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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 

 12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 木 おやすみ 土山小 おやすみ  雲井小 

２ 金 おやすみ 大野小 おやすみ 13:30～  

３ 土  14:00～      

４ 日      

５ 月 伴谷東コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

６ 火 貴生川コース おやすみ 油日小 おやすみ おやすみ 

７ 水 
ビジネス読書会 10:30～ 

伴谷コース 
       

８ 木 おやすみ  おやすみ  多羅尾小 

９ 金 おやすみ  おやすみ    朝宮小 

１０ 土   11:00～  14:00～   

１１ 日      

１２ 月 綾野コース おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

１３ 火    柏木コース おやすみ    佐山コース おやすみ おやすみ 

１４ 水 水口コース   希望ヶ丘小  

１５ 木 おやすみ  おやすみ 中部小 信楽小 

１６ 金 おやすみ  おやすみ 
第三小 

  13:30～ 
小原小 

１７ 土  11:00～        

１８ 日    11:00～ ビブリオトーク 14:00～  

１９ 月     おやすみ  おやすみ おやすみ 

２０ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２１ 水 おやすみ   第一小  

２２ 木 おやすみ  おやすみ 第二小 おやすみ 

２３ 金 おやすみ おやすみ おやすみ      

２４ 土     11:00～  15:00～ 

２５ 日     ♪  15:00～ 

２６ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２７ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２８ 水   おやすみ おやすみ  

２９ 木 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

３０ 金 おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ おやすみ 

３１ 土 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。 
 

新春おたのしみ貸出し「本の福袋」 

1/4(水)～（なくなり次第終了） 
 

年始には恒例となった「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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

※詳しくはポスター・チラシ、ＨＰをご覧ください 
 

読書会 
水口図書館

女性のためのビジネス読書会（男性可） 
日程：12月 7日（水） 10:30～11:30

主催：NPO法人創業未来会議室

 場所：２階資料室


イベント 
甲賀図書情報館

第 17 回ビブリオバトル in Koka 
日程：12月 11日（日） 14:00～16:00

 場所：多目的ホール


甲南図書交流館

ビブリオトーク 
日程：12月 18日（日） 14:00～15:00

場所：ゆめ工房


信楽図書館

コンサート 
日程：12月 25日（日） 15:00～16:00

 内容：ティータイム・クリスマスコンサート

場所：フロアー

 

 

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 

  

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 

 

甲賀図書情報館
日程：11月 28日（月）～12月 18日（日） 

内容：押し花アート展 

   ※12/18（日）15時から体験会 

   参加無料 自由参加 

場所：市民ギャラリー 

 

甲南図書交流館
日程：12月 3日（土）～12月 24日（土） 

内容：陶芸サークル 陶和会 作品展

場所：ギャラリー 

 

信楽図書館
日程：12月 3日（土）～12月 18日（日）

内容：写真展「記憶とつなぐ」 

－ある写真家の物語ー 

場所：ギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 の 行 事 

図書館サービスの一部制限のお知らせ 
 

休館のお知らせ 
 

12/29(木)～1/3(火) 年末年始のため 休館 
 

甲南図書交流館は、整理閉館日を含む為、12/26(月)から休館 

年始は全館 1/4(水)より開館。 

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。 

 

