
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 2022 年 10 月号 

         2022年 10月 1日発行 第 129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 

 10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 土  14:00～お  おやすみ   

２ 日 やすみ  おやすみ   

３ 月 伴谷東コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

４ 火 貴生川コース おやすみ 油日小 おやすみ おやすみ

 ５ 水 
伴谷コース 

ビジネス読書会 10:30～
土山小  おやすみ おやすみ 

 ６ 木 おやすみ 大野小 おやすみ おやすみ おやすみ 

 ７ 金 おやすみ     おやすみ 13:30～  

 ８ 土   11:00～  14:00～   

 ９ 日 おやすみ  おやすみ        

１０  月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

１１ 火  おやすみ  佐山コース おやすみ おやすみ

１２ 水 水口コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

１３ 木 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 多羅尾小 

１４ 金 おやすみ  おやすみ      朝宮小 

１５ 土  11:00～おやすみ  おやすみ     

１６ 日 おやすみ   ビブリオトーク 14:00～   

１７ 月  おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

１８ 火  おやすみ  佐山小 おやすみ おやすみ

１９ 水     おやすみ  第二小 雲井小 

２０ 木  おやすみ おやすみ 第一小 おやすみ 

２１ 金   おやすみ
第三小 

 13:30～ 
小原小 

２２ 土    11:00～  11:00～  15:00～ 

２３ 日  おやすみ       

２４ 月    綾野コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

２５ 火 柏木コース おやすみ  おやすみ おやすみ

２６ 水   おやすみ おやすみ 信楽小 

２７ 木 おやすみ  おやすみ 希望ヶ丘小 おやすみ 

２８ 金 おやすみ おやすみ おやすみ 中部小  

２９ 土 おやすみ      おやすみ   

３０ 日     おやすみ  おやすみ   

３１ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

［開館時間］１０：００～１８：００  ※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。 

※ ：おはなし会  ：移動図書館  ：対面朗読（要予約）                        

※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→小佐治→岩室 

甲賀市図書館ホームページ http://lib.city.koka.lg.jp/ 
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※詳しくはポスター・チラシ、ＨＰをご覧ください 

水口図書館

女性のためのビジネス読書会（男性可） 
日程：10月 5日（水）10:30～11:30 

場所：2階資料室

主催：NPO法人創業未来会議室

  

ギャラリー展示 
甲賀図書情報館

日程：10月 29日（土）～11月 14日（月） 

内容：甲賀幼年消防クラブの絵展示

場所：市民ギャラリー 


甲南図書交流館

日程：10月 1日（土）～10月 30日（日） 

内容：着物リフォーム展～和服で洋服を～

場所：ギャラリー 
 

信楽図書館

日程：10月 28日（金）～11月 20日（日） 

内容：南北墨画会山ゆり作品展

場所：ギャラリー 
 

 

水口図書館蔵書点検のおしらせ  

10 月 17 日(月)～23 日(日)休館 

返却はブックポストを 

ご利用ください。 

利用者の皆様にはご迷惑を 

おかけしますが、ご理解･ 

ご協力をお願いいたします。 


 

イベント 
甲賀図書情報館

＊読書週間記念＊  

キミと本にありがとう！ 
～ソウマチのおはなし～ 

日程：10月 30日（日） 

10:30～11:30 

内容：甲賀市在住で小学館ジュニア文庫小説賞

大賞を受賞し、作家デビューされたソウ

マチさんによる小学生向けの講演会

場所：多目的ホール

対象：小学生以上

定員：先着 30名

募集：10月 29日（土）18時まで。

ただし 10月 21日（金）までは小学生・

中学生の方限定。 

申込：①参加申込書を図書館カウンターへ持参

 ②図書館まで電話で申込み

③右のＱＲコードから申込み


甲南図書交流館

ビブリオトーク 
日程：10月 16日（日）14:00～15:00

場所：ゆめ工房

 
 

★エコ・プロジェクト★ 

～本・雑誌をおゆずりします～ 
 

日程：10月 29日（土）～11月 13日（日） 
場所：甲南図書交流館 視聴覚ホール 

 

不用となった本や保存期間の過ぎた雑誌、 

市民の皆様からおゆずりいただいた本など 

のリユース（再使用）プロジェクトを開催 

します。 

図書館サービスの一部制限のお知らせ 
 

《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。 

 

