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すべての人に図書館サービスを・・・
～図書館の利用に障害がある方へのサービス～
すべての人に図書館サービスを・・・。この理念のもと
様々な理由で図書館利用が困難な方に向けた取り組みをし
ています。
昭和 56 年の対面朗読から始まった障害者サービスは、
利用者一人ひとりの求めに応じられるように、郵送貸出
サービスの実施、大活字図書、録音資料や点字図書の収集、
読書機器の設置、施設のバリアフリー化を行いました。
来年は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律（略称：障害者差別解消法）が施行される予定で、障害
の有無に関係なく尊重しあえる社会の実現が求められます。
図書館もその一助となれるよう、サービスしてまいります。
館内の案内ポスター

1.図書や雑誌の活字を読むのが困難な方々へのサービス

①大活字図書

文字が大きく読みやすい

文字や行間の大きい図書で、文字の太さや書体も工夫
されており、単行本などが読みにくい方への利用を考え
て作られました。２,700 冊ほど所蔵しています。
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大活字図書

②ＤＡＩＳＹ（デイジー）録音図書

サピエへの加入で、さらに便利に

デイジー録音図書は、印刷物の読みづらい方に適したデジタル録音です。本文と書名、著者名の
ような書誌情報を CD-ROM やデイジーデータに記録しており、点字図書館や一部の公共図書館、
ボランティアなどが作成しています。
図書館は、昨年度からサピエ（全国視覚障害者情報提供施設協会の運営する情報提供ネットワー
ク）に加入し、障害のある方のリクエストにできる限りお答えできるようにしました。県立図書館
に登録している方で、サピエの認定する障害をお持ちの方（視覚障害、内部障害、肢体障害、知的
障害、加齢による視力低下など）は、サピエ図書館のデイジー録音
図書などいろいろ貸出できますので、是非ご利用ください。
※サピエから利用できる資料は、加盟館の点字データの約
１６万タイトル、音声デイジーデータの約５万タイトル、
地域情報のデイジーデータ、点字図書や録音図書 62 万タイトル
デイジー録音図書は、専用プレイヤーかパソコンで無料再生
CD=ROM 版デイジー録音
ソフト「AMIS(アミ)」を使って再生します。聞く人の最も理解
図書
しやすい音調や速度に調整することも可能です。
図書館では、音訳会社のデイジー録音図書や専用プレイヤー
（2 台）を貸出しますので、一般資料室カウンターでご請求ください。
また、再生は、無料再生ソフト「AMIS （アミ）」をお手持ちの
パソコンやタブレット端末にダウンロードして聞くこともできます。
※ダウンロードは次の文字をクリック
デイジー研究センター ダウンロード画面へ
専用プレイヤー

なお、サピエの認定を受けられる方は、個人登録で直接サピエを利用できるようになります。
図書館では代行登録もしていますので、希望される方はご連絡ください。
※サピエの詳細は、右のURLをクリック https://www.sapie.or.jp/

③読書を探しやすく、読みやすく
蔵書目録のリスト

読書困難な方用の目録リスト

図書館の蔵書目録、便利な道具

拡大読書機

大きなキーボードのOPAC

文字を拡大して投影

媒体を選んで、書名や著者名目録

黒反転した表示も可能

図書館ホームページ

参考資料室
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蔵書を検索しやすい
大きなテンキーで入力
参考資料室

④対面朗読

知りたい情報を専門家の声で
対面朗読は、視覚に障害をお持ちの方へのサービス
です。利用者のプライバシーを守るため個室でボラン
ティア朗読者が朗読します。図書館の蔵書の他に、希
望の資料も朗読します。
利用者の方からは、生の声で聴けて、直接質問した
り、聴き直したり、音訳のない資料も読むことができ
ると、好評です。さらに、パソコンの自動音声機能や
拡大読書機と比べて、誤読や棒読みによる聴きづらさ、
紙面の一部しか映らない理解しづらさがないことも、
対面朗読の特徴です。

