
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 3 月号 

         2023年 3月 1日発行 第 134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 

 3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    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～ 信楽小 

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         第二小  

 ９ 木 おやすみ     おやすみ          第三小 多羅尾小 

１０ 金 おやすみ  おやすみ    第一小 
   朝宮小 

♪ 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      中部小    雲井小 

１６ 木 おやすみ  おやすみ      

１７ 金 おやすみ  おやすみ 13:30～  

１８ 土  11:00～      

１９ 日    入門ビブリオバトル 14:00～  

２０ 月     おやすみ  おやすみ おやすみ 

２１ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２２ 水   おやすみ おやすみ    小原小 

２３ 木 おやすみ  おやすみ 希望ヶ丘小 おやすみ 

２４ 金 おやすみ おやすみ おやすみ         

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 

２９ 水      

３０ 木 おやすみ  おやすみ   

３１ 金 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                         
※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/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 



※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：3月 12日（日）10:00～17:30 

内容：ミニ花展 

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：3月 1日（水）～3月 19日（日） 

内容：ぷらら書道作品展 

場所：ギャラリー 

 

日程：3月 25日（土）～4月 16日（日） 

内容：2023ときめきアート展 

場所：ギャラリー 

 

信楽図書館
日程：3月 24日（金）～4月 16日（日） 

内容：南北墨画会山ゆり作品展

場所：ギャラリー 


イベント 
甲南図書交流館

入門ビブリオバトル 
日程：3月 19日（日）14:00～15:00

場所：ゆめ工房

主催：ビブリオバトルｉｎＫｏｋａ

サポーターズ






コンサート 

信楽図書館
日程：3月 10日（金）19:30～21:00 

          （19:00開場） 

内容：ホワイトデーコンサート 

出演：バイオリン 藤原利佳子さん 

   ピアノ   河本清子さん 

プログラム：クライスラー、パガニーニ、ラフマ 

ニノフの名曲を演奏されます 

場所：フロアー 

 入場：無料  

 定員：先着 50名 

 

ボランティア募集中！ 

図書館活動に理解と関心がある方、 

ボランティアとして一緒に活動しませんか？ 

活動内容：①②のいずれか 

① 本の修理・装備 

② 館内装飾・掲示物の作成  

応募条件：年間を通じて継続的な活動ができる 

16歳以上で、図書館が行う研修に 

参加できる方 

応募期間：令和 5年 3月 31日（金）まで 

 

オンライン受付はこちらの 

ＱＲコードから ⇒ ⇒ ⇒ 

 

 

 

 

 
 

 

◎詳しくは職員までおたずねください 

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。 



 

 

 

 

