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こんなに便利なインターネット個人サービス 
滋賀県立図書館のウェブサイトでは、パスワード登録によっていろいろな機能をご利用いただけ

ます。パソコンやスマートフォン、タブレット端末だけでなく、携帯電話からも使えます。今回は、

電話や直接来館しなくてもインターネット上で使えるサービスをご紹介します。是非ご利用くださ

い。 

 

パスワード登録のしかた 

１ ご自身の図書貸出券と本人確認できる

もの(保険証、運転免許証等)をご持参

のうえ、カウンターへお越しください。

仮パスワードを発行します。 

２ 図書館ウェブサイトのトップページの

左側にある「インターネット個人サー

ビス」ボタンをクリックするとログイ

ン画面が表示されます。図書貸出券番

号と仮パスワードを入力してくださ

い。 
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仮パスワードを入力  



３ パスワード変更画面が表示されますので、

仮パスワードと、ご自身にしかわからない

新しいパスワード（英数混合６～10 桁）

を２カ所に入力し、「変更」ボタンをクリ

ックしてください。 

これでパスワード登録ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インターネット個人サービスの使い方 

延長、貸出冊数 予約 

・今何を借りているのか確認したいな。 

・返却日はいつかな？ 

・借りている本の延長がしたい！ 

・資料の予約がしたいときは？ 

・予約した資料は今何番目かな？ 

 

仮パスワード 

新パスワード 

新パスワード（確認） 

 

 

 

 

ログインするとこの画面が表示されます 

そういうときにはインターネット個人

サービスが便利です！ 



１ 

・今何を借りているのか確認したいな。 

・返却日がいつかな？ 

・借りている本の延長がしたい！ 

→そういうときは「貸出状況」画面をご覧ください。 

 

貸出冊数は①で確認できます。 

返却日は②で確認できます。 

貸出延長は③から。 

 

「貸出延長」ボタンを押すと、貸出期間

を一週間延長することができます。 

貸出延長は一回のみです。また、返却期

限超過や他の図書館からの借受資料であ

るなどの理由で延長できないときには、

「貸出延長」のボタンは表示されませ

ん。 

 

・資料の予約がしたいときは？ 

→そういうときはインターネット予約をご利用ください。 

 

インターネット予約の方法 

１ インターネット個人サービスからログインしま

す。トップページの「蔵書検索」の検索結果か

ら、お探しの資料を選んでください。 

資料が貸出中のときは、貸出情報の右の部分に

「カートに入れる」というボタンが表示されま

す。 

予約したいときには「カートに入れる」ボタン

をクリックしてください。 

  

予約カートへ  

 予約したい資料名をクリック 

   
２ ３ 



２ 予約カートに入れただけでは、予約は

確定していません。個人サービス画面

の上の部分にある「予約カート状況」

から予約申込みをします。 

①予約カートに入れた資料のうちで、今回

予約申込みをする資料を選択します。 

②「予約する」のボタンを押せば予約完了

です。 

 

 

 

・予約している資料が現在何番目なのかを知りたいときは？ 

→そういうときは「予約状況」画面をご覧ください。 

 

「予約状況」画面では、次のことを確認する

ことができます。 

・自分が今何を予約しているか 

・予約順位は何番目か 

・準備できている資料はないか 

また、この画面で順番待ち中の予約資料のキ

ャンセルができます。 

 

 

メールアドレスの登録でさらに便利なサービス！ 

「メールアドレス」画面でメールドレスを登録すると、次のサービスが利用できます。 

 

・用意できた予約資料のお知らせを

メールで受け取ることができま

す。 

・お好きなジャンルやキーワードに

合わせた「新着図書案内」をメー

ルで受け取ることができます。 

・イベントの案内をメールマガジン

で発信しています。 

・返却日確認のお知らせをメールで

発信しています。 

・迷惑メールなどの拒否の設定をされているときには、図  

書館からのメールが届かないことがあります。 

ドメイン名（@shiga-pref-library.jp）のメールが受信

できるように設定をしてください。 

 

  

検索はこちら 

 ①資料を選択 

 ②予約完了のときはこちら 

 

 

予約順位 

予約キャンセルはこちら 

 
メールアドレス登録はこちら 

「メールマガジン」画面で

は、イベント情報案内や新

刊案内の設定をすること

ができます。 インターネット個人サービスでさらに快適な
図書館ライフをお送りください！ 

 準備できている資料 



 

 

 

 

 

 