対面朗読中の様子

朗読者は朗読経験の豊かな方で、
「自分の空いた時間
で要望があればお役に立ちたい」と話されています。当日初めて読む資料については、正確を期
すために電子辞書で確かめながら読まれます。
利用者と朗読者の情報交換にもなっている対面朗読は、朗読者との調整や準備がありますので、
希望される方は図書館のサービス課・障害者サービス担当者までご連絡ください。

2.来館が困難な人々へのサービス

郵送サービス

自宅に図書を届けます

身体等が不自由などで来館の難しい方には、郵送によ
る貸出を行っています。電話やメール等で希望の図書を
伺い、ジッパー付きの専用袋に入れて届けています。
図書の出し入れは簡単で、郵送料も不要です。
心身に障害のある方（身体障害者手帳・療養手帳等を
所有している方）で利用を希望される方は、お知らせく
ださい。
連絡先 県立図書館 サービス課 電話 077-548-9691 FAX077-548-9790

図書館にあります！
図書館１階には、車椅子や音声付
エレベータ、多目的トイレを設置し
ています。どうぞご利用ください。
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今月の book★まーく

３人の新規職員のごあいさつ
今年の４月から、３人の新規職員が滋賀県立図書館で働き始めました。まだまだ不慣れなところ
もありますが、どうぞよろしくお願いします。
名前：内田 成美（うちだ なるみ）
出身地：福岡県
Q1.なぜ司書になろうと思ったのですか？
A1.いろいろな本や滋賀県の資料などを、現在そして未来の人々に
手渡していきたいと思ったからです。
Q2.滋賀県の印象はどうですか？
A2.琵琶湖を見ると、海のようだけれど磯の香りがしないことを不思議に
思います。また、冬に見た静かな琵琶湖の風景がとてもステキでした。
Q3.司書としてどんなことをしていきたいですか？
A3.琵琶湖をあずかる県として特色あるコレクションである、「水資料」を
もっと利用していただけるようにしていきたいです。

『びわ湖へ』
近江デジタル歴史
街道より

名前：兼田 雄太（かねだ ゆうた）
出身地：岡山県
Q1.なぜ司書になろうと思ったのですか？
A1.すべての人を受け入れてくれるのが図書館だと思い、その図書館の中で、
本と人との出会いを作り出したいと思ったからです。
Q2.滋賀県の印象はどうですか？
A2.それぞれの市や町ごとにさまざまな風景や様子があることが魅力的だと
思いました。滋賀県のすてきなところをどんどんと見つけていきたいです。
Q3.司書としてどんなことをしていきたいですか？
A3.寄贈本や、市町立図書館から移管された本を受け入れる仕事をしています。
滋賀県として残していくべき本をしっかりと保存していきたいです。
名前：吉田 沙矢香（よしだ さやか）
出身地：岐阜県
Q1.なぜ司書になろうと思ったのですか？
A1. 自分自身が視覚障害者であるため、視覚障害者の方々の情報収集に
関わる仕事をしたいと思ったからです。
Q2.滋賀県の印象はどうですか？
A2. 近江八景が素敵だなと思っています。浮世絵にも、歌にも、落語にも
なっているということに魅力を感じています。
Q3.司書としてどんなことをしていきたいですか？
A3.障害者サービスを充実させていきたいです。情報を必要としている人に
対してどうやって情報を届けていくかを考えていきたいです。
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☆4 月～6 月の図書館行事報告☆
［土曜サロン]
4 月 25 日（土）

土曜サロン 「クラシックギター名曲コンサート」

滋賀県出身の奥野隆（おくの たかし）さんは
世界でキャリアを積んでこられたギタリスト
で、
「アストゥリアス」、「アルハンブラの思い出」、
「練習曲ホ短調」の名曲を演奏されました。
立ち見席が出るほどに満員になった館内は、
表情豊かなギターの音色に包まれ、感動的な
コンサートでした。
[参加者 156 名]

