
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊バックナンバーは借りられます、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大山田図書室利用のご案内 
利用できる日時：火曜日～日曜日 午前１０時～午後５時 

休  館  日：月曜日、祝祭日、年末年始 

らいぶらりぃ＝library
ライブラリー

・図書館
と し ょ か ん

   

ひだまりのような あたたかいとしょしつを 

みなさまにおとどけします 

第３９号 201５年３月 

大山田図書室発行 
伊賀市平田 3154 番地 

電話 47-1175 

大山田図書室だより 

♪♪ようこそ図書室へ！♪♪ 
  伊賀市に在住・通勤・通学されている方でしたらどなたでも、０歳から利用登録できます。 

    まだ図書利用カードをお持ちでない方は、ぜひ図書室へ!! 

     （住所や通勤・通学先の確認ができるものをお持ちください。） 

☆大山田
お お や ま だ

図書室
と し ょ し つ

は 

こどもの読書
どくしょ

活動
かつどう

を応援
おうえん

します。 

 

 

＊4 月 23 日から 5 月 12 日は「こど

もの読書週間」です。大山田図書室で

はおすすめの絵本や児童書をコーナー

で展示紹介しています、朝の読書にも

おすすめです。ぜひご利用ください。 

 

・妖怪きょうだい学校へ行く 

  富安陽子/作 理論社 

・それいけ！ぼっこくん 

  富安陽子/作 偕成社 

・わらうオバケ 5 つのお話 

  日本児童文学者協会編 文溪堂 

・よくわかる LED・発光ダイオードの

しくみ 伊藤尚未/著 誠文堂新光社 

えほんやかみしばいのよみ

きかせをしています。 

どなたでもさんかじゆうで

す。ぜひきてください。 

・ダ・ヴィンチ ・婦人公論

・ＭＯＥ ・サライ

・アニメージュ ・関西ウォーカー

・ウイズ ・やさい畑

・ＶＥＲＹ ・ちいさなかがくのとも

・ＥＳＳＥ ・かがくのとも

・サンキュ ・こどものとも　０・１・２

・オレンジページ ・こどものとも　年少版

・セブンティーン ・こどものとも　年中向き

・ワイヤーママ　三重版 ・こどものとも

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
やすみ

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
やすみ やすみ やすみ やすみ

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
やすみ やすみ やすみ

29 30 31 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30
やすみ やすみ やすみ やすみ

3月 4月 5月

24
   31



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求番号

一般 サラバ!　 （上・下） 西 加奈子∥著 小学館    913.6/ﾆ

一般 モナミは時間を終わらせる? はやみね かおる∥[著] KADOKAWA    913.6/ﾊ

一般 悲嘆の門　（上・下） 宮部 みゆき∥著 毎日新聞社    913.6/ﾐ

一般 夢をかなえるゾウ　３ 水野 敬也∥[著] 飛鳥新社    913.6/ﾐ

一般 絶唱 湊 かなえ∥[著] 新潮社    913.6/ﾐ

一般 キャプテンサンダーボルト 阿部 和重∥著 文藝春秋    913.6/ｱ

一般 東京ブラックアウト 若杉 冽∥著 講談社    913.6/ﾜ

一般 サーカスの夜に 小川 糸∥著 新潮社    913.6/ｵ

一般 土漠の花 月村 了衛∥著 幻冬舎    913.6/ﾂ

一般 雨に泣いてる 真山 仁∥著 幻冬舎    913.6/ﾏ

一般 久坂玄瑞の妻 田郷 虎雄∥著 KADOKAWA    913.6/ﾀ

一般 風の如く　吉田松陰篇 富樫 倫太郎∥著 講談社    913.6/ﾄ

一般 フランス人は10着しか服を持たない ジェニファー　L.スコット∥著 大和書房    590.4/ｽ

一般 丹美与のきものリメイク手習い帖 丹 美与∥[著] 日本ヴォーグ社    593.3/ﾀ

一般 はじめての「ぬう」と「あむ」 ミカ∥著 主婦の友社    594　/ﾐ

一般 バッグ作りの超基本プラス クライ　ムキ∥[著] 主婦の友社    594.7/ｸ

一般 やっぱり、かんたんがおいしい! 足立 洋子∥著 新潮社    596　/ｱ

一般 塩ゆずレシピ 高橋 雅子∥著 池田書店    596　/ﾀ

一般 干し野菜のラクうまレシピ な すんじゃ∥著 家の光協会    596.3/ﾅ

一般 ホットサラダ 藤原 美佐∥著 大和書房    596.3/ﾌ

一般 これがおから?なDailyレシピ 高橋 典子∥著 文化学園文化出版局    596.3/ﾀ

一般 るるぶ奈良　'15～'16 JTBパブリッシング    291.6/ﾙ

一般 るるぶ京都　'15～'16 JTBパブリッシング    291.6/ﾙ

児童 妖怪きょうだい学校へ行く 富安 陽子∥作 理論社 Ｋ913　/ﾄ

児童 ねこ探! 村上 しいこ∥作 ポプラ社 Ｋ913　/ﾑ

児童 わらうオバケ5つのお話 日本児童文学者協会∥編 文溪堂 Ｋ913　/ﾜ

児童 どうしてトウモロコシにはひげがあるの? 藤田 智∥著 少年写真新聞社 Ｋ626　/ﾌ

児童 よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ 伊藤 尚未∥著 誠文堂新光社 Ｋ549　/ｲ

児童 キッズペディア科学館 日本科学未来館∥監修 小学館 Ｋ403　/ｷ

児童 なぜ?どうして?科学のふしぎな話 日本科学未来館∥監修 ナツメ社 Ｋ404　/ﾅ

児童 ドラえもん科学ワールドミクロの世界 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 Ｋ404　/ﾄﾞ

児童 親子で楽しむこどもあいさつ塾 坂東 眞理子∥著 明治書院 Ｋ385　/ﾊﾞ

児童 せかいのこっき 宇川 育∥文　構成 ひかりのくに Ｋ288　/ｳ

児童 杉文 越水 利江子∥作 岩崎書店 Ｋ289　/ｶ

児童 こころのふしぎなぜ?どうして?　続 大野 正人∥原案　執筆 高橋書店 Ｋ150　/ｵ

児童 ぐんぐんせがのびるひみつ 大久保 友博∥絵 少年写真新聞社 　Ｅ　　/ｵ  

 

 

 

 

新着図書一覧【１月～２月の新着図書】         貸出中の本は、予約できます。 

 

 

 

新刊は順次入荷しています。どうぞご利用ください。 

【伊賀市の図書館・図書室ホームページ】 

http://www.iga-library.jp/ にアクセスしてください、さまざま

なサービスをご利用いただけます。 

伊賀市ホームページ http://www.city.iga.lg.jp/にアクセスして、こ

のバナーをクリックするとご利用いただけます。 

    

 伊賀市図書館ホームページ（携帯電話用） 

http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP  
携帯用ＱＲコード

 

 

中瀬I.C 

伊賀市大山田支所 

大山田図書室 

大山田 

海洋ｾﾝﾀｰ 

http://www.iga-library.jp/
http://www.city.iga.lg.jp/
http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

