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平成２７年

（２０１５） 

1２月 

いがまち図書室 

ふるさと応援寄付金により、伊賀市各図書室に「ふるさと応援寄附文庫」を
設置しました。いがまち図書室では児童書を１５６冊の新刊を購入しました。 
コミック版日本の歴史、恐竜、おはなし１２ヶ月、ルルとララ、おばけずかん、 
等々。是非 ご家族でいがまち図書室の、『ふるさと応援寄付文庫』ご覧下さい。 

としょしつだより 

図書室カレンダー12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開室日】 
火曜日～日曜日 
午前９時～午後５時 

【休室日】 
月曜日・図書整理日・年末年始  

  

 

 

 

絵本の時間・読み聞かせ会：午前 10 時～11 時 

ミニサロンひまわり：午前 10 時半～11 時半 

いがまち図書室 ４５－９１２２ 

   

今月のおすすめ新刊 

 

 

 

 

実用書 

 

 絵本 

一般書 

 

【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 

「下町ロケット 2 ガウディ計画」 池井戸 潤著 

ロケットのエンジン部品開発で倒産の危機を切り抜けてから数年。

町工場・佃製作所は、またしてもピンチに陥っていた。そんな時、多く

の心臓病患者を救う医療機器「ガウディ」の開発依頼が持ち込まれ…。 

『オオサンショウウオ 
みつけたよ』 

秋に孵化したあかちゃんオオサン

ショウウオは、春には巣穴から川

に出る-。長い間謎とされていた世

界最大の両生類・オオサンショウ

ウオのおよそ 20年にわたるライフ

サイクルと日々の暮らしを描く。

『現代落語おもしろ七席』 

洒落のなかにも教養あふれる、魔

術のような話術! 希代のストーリ

ーテラー西東亭ひろし丸が、古今

東西の話題を縦横無尽に語る。「名

人」「四字熟語」「運命」など、新

作落語七席を収録。 

 

 

本と一緒に♪ 

  

『おべんとう』 

【まえからもうしろからもよめるえほん】 

からあげ、たまごやき、おにぎり…。
前から読むと、おべんとうを詰める
おかあさんのお話、ひっくり返して
後ろから読むと、おべんとうを嬉し
そうに食べる子どものお話が楽し 

める、2 度おいしい絵本。 

 

児童の読み物 

 

年末年始の休室のおしらせ 

２７年１２月２８日（月）～２８年１月４日（月）まで休室となります。 

２８年１月５日（火）から通常開室します。【閉室中の返却はブックポストへお願いします。】 

 

 

 

『かぎ針で編む 
北欧フィンランドのニット』 

サンタクロースからの贈り物 
冬の定番、マフラー、スヌード、帽子
の他、モチーフバッグ、あみぐるみ、
クリスマス飾り、インテリア雑貨など、
北欧の香りがするさまざまなニットア
イテムを紹介する。 

 

 

 

 

 
  

http://www.iga-library.jp/
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 書  名 著 者 名 

 

 

一 

 

 

 

般 

わが心のジェニファー 浅田 次郎 

陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎 

帰蝶 諸田 玲子 

和僑 楡 周平 

竈河岸 宇江佐 真理 

下町ロケット 2  ガウディ計画 池井戸 潤 

頂上至極 村木 嵐 

あこがれ 川上 未映子 

ボス・イズ・バック 笹本 稜平 

 寮生  今野 敏 

 花燃ゆ 4 小松 江里子作，五十嵐 佳子ノベライズ 

 真犯人 翔田 寛 

 まいにちおやつ 初めてでも失敗しない51のレシピ なかしま しほ 

 かぎ針で編む北欧フィンランドのニット アップルミンツ 朝日新聞出版(発売) 

 書  名 著 者 名 

 オオサンショウウオみつけたよ にしかわ かんとぶん，あおき あさみえ 

 現代落語おもしろ七席 斉藤 洋作，森田 みちよ絵 

 

児 

 

