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滋賀県には日本一大きな湖・琵琶湖があります。琵琶湖をはじめ、 

湖や河川など〝淡水〟に関する資料をさまざまな分野から集めて

います。湖沼学や水生生物、河川工学やダム、水をとりまく環境や

農業水利、水産といった専門的な資料から、温泉やメダカの飼い方、

釣りといった身近な生活に関連した資料もあります。 

およそ２８，３００冊の資料を所蔵し、そのうち１５,０００冊が参考資料室「水資料コ

ーナー」の書棚に並んでいます。 

水の災害に関する本 

非売品で入手が難しい全国各地の災害記録といった資料も、 

情報を収集して、迅速に入手しています。これからの防災や 

減災に活かしていける資料です。 

・『２０１１年紀伊半島大水害』 

  国土交通省近畿地方整備局編刊 2013 年 2 月    

・『水害統計 昭和３６年～平成２３年版［修正版］』 

国土交通省水管理・国土保全局編刊 1962 年～2014 年 

・『明治４３年水害調査報告書』 

日本河川開発調査会編 草加市刊 1988 年 

第２０３号 

 ｗｅｂ版 図書館 しが 

平成 26 年(2014 年)４月 編集・発行：滋賀県立図書館 
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           滋賀の歴史や文化、産業・芸術・文学に関する資料をできるだ

け広く、多く集めています。 

市町村史や埋蔵文化財の報告書は、特に力を入れて集めています。 

滋賀県ゆかりの人物に関する資料、滋賀県が舞台になった文芸書や、県内の文化施設・大

学の紀要・報告書のほか、県内で発行されている雑誌も収集しています。 

                               

                                   

                              

 

 

 

 

 

 

参考資料室の職員が、調べ物のコツを紹介している 

「ナマズの知恵袋」 毎号違ったテーマで発行しています。 

・滋賀県で起こった災害や県の取り組みについて知りたい… 

というときはナマズの知恵袋 29 号「東日本大震災をうけて…」 

・〝朝鮮人街道〟と滋賀県の国際交流について書かれた資料は？… 

ナマズの知恵袋３５号「調べよう！国際交流と滋賀県」 

・図書館にはどんな地図がありますか？… 

ナマズの知恵袋３６号「県立図書館で調べることができる !! 主要な地図の紹介」 

 ・滋賀県の鉄道の歴史について知りたいのですが… 

それならナマズの知恵袋３８号「机上で楽しむ鉄道旅行」 

 

●行政資料                  

滋賀県や県内の市町が発行した行政資料や統計書、研究 

機関の報告書を集めています。滋賀県議会の会議録もあり 

ます。 

 

●古絵図・古文書など 

 古絵図や古文書などの資料は、貴重書庫で大切に保管し 

ています。原本がご覧いただけない資料は、写真版など複 

製したものを閲覧していただけます。 

閲覧には申込みが必要です。参考資料室カウンターでお 

申し出ください。 

なお、古絵図などはホームページの「近江デジタル歴史 

街道」から自由にご覧いただけます。 

                    

近江国絵図 天保（1837 年）→      

 

滋賀資料     
 

ナマズの知恵袋にも 

滋賀を調べるヒントが 
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作品に、  

で出会えます!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
 

        

   
談話室 

  

     

           

 
     

談話室入口はこちら 

●1 階「新聞・雑誌コーナー」横の談話室でご覧になれます。（※平成 26 年 3 月現在） 

 

滋賀県では、「アール・ブリュット」をより身近に感じられるよう、複数の県立施設で作

品を常設展示する全国初の試み、「ふらっと美の間」を展開しており、県立図書館でも展示

しています。 

 1 階談話室に展示しているのをご存じでしたか。滋賀県の作家および国内外の展覧会に出

品された作家の作品を中心に、随時作品の入れ替えも行っています。 

あなたも、気軽に立ち寄ってアール・ブリュットの魅力に触れてみてください。 

 

●アール・ブリュットを見に行こう!  ～他の「ふらっと美の間」施設～ 

文化産業交流会館（米原市）/滋賀県立大学（彦根市）/琵琶湖博物館（草津市）/ピアザ淡海・滋賀県公館・

滋賀県庁本館・びわ湖ホール・道の駅びわ湖大橋米プラザ（以上大津市）/びわ湖こどもの国（高島市） 

 

 

 

パンフレット・関連イベントチラシなど 

 

