
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5１号 2017 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。 

 毎月第１火曜日（休館日の場合は第２火曜日）

午前 10 時 30 分から 12 時まで『あかちゃんた

いむ』を開催しています。 

 11 時からは、絵本の部屋で赤ちゃん向けのミ

ニおはなし会をしています。 

 この日は少しくらい騒がしくしても大丈夫、赤

ちゃんの泣き声大歓迎です。 

 赤ちゃん向けの絵本もたくさんあります。ぜひ

遊びに来てください。 

児童書を中心にお菓子の本を並べました。本を

読んだ後、家族でお菓子作りにチャレンジして

みては？「ルルとララのシリーズ」「わかったさ

んシリーズ」その他、いろいろあります。 

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

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

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
やすみ やすみ やすみ

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
やすみ やすみ やすみ

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
やすみ やすみ やすみ

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

３月 4月 5月

23
   30



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 花を呑む あさの あつこ∥著 光文社 　913.6/ｱ

一般 遁(に)げろ家康（上）（下） 池宮 彰一郎∥著 朝日新聞社 　913.6/ｲ

一般 BACK 内藤 了∥[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ﾅ

一般 菜の花食堂のささやかな事件簿 碧野 圭∥著 大和書房 Ｂ913.6/ｱ

一般 校閲ガール 宮木 あや子∥[著] KADOKAWA Ｂ913.6/ﾐ

一般 探偵の探偵（３）（４） 松岡 圭祐∥[著] 講談社 Ｂ913.6/ﾏ

一般 トリツカレ男 いしい しんじ∥著 新潮社 Ｂ913.6/ｲ

一般 完全なる首長竜の日 乾 緑郎∥著 宝島社 Ｂ913.6/ｲ

一般 山猫珈琲 (上)(下) 湊 かなえ∥著 双葉社 　914.6/ﾐ

一般 碌山愛と美に生きる 「荻原守衛」読みもの委員会∥編集 碌山美術館 　712.1/ｵ

一般 驚異のまなざし伊藤若冲 小学館 　721.4/ｷ

一般 The NINJA-忍者ってナンジャ!?-公式ブック
「The NINJA 忍者ってナンジャ!? 」

実行委員会∥監修
KADOKAWA 　789.8/ｻﾞ

一般 忍者の里を旅する 産業編集センター 　789.8/ﾆ

一般 醬油・味噌・酢はすごい 小泉 武夫∥著 中央公論新社 　588.6/ｺ

一般 仕事も家庭も楽しみたい!わたしがラクする家事時間 Emi∥著 ワニブックス 　590　/ｴ

一般 まっすぐ手ぬいでかんたんきものリメイク 高橋 恵美子∥[著] ブティック社 　593.3/ﾀ

一般 忙しいママでもできる!簡単ちょいデコごはん&お弁当 中村 陽子∥著 辰巳出版 　596　/ﾅ

一般 初女さんのお漬け物 佐藤 初女∥著 主婦の友社 　596.3/ｻ

一般 世界のエリートがやっている最高の休息法 久賀谷 亮∥著 ダイヤモンド社 　498.3/ｸ

一般 おいしく食べて疲れをとる 渡辺 恭良∥著 オフィス・エル 　498.5/ｵ

一般 おはなしおかわり 被差別部落の昔話制作実行委員会∥編著 解放出版社 　388.1/ｵ

一般 心の嵐を青空に 美輪 明宏∥著 家の光協会 　159　/ﾐ

一般 大切な人を亡くしたあなたへ お坊さんの話49 四谷坊主バー∥著 メタモル出版 　184　/ﾀ

児童 にげたエビフライ 村上 しいこ∥作 講談社 Ｋ913　/ﾑ

児童 きょうはやきにく いとう みく∥作 講談社 Ｋ913　/ｲ

児童 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 Ｋ913　/ﾊ

児童 極寒のサバイバル 洪 在徹∥文 朝日新聞出版 Ｋ786　/ﾎ

児童 えとえとがっせん 石黒 亜矢子∥作 WAVE出版 　Ｅ　/ｲ

児童 とりがいるよ 風木 一人∥さく KADOKAWA 　Ｅ　/ﾀ

児童 しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田 美穂∥作 ほるぷ出版 　Ｅ　/ﾀ

児童 だじゃれ十二支 中川 ひろたか∥文 世界文化社 　Ｅ　/ﾌ
 

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
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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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