
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 2022 年 7 月号 

         2022年 7月 1日発行 第 126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 

 7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 金 おやすみ 大野小 おやすみ 13:30～  信楽小 

  ２  土  14:00～      

 ３ 日      

 ４ 月 伴谷東コース おやすみ  おやすみ おやすみ 

 ５ 火 貴生川コース おやすみ    油日小 おやすみ おやすみ 

 ６ 水 
ビジネス読書会 10:30～ 

伴谷コース 
土山小    

 ７ 木 おやすみ  おやすみ 甲南第二小  小原小 

 ８ 金 おやすみ  おやすみ 甲南第一小  朝宮小 

 ９ 土   14:00～  14:00～   

１０ 日      

１１ 月 綾野コース おやすみ 大原小 おやすみ おやすみ 

１２ 火 柏木コース おやすみ 佐山コース おやすみ おやすみ 

１３ 水 水口コース   甲南中部小  

１４ 木 おやすみ  おやすみ 甲南第三小  雲井小 

１５ 金 おやすみ  おやすみ 
13:30～ 

希望ヶ丘小 
 多羅尾小 

１６ 土  11:00～     

１７ 日      

１８ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

１９ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２０ 水 おやすみ     

２１ 木 おやすみ   おやすみ   

２２ 金 おやすみ おやすみ おやすみ    

２３ 土    11:00～  11:00～  15:00～ 

２４ 日      

２５ 月  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２６ 火  おやすみ  おやすみ おやすみ 

２７ 水   おやすみ おやすみ  

２８ 木 おやすみ  おやすみ  おやすみ 

２９ 金 おやすみ  おやすみ   

３０ 土      

３１ 日      

［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） 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         柏木コース：柏木小→柏木児ク 

水口コース：水口小→水口児ク→兆生園         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             綾野コース：綾野小→綾野児ク 

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/ 



夏休みの特別教室 

～８月にも開催します～ 
・8月 2日（火） 10:30～11:30 水口図書館 

夏休み工作教室 「ころころおもちゃ」 

・8月 4日（木） 10:30～11:30 甲南図書交流館 

夏休み工作教室 

「ライトでたんけん！かくれんぼファイルをつくろう」 

・8月 7日（日） 10:30～11:30 甲賀図書情報館 

夏休みおはなし工作会 

「とうめいヨーヨーをつくってみよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

※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：7月 6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 
甲賀図書情報館

日程：7月 3日（日）～7月 30日（土） 

内容：瓦絵展 

場所：市民ギャラリー 

 

甲南図書交流館

日程：6月 3日（金）～7月 1日（金） 

内容：令和 4年度 教科書展示会 

場所：視聴覚ホール


イベント 
甲南図書交流館

入門ビブリオバトル 
日程：7月 17日（日）14:00～15:00

場所：ゆめ工房 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 
図書館でマルチメディアデイジー図書が利用できます 
マルチメディアデイジー図書って？ 

マルチメディアデイジーとは、文字・音声・画像を同時に

再生できるデジタル録音図書です。 

活字による読書が困難な方を対象に、マルチメディア

デイジー図書を館内でご利用いただける、タブレット端末の

貸出を始めました。 

※利用は図書館内のみとなります。 

 

こんな方がご利用いただけます 

○活字をそのままの大きさでは読めない 

○活字を長時間集中して読むことができない 

○目で読んでも内容が分からない、  

  あるいは内容を記憶できない 

○病気やけが、まひ等により、 

  資料を持ったりページをめくったりできない 

 ご希望の方は図書館のカウンターでお申し出ください 

≪土山図書館≫ 

夏休み工作教室 「おうかんをつくってみよう！」 

日時：7月 23日（土）10:30～11:30 

場所：会議室 
 

≪信楽図書館≫ 

夏休み手づくり教室「つくってみよう！布ぞうり」 

日時：7月 30日（土）10:30～11:30 

場所：視聴覚室 

 

 

