
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 2月号 

         2023年 2月 1日発行 第 133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 

 2 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 水 
ビジネス読書会 10:30～  

伴谷コース 
    

２ 木 おやすみ    土山小 おやすみ   

３ 金 おやすみ    大野小 おやすみ 13:30～  

４ 土  14:00～      

５ 日      

 ６ 月 伴谷東コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

 ７ 火 貴生川コース おやすみ    油日小 おやすみ おやすみ 

 ８ 水 水口コース        

 ９ 木 おやすみ     おやすみ    第一小  

１０ 金 おやすみ  おやすみ    ♪ 19:30～ 

１１ 土   11:00～  14:00～   

１２ 日      

１３ 月 綾野コース おやすみ    大原小 おやすみ おやすみ 

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

１５ 水 おやすみ      第二小    多羅尾小 

１６ 木 おやすみ  おやすみ    中部小    朝宮小 

１７ 金 おやすみ  おやすみ 
          第三小 

13:30～ 
小原小 

１８ 土  11:00～      

１９ 日    ビブリオトーク 14:00～  

２０ 月      おやすみ おやすみ 

２１ 火   おやすみ おやすみ 

２２ 水  おやすみ おやすみ    信楽小 

２３ 木 おやすみ おやすみ  おやすみ 

２４ 金 おやすみ おやすみ    希望ヶ丘小    雲井小 

２５ 土   11:00～  11:00～  15:00～ 

２６ 日      

２７ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２８ 火  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 谷コース：伴谷小→伴谷児ク         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       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：2月 1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：2月 1日（水）～2月 22日（水） 

   最終日は 14：00まで 

内容：第 72回滋賀県統計グラフコンクール優秀

作品展 

※入選 2～5席は甲賀市内の学校のみ 

場所：玄関ロビー 



甲賀図書情報館
日程：2月 21日（火）～3月 19日（日） 

内容：編物＆手芸作品展 

場所：市民ギャラリー 



甲南図書交流館
日程：2月 9日（木）～2月 12日（日） 

内容：レイカディア大学同窓会 

甲賀・湖南支部会員作品展 

場所：ギャラリー 

 

信楽図書館
日程：2月 1日（水）～2月 19日（日） 

内容：彫刻と能面展

場所：ギャラリー 



イベント 
甲南図書交流館

入門ビブリオトーク 
日程：2月 19日（日）14:00～15:00

場所：ゆめ工房


コンサート 

信楽図書館
日程：2月 10日（金）19:30～21:00 

内容：バレンタインコンサート 

場所：フロアー 

 
※詳しくはポスター・チラシ、ＨＰをご覧ください 

 

★エコ・プロジェクト★ 

～本・雑誌をおゆずりします～ 
 

日程：1月 28日（土）～2月 12日（日） 
場所：甲賀図書情報館 多目的ホール 

 
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。 

 

 

 

 

土山図書館蔵書点検のおしらせ 

2 月 20 日(日)～2 月 26 日(土) 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。 
 

そ の 他 の 行 事 

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。 

 

土山図書館蔵書点検のおしらせ  

2 月 19 日(日)～2 月 25 日(土) 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。 



 

 

 

 