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。 

そ の 他 の 行 事 



 
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。 

『マシュマロおばけ』 
プリシラ＆オットー・フリードリック／文  

ルイス・スロボドキン／絵 小宮由／訳 瑞雲舎         

古びた空き家に、おばけのおば

さんと３人のおばけの子どもたち

が住んでいました。ハロウィンの

夜、出かけたスーパーマーケット

でつい商品のマシュマロを食べた

３人は、おばけなのに姿を消せな

くなってしまいます！ところが、

人間のふりをしてハロウィンパー

ティーを楽しむことを思いつき

…。めげない小さなおばけたちにドキドキワクワク！

ハロウィンの季節にぴったりの楽しいお話です。 

『「個」のひろしま 被爆者岡田恵美子の生涯』 
 宮崎園子／著 西日本出版社  

被爆体験を国内外で語ってきた

岡田恵美子さんが昨年急逝されま

した。被爆者団体には属さず、し

かし市民と深く連帯し、核兵器廃

絶を訴えた岡田さんは、どうもが

き、何を求め、訴えてきたのか。

その人生を、軍都廣島から平和都

市ヒロシマに至る「個」のひろし  

まの戦後史として捉えています。核兵器の問題は広 

島・長崎のみならず日本中の、世界中の誰もにとっ

て「我がこと」であるはずという著者の思いは、岡

田さんの思いを代弁するかのように届いてきます。 

『６カ国転校生 ナージャの発見』 
キリーロバ・ナージャ／著  

集英社インターナショナル 

 旧ソ連に生まれ、両親の転勤に

伴いロシア、日本、イギリス、フ

ランス、アメリカ、カナダの小中

学校に通った著者が、各国の学校

生活の違いを綴ったユニークな

エッセイ。教室の机の並び方やラ

ンチシステム、テストのルールな

ど、その大きな違いにはそれぞれの国の文化や考え方

が反映されていて、納得の理由がありました。ナー

ジャの発見に世界の見え方が変わります。 

『明日へのペダル』 
熊谷達也／著 ＮＨＫ出版 

本間優一５５歳。健康診断で 

Ｄ判定が下り、部下の勧めでロー

ドバイクをはじめることにした。

思わぬ体重減と筋肉量増でロード

バイクの魅力に引き込まれていく

。折しもコロナ禍、会社ではリス

トラを余儀なくされる。しかし、

物語は急展開。逞しい部下たちの 

新会社設立で、優一はここでまた力を発揮すること 

に。何がきっかけで人生が開けるかわからない。さ 

あ、ロードバイクとともに再始動！ 

 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「言葉」のテーマにした本を紹介します。 

 

『ええほん 滋賀の方言手控え帖』 

中山敬一／著 サンライズ出版 
滋賀の方言は京都系方言とされていますが、滋

賀県の中でもそれぞれに方言があり、同じ言葉で

も意味合いが異なる場合があります。この本には

滋賀の方言が単語集としてマンガを交えて五十音

順に収録されているほか、方言で語る日本の古典

文学として「竹取物語」や「源氏物語」の一部分

が紹介されています。南北で異なる滋賀の方言。

意外な発見があるかもしれませんよ。 
 

『ことばハンター』 

          飯間浩明／著 ポプラ社 
著者は国語辞典の編さんを職業としています。

主な仕事は辞典の改訂ですが、改訂する際の重要

な仕事は、新しい言葉をどれくらい加えるのか、

言葉の説明の仕方にどんな工夫をするのか、とい

うものになります。そのため、新たに辞典に載せ

る言葉はないか、日々、町中で言葉の収集「ワー

ドハンティング」に奮闘しています。 

●読書忍者のオススメ本 

『かいけつゾロリのだだだだいぼうけん』 

原ゆたか／著 ポプラ社 
なぞの伝染病にかかった子どもたちを助けるた

め、ゾロリたちは薬の材料を集めに冒険に出発し

ました。ところが、そこにはたくさんの危険が待

ちかまえていました。ぶじ薬の材料を手に入れる

ことができるのでしょうか。この本を紹介してく

れた人は、「ゾロリがぼうけんをいっぱいしてい

るところがかっこよかった。みんなによんでほし

い」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 塞王の楯 今村 翔吾 

３位 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 

３位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

５位 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 

2022年9月24日現在 

新着図書の本棚 



９がつごう（１２８号）のこたえ 

せいかいは 

「 ちいさな  

かみなりの こども 」 

でした。 
『ゆうれいのたまご』 

童心社より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    10月 1日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

    10月 15日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    10月 8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会 

    10月 22 日（土）11:00～11:15 

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。 

ヒント 
 

『びっくり  

おおかみ』 
 

佐々木マキ／作・絵  

フレーベル館 
   

をよんでみてね。 

おおかみは、はこを かかえて  

はしっていった。 

そして だれも いない ところで、 

はこの ふたを あけた。 

すると、 なかから  

ぽわんと しろい けむりが でて ――- 

 

こんげつのもんだい 

しろい けむりが でて おおかみの  

かおは どうなったでしょう？ 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    10月 22 日（土）15:00～15:15 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書（おはなし会） 

     10月 8日（土）14:00～14:15 

 ・紙ふうせんおはなし会 

     10月 22日（土）11:00～11:15 

 

 