童 

 

まえとうしろどんなくるま? 1 どうろこうじのくるま こわせ もりやす作 

あやとりであそぼ!いちばんわかりやすい! 本郷あやとり研究会編 

おんがくたいくまちゃん シャーリー・パレントーぶん，デイヴィッド・ウォーカーえ，福本 友美子やく   

ママがおばけになっちゃった! のぶみさく 

クリスマスイヴの木 デリア・ハディ文，エミリー・サットン絵，三原 泉訳 

 おりがみで春夏秋冬切り絵かざり いまい みさ著 

 タ イ ト ル タ イ ト ル 

雑 

誌 

きょうの料理 いきいき 

すてきにハンドメイド レタスクラブ 

きょうの料理ビギナーズ クロワッサン 

趣味の園芸やさいの時間 子供の科学 

旅の手帖 ＭＯＥ 

 

新着図書の紹介 1２月 

 

本を読むっておもしろい、子供たちに気づいてほしい。 

 
いがまち図書室は 

こどもの読書活動を 応援しています。 

 

 



 
ふ る さ と 応 援 文 庫 

 書  名 著 者 名 

 

せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園ぶん,北村直子え 

ペニーさんのサーカス ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ・作・絵 

まよなかのぎゅうぎゅうネコ 葦原かも作,武田美穂絵 

あっぱれのはらうた くどうなおこ詩・文 ほてはまたかし絵 

かしこいウサギとはずかしがりやの大きな鳥 ﾊﾟｽｶﾙ･ﾏﾚ文 ,ﾃﾞﾙﾌｨｰﾇ･ｼﾞｬｺ絵 

３びきのお医者さん 杉山 亮作, 大矢 正和絵 

 こんや、妖怪がやってくる 君島 久子文, 小野かおる絵 

 まさかさかさま 虹の巻 さかさ絵本 伊藤文人絵・文 

 おいでよ！むしのもり タダサトシ作 

 いちごパフェエレベーター 石崎 なおこ作・絵 

 バナナじけん 高畠 邦生作 

 とびばこのひるやすみ 村上 しいこさく,長谷川義史え 

 

イヤムシずかん 盛口 満文と絵 

ま、いっか！ サトシン作,ドーリー絵 

ふたりはおばけのふたご！？ むらいかよ著 

おばけがとりつくおんがくかい むらいかよ著 

ただいまおばけとりょこうちゅう！ むらいかよ著 

まいごのおばけしりませんか？ むらいかよ著 

おばけのうらみはらします むらいかよ著 

おばけのひみつしっちゃった！？ むらいかよ著 

がっこうのおばけずかん おばけにゅうがくしき 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

のりものおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

がっこうのおばけずかん おきざりランドセル 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

いえのおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

がっこうのおばけずかん あかずのきょうしつ 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

がっこうのおばけずかん ワンデイてんこうせい 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

がっこうのおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

やまのおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

まちのおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

うみのおばけずかん 斉藤 洋作，宮本 えつよし絵 

すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井 睦美作 

すみれちゃんのあついなつ 石井 睦美作 

すみれちゃんは一年生 石井 睦美作 

すみれちゃん 石井 睦美作 

 

 

 



 書  名 著 者 名 

 

ほねほねザウルス大図鑑 カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１ ティラノ・ベビーのぼうけん カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス２ なぞのオオウミガメをさがせ！ カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス３ ぐるぐるジャングルで大ピンチ！ カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス４ たんけん！アバラさばくのピラミッド カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス５ ティラノ・ベビー、おおぞらをとぶ！ カバヤ食品株式会社原案・監修 

 ほねほねザウルス６ ティラノ・ベビー、かいぞくになる！？ カバヤ食品株式会社原案・監修 

 ほねほねザウルス７ すすめ！ちていのあべこべランド カバヤ食品株式会社原案・監修 

 

    

 

 

 

