
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、月末図書整理日、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 48 号 2016 年 9 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。） 

絵ずかん（図鑑絵本）を展示しています。 

本を読むのが苦手な子でも、絵や簡単な説明

を読むだけで楽しめます。家族で楽しんでく

ださい。 

８月９日（火）・10 日（水）「おはなしくら

ぶ」を開催しました。今年は、「あらしのよ

るに」を 2 日に分けて読みました。 

 お話の後は、ブックカバーに絵をかいて

自分だけのブックカバーを作ったり、体を

動かして、ゲームをして楽しみました。 

冬休みにも予定していますので、来てくだ

さい。 

今年の標語は「いざ、読書。」です。 

寝る前、通勤、通学中、不意に空いた時間、

それは突然やって来ます。そして、一度開

けば別世界へ。本はお手軽な魔法のツール

なのです。さあみなさん、いつでもどこで

も「いざ、読書。」 

☆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。 
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分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 アンマーとぼくら 有川 浩∥著 講談社   913.6/ｱ

一般 希望荘 宮部 みゆき∥著 小学館   913.6/ﾐ

一般 ウエディングドレス 玉岡 かおる∥著 幻冬舎   913.6/ﾀ

一般 帰郷 浅田 次郎∥著 集英社   913.6/ｱ

一般 海の見える理髪店 荻原 浩∥著 集英社   913.6/ｵ

一般 私の消滅 中村 文則∥著 文藝春秋   913.6/ﾅ

一般 落陽 朝井 まかて∥著 祥伝社   913.6/ｱ

一般 家康、江戸を建てる 門井 慶喜∥著 祥伝社   913.6/ｶ

一般 遊園地に行こう! 真保 裕一∥著 講談社   913.6/ｼ

一般 おおあたり 畠中 恵∥著 新潮社   913.6/ﾊ

一般 陸王 池井戸 潤∥著 集英社   913.6/ｲ

一般 夜を乗り越える 又吉 直樹∥著 小学館   913.6/ﾏ

一般 昭和の親が教えてくれたこと 森 まゆみ∥著 大和書房   913.6/ﾓ

一般 わが家の防災ハンドブック 山村 武彦∥監修 家の光協会   369.3/ﾜ

一般 アドラーに学ぶよく生きるために働くということ 岸見 一郎∥著 ベストセラーズ   159　/ｷ

児童 家庭科室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社 K 913 /ﾑ

児童 チリメンモンスターのひみつ きしわだ自然資料館∥監修 偕成社 K 667 /ﾁ

児童 頭のいい子を育てる偉人のおはなしハンディタイプ 主婦の友社∥編 主婦の友社 K 280 /ｱ

児童 ルールとマナー 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 K 385 /ﾙ

児童 三年二組、みんなよい子です! くすのき しげのり∥作 講談社 K 374 /ｸ

児童 ひみつのとっくん 佐川 芳枝∥作 講談社 K 317 /ｻ

児童 交番のヒーロー 如月 かずさ∥作 講談社 K 317 /ｷ

児童 おしいれ電車 最上 一平∥作 講談社 K 686 /ﾓ

児童 父さんはドラゴン・パティシエ 柏葉 幸子∥作 講談社 K 588 /ｶ

児童 走れ!みらいのエースストライカー 吉野 万理子∥作 講談社 K 783 /ﾖ

児童 めざせ!動物のお医者さん きむら ゆういち∥作 講談社 K 649 /ｷ

児童 菜乃のポケット 村上 しいこ∥作 講談社 K 673 /ﾑ

児童 のはらキッチンへぜひどうぞ まはら 三桃∥作 講談社 K 596 /ﾏ

児童 ママはお医者さん あさの あつこ∥作 講談社 K 498 /ｱ

児童 しげちゃんとじりつさん 室井 滋∥作 金の星社    E     /ﾊ       

児童 おやすみ、ぼく アンドリュー　ダッド∥文 クレヨンハウス    E     /ｸ     

児童 いちにちこんちゅう ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所    E     /ｶ       

児童 海のなかのぞいた よしの ゆうすけ∥さく 福音館書店    E     /ﾖ       

児童 みちくさしようよ! はた こうしろう∥作 ほるぷ出版    E     /ﾊ       

児童 やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち なかや みわ∥さく 白泉社    E     /ﾅ    

児童 ぼくのにいちゃんすごいやろ! くすのき しげのり∥作 えほんの杜    E     /ﾌ     

 

 

新着図書一覧【７月～８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
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