みつけよう！発信しよう！滋賀の魅力 

滋賀県では、近江の戦国武将・石田三成の全国発信に向けた「『石田三成×滋賀県』発信プロジェ

クト」を実施しています。県立図書館の滋賀資料コーナーには、石田三成の伝記や、関連図書を多

数所蔵しています。この機会に、ぜひ、手にとってみてください。 

まっすぐに生き続けた武将、石田三成 

現在の滋賀県長浜市に生まれた三成は、当時長浜城主だった豊臣秀吉に気に入られ部下となりま

す。織田信長が本能寺の変で亡くなったあと、天下人となった秀吉のもとで三成は、ついには五奉

行と呼ばれる重臣に登りつめます。戦乱を治め、世の中の平和を実現しようと太閤検地など多くの

政策に携わったといわれ、制度を整えていった時代の立役者でした。その心は、旗印に掲げた「大

一大万大吉」にも表れていました。 

秀吉が亡くなると、徳川家康が次の天下人になろうと動き出しますが、豊臣家を支え続けた三成

は、忠義の心から家康の天下取りを阻止するために立ち上がり戦いを挑みます。これが有名な「関

ヶ原の戦い」です。 

最期は敗軍の将として処刑されましたが、三成の生き方には強い信念が感じられます。それは「相

手を思いやる心」と「自分のやり方を貫くこと」。 

三成の叶えたかった夢は何だったのでしょう。三成の魂は今の時代にも受け継がれています。 

（『石田三成×滋賀県ポータルサイト』より） 

 『石田三成×滋賀県』発信プロジェクト詳細は→ http://mitsunari.biwako-visitors.jp/ 

 

 

滋賀の魅力発信担い手育成支援事業 
県立図書館では、県民の皆さまが滋賀の特色ある魅力に気

づき、それをひろく発信するのに役立てていただけるように、

平成 27 年度に、国の「地方創生先行型」の上乗せ交付金によ

り、観光振興・まちづくり・地域産業振興等に関する図書を整

備しました。こちらもぜひご利用ください。 

  

今月の book★まーく 

http://mitsunari.biwako-visitors.jp/


 

 

☆１月～２月の図書館行事報告☆     

［土曜サロンほか] 

１月９日（土）土曜サロン 省エネ啓発イベント（地球温暖化防止活動推進センター） 

「たのしみながらごみわけしようよ～きちんとわけてね

～」 

毎年恒例の地球温暖化防止活動推進センター推進員の

みなさんによる省エネ啓発イベントを開催しました。ご

みわけゲームや紙芝居を用いて、ごみの分別やリサイク

ルについて学習することができました。 

［参加者２６名］ 

 

２月２７日（土） 土曜サロン 「弦楽四重奏のひととき」 

  

アンサンブルＨ₂Ｏのみなさんによる管弦四重奏コンサート

を開催しました。演奏曲はジブリ主題歌やクラシックなど、子

どもから大人まで多くの方に楽しんで頂ける演目となってお

り、参加人数は館内イベントでは今年度最大となり、立ち見の

方も出るほどの盛況ぶりでした。 

［参加者１５７名］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（マジックプレーヤーズのみごとな演技） 
土曜サロンこれからの予定 

４月１6 日（土）17：00～ 

クラシックギター名曲ミニコンサート：奥野 隆 氏 

 

※ 今後の土曜サロン等の予定は、図書館のウェブサイ

トをご覧ください。 

次回のお話し会の予定 

４月 15 日（金） １１：００から１階 談話室にて 

 



 

 

江戸時代の大津の名産 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

『猿之助、比叡山に千日回峰行者を訪ねる』 

  市川猿之助 ・光永圓道著 春秋社 2016 年 1 月刊 (1,500 円＋税） 

 