5 月 4 日（月・祝日） みどりの日「地下書庫探検」

クラシックギター名曲コンサート

県立図書館には、現在約 135 万冊の蔵書が
あり、そのうちの約 100 万冊が書庫に入って
います。「書庫に入ってみたい」「見てみたい」
という利用者の方の声に応えて、書庫ツアーを
開催しました。参加者からのさかんな質問が出
る、にぎやかな探検になり、通常は自由に見ら
れない貴重資料も展示しました。
この日は、多賀町・高取チェンソーＣＬＵＢ
による迫力満点のチェンソー アートライブ
も併せて開催しました。瞬く間にチェンソーで
木の切り株から様々なオブジェを作る様子に、
魅了されました。
[参加者 73 名]

貴重資料の展示

地下書庫探検

チェンソー アートライブ
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催し物チェック！
☆7 月～11 月の行事予定☆ 参加無料です！
■7 月 17 日（金）
7 月のおはなし会
■7 月 25 日（土）
しが統計キッズクイズ（県統計課主催）
■7 月 23 日（木）～8 月 30 日（日）
夏休み企画展示 「比叡山延暦寺と坂本（仮題）」
■8 月 1 日（土）
夏の省エネ啓発イベント
（地球温暖化防止活動推進センター 来田さんの講演）
■8 月 7 日（金）
夏休み文化ゾーン子ども探検隊
■8 月 21 日（金）
8 月のおはなし会
■9 月２日（水）～9 月 30 日（水）
同和問題資料展
■9 月 18 日（金）
9 月のおはなし会
■９月 20 日（日）
木曜組コンサート
※雨天の時は順延９月 21 日（月）

今後の土曜サロンの予定は、図書館のホームページを
ご覧ください。
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近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より
８月掲載予定

「絵図に見る膳所城と城下町」
膳所城は、江戸時代膳所藩主本多
家の居城として使われた城郭で、本
丸および二ノ丸は、琵琶湖の湖水に
突き出し、堀の水も琵琶湖の水が利
用された本格的な水城でした。
今年８月４日から９月２７日ま
で、江戸東京博物館にて展示される
「徳川の城」の関連企画です。

近江国膳所城破損之覚

湖 国
『近江の芭蕉

元文 2 年（1737）

の

図書館のホームページから見ることができます
http://www.shiga-pref-library.jp/wo/da/search/

本 棚

松尾芭蕉の世界を旅する』

いかいゆり子著 サンライズ出版 2015 年 4 月刊（1,800 円＋税）
本書は、松尾芭蕉と近江との関わりについて書かれた本です。芭蕉が近江で詠んだ俳句を紹介し、
滋賀に残る芭蕉の句碑や、芭蕉に関連深い場所を訪ねる際に格好のガイドブックになっています。
芭蕉が近江で詠んだ句は、全９８１句のうち１０２句もあります。その一つ『幻住庵記』は、『お
くの細道』の旅の後に、国分山の幻住庵で暮らした四カ月の中で書かれた俳文であり、芭蕉と近江
には深いかかわりがあります。
著者は、芭蕉が近江を訪ねたときの状況を、その時に詠まれた俳句
とともに紹介しています。またその俳句が刻まれた句碑がある場所に
ついて、実際に訪れる際の道のりを示しています。句碑の中には、同
じ俳句が複数の箇所に建てられている場合があります。
例えば、「まず頼む椎の木もあり夏木立」(p.81-82)という俳句の
句碑は、大津市国分幻住庵と高島市の妙楽寺の２箇所にあります。
ほかに次のような、多くの俳句が句碑とともに紹介されています。
昼顔に昼寝せうもの床の山(p.56-57)
木隠れて茶摘みも聞くやほととぎす(p.135-137)
本書とともに、近江に残る芭蕉の世界を訪ねてみてはいかがでしょうか。
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郷土資料紹介

