
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 4 月号 

         2023年 4月 1日発行 第 135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 

 4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  15:00～     

２ 日      

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  おやすみ おやすみ 

５ 水 
ビジネス読書会 10:30～ 

   伴谷コース 
    

 ６ 木 おやすみ  おやすみ   

 ７ 金 おやすみ  おやすみ 13:30～  

 ８ 土   11:00～  15:00～   

 ９ 日    ビブリオトーク 14:00～  

１０ 月    綾野コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

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

１２ 水    水口コース     

１３ 木 おやすみ  おやすみ   

１４ 金 おやすみ  おやすみ   

１５ 土  11:00～     

１６ 日      

１７ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

１８ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

１９ 水 おやすみ     

２０ 木 おやすみ  おやすみ   

２１ 金 おやすみ  おやすみ 13:30～  

２２ 土    11:00～  11:00～  15:00～ 

２３ 日      

２４ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２５ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２６ 水   おやすみ おやすみ  

２７ 木 おやすみ  おやすみ  おやすみ 

２８ 金 おやすみ おやすみ おやすみ   

２９ 土      

３０ 日      

［開館時間］１０：００～１８：００     ※甲南図書交流館の夜間開館は休止しています。 

※ ：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：伴谷東児ク→樹の郷        貴生川コース：貴生川児ク 

伴 谷コース：伴谷児ク             綾  野コース：綾野児ク 

柏 木コース：柏木児ク             水  口コース：水口児ク→兆生園  

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/ 



  

甲賀市図書館

こどもの読書週間記念展示  

日程：4月 23日（日）～5月 12日（金） 

 場所：市内各図書館 

内容： 『よみつがれてきた物語展』 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




4月 23日から 5月 12日までは「こどもの

読書週間」です。『子どもたちにもっと本

を、子どもたちにもっと本を読む場所を』

の願いから1959年（昭和34年）に始まり、

読書推進運動協議会を主催として行われて

います。 

また 4 月 23 日は「子ども読書の日」で

す。これは、イギリスの作家シェイクスピ

アとスペインの作家セルバンテスの命日で

あるこの日を、ユネスコが「世界・本と著

作権の日」と宣言していることなどにちな

んで、「子どもの読書活動の推進に関する

法律」で定められたものです。 

図書館では「こどもの読書週間」を記念

して『よみつがれてきた物語展』を開催し

ます。時代や世代を超えて楽しめる本を集

めて紹介します。 




★エコ・プロジェクト★ 

～本・雑誌をおゆずりします～ 
 

日程：4月 29日（土）～5月 21日（日） 
場所：土山図書館 第 2展示室 

 

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。


 
 
 
※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：4月 5日（水）10:30～12:00 

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 
甲南図書交流館

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 

 

日程：4月 27日（木）～5月 14日（日） 

内容：竹灯籠に祈りをこめて 

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 

 