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。 

『アナトールとねこ』 
イブ・タイタス/さく 好学社 

ねずみのアナトールは、人間の

チーズ工場で味見係として、味につ

いてアドバイスする仕事をしていま

す。人間の食べ残しを拾い集めたり

せず、自分の力で家族を養っている

ことに誇りをもっているアナトー

ル。   

ある晩仕事をしていると、社長の飼い猫が工場に

やってきて忍び足であるく足音が、上から聞こえてき

ました。猫を恐れるアナトールは、恐ろしさのあま

り、きちんと仕事ができなくなってしまいます…。 

『ねずみのとうさんアナトール』の続編。 

『変な絵』 
 雨穴/著 双葉社 

「七篠レン 心の日記」少し前ま

ではよくあった、一見普通のブロ

グ。そこには結婚し、赤ちゃんを授

かった夫婦の幸せな日常とともに載

せられた５枚の絵があった。幸せそ

うな日常に潜む不協和音。消えた男

児、惨殺死体、補導少女…。つなが

りがないように思われる出来事と謎の絵。ちりばめ

られた伏線。見れば見るほど何かがおかしい９枚の

絵。すべての謎がつながったとき、衝撃の真実を目

の当たりにする！？あなたには、この絵の「謎」が

解けますか？ 

『無人島のふたり』 
山本文緒/著 新潮社  

ある日突然すい臓がんと診断さ

れ、５８歳でわずか４か月の余命宣

告を受けた直木賞作家・山本文緒。

まるで無人島に流されてしまったか

のような日々の中で、彼女は夫と共

に毎日を懸命に生きます。最期まで

書くことにこだわり続けた彼女の作

家魂と、夫の献身的な愛に涙するでしょう。つらい闘

病日記でありながら、日常に感謝し、あきらめずに前

へ進んでいこうとする姿に胸打たれます。 

『猫の介護ハンドブック』        
江本 宏平/監修 ねこねっこ 

室内で暮らす猫の寿命は伸び続

け、平均寿命を調べた統計では、 

１６才を超えました。この本には

「どうしたらいいかわからない」と

悩みがちな介護の具体的な「方法」

と、介護期の猫との「向き合い方」

が書かれています。看取りに直面す

る飼い主さんの心に寄り添ってきた獣医師によるア

ドバイスや、高齢猫の困りごとも特集しています。

最期のその日まで寄り添うために役立ててみてくだ

さい。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「鉄道や旅」に関する本をご紹介します。 

『いまこそ使いたい時刻表活用術』 

木村嘉男/著 天夢人 

時刻表には「ＪＴＢ時刻表」と「ＪＲ時刻表」の

２種類があり、どちらも月刊で発行されています。

電車の時間や乗り換えを調べる時に、スマートフォ

ンのアプリを使う人が多くなった現在、紙の時刻表

を見る人は少なくなっています。しかし、時刻表に

は路線図や臨時列車、航空機やフェリーまで載って

います。机の上で想像力をめぐらし、旅行するのは

いかがでしょうか。 

 

『東海道五十三次いまむかし歩き旅』 

高橋真名子/著 河出書房新社 
 東京の日本橋から京都の三条大橋までの東海道五

十三次を筆者が歩き、宿場町の様子だけではなく、

その土地に積み重ねられた歴史についても書かれて

います。土山の『大般若経』や水口の水口岡山城な

ど、５３の宿場の名所旧跡、神話伝説、自然景観の

魅力がたっぷり書かれており、読むだけで、五十三

次を旅した気分になります。 
 

●読書忍者のオススメ本 

『ぎろろんやまと１０ぴきのかえる』 

間所ひさこ/さく ＰＨＰ研究所  
ひょうたんぬまになかよしの１０ぴきのかえるが

すんでいました。あるひ、そのうちの１ぴきがおも

いびょうきになってしまいました。なかまのびょう

きをなおすため、９ひきのかえるは、びょうきによ

くきく「しゃっきりだけ」というきのこをとりに、

おそろしい山だとうわさのぎろろんやまへむかいま

す。この本を紹介してくれた人は、「きのこをさが

しにいったところが、とくにおもしろかった」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 老害の人 内館 牧子 

３位 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 

４位 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 

５位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

2023年1月25日現在 

新着図書の本棚 



１がつごう（１３２号）のこたえ 

せいかいは 

「 ゆきだるま 」 

でした。 

『だれのおとしもの』  

PHP 研究所 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    2月 4日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

    2月 18日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    2月 11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 

    2月 25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 
 

『おほしさま  

かいて！』 
 

エリック＝カール  

偕成社 
   

をよんでみてね。 

「よるを かいて」 

にじが いった。 

えかきは、 

まっくらやみの よるを かいた。 

こんげつのもんだい 

よるが かいてほしいといった

ものは なにでしょう？ 

 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    2月 25日（土）15:00～15:15 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書クラブ（おはなし会） 

     2月 11日（土）14:00～14:15 

 ・紙ふうせんおはなし会 

    2月 25日（土）11:00～11:15 

 


