
であい ひろがる みんなのとしょかん 

 甲賀市図書館だより 2023 年 1月号 

         2023年 1月 4日発行 第 132号 

水口図書館  63-7400 

土山図書館  66-1056 

甲賀図書情報館 88-7246 

甲南図書交流館 86-1504 

信楽図書館  82-0320 

 1 月のカレンダー           

日 曜日 水口図書館 土山図書館 甲賀図書情報館 甲南図書交流館 信楽図書館 

１ 日 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

２ 月 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

３ 火 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

４ 水      

５ 木 おやすみ  おやすみ   

６ 金 おやすみ  おやすみ 13:30～  

７ 土  14:00～        

８ 日      

９ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

１０ 火 貴生川コース おやすみ    佐山コース おやすみ おやすみ 

１１ 水 伴谷コース     

１２ 木 おやすみ 土山小 おやすみ  朝宮小 

１３ 金 おやすみ 大野小 おやすみ   

１４ 土   11:00～    

１５ 日    入門ビブリオバトル 14:00～  

１６ 月 伴谷東コース おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

１７ 火    柏木コース おやすみ 油日小・佐山小 おやすみ おやすみ 

１８ 水 水口コース   第二小  

１９ 木 おやすみ  おやすみ 中部小 多羅尾小 

２０ 金 おやすみ  おやすみ 
第一小 

13:30～ 
 

２１ 土  11:00～     

２２ 日 おやすみ    ♪ 15:00～ 

２３ 月 綾野コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

２４ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２５ 水   おやすみ おやすみ 雲井小 

２６ 木 おやすみ  おやすみ 希望ヶ丘小 信楽小 

２７ 金 おやすみ おやすみ おやすみ 第三小 小原小 

２８ 土    11:00～おやすみ  11:00～  15:00～ 

２９ 日 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

３０ 月 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

３１ 火 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

［開館時間］１０：００～１８：００ 

※ ：おはなし会  ：移動図書館  ：対面朗読（要予約） ♪：コンサート 

※各行事の詳細はそれぞれの図書館にお問い合わせください。                         

※移動図書館巡回コース  

伴谷東コース：伴谷東小→伴谷東児ク→樹の郷  貴生川コース：貴生川小→貴生川児ク  伴谷コース：伴谷小→伴谷児ク 

水口コース：水口小→水口児ク→兆生園     綾野コース：綾野小→綾野児ク     柏木コース：柏木小→柏木児ク 

佐山コース：神保→隠岐→佐山小→小佐治→岩室 

 

甲賀市図書館ホームページ http://lib.city.koka.lg.jp/ 



オンラインでパスワードの発行と 

資料紹介（レファレンス）の受付が始まりました 

インターネットサービスのパスワード発行と調査研究等のた

めの資料紹介（レファレンス）の申し込みがオンラインでできるよ

うになりました。 

詳しくは甲賀市図書館のホームページをご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

※詳しくはポスター・チラシ、ＨＰをご覧ください 


ギャラリー展示 
水口図書館
 日程：12月 14日（水）～1月 16日（月） 

 内容：引札展（明治～大正～昭和の地元の広告） 

 場所：玄関ロビー 

 
日程：1月 21日（土）～1 月 31日（火） 

最終日は 12:00 まで

内容：「私の好きな東海道水口宿の風景」 

スケッチコンテスト作品展 

場所：玄関ロビー 


甲賀図書情報館
 日程：12月 20 日（火）～1月 15日（日） 

 内容：大原小学校 4年生の行燈の展示 

 場所：市民ギャラリー 

 

甲南図書交流館
日程：1月 14日（土）～1 月 28日（土） 

内容：甲賀市シルバー大学写真展

場所：ギャラリー 

 

 

 

新春おたのしみ貸出し「本の福袋」 
  

1 月 4日から恒例となった「本の福袋」  

の貸出しを行います。テーマ別に

図書館職員おすすめの本が入って

います。 

貸出しはおひとり１日１袋まで。 

どんな本に出会えるかお楽しみに！ 

信楽図書館
日程：1月 12日（木）～1月 29日（日）

内容：しがらきの風景展 

場所：ギャラリー 

 

イベント 
水口図書館

 エコプロジェクト

～本・雑誌をお譲りします～ 
日程：1月 21日（土）～2月 5日（日） 

場所：玄関ロビー 



甲賀図書情報館

エコプロジェクト 

～本・雑誌をお譲りします～ 
日程：1月 28日（土）～2月 12日（日）

 場所：多目的ホール


甲南図書交流館

入門ビブリオバトル 
日程：1月 15日（日）14:00～15:00

場所：ゆめ工房



信楽図書館

コンサート 
日程：1月 22日（日）15:00～15:30

 内容：ティータイム・コンサート

場所：フロアー

そ の 他 の 行 事 

図書館サービスの一部制限のお知らせ 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、映画

会と乳幼児向けおはなし会を休止させていただき

ます。 

また、図書館内のサービスについても一部制限

をさせていただいております。 

ご来館にあたっては、マスク着用、「咳エチ

ケット」の徹底、手指消毒等の感染拡大防止にご

協力ください。 

お手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願

いいたします。 

《制限している図書館サービス》 

〇館内の利用時間＝１時間以内 

〇インターネットの利用＝３０分以内（１回に限り延長可） 

〇ビデオ・ＤＶＤの視聴＝１時間以内 

〇椅子の数を最小限にし、間隔を開けて配置 

〇自由学習スペース利用＝１時間以内 

〇会議室・研修室の利用＝１時間以内 

〇甲南図書交流館の夜間開館＝休止 

※制限内容等については変更となる場合があります。 

ご了承ください。 

 



