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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 5４号 2017 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。） 

☆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。 

日曜日の昼下がりを素敵な音楽とともに過ごしま

せんか。地域で活躍されている実力派グループによる

小さな演奏会です。観覧無料です、お気軽にお越しく

ださい。 

9 月１７日 (日)：おてもやんシスターズ（合唱） 

10 月 １ 日 (日)：コの字ブラス（管楽器） 

10 月１５日 (日)：リコーダーサークル「紙飛行機」・

ギターマンドリンクラブたんぽぽ 

時間：午後 2 時から 30 分程度 

場所：大山田公民館 研修室 

※広報にも掲載しています。 

 

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 7 1 2 3 4
やすみ やすみ やすみ

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

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

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

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

９月 10月 11月

今年の標語は「本に恋する季節です！」 

読書の秋にピッタリの標語ですね。あなた

も、恋する本を見つけて読書をしませんか。

おすすめの本をピックアップしてお待ちし

ています。 

８月９日（水）・10 日（木）に開催しま

した。 

今年の本は『やまんば山のモッコたち』

から「冬語り」と「やまんば山の夏」を

読みました。今回は一日目に大山田小学

校の先生に参加いただいて、ギターとの

コラボで絵本の読み聞かせをしてもらい

ました。その後、牛乳パックを使ったラ

ンプシェードやオリジナルブックカバー

を作りました。 
9 月９日（土）/10 月 14 日（土）/11 月 11 日（土） 

午前 10 時 30 分から   毎月第２土曜日です 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 宮辻薬東宮 宮部 みゆき∥著 講談社 　　913.6/ﾐ

一般 福袋 朝井 まかて∥著 講談社 　　913.6/ｱ

一般 月の満ち欠け 佐藤 正午∥著 岩波書店 　　913.6/ｻ

一般 とるとだす 畠中 恵∥著 新潮社 　　913.6/ﾊ

一般 薫風ただなか あさの あつこ∥著 KADOKAWA 　　913.6/ｱ

一般 アノニム 原田 マハ∥著 KADOKAWA 　　913.6/ﾊ

一般 流れ施餓鬼 宇江 敏勝∥著 新宿書房 　　913.6/ｳ

一般 横濱エトランゼ 大崎 梢∥著 講談社 　　913.6/ｵ

一般 青春は燃えるゴミではありません 村上 しいこ∥著 講談社 　　913.6/ﾑ

一般 22年目の告白 浜口 倫太郎∥[著] 講談社 B　913.6/ﾊ　　　

一般 装幀室のおしごと。 (1) (2) 範乃 秋晴∥[著] KADOKAWA B　913.6/ﾊ　　　

一般 真夜中のパン屋さん (6) 大沼 紀子∥[著] ポプラ社 B　913.6/ｵ　　　

一般 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ∥著 ポプラ社 　　726.5/ﾖ

一般 ブラタモリ (7) NHK「ブラタモリ」制作班∥監修 KADOKAWA 　　291.0/ﾌﾞ

一般 吉田松陰と長州の志士たち ぴあ 　　289.1/ﾖ

児童 ぼくらのロストワールド 宗田 理∥作 ポプラ社 K　913　/ｿ

児童 キキとジジ 角野 栄子∥作 福音館書店 K　913　/ｶ

児童 かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 K　913　/ﾊ

児童 大好き!キャラクターいっぱいのおりがみ 金杉 登喜子∥著 ブティック社 K　754　/ｶ

児童 夏休み!発酵菌ですぐできる
おいしい自由研究 小倉 ヒラク∥文　絵 あかね書房 K　588　/ｵ

児童 ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 K　448　/ﾄﾞ

児童 野の草ノート いわさ ゆうこ∥作 文化出版局 K　470　/ｲ

児童 ドラえもん科学ワールドspecial
食べ物とお菓子の世界 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 K　498　/ﾄﾞ

児童 ぱんつさいこう! ジャレッド　チャップマン∥さく ほるぷ出版 　　E　　/ﾁ

児童 そらまめくんのはらっぱあそび なかや みわ∥さく 小学館 　　E　　/ﾅ

児童 だじゃれ世界一周 長谷川 義史∥作 理論社 　　E　　/ﾊ

児童 くまのトーマスはおんなのこ ジェシカ　ウォルトン∥さく ポット出版プラス 　　E　　/ﾏ

児童 ホウホウフクロウ 井上 洋介∥作 福音館書店 　　E　　/ｲ

児童 ふーっ! 新井 洋行∥作 ほるぷ出版 　　E　　/ｱ

児童 いちにちじごく ふくべ あきひろ∥さく PHP研究所 　　E　　/ｶ

児童 いのちのたべもの 中川 ひろたか∥文 おむすび舎 　　E　　/ｶ  

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

 

 

 

 

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