 

 

 

 

 アール・ブリュットとは、「加工

されていない生（き）のままの芸術」

という意味のフランス語です。従来

の美術や教育の流れからはみ出し、

個人的かつ独創的な方法でつくら

れた絵画や造形のことをいい、その

多くが障害のある人や高齢の人た

ちによって作られています。 

近年、多くの展覧会が開かれるよ

うになるなど、注目されています。 

 

 

 

 

今月の book★まーく 
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☆１月～3 月の図書館行事報告☆ 

［土曜サロン] 

■1月11日（土） 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」 

協力:滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 

今回の講座では、身近な牛乳パックを使って、親子

で一緒におもちゃ作りをしました。 

また、牛乳パックの再利用をとおして、リサイクル

の仕組みについて楽しく学びました。[参加者 26 名] 

    

■1月 18日（土）2月 8日（土） 電子図書体験会 タブレット端末で電子図書を体験しよう! 

 

現在、図書館が取り組んでいる実証実験に関連し

て「体験会」を開催しました。当日は、タブレッ

ト端末を使って本の貸出しや読書を体験しました。

端末画面の「貸出」ボタンを押すだけで貸出しが

完了し、すぐに読み始められるため、参加者から

は「使いやすい」と評判でした。 

また、字の大きさを変えたり、メモをつけたり 

と自由気ままに体験を楽しんでもらいました。 

体験後のアンケートのご協力ありがとうございました。[参加者延べ 5９名] 

 

 

 

 

■1月 25日（土） 新春ライブラリーコンサート  

～ブラックフェイスによる 70年代フォークソング～ 

  今年は、1970 年代のフォークソングでスタートしたラ

イブラリーコンサート。お集まりいただいた会場の

皆さんの中には、次々と演奏される歌と共に若い

日々を過ごした世代の方々も多かったようです。 

エンディングでは、「ブラックフェイス」のアコ

ースティックギターの演奏にあわせて、会場の皆さ

んと一緒に歌い、ステージが締めくくられました。 

[参加者 77 名] 
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■3月 1日(土) 土曜サロン講演会「ビワマスの魅力と謎」 

 

ビワマスは琵琶湖に生息するサケ科の魚で、美味しいこ 

とで知られ古代から漁獲され食べられてきました。その華麗

な姿から「琵琶湖の宝石」とも呼ばれているビワマスの魅力

と謎について、琵琶湖博物館上席総括学芸員藤岡康弘さんか

らお話をいただきました。みなさん熱心に聞き入っていまし

た。[参加者２２名] 

 

■3月 15日（土） 「ブーケ・デ・ノート」 春のライブラリーコンサート 

 

「音符の花束」を意味するブーケ・デ・ノートと

いう名の木管アンサンブルによるコンサート。よう

やく春めきはじめた夕暮れ時の図書館ロビーは、や

わらかく暖かい木管の音色を楽しみたい多くの参

加者であふれました。美しいメロディーの数々に春

の雰囲気を楽しんでいただきました。 

[参加者 92 名] 

 

［資料展］ 

■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》 

滋賀県は去年の夏、「ごみのない美しく住み

よいまちづくり」、「ポイ捨てごみのない湖国」

を目指して、ポイ捨て防止、ごみ減量化、リ

サイクルや環境美化に関する啓発と意識の高

揚を図るために県下の小中学生から標語・ポ

スターを募集しました。 

図書館では、展示会場として同入賞作品等

を展示し、ごみ問題について一人ひとりが日

常生活を見直し考え、行動していくきっかけ

としていただきました。 

 

■2月 22日（土）～３月２日（日）琵琶湖博物館から移動博物館がやってきました！ 

今回、図書館にやってきた展示物は、来館者がただ見るだけでなく、

実際にダルマガエル（模型）などの鳴き声を聞いたり、触って体験す

ることで、興味を引き出しやすくするように工夫されていました。こ

の移動博物館をきっかけとして、多くの方に琵琶湖に生息する生き物

や滋賀県のことをより深く知っていただけたのではないでしょうか。 
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お知らせ 
 

 

活字による読書が困難な方へ 

４月、「サピエ」に加入します!! 
 

