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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 55 号 2017 年 11 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。 
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24
   3131

12/22おはなしくらぶ

12 月 22 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分  

小学生向けに「おはなしくらぶ」を開催します。

少し長い物語の読みきかせです、どなたでも参

加していただけます。皆でお話を楽しみましょ

う。そのあとで簡単な工作をします。 

 

※参加申込み・お問合せは、12 月 8 日から 

大山田公民館、℡46-0130 まで。 

 

11 月 11 日（土）のおはなしたいむは、「ぬいぐるみと

おはなし会」。お気に入りのぬいぐるみといっしょにお

はなし会に参加しておはなし会を楽しんだあと、ぬいぐ

るみは図書室でおとまりをします。申込みは不要です。

ぬいぐるみは一人でおとまりできるぬいぐるみに限り

ます。 

おはなし会は、ぬいぐるみと一緒でなくても参加できま

す。たくさんの参加、お待ちしています。 

 

10 月 1 日（日）・15 日（日）に開催されたコンサートの様子 

コの字ブラス（管楽器） 

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 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 マスカレード・ナイト 東野 圭吾∥著 集英社 　　913.6/ﾋ

一般 嵯峨野花譜 葉室 麟∥著 文藝春秋 　　913.6/ﾊ

一般 盤上の向日葵 柚月 裕子∥著 中央公論新社 　　913.6/ﾕ

一般 末ながく、お幸せに あさの あつこ∥著 小学館 　　913.6/ｱ

一般 この世の春　（上）（下） 宮部 みゆき∥著 新潮社 　　913.6/ﾐ

一般 君が夏を走らせる 瀬尾 まいこ∥著 新潮社 　　913.6/ｾ

一般 草笛物語 葉室 麟∥著 祥伝社 　　913.6/ﾊ

一般 つぼみ 宮下 奈都∥著 光文社 　　913.6/ﾐ

一般 主婦悦子さんの予期せぬ日々 久田 恵∥著 潮出版社 　　913.6/ﾋ

一般 淳子のてっぺん 唯川 恵∥著 幻冬舎 　　913.6/ｺ

一般 あるがままに自閉症です 東田 直樹∥[著] KADOKAWA Ｂ　916　/ﾋ

一般 毎日かあさん　（１４） 西原 理恵子∥著 毎日新聞出版 　　726.1/ｻ

一般 神田裕行のおそうざい十二カ月 神田 裕行∥著 暮しの手帖社 　　596.2/ｶ

一般 るるぶにっぽんの水族館 JTBパブリッシング 　　480.7/ﾙ

児童 妖怪一家のハロウィン 富安 陽子∥作 理論社 Ｋ　913　/ﾄ

児童 見上げた空は青かった 小手鞠 るい∥著 講談社 Ｋ　913　/ｺ

児童 スイーツ駅伝 二宮 由紀子∥作 文溪堂 Ｋ　913　/ﾆ

児童 10分で読めるこわ～い落語 土門 トキオ∥文 学研プラス Ｋ　913　/ﾄﾞ

児童 ファニー13歳の指揮官 ファニー　ベン=アミ∥[著] 岩波書店 Ｋ　929　/ﾍﾞ

児童 もうひとつのWONDER R.J.パラシオ∥作 ほるぷ出版 Ｋ　933　/ﾊﾟ

児童 羽生善治はじめての子ども将棋 羽生 善治∥監修 西東社 Ｋ　796　/ﾊ

児童 夢のかなえ方 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 Ｋ　366　/ﾕ

児童 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎∥原作 マガジンハウス Ｋ　159　/ﾖ

児童 6この点 ジェン  ブライアント∥文 岩崎書店 　　Ｅ　/ｸ　　

児童 とんこととん 武鹿 悦子∥作 フレーベル館 　　Ｅ　/ｽ　

児童 ぱかっ 森 あさ子∥作 ポプラ社 　　Ｅ　/ﾓ

児童 ゆびさしな～に? とよた かずひこ∥著 アリス館 　　Ｅ　/ﾄ

児童 あいうえおでんしゃじてん くにすえ たくし∥え 視覚デザイン研究所 　　Ｅ　/ｸ　　

児童 ねこのピートだいすきなおやすみえほん キムバリー　ディーン∥作 ひさかたチャイルド 　　Ｅ　/ﾃﾞ

児童 おつきみバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版 　　Ｅ　/ﾌ　

児童 そらの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社 　　Ｅ　/ｲ

児童 みなみへ ダニエル　ダンカン∥さく 評論社 　　Ｅ　/ﾀﾞ　

児童 おふくさんのおふくわけ 服部 美法∥ぶん　え 大日本図書 　　Ｅ　/ﾊ　

児童 ヒヒヒヒヒうまそう 宮西 達也∥作絵 ポプラ社 　　Ｅ　/ﾐ　  

新着図書一覧【９月～１０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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