
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 44 号 2016 年１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。 

 

 

ふるさと応援寄附金で、大山田図書室

にふるさと応援寄附文庫を設置しまし

た。図鑑や絵本、大型絵本、紙芝居な

どです。どうぞご利用ください。 

1 月 11 日（月・祝）に「本と遊ぼう全国訪問

おはなし隊」が大山田公民館にやってきます。 

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

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
やすみ やすみ やすみ

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

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

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

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

１月 ２月 ３月

24
   31

英語でも読める絵本 

はらぺこあおむし 

くまさんくまさんなにみてるの？ 

ぼちぼちいこか 

よかったねネッドくん 

ポプラディア大図鑑 WONDA（ワンダ）                 

自動車・船・飛行機  鉄道   

昆虫         魚 

動物         水の生きもの 

星と星座       鳥 

植物         宇宙 

恐竜         両生類・爬虫類              

 人体 

大型絵本      紙芝居 

 だるまさんが     うなぎにきいて 

 おべんとくん     とりのみじっちゃ 

 トラネコとクロネコ  トーマスと写真  

 ぐりとぐら 他    きき耳ずきん 他 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 ユートピア 湊 かなえ∥著 集英社      913.6   /ﾐ       

一般 小説土佐堀川 古川 智映子∥著 潮出版社      913.6   /ﾌ       

一般 わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 小学館      913.6   /ｱ        

一般 霧(ウラル) 桜木 紫乃∥著 小学館      913.6   /ｻ       

一般 殺人鬼の献立表 あさの あつこ∥著 徳間書店      913.6   /ｱ        

一般 下町ロケット　（２） 池井戸 潤∥著 小学館      913.6   /ｲ    

一般 明治・金色キタン 畠中 恵∥著 朝日新聞出版      913.6   /ﾊ      

一般 だれもが知ってる小さな国 有川 浩∥著 講談社      913.6   /ｱ       

一般 地に巣くう あさの あつこ∥著 光文社      913.6   /ｱ       

一般 人魚の眠る家 東野 圭吾∥著 幻冬舎      913.6   /ﾋ       

一般 第二楽章 吉永 小百合∥編 スタジオジブリ      911.5   /ﾀﾞ        

一般 イルカ漁は残酷か 伴野 準一∥著 平凡社      664.9   /ﾄ       

一般
大きな文字、大きな写真、大きな
あみ図で大人から始める棒針あみ

河合 真弓∥[著] 主婦の友社      594.3   /ｶ       

一般 北欧テイストの編み込みこもの 木下 あゆみ∥著 誠文堂新光社      594.3   /ｷ        

一般 40代からの「太らない体」のつくり方 満尾 正∥著 三笠書房      595     /ﾐ       

一般
Farmer's KEIKO農家の台所
一生食べたい野菜のおかず

Farmer's KEIKO∥著 主婦と生活社      596.3   /ﾌ       

一般 医者をめざす君へ 山田 倫太郎∥著 東洋経済新報社      490.1   /ﾔ       

一般 おひとりさまの最期 上野 千鶴子∥著 朝日新聞出版      367.7   /ｳ       

一般 いのちのエール 田口 ランディ∥著 中央公論新社      289.1   /ｻ        

児童 リトルプリンス 五十嵐 佳子∥著 集英社 K    913     /ｲ       

児童 鉄道 近藤 圭一郎∥監修 ポプラ社 K    536     /ﾃ        

児童 自動車・船・飛行機 自動車技術会∥監修 ポプラ社 K    537     /ｼﾞ        

児童 宇宙 青木 和光∥監修 ポプラ社 K    440     /ｳ        

児童 星と星座 渡部 潤一∥監修 ポプラ社 K    443     /ﾎ        

児童 恐竜 真鍋 真∥監修 ポプラ社 K    457     /ｷ        

児童 昆虫 寺山 守∥監修 ポプラ社 K    486     /ｺ        

児童 せつぶんワイワイまめまきの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂      E       /ﾀ        

児童 おしょうがつおめでとうはじまりの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂      E       /ﾀ        

児童 天使がいっぱい 長谷川 集平∥[作] 光村教育図書      E       /ﾊ        

児童 おにぎりぎゅっぎゅっ きむら ゆういち∥作 世界文化社      E       /ﾆ        

児童 タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン　リチャードソン∥文 ポット出版      E       /ｺ        

児童 王さまと王さま リンダ　ハーン∥絵と文 ポット出版      E       /ﾊ      

児童 もうぬげない ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社      E       /ﾖ       

児童 つんつくせんせいとかさじぞう たかどの ほうこ∥さく　え フレーベル館      E       /ﾀ        

児童 おとうさんぼくね… 長谷川 義史∥さく　え 保育社      E       /ﾊ        
 

 

 

 

 

新着図書一覧【１１月～１２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