日程：4月 22日（土）～5月 27日（土） 

内容：和紙ちぎり絵展

場所：ギャラリー 



イベント 
甲南図書交流館

ビブリオトーク 

日程：4月 9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

新型コロナウイルス感染拡大防止に引き続きご協力ください。 
 

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。 

『保護ねこ活動 ねこかつ！』 
高橋うらら／著 岩崎書店 

「大きくなったら保健所にいる猫

を救いたい。」この本には、野良猫

や捨て猫などを殺処分される前に救

いたい一心で”保護猫カフェねこか

つ”を開いた梅田達也さんの活動が

描かれています。里親募集、野良猫

のＴＮＲ（捕獲・不妊去勢手術・戻

す）、譲渡会など猫と人が一緒に生

きていくためのいろんな活動をされています。動物

と暮らすことは命を預かること。大変さも知った上

で可愛い猫と幸せになる方法、考えてみませんか？ 

『ウィリアムの子ねこ』 
マージョリー・フラック／作・絵

徳間書店 
ウィリアムのあとをついてき

た迷子の子ねこ。お母さんにか

いたいと言うと、子ねこを探し

ている人がいるかもしれないか

ら、けいさつしょに相談するよ

うに言われます。ところが、現

れた子ねこのかいぬしは３人！ 

だれが子ねこをかうことになるのでしょうか？みん

なが笑顔になる結末に大満足なおはなし。 

『分岐駅まほろし』 

清水晴木／著 実業之日本社 

「あなたの、人生の分岐点はいつ

ですか？」深い後悔を抱えた者が行

き着く場所、まほろし駅。そこへ辿

り着くと、過去の分岐点まで遡り、

自分が選ばなかった選択肢の人生を

歩むことができるという。後悔した

日々を振り返る中で、悩める主人公

たちは、彼ら自身の人生と改めて向

き合うことになる。過去は変えられないが、未来は変

えられるかもしれない。明日からまた前を向いて生き

る勇気を与えてくれる一冊。 

『図解 はじめての日本建築』 
松﨑照明／著 丸善出版  

みなさんは、神社やお寺に行った

ことがあると思います。そのとき、

建物に興味を持たれたことはありま

せんか。この本は、神社や仏閣だけ

でなく、城、庭園、茶室、町並み、

民家、近代建築など日本建築の見方

と見どころを時代別に解説していま

す。法隆寺や東大寺の配置図、姫路城天守の構成

図、御上神社（野洲市）社殿構成図などの図版や写

真も豊富に掲載。日本文化を身近に感じることがで

き、日本建築への知識と興味を深める１冊。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「忍者」に関する本とＤＶＤを紹介します。 

『猫忍(ねこにん)』（ＤＶＤ） 

渡辺武／監督 ＡＭＧエンタテイメント 

時は泰平。霧生忍者の久世陽炎太（くぜかげろう

た）は幼いころ、父の剣山が猫に変化したと信じ、猫

のことを「父上」と呼び、一緒に旅をしていました。

一方、剣山に変化の術の巻物を盗まれた忍びの里の棟

梁桂木（かつらぎ）は、手下を使って陽炎太をとら

え、剣山の居場所を聞きだし、巻物を取り戻そうとし

ていました。せまる魔の手、陽炎太はこの危機をどう

突破するのか。忍者のアクションもさることながら、

猫の可愛さでほっこりすること間違いなし。 

 

『忍者に結婚は難しい』 
横関大／著 講談社 

 ソロキャンプ場で出会った二人、悟郎と蛍。二人は

お互いがライバル忍者である伊賀忍者と甲賀忍者の末

裔とは知らず結婚、しかしそんな二人もいまや離婚寸

前。そんなある日、伊賀系の大物政治家が暗殺されま

す。犯人探しに乗り出す伊賀忍者たち。そんな中、暗

殺者として挙がったのが甲賀忍者の蛍！？ 

 悟郎と蛍、お互いの正体がばれないよう秘密を抱え

ながら送る生活の中でドタバタを描いた忍者ラブコメ

ディです。 

●読書忍者のオススメ本 

『オムライスのたまご』 

森絵都／作 講談社  
主人公はたまごのタマキ。たまごたちの一番のゆ

めは、オムライスになること。タマキもゆめをかな

える旅にでます。そして旅の途中で知った「まぼろ

しのオムライス」になりたいとオーディションを受

けるのですが・・・。 

感想を書いてくれた人は「タマキが冒険するとこ

ろがおもしろいよ」とおススメしてくれました。は

たしてタマキは「まぼろしのオムライス」になれた

のでしょうか。この本を読んだらオムライスが食べ

たくなるかも。 

●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 老害の人 内館 牧子 

３位 
おいしいごはんが食べられ

ますように 
高瀬 隼子 

４位 月の立つ林で 青山 美智子 

５位 汝、星のごとく 凪良 ゆう 

2023年3月22日現在 

新着図書の本棚 



３がつごう（１３４号）のこたえ 

せいかいは   

「ぬいぐるみの くま」   

でした。 

『うさこちゃんの たんじょうび』 

 福音館書店より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    4 月 １日（土）15:00～15:15 

 ・もものみおはなしかい 

    4月 15日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    4 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 

    4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 
 

『い～れ～て！』 
 

中川
なかがわ

 ひろたか／さく  

市居
い ち い

 みか／え  

金の星社     
   

をよんでみてね。 

 

「え？ うみ？」 

その とき 

「あっ！」 

ぼくは あしを すべらせてしまった。 

こんげつのもんだい 

がけにおちたぼくは なにを

つかって たすけられたで

しょうか？ 

 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    4月 22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） 

     4月 8日（土）15:00～15:40 

 ・紙ふうせんおはなし会 

    4月 22日（土）11:00～11:30 

 


