
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 11 月号 

         2022年 11月 1日発行 第 130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 

 11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 火 貴生川コース おやすみ 油日小 おやすみ おやすみ 

２ 水 
伴谷コース 

ビジネス読書会 10:30～ 
大野小 おやすみ   

３ 木 おやすみ  おやすみ   

４ 金 おやすみ  おやすみ 
第三小 

13:30～ 


 ５ 土  14:00～   おやすみ おやすみ 

 ６ 日  おやすみ(土山マラソン)  おやすみ おやすみ 

 ７ 月 伴谷東コース おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

 ８ 火 柏木コース おやすみ  佐山コース おやすみ おやすみ 

 ９ 水 水口コース  おやすみ 第一小     

１０  木 
図書館システムメンテナンスのため全館休館 

                   土山小 

１１ 金 おやすみ  おやすみ 第二小 雲井小 

１２ 土  11:00～ 14:00～   

１３ 日  おやすみ  おやすみ  

１４ 月 綾野コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

１５ 火 やすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

１６ 水 おやすみ     

１７ 木 おやすみ  おやすみ 中部小 多羅尾小 

１８ 金 おやすみ  おやすみ 
希望ヶ丘小 

13:30～ 
朝宮小 

１９ 土  11:00～ おやすみ    

２０ 日  おやすみ   おやすみ 

２１ 月  おやすみ   おやすみ 

２２ 火  おやすみ   おやすみ 

２３ 水  おやすみ おやすみ      

２４ 木 おやすみ  おやすみ  信楽小 

２５ 金 おやすみ おやすみ おやすみ  小原小 

２６ 土    11:00～   15:00～ 

２７ 日      

２８ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２９ 火 おやすみ おやすみ     おやすみ おやすみ おやすみ 

３０ 水     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→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/ 
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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：11月 2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 
水口図書館

日程：10月 1日（土）～12月 10日（土） 

内容：えがおの絵手紙展

場所：玄関ロビー
 

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 消防の絵展示

場所：市民ギャラリー 
 

日程：11月 28日（月）～12月 18日（日） 

内容：押し花アート展  

場所：市民ギャラリー 

〔押花展無料体験会〕

日程：12月 18日（日）15:00～16:00 

場所：市民ギャラリー  

 

 

 

甲南図書交流館

日程：11月 11日（金）～11月 18日（金） 

内容：甲南ブロック児童・生徒作品展

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 

 

日程：11月 23日（水）～12月 1日（木） 

内容：信楽キルティングビー作品展 

場所：ギャラリー

 

★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 

 

日程：11月 5日（土）～11月 27日（日） 
場所：信楽図書館 視聴覚室 

 

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 

 休館のお知らせ-  

●11月  6日（日）  【土山図書館】  土山マラソン開催のため 

●11月 10日（木）  【全館】       図書館システムメンテナンスのため  

※電話・インターネットでの予約・延長もできません。 

●11月 20日（日）～26 日（土） 【甲南図書交流館】   蔵書点検のため。 

 

 