いつもより 

長い期間 

借りられます！ 



 
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。 

『いずみさん、とっておいてはどうですか』 
高野文子と昭和のくらし博物館／著 平凡社 

昭和３０年代に少女時代を過ご

した姉妹から送られてきた小包に

は、当時の日記や小遣い帖、玩具

に手作りの人形など、懐かしい思

い出の品がぎっしりと詰まってい

ました。どこの家庭にもあった、

何でもない子どもの持ち物。され

どそれは、一瞬にしてあの頃に連

れて行ってくれるかけがえのない宝物。断捨離にも憧

れるのですが、「とっておいた」姉妹と、それを丁寧

に「受け継いだ」高野さんたちの思いに強く共感して

しまうのです。 

『おすしがふくをかいにきた』  
  田中達也／作 白泉社 

マグロのおすしが服を選びに

お店にやってきました。タマ

ゴ、エビなど、おいしそうなす

しネタならぬ、すてきな服がな

らんでいますよ。サーモン、ト

ロを試着しましたが……結局、

何を買ったのかな？ 

身近なものを本物の何かに見立てる「みたて」の写

真絵本です。アイス、ソーセージ、いちごたちもワク

ワク、ウキウキとお買い物を楽しみます。さあ、みん

なで愉快な街にくり出そう！ 

『君のクイズ』 

小川哲／著 朝日新聞出版 

１千万円の賞金がかかったクイ

ズグランプリの最終問題。対戦相

手である天才・本庄絆は、一文字

も読まれていない問題に解答し、

優勝した。世間が「魔法だ」「ヤ

ラセだ」と騒ぐ中、敗北した三島

玲央は、本庄がゼロ文字正解でき

た真相を探し始める…。クイズの

解答という素材のみでここまで極上のミステリーとし

て物語が成立したのは、作者の力量だけでなく、知ら

れざるクイズ本来の奥深さに他ならないのだろう。 

『透かしてうっとり 光の折り紙』 
中村香代＋うっとりがみ透かし折り紙研究部／著 講談社 

北欧では、長い冬を楽しむアイ

デアが豊富です。本書では、北欧

で盛んな「光の折り紙」を紹介し

ています。太陽光や照明に透かし

て模様を楽しむもので、用意する

ものは、半透明の紙とスティック

のりだけ。特別なものは不要で

す。窓辺に貼ったりつるしたりす

ると、万華鏡のような模様が光り輝きます。厳しい寒

さに向かう時期ですが、この折り紙を作って心あたた

まる日々を過ごしてみては？。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は、小学校中学年から楽しめる歴史物語を２冊、

ご紹介します。 

『姫さまですよねっ！？』 
ソウマチ／著 小学館 

大阪城で暮らすりり姫と清姫は、豊臣秀吉の双子

の娘たち。ある日、甲賀と伊賀どちらの忍者が強い

かで大げんかになり、秀吉はかわいい姫さまたちの

ために「最強忍者決定戦」を行うことにしました。

伊賀と甲賀の個性豊かな忍者たちが集められ、それ

ぞれの忍術を競い合います。そんな中、姫さまたち

が城の中から消えてしまいました。ふたりは一体ど

こへ行ったのか？忍者たちの勝負の行方は？  

 

『戦国城 乱世に咲く花、散った花…姫君たち編』 

矢野隆／著 集英社 

 戦国時代、多くの姫さまが戦いの渦に巻き込まれ

ました。落城とともに家族を失った姫さま、城を守

るため自ら戦った姫さま、命を落としてしまった姫

さま。男が社会の中心だった戦国時代に、家族のた

めに強く生きた姫さまがいました。本作では織田信

長の妹である「お市と小谷城」、お市と浅井長政の娘

である「浅井三姉妹と北ノ庄城」、浅井三姉妹の長女

であり、秀吉の側室である「淀の方と大阪城」など

お城と姫さまたちの物語が５編収録されています。 

●読書忍者のオススメ本 

『むしたちのうんどうかい』 
得田之久／文 久住卓也／絵 童心社 

林の中の広場でいろんな虫たちが集まってうんど

うかいを始めました。キリギリスやコオロギのはし

りっこ、ギンヤンマやチョウチョウのとびっこきょ

うそう。ダンゴムシの玉入れ…。 

ユーモラスな絵とお話で、虫の種類や鳴き声、食

べる物などを知ることができて、虫が好きな人も嫌

いな人も楽しく読める絵本です。この本を紹介して

くれた人は、「つなひきがすごかった。」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 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 塞王の楯 今村 翔吾 

５位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

2022年11月24日現在 

新着図書の本棚 



１１がつごう（１３０号）のこたえ 

せいかいは  

「 ねこ 」 

でした。 

 
 

『にんにんにんじゃ』 

BL出版より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え ほ ん く い ず  

 

ヒント 
『クリスマスのつぼ』 

 

ジャック・ケント／作・絵 

清水
し み ず

真
ま

砂子
さ こ

／訳 

ポプラ社 
 

  をよんでみてね。 

こんげつのもんだい 
 

つぼは なんの かたちの 

ピニャータに なったでしょう 

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    12月 3日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

    12月 17日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    12月 10日（土）11:00～11:30 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書（おはなし会） 

     12月 10日（土）14:00～14:15 

・クリスマスおはなし会 

     12月 18日（日）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 

    12月 24日（土）11:00～11:30 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    12月 24日（土）15:00～15:30 

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。 

「かあさん、ほら みて。 

クリスマス・ピニャータに ちょうどいい  

つぼが あったわ。」 

「ああ、ぼくも ひとの やくに たてるんだ。」

ひびの いった つぼは、うれしくて 

こころの なかで さけびました 