ほねほねザウルス８ ティラノ・ベビーのオニたいじ！？ カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス９まぼろし山のほねほねキング カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１０ ティラノ・ベビーと４人のまほうつかい カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１１ だいぼうけん！ボコボコン・ホール カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１２ アシュラとりでのほねほねサムライ カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１３ ティラノ・ベビーとミラクルツリー カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス１４大けっせん！ガルーダ vs ヒドラ前編 カバヤ食品株式会社原案・監修 

ほねほねザウルス 15  大けっせん!ガルーダ vs ヒドラ 後編 カバヤ食品株式会社原案・監修 

ルルとララのミルキープリン あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのフレンチトースト あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのコットンのマカロン あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのクリスマス あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのにこにこクリーム あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのふんわりムース あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのわくわくクレープ あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのシャーペット あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのスイートポテト あんびる やすこ作・絵 

ルルとララの天使のケーキ あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのカスタードプリン あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのいちごのデザート あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのアイスクリーム あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのチョコレート あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのしあわせマシュマロ あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのきらきらゼリー あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのおしゃれクッキー あんびる やすこ作・絵 

ルルとララのカップケーキ あんびる やすこ作・絵 

  

  



 書  名 著 者 名 

 なんてだじゃれなお正月１月のおはなし（おはなし１２か月） 石崎 洋司作 

鬼まつりの夜２月のおはなし（おはなし１２か月） 富安 陽子作 

ひなまつりのお手紙３月のおはなし（おはなし１２か月） まはら 三桃 

ドキドキ新学期 ４月のおはなし（おはなし１２か月） はやみね かおる作 

飛べ！マジカルのぼり丸（おはなし１２か月） 斎藤 洋作 

雨がしくしく、ふった日は６月のおはなし（おはなし１２か月） 森 絵都作 

七月七日はまほうの夜７月のおはなし（おはなし１２か月） 石井 睦美作 

ミラクルうまいさんと夏８月のおはなし（おはなし１２か月） 令丈 ヒロ子作 

お月見テンテン９月のおはなし（おはなし１２か月） 蜂飼 耳作 

ハロウィンの犬１０月のおはなし（おはなし１２か月） 村上 しいこ作 

 どんぐりカプセル１１月のおはなし（おはなし１２か月） 市川  宣子作 

 ｸﾘｽﾏｽｸｯｷﾝｸﾞふしぎなクッキーガール１２月のおはなし（おはなし１２か月） 梨屋 アリエ作 

 どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ原作・監修 

 どんぐりむらのおまわりさん なかや みわ原作・監修 

 どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ原作・監修 

 

どんぐりむらのぼうしやさん なかや みわ原作・監修 

どんぐりむらのほんやさん なかや みわ原作・監修 

リホーム支店本日休業（おはなしガーデン） あんびる やすこ著 

おきゃくさまはルルとララ（おはなしガーデン） あんびる やすこ著 

運命のウエディングドレス（おはなしガーデン） あんびる やすこ著 

うわさのとんでも魔女商会（おはなしガーデン） あんびる やすこ著 

夜空のダイヤモンド（おはなしガーデン 34） あんびる やすこ著 

きらめきハートのドレス（おはなしガーデン） あんびる やすこ著 

きょうりゅうのはか場（ナゾとき大きょうりゅう） たかし よいち作 

きょうりゅうが走る（ナゾとき大きょうりゅう） たかし よいち作 

空とぶきょうりゅう（ナゾとき大きょうりゅう） たかし よいち作 

にん者きょうりゅう（ナゾとき大きょうりゅう） たかし よいち作 

きょうりゅうも病気になる（ナゾとき大きょうりゅう） たかし よいち作 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん１ とうふができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん２ みそができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん 3  かまぼこができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん４ チーズができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん５ パンができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん６  しょうゆができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん７ おちゃができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん８ ソーセージができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん９ こんにゃくができるまで 宮崎 祥子構成・文 

