
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 45 号 2016 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。 

 

 

絵本は子どもが初めて出会う本です。心

を豊かにし、幸せにする力のある絵本。

アンデルセンの誕生日である 4 月 2 日

「国際子どもの本の日」をはさんだ 2 週

間は「絵本週間」です。こどもから大人

まで、絵本に親しみましょう。 

「家読(うちどく)」は家族で読書の習慣を

共有する事です。やり方に特に決まりはあ

りません。家族みんなで好きな本を読ん

で、読んだ本について話す。これが基本で

す。 

まずは「絵本」から始めてみませんか？絵

本なら短時間で家族全員が読み通すこと

ができ、小さなお子さんから家族全員で、

ページを開きながらその場で感想を語り

合うことができます。 

さあ！「うちどくコミュニケーション」始

めましょう！ 

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 1 2 1 2 3 4 5 6 7
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

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

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

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

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

3月 4月 5月



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 つまをめとらば 青山 文平∥著 文藝春秋      913.6   /ｱ

一般 羊と鋼の森 宮下 奈都∥著 文藝春秋      913.6   /ﾐ      

一般 運命の花びら（上）（下） 森村 誠一∥著 KADOKAWA      913.6   /ﾓ       

一般 鍵の掛かった男 有栖川 有栖∥著 幻冬舎      913.6   /ｱ     

一般 ロマンシエ 原田 マハ∥著 小学館      913.6   /ﾊ       

一般 魔女の封印 大沢 在昌∥著 文藝春秋      913.6   /ｵ        

一般
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『イノベーションと企業家精神』を読んだら

岩崎 夏海∥著 ダイヤモンド社      913.6   /ｲ        

一般 バビロンの秘文字　（１） 堂場 瞬一∥著 中央公論新社      913.6   /ﾄﾞ     

一般 たんぽぽ団地 重松 清∥著 新潮社      913.6   /ｼ      

一般 ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海∥[著] KADOKAWA B    913.6  /ｷ      

一般 マスカレード・ホテル 東野 圭吾∥著 集英社 B    913.6  /ﾋ       

一般 紙の月 角田 光代∥著 角川春樹事務所 B    913.6  /ｶ      

一般 民藝の教科書　（１） 久野 恵一∥監修 グラフィック社      750.2   /ﾐ       

一般 すごい家事 松橋 周太呂∥著 ワニブックス      590     /ﾏ        

一般 シリコンバレー式自分を変える最強の食事 デイヴ　アスプリー∥著 ダイヤモンド社      498.5   /ｱ      

一般 明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい 樋野 興夫∥著 幻冬舎      490.1   /ﾋ        

一般 LGBTQを知っていますか? 日高 庸晴∥監著 少年写真新聞社      367.9   /ｴ        

児童 よるのとしょかんだいぼうけん 村中 李衣∥作 BL出版 K    913    /ﾑ       

児童 ぼくらの魔女戦記　（２） 宗田 理∥作 ポプラ社 K    913    /ｿ    

児童 森ねこのふしぎなたね 間瀬 みか∥作 ポプラ社 K    913    /ﾏ      

児童 けしごむくん こんの ひとみ∥作 金の星社      E       /ｲ     

児童 だーれのおしり? よねづ ゆうすけ∥作 講談社      E       /ﾖ       

児童 りんごはいくつ? よねづ ゆうすけ∥作 講談社      E       /ﾖ       

児童 ころころパンダ いりやま さとし∥作 講談社      E       /ｲ        

児童 ゆらゆらパンダ いりやま さとし∥作 講談社      E       /ｲ       

児童 もったいないばあさんまほうのくにへ 真珠 まりこ∥作　絵 講談社      E       /ｼ        

児童 おうさまのくつ ヘレン　ビル∥文 瑞雲舎      E       /ｽ      

児童 いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこ∥さく 福音館書店      E       /ﾅ       

児童 たなばた 君島 久子∥再話 福音館書店      E       /ﾊ      

児童 さんまいのおふだ 水沢 謙一∥再話 福音館書店      E       /ｶ     

児童 まめまきバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版      E       /ﾌ       

児童 うめじいのたんじょうび かがくい ひろし∥作 講談社      E       /ｶ       
 

 

 

 

 

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 
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