。変わる部分も変わらない

部分もあわせて、皆さんとこれからの図書館をともに創っていくことを楽しみにしてい

ます。  



3 

 

 

  

 

 

 

看板コーナーに注目！ 
 

「おや？図書館の玄関に、カフェ風の手書きの看板がある！」 

 

一年ほど前から現れたこの看板コーナー、読まれた

ことはありますか？ 

読書のきっかけにしていただければと思い、職員み

んなで知恵を絞って書いています。 

 

例えば、ある月の看板は、こんな内容でした。 

  

今月の book★まーく 

読書のうま味 「よもやまことば」 

【鶏冠木（カエデ）】 

カエデは、にわとりの真っ赤なとさかに似て

いることから、当て字でこのようにも書きま

す。ちなみに、元々の語源は「カエルの手」か

ら。 

文化ゾーンにはイロハモミジやヤマモミジ

があるよ。どこが違うか比べてみよう！ 

あなたの街でもギネスに挑戦！？ 

地域の素材を活かしたいろいろな挑戦が

あるんですね。 

ぜひ地域活性化のご参考に！！ 

 

2階雑誌コーナー 

「地域づくり ２０１３．９月号」 

↑ 雑誌コーナーには、５００タイトルを超

える雑誌が並んでいます。 

「どこから読んだらいいか分からない！」 

そんな方のために、ちょっとおもしろい 

特集を紹介しています。 

↑ よく見かけるカエデですが、こんな漢字

で見ると、どんな意味があるのか、どんな形

だったか詳しく知りたくなりますね。 

話し言葉とは一味違う、書き言葉の世界。 

すてきな「文語」に出会えるのも、読書の楽

しみの一つです。 

これからも工夫して書いていきますので、 

どうぞお楽しみに！ 
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       ☆１０月～１２月の図書館行事報告☆ 

 

［土曜サロン] 

10月 5日（土） 青年海外協力隊講演会 「セネガルで感じた大切なこと」 

          ＆ ワークショップ 「アフリカの布を使ってしおりをつくろう！！」 

 

 講師はアフリカ・セネガルで小学校教諭と 

して活動された森万佐子さん。現地での活動 

をスライドで紹介していただきながら、「心の 

優しさ」について考えました。 

 また講演の後、美しいアフリカの布で「しお 

りづくり」も体験しました。 

 

 

10月 26日（土）  

第３回省エネ出前講座 「みんなの食べるもの～地球にやさしい食生活を～」 

 

 自分の好きな食べものがどこで作られて、ど 

うやって運ばれてくるのか、それにどれくらい 

のエネルギーが使われているのかについてなど、 

ゲームを交えて楽しく学びました。 

 また、エコビンゴゲームでは、景品として子 

どもたちへエコキッズ博士の認定書が贈られま 

した。 

 

 

11月 3日（日） 文化の日地下書庫探検 

 

 日ごろ入ることのできない 100 万冊収容の地下書庨を見学したあと、貴重な江戸時代 

の絵図をご覧いただきました。午前・午後合わせて 64 名の方が参加されました。 
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11月 16日（土） デュオ・インティモ PLUS ～秋の木漏れ日コンサート～ 

 

秋も深まり、図書館のロビーは冷え 

るようになりましたが、約８０名のお 

客さまが演奏を楽しまれました。 

日本の秋の調べやヨーロッパ古典音 

楽の響き・・ピアノと溶け合う木管楽 

器のやさしい音色に、心癒される時間 

を過ごしていただくことができました。 

 

 

12月 7日（土） メサイア合唱団によるクリスマスコンサート 

  

平成 25 年最後の行事は、毎年好評の 

メサイア合唱団クリスマスコンサート。 

見慣れた図書館のロビーと階段が、き 

らびやかなライトと美しい歌声で劇場に 

早変わり・・。 

 約１２０名もの方にご来場いただき、 

「アメイジンググレイス」や「ハッピー 

クリスマス」などの名曲で、一足早くク 

リスマスの雰囲気を楽しんでいただきま 

した。 

 

