
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 5 月号 

         2023年 5月 1日発行 第 136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 

 5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 月 伴谷東小 おやすみ  おやすみ おやすみ 

  ２  火 貴生川小 おやすみ 油日小 おやすみ おやすみ 

 ３ 水 ビジネス読書会 10:30～       

 ４ 木 おやすみ  おやすみ   

 ５ 金 おやすみ  おやすみ 13:30～  

 ６ 土  15:00～     

 ７ 日      

 ８ 月  おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

 ９ 火 柏木小   11:00～ おやすみ   佐山コース おやすみ おやすみ 

１０ 水 伴谷小     

１１ 木 おやすみ  おやすみ 希望ヶ丘小  

１２ 金 おやすみ  おやすみ   第二小  

１３ 土   11:00～  15:00～ 11:00～  

１４ 日       

１５ 月   綾野小 おやすみ  おやすみ おやすみ 

１６ 火  おやすみ 佐山小 おやすみ おやすみ 

１７ 水 
おやすみ

水口小 
  第一小  

１８ 木 おやすみ 土山小 おやすみ  小原小 

１９ 金 おやすみ 大野小 おやすみ 13:30～ 朝宮小 

２０ 土  11:00～   入門ビブリオバトル 14:00～  

２１ 日      

２２ 月  おやすみ 11:00～ おやすみ おやすみ 

２３ 火  おやすみ     おやすみ おやすみ 

２４ 水   おやすみ おやすみ 多羅尾小 

２５ 木 おやすみ 11:00～ おやすみ 中部小 
おやすみ

雲井小 

２６ 金 おやすみ おやすみ おやすみ 第三小 信楽小 

２７ 土    11:00～  11:00～  15:00～ 

２８ 日      

２９ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

３０ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

３１ 水      

［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。 

※  ：乳幼児向けおはなし会  ：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/ 



  

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：5月 3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：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 

 

日程：5月 17日（水）～5月 31日（水） 

内容：瓦絵石絵アート 

場所：ギャラリー 

 

信楽図書館

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 

  

 日程：5月 31日（水）～6月 11日（日） 

 内容：しがらき絵画教室作品展 

 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：5月 20日（土）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。 

『われらの牧野富太郎！』 
いとうせいこう／監修 毎日新聞出版 

ＮＨＫの朝ドラで、今話題沸騰

の植物学者・牧野富太郎。図書館

でも、事典やエッセイなどをたく

さん所蔵していますが、この本を

読めば、普通の学者さんでないこ

とはすぐわかります。心に響く詩

歌や見惚れてしまうほどの標本、お洒落な出で立ち

に愛らしいキャラクターなど……。人となりを知る

につれ、より深く牧野博士の偉業に興味がわくだけ

ではなく、自ら植物に出会うため、外へ飛び出した

くなってしまう１冊です。 

『うたかたモザイク』 
一穂ミチ／著 講談社 

甘いけど苦い、酸っぱいけどス

パイシー、そんな風味豊かな１３

の短編がそろいました。 

主人公たちは時代も性別も越

え、人間ときには非人間のソファ

や妖怪として登場します。彼らは  

書名のごとく、水面に浮かぶ泡のような人生を語っ

ていきます。 

小さな感情をすくい上げる名手である作者の描く世

界にどっぷりとつかり、モザイクのような感情のキラ

メキを味わっていただきたい、そんな 1冊です。 

『どうすれば争いを  

止められるのか』
上杉勇司／著 WAVE出版 

「紛争解決学」とは、その名のと

おり紛争をどう解決させるかという

学問です。ロシアとウクライナの紛

争に限らず、世界からは争いが途絶

えませんが、日本も無関係ではあり

ません。この本は、自分たちの身近に起こるトラブル

を紛争に見立て、世界規模の問題をどうやったら解決

に導けるのかを、十代からでもわかりやすく教えてく

れています。「知る」だけと、「どうすれば解決でき

るのか考えて、行動する」ことには、やはり大きな違

いがあります。 

『エリックとマチルダ』 
ミーシャ・リヒター／作・絵 

   新教出版社   

マチルダはとってもかわいいユ

キガチョウ。ユキガチョウのエ

リックは彼女に一目ぼれし、気を

引こうといろいろやってみます。

でも、彼女は全く知らんぷり。思

い悩んだエリックは森の賢者フクロウから、すてき

なアドバイスをもらいます。 

さあ、二羽はどうなったのでしょう？黒の線画

に、差し色は２色だけ。そのシンプルな画面からは

幸せな二羽のはばたきが聞こえてくるようです。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は「花と鳥、植物」に関する本を紹介します。 