「サピエ」とは、視覚障害者や視覚による表現

の認識に障害のある人たちに点字図書やデイジ

ー図書（カセットテープに代わるデジタル録音図

書）をはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報などさまざまな情報を提供するインター

ネット上の図書館です。 

県立図書館では、この情報総合ネットワーク「サピエ」に加入し、そのなかのデータベ

ース「サピエ図書館」を利用して、所蔵していない点字図書やデイジー図書も利用できる

環境を整備します。 

県立図書館が所蔵しているデイジー図書 326 点に加え、全国の図書館が所蔵している

約 60 万点を借りたり、データをダウンロードして利用できるようになります。 

利用方法など詳しくは、図書館カウンターでお尋ねいただくか、サービス課障害者サー

ビス担当（０77-548-9691）までお問合わせください。 

 

 

催し物チェック！ 
☆4月～6月の行事予定☆ 参加無料です！ 

■4 月１８日（金） ４月のおはなし会               

 

 ※４月２３日（水）～５月１２日（月）子どもの読書週間です  

「いつもいっしょ、本といっしょ。」 

 

■4 月 2６日（土）  土曜サロン「ぷらっとカフェ花コンサート」 

■４月 19 日（土）～５月１１日（日）本がいっぱい楽しさいっぱい展（児童室） 

■5 月 ４日（日）  みどりの日 図書館書庫探検隊 

■5 月 16 日（金） ５月のおはなし会 

■6 月２０日（金） ６月のおはなし会 

■6 月の土曜サロンは未定です。(詳細が決まり次第お知らせします。) 
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「長浜案内」大正 6年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

『古民家は語る』 受け継がれてきた暮らし   

吉見靜子著  新評論 ２０１３年（2，5００円＋税） 

 

農家が主体となる滋賀県の民家は、地理的および気候的な

条件の違いにより、各地域に特徴的な民家が分布するとされ

ます。湖北・湖東・湖南・湖西の地域ごとと宿場町に章を分

けて、写真や間取り図を交えながら、それぞれの特徴を詳し

く説明しています。 

また民家の形式と構造を明らかにするだけでなく、聞き取

り調査により、そこに住み続ける人々の思いや伝統的な古民 

家に宿る生活文化について、語られています。 

調査した民家周辺の環境や光景の描写も豊富な本書を手に、滋賀の古民家を巡る旅に出

掛けてみてはいかがでしょうか。 

 

湖 国 の 本 棚 

曳山のまち長浜を訪ねて 
滋賀県の北東部に位置する長浜は、中世には港町として栄え、

市（いち）も盛大に行われました。その後、戦国時代から江

戸時代にかけては、浅井長政、羽柴（豊臣）秀吉など多くの

大名が繰り広げるドラマの舞台となりました。また、日本三

大山車（だし）の一つである長浜八幡宮の曳山祭を誇る町で

もあります。 

 2014 年 3 月、文化庁は長浜曳山祭を含む国指定重要無形

民俗文化財の山・鉾・屋台行事（32件）をユネスコ無形文化

遺産の候補に提案することを決定しました。 

今回の特集では、曳山祭 

を中心に長浜に関する資料 

をご紹介します。 

「長浜まつり／新版」戦前期絵葉書 

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/ 

http://www.amazon.co.jp/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=%E5%90%89%E8%A6%8B%E9%9D%9C%E5%AD%90&search-alias=books-jp&sort=relevancerank
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郷土資料紹介  平成 25 年 12 月～平成 26 年 2 月購入・寄贈分より 

 