-課題図書についてのお知らせ-
図書館では、より多くの方が課題図書を利用で

きるように、７月１日から８月３１日の間は

① 貸出期間は１週間 ②延長不可 とさせて 

いただきます。ご理解・ご協力をお願いします。 

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。 

会議やイベント等で来館される方については

「来館者記入票」の記入をお願いします。 

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。 

『ヤングさんのオーケストラ』 
なかえよしを／作 ポプラ社 

とても有名なオーケストラ指揮

者のヤングさんは、まわりからち

やほやされていつもとくいげで

す。でも、ある日「せんせいはど

うしてしきしゃになられたのです

か」とたずねられ、少しずつ大事

なことを思い出していきます…。 

これからたくさんの「出会い」をする子どもたち

と、いくつもの「出会い」を経験してきた大人たち。

そのどちらにもぜひ読んでほしい、「出会い」の大切

さがじんわりと心に響いてくる絵本です。 

『マウンテンガールズ。フォーエバー』 
鈴木みき／著 エイアンドエフ 

 ２００９年頃から山好きの若

い女性たちを「山ガール」と呼

ぶようになりましたが、彼女た

ちはどのような立ち位置で今日

まで山と向き合って来たので

しょうか。ここでは５人の女性

たちの“今”が描かれていま

す。山にひかれながらも、各自

が様々な結論を出していきます。 

また、著者の初めての小説作品とのことで、その

初々しさも味わうことができます。 

『大垣夜行と快速「ムーンライト」のすべて』 
「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 

 “ヨン・サン・トオ（昭和４３

年１０月）”として知られるダイ

ヤ改正が生み出した普通列車「大

垣夜行」。快速列車への格上げに

より誕生した「ムーンライトなが

ら」や北海道を走った「ミッドナ

イト」など、全国の夜を駆け抜け

た「ムーンライト」シリーズ。 

さらには、荷物・郵便輸送という責務も担いながら

手軽に乗ることもできた長距離夜行普通列車の数々

…。一昔前の懐かしい時代にタイムスリップできる、

格安夜行列車の軌跡を集めた一冊です。 

『ＪＥＬＬＹ ＤＥＳＳＥＲＴ』 
太田さちか／著 成美堂出版 

夏が近づくと、冷たいお菓子

が恋しくなりますね。数多ある

お菓子作りの中でも、ゼリーは

比較的ハードルが低いのでは。 

この本では、アガー、寒天、

ゼラチンという手に入れやすい

材料を使ったレシピを紹介して

います。手順どおりに作るだけ

で、今年の夏、あなたはゼリー名人に！キラキラと

輝くゼリーたちは、モダンアートのようでとても涼

やかです。 

●「図書館いこうか」で紹介した本 

今回は過去に開催された「ビブリオバトル ｉｎ 

Ｋｏｋａ」のチャンプ本を紹介します。 

『一路』 

浅田次郎／著 中央公論新社 
江戸時代、父の不慮の死によって家を相続するこ

とになった小野寺一路は、なんの引き継ぎもないま

ま家に代々伝わる「行軍録」という書物を唯一の頼

りに、参勤交代の舵取りに挑んでいきます。中山道

の難所、お殿様の急な発熱、行列の道中行き合い、

道中ひそかに進む御家乗っ取りの陰謀などの苦難が

襲います。果たして一路は、決められた時間までに

江戸へ無事到着することができるのでしょうか。  

 

『ダチョウはアホだが役に立つ』 

       塚本康浩／著 幻冬舎 
 ケガをしてもすぐ治る、家族が入れ替わっていて

も気が付かない、脳より目だまの方が大きい、なみ

だが甘くておいしい、４０メートル先のアリが見え

るほど視力がいい。そんな知られざるダチョウの魅

力について書かれた１冊です。ダチョウの抗体から

生まれた、感染症を予防する飴やマスク、アトピー

性皮膚炎に効く化粧品の開発などについても、ユー

モアのある関西弁で紹介しています。 

●読書忍者のオススメ本 

『日本の伝統競技』 

寒川恒夫／監修 ＰＨＰ研究所 
日本に昔からつたわる競技といえば、みなさんは

何を思いうかべますか？柔道や相撲、剣道という人

もいると思います。綱引きや凧合戦、競技かるたな

ど、行事や遊びからうまれた競技もあり、その歴史

やルールを知ることができる本です。 

この本を紹介してくれた人は、「日本人がどんな

武道をしているかがわかって、すごかった。剣道を

したいなぁとぼくは思いました。」と、おススメし

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 塞王の楯 今村 翔吾 

２位 三千円の使いかた 原田 ひ香 

３位 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 

４位 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨 

５位 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 

2022年6月25日現在 

新着図書の本棚 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

え ほ ん く い ず  

水口図書館 

 ・おはなしどんどん 

7 月 2日（土）14:00～14:15 

 ・もものみおはなしかい 

7 月 16日（土）11:00～11:15 

土山図書館 

 ・おはなし会 

    7月 9 日（土）14:00～14:15 

甲南図書交流館 

 ・おはなしたまてばこおはなし会 

    7月 23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。 

６がつごう（１２５号）のこたえ 

 

 せいかいは  

 「ちかくのくぼみ」 

        でした。 

 

 

『あまがえるのかくれんば』世界文化社より 

ヒント 
 

『なつのいけ』 
 

塩野
し お の

 米
よね

松
まつ

／文 

村上
むらかみ

 康
やす

成
なり

／絵 

ひかりのくに 

  をよんでみてね。 

おっとっと。 

いばりんぼうの アメリカザリガニ。 

どいた どいた。 

どばーんと でてきた 

りっぱな ひげの オオナマズ。 

がはははーっ。 

こんげつのもんだい 

オオナマズの つぎに 

でてきたのは  

なんでしょうか？ 

 

信楽図書館 

 ・定例おはなし会 

    7月 23日（土）15:00～15:15 

甲賀図書情報館 

 ・ちびっこ読書（おはなし会） 

     7月 9日（土）14:00～14:15 

 ・紙ふうせんおはなし会 

    7月 23日（土）11:00～11:15 

 