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。 

『プリテンド・ファーザー』        
白岩玄/著 集英社 

突然妻を亡くして４歳の娘の育

児と家事、仕事に追われる恭平。

妻が海外赴任中で、１歳半の息子

を育てながらベビーシッターとし

て働く章吾。元同級生のシングル

ファーザー同士で同居を始めたも

のの、正反対の性格ゆえに溝が生

まれてしまい…。 

男性ならではの苦悩や葛藤が丁寧に描かれ、本当の

親になることに向き合う２人の姿に、社会を変えてい

くのは私たち自身だと気づかせてくれる１冊です。 

『きもちを贈る』 
 杉浦さやか/著 ワニブックス 

プレゼントに手作りの工夫がこ

らしてあると、相手の気持ちが伝

わってきてうれしさが倍増しま

す。本書では人気イラストレー

ターが贈りものに添えるメッセー

ジカードの作り方とラッピングの

アイデアを紹介しています。絵や

工作が苦手な人でも型紙がついて

いるので、すぐに作ることができます。新生活のお

祝いやちょっとしたおすそわけに、あの人の笑顔を

想像しながら楽しく手作りしてみませんか。  

『新・日本懐かし自販機大全』 
魚谷祐介/著 辰巳出版  

ハンバーガーやかき氷、カレーに

トーストサンドなど。機械の中で調

理する優れもので、中に誰か入って

いるの？と思ってしまう珍しい自動

販売機が紹介されています。コンビ

ニの全国拡大や家庭用電子レンジの

普及により、その数は激減したもの

の根強い人気を博しています。製造メーカーや内部の

構造など製品情報も知ることができます。昭和の香り

を残しながら、出来たてを短時間で提供してくれる自

販機たちが令和の今、かぎりなく愛おしくなります。 

『狩女のすすめ』 
 ジビエふじこ/著 緑書房 

狩猟で得た野生鳥獣の食肉である

「ジビエ」に魅せられ、４０歳を超

えて猟師になった著者。捕獲をして

もその多くが廃棄される生き物の命

を、無駄にすることなく有効活用し

ようと日々奮闘しています。革細工

等の商品開発、イベント企画、執筆

活動のほか、ジビエを使った家庭料理の数々を本書

では紹介していますが、その名前のとおり「美味し

く食べる」ことで自然環境の未来づくりに貢献でき

ることを彼女は教えてくれています。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「大人向け絵本」をご紹介します。 

『二番目の悪者』 

林木林/作 庄野ナホコ/絵 天夢人 

あるところに金色のたてがみを持つ金のライオン

がいました。ある日、次の王様を国民で決めるよう

おふれが出されると、金のライオンは自分こそが国

王にふさわしいと思いましたが、街の人々は心優し

い銀のライオンが王様にぴったりだとささやき合い

ました。金のライオンは不安に駆られ、とんでもな

い噂を流しました…。様々な情報があふれる現代に

おいて、自分のあり方を考えさせられるお話です。 

 

『アライバル』 

ショーン・タン/著 河出書房新社 
 新天地を求め、言葉もわからない異国へやってき

たひとりの男。見知らぬ土地で戸惑いながらも様々

な仕事につき、新しい土地になじんでいきます。苦

労の末、生活の基盤を整え、母国に残した家族を呼

び寄せる移民の姿が描かれた物語です。この絵本に

は文字がありません。コマ割の緻密で美しいイラス

トが幻想的な物語の世界へと誘い、読み終えた時、

壮大な映画を見たような満足感が広がります。 

●読書忍者のオススメ本 

『はじめてのこどもキッチン』 

鈴木薫/さく ＰＨＰ研究所  
毎日みなさんはごはんを食べますね。そのごはん

は、誰かが料理してくれているから食べられるので

す。この本には、こどもでも“自分で”作れる料理

がたくさんのっています。 

この本をおススメしてくれた人も料理に挑戦して

感想を書いてくれました。「この本で、わたしがい

ちばん好きな料理は“きのこのめんつゆに”です。

この本だけで、たくさんのりょうりがつくれるよう

になりました。」と、紹介してくれています。 

 

●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 光のとこにいてね 一穂 ミチ 

２位 
おいしいごはんが食べられ

ますように 
高瀬 隼子 

３位 老害の人 内館 牧子 

３位 ハヤブサ消防団 池井戸 潤 

５位 月の立つ林で 青山 美智子 

2023年2月22日現在 

新着図書の本棚 



２がつごう（１３３号）のこたえ 

せいかいは 

「 つき 」 

でした。 

『おほしさま かいて！』  

偕成社 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    3 月 4日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

    3月 18日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    3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 

    3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 
 

『うさこちゃんの 

たんじょうび』 
 

ディック・ブルーナ／ぶん・え  

いしいももこ／やく  

福音館書店     
   

をよんでみてね。 

よるには おじいちゃんと 

おばあちゃんが うさこちゃんに 

あいに やってきました。 

おじいちゃんたちも ぷれぜんとを 

もってきましたよ。 

こんげつのもんだい 

おじいちゃんと 

おばあちゃんからの 

プレゼントはなんでしょう。 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    3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） 

     3月 11日（土）14:00～14:15 

 ・紙ふうせんおはなし会 

    3月 25日（土）11:00～11:15 

 