 
甲賀市図書館に新しく入った本から 

一部をご紹介します。 

こちらの本もご予約いただけます。 

『湖上の空』    
今村翔吾／著 小学館 

編集者から「東京に出てこら

れないんですか？」と聞かれる

と「滋賀に住み続けます」と答

えている今村さん。生まれは京

都ですが、滋賀がとても気に

入っているそうです。この本

は、小説家になる過程や直木賞

受賞時のこと、本と書店への思

いが書かれたエッセイ集。 

まるで映画のようなエピソードがいくつかあって、読

後、今村さんを応援したくなります。   

『はじめまして 農民美術』 
宮村真一・小笠原正／監修 

    グラフィック社   

 今からおよそ１００年前、

全国で作られていた木彫り人

形などの農民美術品は、ひと

りの美術家と農村部の若者た

ちが作り始めたものでした。この本では、素朴で可愛

らしい小さな木彫り人形を中心に、当時の人々の思い

や時代背景に触れながら数々の作品を紹介していま

す。あたたかくて懐かしいのに、どこか新しさも感じ

る、農民美術の世界を楽しめます。 

『キラリさんの 

病気やケガのときはどうするの？』 
読書工房／編著 国土社 

本を読むのが苦手な人のた

めに、やさしいことばと写真

やイラストを多く使ってつく

られた「ＬＬブック」（エル

エルブック）。この本では、

病気やケガをしたときの病院

のかかりかた、薬の飲み方な

どについてわかりやすく書か

れています。同じシリーズで、他に、家事や身じた

く、交通ルールについての本もあります。 

『作ろう！フライドチキンの骨格標本 

 よくわかる恐竜と鳥の骨学入門』 
志賀健司／著 緑書房 

 年末年始、フライドチキンは食

べましたか？ジューシーな鶏肉に

味わい深いスパイス、サクッとし

た衣がとてもおいしいですね。食

べたあとに残った骨。この骨を一

羽分集めて鶏の骨格標本を作ろ

う！という本です。心構えから始

まり、材料の集め方、肉の取り除

き方、そして組み立て方まで丁寧に解説されていま

す。骨から分かる恐竜と鳥の共通点や哺乳類と爬虫類

の骨格との比較も載っていますよ。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「夢」がテーマの２冊です。 

『大人になったらしたい仕事  

好きを仕事にした３５人の先輩たち』 
 朝日中高生新聞編集部／編 朝日学生新聞社 

子どもの頃に憧れていた職業は何でしたか？その夢

は叶いましたか？好きを仕事にできたでしょうか。 

 興味があったこと、好きだったことを仕事にした人

たちの日々の仕事や、仕事をする上での３か条、その

仕事につくためにはどうすればいいかなどが紹介され

ています。好きなことを仕事にしたい小学生、進路に

迷っている中高生、そして日々の仕事に行き詰ってい

る大人にもきっと参考になる本です。 

 

『夢を持ってはいけません 

 目標達成能力を身につける』 
              佐々木宏／著 国土社 

 著者が、中学校や高校で進路についての講演をする

際、必ず冒頭でいう言葉があります。「君たち、夢な

んか持っちゃだめだよ」。生徒も先生もその言葉に驚

きます。そしてこう続けます。「夢を捨て、目標を持

つんだ！」と。夢をかなえるためには、漠然と考えた

り行動するのではなく、具体的な目標を持ち、行動す

ることが大切だと伝えるのです。 

●読書忍者のオススメ本 

『ふしぎなカサやさん』 
みやにしたつや／作・絵 金の星社 

ある日、ブタくんが林の中にふしぎなカサやさんが

あるのを見つけました。「このカサをひらいてごら

ん」とお店のタヌキのおじさんに言われて、魚の絵が

かかれたカサをひらいてみると、なんと、魚が空から

ふってきたのです。ふしぎなカサをたくさんもらった

ブタくんが、ウサギちゃんと一緒にほかのカサもため

しているとオオカミがおそってきて…。この本を紹介

してくれた人は、「カサをひらけたらカサの中のもの

がでてきて、とってもおもしろかったです。」とオス

スメしてくれました。 

 

●甲賀市図書館予約ランキングベスト５ 

順位 タ イ ト ル 作 者 

１位 おいしいごはんが食べられますように 高瀬 隼子 

２位 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 

３位 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 

４位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

５位 老害の人 内館 牧子 

2022年12月19日現在 

新着図書の本棚 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １２がつごう（１３１号）のこたえ 

せいかいは  

「 うし 」 

でした。 
      

『クリスマスのつぼ』 

ポプラ社より 

 

え ほ ん く い ず  

 

                                                                                                      

                        

  

                                                                                                   

                                          

                          

ヒント 

『 だれのおとしもの 』 
 

種村
たねむら

 有希子
ゆ き こ

／作・絵  

ＰＨＰ研究所 
 

  をよんでみてね 

こんげつのもんだい 
 

ゆりちゃんは なにを いっしょに 

つくろうと いったのでしょう 

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    1月 7日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

    1月 21日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    1月 14日（土）11:00～11:15 

甲賀図書情報館 

・紙ふうせんおはなし会 

    1月 28日（土）11:00～11:15 

 

 

甲南図書交流館 

 ・おはなしたまてばこおはなしかい 

    1月 28日（土）11:00～11:15 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    1月 28日（土）15:00～15:15 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

乳幼児向けのおはなし会は当面の間、休止

させていただきます。 

「とどけてくれて ありがとう！  

わたし、こんなに おとしもの  

してたのね」と、ゆりちゃんは 

はずかしそうに わらうと、 

「あのね、いっしょに つくってね」 

と、いいました。 

 