平成 27 年 3 月～平成 27 年 5 月購入・寄贈分より

●千日回峰行を生きる
光永圓道著 春秋社 2015.4
●甲賀市史

第4巻

甲賀市史編さん委員会編集
●地域の歴史

甲賀市

2015.3

4

甲南地域史研究会[編]

甲南地域史研究会 2015.3

●東近江市史能登川の歴史
東近江市史能登川の歴史編集委員会編集

東近江市

2015.3

●新修彦根市史 第 4 巻
彦根市史編集委員会編集

彦根市

2015.1

●日本中世の環境と村落
橋本道範著 思文閣出版

2015.2

●菅浦文書が語る民衆の歴史
長浜市長浜城歴史博物館編

長浜市長浜城歴史博物館

2014.11

●村
水本邦彦著 岩波書店 2015.2
●江戸三〇〇藩物語藩史 近畿篇
山本博文監修 洋泉社 2015.3
●糸賀一雄の研究
蜂谷俊隆著 関西学院大学出版会

2015.3

●豊臣秀次
藤田恒春著 吉川弘文館

2015.3

●滋賀の法則
滋賀の法則研究委員会編

泰文堂

2015.3

●日帰り山あるき関西
JTB パブリッシング 2015.4
●ご飯が食べられなくなったらどうしますか?
花戸貴司文 國森康弘写真

農山漁村文化協会 2015.3

●高時川・余呉湖
琵琶湖・淀川水質保全機構企画編

琵琶湖・淀川水質保全機構 2014.1

●一度は訪ねたい日本の城
西ケ谷恭弘編著

朝日新聞出版 2015.3

●琵琶湖がある街で、家づくりをするなら
厨子浩二著 エル書房 2015.4
●〈図解〉近畿の城郭 2
城郭談話会編 中井均監修

戎光祥出版

2015.4

●日本の名城を往く
三栄書房

2015.4

●シガ宅 vol.2
村地綜合木材株式会社 2015.4
8

●城から見た信長
奈良大学編 千田嘉博著

ナカニシヤ出版

2015.5

●すごいぞ!彦根城
サンライズ出版編 サンライズ出版

2015.3

●滋賀の食事文化(年報) 第 23 号
長朔男[ほか]編集

滋賀の食事文化研究会

2015.1

●今森光彦の心地いい里山暮らし 12 か月
今森光彦著 世界文化社

2015.4

●木川営農組合方式による鉄コーティング直播栽培の奨め
川島長治著 農林統計協会

2015.3

●シイタケとともに
大西暢夫写真 農文協編

農山漁村文化協会 2015.2

●三方よしに学ぶ人に好かれる会社
田中宏司編著 水尾順一編著 サンライズ出版 2015.3
●江若鉄道の思い出
大津市歴史博物館編 サンライズ出版 2015.2
●土と絵と版画
馬渕忠夫著 馬渕忠夫

2015.3

●森と海
今森光彦著 中村征夫著

風景写真出版

2015.2

●写真と歩ゆむ [2]
岩見茂子[写真

岩見茂子

2015.5

高橋健次著 日本カメラ社

2015.5

●琵琶湖
●Aurelian
今森光彦著 クレヴィス

2015.4

●忍者の教科書 2
伊賀忍者研究会編 山田雄司監修

笠間書院 2015.2

●琵琶湖釣り場ガイド 1
コスミック出版

2015.0

●琵琶湖大明解 MAP 南湖
杉戸繁伸監修

つり人社

2015.4

●近江の芭蕉
いかいゆり子著

いかいゆり子 2015.4

●象と出会って
今井和子著 あざみエージェント

2014.10

●東京近江寮食堂
渡辺淳子著 光文社 2015.3
●女たちの義経物語
畑裕子著

サンライズ出版

●滋賀の子どものたからばこ
滋賀県児童図書研究会編

2015.2
続
サンライズ出版

2015.3
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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、
4 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。
〒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
http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html
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