 

［資料展］ 

12月 4日（水）～12月 23日（月） 人権啓発資料展 

平成 25 年 6 月 28 日、「いじめ防止対策推進法」が公布されました。「第 65 回人権週間」にあ

わせて、図書館の回廊から参考資料室にかけて本やパネル等を展示し、身近なところから人権につ

いて考えるきっかけとしていただきました。 
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お知らせ 
第 2回電子図書実証実験モニターを募集しています 

今年度２回目の電子図書実証実験を行ないます。ご協力よろしくお願いします。 

 実験期間 第一期：1 月５日（日）～1 月３１日（金） 

    第二期：２月１日（土）～２月２８日（金） 

 定員    各期間先着１００名  

インターネットの「しがネット受付サービス」にてお申込受付中 

 応募条件 県立図書館の貸出券と、インターネットに接続できる端末をお持ちの 

中学生以上の方 

  

詳細は図書館ホームページを 

ご覧ください。 

                    

 

タブレット端末で電子図書を体験しよう！ 

 1 月 18 日（土)・2 月８日（土） 談話室にて  

電子図書の操作方法について、実際の画面を見ながらご説明します。  

催し物チェック！ 
☆１月～３月の行事予定☆  参加無料です！ 

１月１１日（土）    土曜サロン 第４回省エネ出前講座 

「みんなで省エネを考えよう！ 

                        ～牛乳パックでエコキューブ作り～」 

１月１７日（金） 1月のおはなし会 

1 月 25 日（土）    土曜サロン「ブラックフェイスコンサート」 

2 月５日（水）～２月１９日（水） ごみ減量化と環境美化に関する標語ポスター展 

2 月２１日（金） ２月のおはなし会 

３月１日（土）     土曜サロン「ビワマスの魅力と謎」 

※2 月 22 日（土）～３月２日（日）の間、琵琶湖博物館から移動博物館がやってきます！ 

３月１４日（金） ３月のおはなし会 

３月１５日（土） 土曜サロン「ブーケ・デ・ノートコンサート」 

110 タイトルの電子図書を 

お試しいただけます。 

使い心地や内容等について、 

アンケートにお答えください。 

http://www.shiga-pref-library.jp/newslink/201401ebooks.html
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『農業を支えた女たち』明るい農村をめざして 

早田リツ子著 かもがわ出版 ２０１3 年 （1，5００円＋税） 

 

 滋賀の農村の女性たちが、いかに日々の生活を改善し、新し

い技術や生活スタイルを受け入れていったか、生活改良普及員を

長年勤めてこられた稲垣さんの活動を通して、いきいきと書き留

められています。 

 その活動は、指導するという立場ではなく、農村の女性たちに

寄り添い、溶け込み、自発的な要請を生む地盤をはぐくむことを

理想とし、「農家の目線で共に考えること」が鉄則でした。 

 そのほかに、助産婦、村長として活躍した、滋賀の女性の生きざまが紹介されています。 

戦後を生きてきた女性たちのしなやかな強さを感じます。 

 

 

湖 国 の 本 棚 

近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より 

図書館のホームページからも見ることができます

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

多賀の社と 

湖東三山 
 

滋賀県写真帖／ 

金剛輪寺本堂 

［大正 4 年］ 

古くから全国的な信仰を集め、「お多賀さん」

の名で親しまれている多賀大社。そして、湖東

地方の古くからの天台宗寺院であり、一般に

「湖東三山」と呼ばれている西明寺・金剛輪

寺・百済寺の古刹など。近江鉄道沿線やその周

辺の古社寺をご紹介します。 

近江鉄道沿線名勝之栞［昭和 3 年］ 

http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/
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郷土資料紹介 平成 25 年 9 月～平成 25 年 11 月購入・寄贈分より 