 歌舞伎界の若手のホープ市川猿之助と千日回峰行を満行し

た光永圓道阿闍梨。同じ年齢でありながら、職業も経歴も異な

る二人の対談集です。 

 澤瀉屋の名門に生まれ、伝統歌舞伎もスーパー歌舞伎も演じ

る市川猿之助の質問は、仏教にとどまらず、「型」から精神性ま

で多岐にわたり、伝統を重んじつつ新しい芸術を模索する彼の

ひたむきさが垣間見られます。 

また、光永圓道阿闍梨は、7 年にわたる比叡山の山中での巡

拝、9 日間の断食・断水・不眠・不臥の“堂入り”等からなるこ

の行ついて「私の中では千日回峰行はお礼参りなので。」と述

べています。 

なぜお礼参りなのかは本書をお読みいただくとして、千日回

峰行という誰もが体験できないことをやり遂げた阿闍梨の言

葉は示唆に富んでいます。 

近江デジタル歴史街道 デジタルアルバム帖より 

『滋賀県管下近江国六郡物産図説』など

から、江戸時代の大津の名産品である「大

津算盤」・「大津針」、堅田のフナズシ、尾花

川での漁業を紹介します。また田上周辺の

富川の銀山、「桐生の雁皮紙」、荒張の銅山

なども併せて紹介します。 

図書館のウェブサイトから見ることができます

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

左：『滋賀県管下近江国六郡物産図説』に描

かれた「大津算盤」 

平成 28 年 4 月公開 

湖 国 の 本 棚 

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


郷土資料紹介  平成 27 年 12 月～平成 28 年 2 月購入・寄贈分より 

●苗村神社三十三年式年大祭調査報告書 

 滋賀県立大学人間文化学部苗村神社三十三年式年大祭調査団編集 竜王町教育委員会 2015.9 

●穴太頭と高畑村 

 松野孝一作 [松野孝一]  [2015 年] 

●7 人の主君を渡り歩いた男藤堂高虎という生き方 

 江宮隆之著 KADOKAWA 法藏館 2015.12 

●片桐且元 

 長浜市長浜城歴史博物館編 長浜市長浜城歴史博物館 2015.7 

●佐々木京極氏と近江清瀧寺 

 西村清雄著 山口光秀監修 サンライズ出版 2015.10 

●信長が見た近江 

 大沼芳幸著 サンライズ出版 2015.11 

●素晴らしきかな!滋賀県庁 

 平田正男著 [平田正男] 2015.12 

●有価証券報告書総覧株式会社滋賀銀行 平成 27 年 

 朝陽会 2015.7 

●有価証券報告書総覧株式会社平和堂 平成 27 年 

 朝陽会 2015.6 

●しがの社協活動と地域福祉の推進 2014 年度 19 市町社協の姿 

 [滋賀県社会福祉協議会][編集]  滋賀県社会福祉協議会 2015.12 

●滋賀の教育史 

 木全清博著 文理閣 2015.11 

●障害児・者との共育・共生をめざす作文(ふれあい作文)受賞作品集 2015 年 

 滋賀県障害児協会 [2015 年] 

●やまびこ 平成 27 年度年報(平成 26 年度版) 

 大津市立やまびこ総合支援センター 2015.10 

●聖徳太子と信長の馬かけ  

 彦根城博物館編集 彦根城博物館 2015.3 

●滋賀県平和祈念館年報 第 3 号(平成 26 年度) 

 滋賀県平和祈念館編 滋賀県平和祈念館 2015.7 

●一粒社ヴォーリズ建築事務所 50 年の歩み 

 KJ 2011.6 

●新築の「教科書」滋賀 滋賀の新築、不動産の本 

 GOOD ライフ企画滋賀 2016.1 



●滋賀で!新築・建替え・リフォームの本 2016 

 滋賀リビング新聞社編集 滋賀リビング新聞社 2015.11 

●滋賀の食事文化(年報) 第 24 号 

 長朔男[ほか]編集 滋賀の食事文化研究会 2015.12 

●博士(はかせ)たちのエコライス 

 小池恒男著 サンライズ出版 2015.7 

●日本茶の「発生」 

 飯田辰彦著 鉱脈社 2015.10 

●西川 450 年史 

 出版文化社編集 西川文化財団 2016.1 

●戦国甲冑うらばなし 

 井伊達夫著 甲冑同考会 2016.1 

●志村ふくみ 

 滋賀県立近代美術館編集 滋賀県立近代美術館 2015.3 

●忍びと忍術  

 山口正之著 雄山閣 2015.11 

●虹二重  

 宮崎功著 九曜書林 2015.12 

●秒針の音  

 光明和香子著 本阿弥書店 2015.10 

●春水のささやき  

鳰の会編集 日野俳句会 2015.11 

●はあふ・とおん 第 26 号 

 詩の仲間 はあふ・とおんの会編集 詩の仲間 はあふ・とおんの会 2016.1 

●ペルー・メキシコ旅日記 上・下 マチュピチュ遺跡・ナスカ地上絵・テオティワカン遺跡 

 [平田 淳一][著]  平田淳一 2015.11 

 