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。返却はブックポストをご利用ください。 



 
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。 

『５年１組ひみつだよ』  
吉野万理子／作 佐藤真紀子／絵 静山社         

「むしろ、ひみつを持ってな

きゃ、五年一組とはいえないか

らな」友達、家族、恋愛、不思

議な体験…。それぞれが色々な

「ひみつ」をもっていて、それ

を１人１話の短い読み切りで書

かれています。同じクラスの話

なので読み進めていくと、人間

関係がつながっているのが分か

ります。クラスメイトになって「ひみつ」の話を聞か

せてもらっているような気分になる本です。 

『推し英語入門』 
 藤代あゆみ／著 アルク  

「推し」＝「応援している

存在」アニメやアイドル、俳

優など、あらゆる分野に「推

し」がいる生活を送られてい

る方も多いのではないでしょ

うか。この本では、推しへの

愛を紡いだり、推しへの素晴

らしさを世界中に伝えること

ができる英語表現を、シンプ

ルなフレーズで紹介しています。明日からの「推し

活」がもっと楽しくなるかもしれませんよ。 

『はじめてのびわこの魚』 
黒川琉伊／絵・文 能美舎 

 美しい魚の絵の表紙にひか

れて本を開くと、さらに数々

の色鮮やかな魚の絵が目に飛

び込んでくる。いずれも琵琶

湖に生息する魚たちだ。この

本を書いたのは中学３年生の

黒川琉伊くん。小さい頃から魚に興味をもち、琵琶湖

博物館に通っていたという。絵に表れる観察力、手書

きの丁寧な解説文、そこからは琵琶湖をこよなく愛す

る気持ちが伝わってくる。あとがきには「この本があ

なたの琵琶湖愛へのはじめの一歩になれば嬉しいで

す。」とある。あなたは何を感じるだろうか。 

『グレイがまってるから』 
いせひでこ／著 平凡社 

絵本作家の家に、鼻も瞳も真

っ黒なシベリアンハスキーの子

犬がやってきます。ねこやなぎ

の銀色と春の雨の匂いと冬の日

だまりを混ぜて、まあるく毛玉

色にしたようだと、名前はグレ

イに決まりました。ぐんぐん成

長していくグレイとの日々が、

グレイからと絵本作家から、両方の目線で描かれま

す。グレイが病気になって、旅立ってからも……。

たくさんのスケッチとともに味わってみてください。  

 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「人と動物が共に生きる」をテーマにした

本を紹介します。 

 

『少年と犬』    馳星周／著 文藝春秋 
飼い主がわからないシェパードの血が混ざった

雑種「多聞」と、多聞と運命的に出会った人々を

描いた連作短編集です。東日本大震災で野犬と

なってしまった犬が、５年をかけ東北から九州ま

で日本列島を横断していく壮大な物語です。そし

て、多聞はついに震災のショックで心を閉ざして

いた最愛の少年のもとへたどり着くのです。 
 

『うずら大名』     畠中恵／著 集英社 

「御吉兆！」と鳴く、勇猛果敢な白い鳥、うず

らの「佐久夜」をいつも腰の巾着袋に入れて可愛

がる、若きイケメン隠居大名・有月と、泣き虫で

他人に振り回されてばかりの村名主・吉之助。同

じ道場で汗を流した昔なじみの二人が、ふとした

縁で再会し、江戸幕府を揺るがす陰謀に巻き込ま

れてしまいます。果たして、二人と一羽は陰謀を

阻止できるのでしょうか。 

 

●読書忍者のオススメ本 

『ひつじぱん』 

あきやまただし／作・絵 鈴木出版 
ちいさいちいさい、ひつじのぱんやさん。ぞうさ

んや、ねずみさんや、キリンさんがパンを買いにく

る。ひつじさんが焼くパンはみんなのお気に入り。

きょうはどんなパンが焼けるかな？ 

この本を紹介してくれた人は、「ひつじさんが、

まい日パンをつくってやいているパンがとてもおい

しそうだな。たべてみたいなっておもいました。」

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 

４位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

４位 夜に星を放つ 窪 美澄 

2022年10月10日現在 

新着図書の本棚 



１０がつごう（１２９号）のこたえ 

せいかいは  

「 ぶたに なった 」 

でした。 

 
『びっくり おおかみ』 

フレーベル館より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    11月 5日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなし会 

    11月 19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 
 

『にんにんにんじゃ』 
 

浦中
うらなか

こういち／作  

ＢＬ出版 
   

をよんでみてね。 

「うわぁーん！  

 たすけて ―――――― 」 

「おやっ、せっしゃを よぶこえが  

きこえる。 

 いくで ござる、おおたかまる！！」  

 

こんげつのもんだい 

しゅぎょうちゅうの 

にんにんにんじゃ にんじゃたろう に 

たすけて と いったのは だれ？ 

 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    11月 26 日（土）15:00～15:15 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書（おはなし会） 

     11月 12 日（土）14:00～14:15 

 ・紙ふうせんおはなし会 

     11月 26 日（土）11:00～11:15 

 

 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    11月 12日（土）11:00～11:15 

 