『草木鳥鳥文様（くさきとりどりもんよう）』 

梨木果歩／文 ユカワアツコ／絵 福音館書店 

作家・梨木果歩さんの文章と、イラストレーター・

ユカワアツコさんによって描かれた鳥のイラストで四

季の鳥と草花が紹介されています。ユカワさんは、古

い箪笥の引き出しに鳥の絵を描くというテーマで活動

をされていて、この本にも様々な大きさの引き出しに

鳥と植物が描かれていて、まるで窓から鳥を眺めてい

るような気分にもなります。 

 

『育てて楽しむペット植物』 
山根健治／監修 家の光協会 

 この本で紹介するペット植物とは動物の形に似てい

たり、かわいくて小さかったり、動きがあるもの、

ちょっと不思議な形をしたものなどで、植物を育てな

がらペットを飼っているような楽しい気持ちにさせて

くれる植物たちです。表紙に紹介されている「ウサギ

ゴケ」。緑の葉の上に伸びた茎の上に長い耳をピンと

立てたような姿の花びらはウサギが草原を走っている

ようにも見えます。可愛らしい姿に反して食虫植物で

すが、花が捕虫するのではなく、根にある袋状のもの

がミジンコなどの小さな生物を捕えます。 

●読書忍者のオススメ本 

『９９９ひきのきょうだいのおひっこし』 
木村研／文 村上康成／絵 ひさかたチャイルド  

かえるのお母さんが、小さな池に９９９個のたま

ごをうみ、９９９ひきのおたまじゃくしがうまれま

した。ぐんぐんおおきくなり、立派なかえるになり

ましたが、池はせまくてぎゅうぎゅうです。そこ

で、みんなでおひっこしをすることにしました。池

の外には、危険がいっぱい。かえるたちは、無事に

おひっこしできるのでしょうか。本を紹介してくれ

た人は、「かえるのおとうさんが、とんびにつか

まって、おかあさんたちがたすけたのがよかっ

た。」と感想を書いてくれました。 

●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 汝、星のごとく 凪良 ゆう 

２位 魔女と過ごした七日間 東野 圭吾 

３位 成瀬は天下を取りにいく 宮島 未奈 

４位 宙ごはん 町田 そのこ 

５位 川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 

2023年4月16日現在 

新着図書の本棚 



４がつごう（１３５号）のこたえ 

せいかいは  「 ロープ 」 でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

『い～れ～て！』  金の星社 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

 

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

    5月 6日（土）15:00～15:30 

 ・乳幼児おはなし広場  

    5月 9日（火）11:00～11:20 

・もものみおはなしかい 

    5月 20日（土）11:00～11:30 

  

 
土山図書館 

 ・おはなし会 

    5月 13日（土）14:00～14:30 

・乳幼児おはなし広場 

    5月 25日（木）10:30～11:00 

 

 

甲南図書交流館 

 ・おはなしタイム（乳幼児向け） 

    5月 13日（土）11:00～11:30 

 ・おはなしたまてばこおはなしかい 

    5月 27日（土）11:00～11:30 

 

ヒント 
 

『こいのぼりセブン』 
 

もとしたいづみ／作  

ふくだいわお／絵  

世界文化社     
   

をよんでみてね。 

 

「すごい すごい‼」 

「ほら、あの こいだけ、たきの 

 うえまで のぼって いくよ！」 

「がんばれ がんばれ！」 

みんなは こいを おうえんしました。 

こんげつのもんだい 

たきの うえまで のぼった 

こいは いったい なにに 

へんしん したでしょうか？ 

 

 

信楽図書館  

・定例おはなし会 

    5月 27日（土）15:00～15:30 

 

 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書（おはなし会と工作） 

    5月 13日（土）15:00～15:40 

・乳幼児向けおはなし会 

     5月 22日（月）11:00～11:30 

・紙ふうせんおはなし会 

    5月 27日（土）11:00～11:30 

 