●今、滋賀の図書館を考える    

くさつ図書館友の会準備会編刊 2011.4 

●文化財調査の舞台裏 

滋賀県立安土城考古博物館編集 滋賀県ミュージアム活性化推進委員会 2013.11 

●ふる里・田上再発見 3 号 

ふる里・田上を考える会編刊 2013.11 

●冨田今昔物語 近江湖北の一農村江州浅井郡冨田村の記録 

川崎太源著 川崎太源 2013.11 

●内湖とその暮らし 

滋賀県文化財保護協会編刊  2014.2 

●近江三都物語 大津宮・紫香楽宮・保良宮    

滋賀県立安土城考古博物館編刊 2014.2 

●井伊直弼・伊達宗紀密談始末   

藤田正編集・校注  宇和島伊達文化保存会監修 創泉堂出版 2011.8 

●侍中由緒帳 14  

彦根城博物館編刊 2013.3 

●マンガ彦根の歴史 日本語版 

京都精華大学事業推進室編集 彦根市教育委員会 2013.12 

●信長年代記 

増原驍著 叢文社 2012.12 

●近江学 第 6 号 文化誌近江学 

成安造形大学附属近江学研究所 2014.1 

●あんようじのいろいろ vol.1 

安養寺景観まちづくり協議会 2013 年 

●関西広域連合議会議会便覧 平成 25 年度 関西広域連合議会事務局  2013.11 

●DISTORTION 

笠谷圭見,ロブ・ワルバース著 やまなみ工房 2014.2 

●高齢者を生かす公民館づくり 生涯学習フォーラム 

滋賀大学社会連携研究センター編刊 2014.1 

●彦根高商の日々  

滋賀大学経済学部附属史料館編刊 [2013 年] 

●わが青春の彦根 

滋賀大学経済学部創立 90 周年記念エッセイ集編集委員会編集 

滋賀大学経済学部陸水会 2013.11 

●勧請縄 個性豊かな村境の魔よけ   

西村泰郎写真・文 サンライズ出版 2013.12 

●滋賀の伝説と民話 

渡辺守順著 近江文化会 2014.3 

●酒薫旅情 琵琶湖が誘う酒と肴の俳諧民俗誌 
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篠原徹著 社会評論社 2014.1 

●BYQ 水環境レポート 第 20 巻(平成 24 年度) 

琵琶湖・淀川水質保全機構編刊 2014.2 

●古民家は語る 受け継がれてきた暮らし 

吉見靜子著 新評論 2013.12 

●滋賀で!新築&リフォームの本 2014 

滋賀リビング新聞社編刊 2013.11 

●河原町・芹町 

 滋賀県立大学,彦根市教育委員会編集 彦根市教育委員会 2011.3 

●ヤンマー100 年史 1912-2012 

ヤンマー株式会社総務部 100 周年記念事業推進室編集 

ヤンマー株式会社 2013.12 

●近江甲賀の前挽鋸と木挽の仕事解説シート 木に育まれた匠の技   

甲賀伝統文化活性化実行委員会編刊 2013.10 

●滋賀の食事文化(年報) 第 22 号 

江頭賀巳[ほか]編集 滋賀の食事文化研究会 2013.12 

●滋賀・湖西のおいしい!MAP BOOK vol.2 近江舞子～近江塩津 

てらいまき,イシヤマアズサ,松本結樹著 成安造形大学 2013.10 

●滋賀県農業共済組合合併のあゆみ 

滋賀県農業共済組合 2013.12 

●40 年のあゆみ 

滋賀県造園協会編刊 [2013 年] 

●ENGLISH GARDEN ROSES ボタニカルアートで楽しむ 150 の薔薇  

須田久仁子著 kuni house 2013.10 

●やきもの たぬきのルーツ図録 

富増 純一著 信楽陶器卸商業協同組合 2013 年 

●まぶしいよ!! パーシャ、ドゥーリーがわたしにくれた日々   

濱本 捷子著 ヤマプラ 2014.1 

●滋賀文学 2013    

滋賀県,滋賀文学会編集 滋賀県 2014.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震等被災者の方々へのサービスについて        

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、3 年

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、県内で今も避難生活を送っておられる方に対して図書の貸出しを行って

います。 

また、被災地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。 
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環境と人にやさしい図書館づくりを目指して 

滋賀県の進める「省エネ・節電対応器具等の滋賀県施設へのモデル導入事業」により、

児童室の照明を省エネ効果の高いＣＣＦＬランプ（次世代蛍光灯）に交換しました。 

消費電力を抑えることで二酸化炭素の排出量も少なくなり、環境にもやさしく、自然光

に近く刺激の少ない発光で、子どもの目にもたいへんやさしい照明になりました。 

 

                 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＣＦＬランプ（冷陰極蛍光灯）の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

※「省エネ・節電対応器具等の滋賀県施設へのモデル導入事業」とは 

滋賀県が実施している事業で、低炭素社会実現のため、省エネルギー・創エネルギー分

野の技術開発や製品普及に向けた取り組みを進め、開発された製品の家庭や事業所へ普及

拡大を図るため、滋賀県の施設を普及広報と効果を検証する場として提供するものです。  

図書館のほかに、滋賀県庁本館、びわ湖ホール、男女共同参画センターにも、この事業

により各種省エネ機器が設置されています。 

児童室の照明を次世代蛍光灯に交換 

 

 