 

 

●この世に命を授かりもうして 

 酒井雄哉著 幻冬舎ルネッサンス 2013.10 

●金剛輪寺の歴史 

高橋 正隆監修 金剛輪寺 2013.11 

●高宮史あれこれ 西田稔遺稿集 

西田 稔著 西田桂子 2013.8 

●銅鐸 日本最大銅鐸の里帰り 

野洲市歴史民俗博物館編刊 2013.10 

●ラサ憧憬(しょうけい) 青木文教とチベット 

高本康子著 芙蓉書房出版 2013.10 

●美術屋・百兵衛 No.25 岡林信康、ふるさと滋賀を語る 麗人社 2013.4 

●わたしたちの愛荘 

愛荘町郷土読本「わたしたちの愛荘」編さん委員会編集 愛荘町教育委員 2013.10 

●滋賀県議会事務長に任命する  

加藤 誠一著 サンライズ出版 2013.2 

●滋賀県老ク連この 20 年のあゆみ 創立 50 周年記念誌 

滋賀県老人クラブ連合会編刊 2013.3 

●大津市立公民館の事業に関する調査 

滋賀大学社会連携研究センター編刊 2013.9 

●饗庩野 近畿最大の軍事基地 滋賀民報社 2013.10 

●古代湖の探訪と現琵琶湖の再生 

吉川忠司編刊 2013.8 

●生きものがたり 生物多様性湖国から世界から 

滋賀県立琵琶湖博物館 2013 年 

●は・歯・ハの話 医患協同で歯を守ろう 

井田亮著 井田歯科東診療所 2013.11 

●野洲川の歴史と文化  

野洲市歴史民俗博物館編刊 2013.10 

●守山中学校校舎改築基本設計・実施設計委託業務コンペ作品集 

守山市教育委員会事務局教育総務課編集 守山市教育委員会 2013.4 

●天下普請の城彦根城 世界遺産登録へ向けて 

彦根城博物館編刊 2013.10 

●国史跡北近江城館跡群下坂氏館跡丌断光院本堂及び庨裏修理工事報告書 

丌断光院 2010.3 
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●びわこ太陽光発電 持続可能社会への事例提案 

廣部嘉道著 創栄出版 2013.7 

●琵琶湖・滋賀すてきな雑貨屋さん&カフェ かわいいお店めぐり 

アリカ著 メイツ出版 2013.10 

●農業を支えた女たち 明るい農村をめざして 

早田リツ子著 かもがわ出版 2013.10 

●120 周年記念誌 

大滝山林組合編刊 2013.10 

●知ってるかい?大津 京阪石坂物語 

大津青年会議所 2013.10 

●湖国の画家北村富三 

アート・遊 2013.11 

●朱漆「根来」中世に咲いた華 

MIHO MUSEUM 編 河田貞監修 目の眼 2013.9 

●新時代の「やきもの」への挑戦! あれもやきものこれもやきもの 

滋賀県立陶芸の森編刊 2013 年 

●美の造形 描かれた刺繍 

愛荘町立歴史文化博物館編刊 2012.7 

●近江と能 霊場・名所・物語 

彦根城博物館編刊 2013.9 

●〈小波お伽〉の輪郭 

 藤本芳則著 双文社出版 2013.10 

●仏教文学の天台 

渡辺 守順著 近江文化会 2013.12 

●花蘇芳 歌集 

西村 恭子著 丌識書院 2012.11 

●くりかえす 徳永政二フォト句集 3 

徳永政二川柳 藤田めぐみ写真 あざみエージェント 2013.10 

●空に選ばれて 村田好章詩集 

村田 好章著 前川企画 2013.11 

●風の落とし葉 

大野 充彦著 山口書店 2013.11 

●夢のまくら 

岡本光夫著 サンライズ出版 2013.8 
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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 年半以上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。 

 

 

図書館エール 

【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 

 

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html
http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html