すがたをかえるたべもののしゃしんえほん１0 チョコレートができるまで 宮崎 祥子構成・文 

 著 者 名 



 書  名 著 者 名 

 

 

 

織田信長（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 1） 加来 耕三企画・構成・監修 

豊臣秀吉（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 2） 加来 耕三企画・構成・監修 

徳川家康（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 3） 加来 耕三企画・構成・監修 

武田信玄と上杉謙信（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 4） 加来 耕三企画・構成・監修 

加藤清正（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 5） すぎた  とおる原作 

宮本武蔵（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 6） すぎた  とおる原作 

桶狭間の合戦（ｺﾐｯｸ版日本の歴史７） 加来 耕三企画・構成・監修 

長篠・設楽原の合戦（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 8） すぎた  とおる原作 

関ケ原の合戦（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 9） 加来 耕三企画・構成・監修 

大阪冬の陣・夏の陣（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 10） 加来 耕三企画・構成・監修 

坂本龍馬（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 11） 加来 耕三企画・構成・監修 

西郷隆盛（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 12） 加来 耕三企画・構成・監修 

 吉田松陰と高杉晋作（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 13） 加来 耕三企画・構成・監修 

 明治維新（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 14） 加来 耕三企画・構成・監修 

 西南戦争（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 15） 加来 耕三企画・構成・監修 

 平清盛（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 16） 加来 耕三企画・構成・監修 

 源義経（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 17） 加来 耕三企画・構成・監修 

 蒙古襲来（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 18） 加来 耕三企画・構成・監修 

 

大化の改新（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 19） 加来 耕三企画・構成・監修 

聖徳太子（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 20） 加来 耕三企画・構成・監修 

真田幸村（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 21） 加来 耕三企画・構成・監修 

伊達政宗（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 22） 加来 耕三企画・構成・監修 

石田三成（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 23） 加来 耕三企画・構成・監修 

毛利元就（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 24） 加来 耕三企画・構成・監修 

明智光秀（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 25） 加来 耕三企画・構成・監修 

細川ガラシャ（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 26） 加来 耕三企画・構成・監修 

長宗我部元親（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 27） 加来 耕三企画・構成・監修 

徳川家光（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 28） 加来 耕三企画・構成・監修 

源頼朝（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 29） 加来 耕三企画・構成・監修 

木曾義仲（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 30） 加来 耕三企画・構成・監修 

足利尊氏（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 31） 加来 耕三企画・構成・監修 

後醍醐天皇（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 32） 加来 耕三企画・構成・監修 

楠木正成（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 33） 加来 耕三企画・構成・監修 

勝海舟（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 34） 加来 耕三企画・構成・監修 

土方歳三（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 35） 加来 耕三企画・構成・監修 

前田利家（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 36） 加来 耕三企画・構成・監修 

島津義弘（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 37） 加来 耕三企画・構成・監修 
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 書  名 著 者 名 

 

黒田官兵衛（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 38） 加来 耕三企画・構成・監修 

竹中半兵衛（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 39） 加来 耕三企画・構成・監修 

横井小楠（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 40） 加来 耕三企画・構成・監修 

徳川慶喜（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 41） 加来 耕三企画・構成・監修 

天草四郎（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 42） 加来 耕三企画・構成・監修 

大石内蔵助（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 43） 加来 耕三企画・構成・監修 

 藤原道長（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 44） 加来 耕三企画・構成・監修 

 朝倉義景（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 45） 加来 耕三企画・構成・監修 

 北条早雲（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 46） 加来 耕三企画・構成・監修 

 空海（ｺﾐｯｸ版日本の歴史 47） 加来 耕三企画・構成・監修 

 おばけびょうきになる【大型絵本】 ジャック・デュケノワさく 

 おまえうまそうだな【大型絵本】 宮西 達也作絵 

 ぼくにげちゃうよ【大型絵本】 マーガレット・W ブラウン文 

 

 


