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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 5７号 2018 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。 

人形劇サークル「マンマミーダ」による

人形劇と、おはなしボランティア「よも

よも」の読みきかせ会をします。 

ご家族でお楽しみいただけます。 

日時：3 月 25 日（日） 

午後 2 時～3 時 30 分 

定員：20 名程度 

場所：大山田公民館 

申込み・お問合せ： 

大山田公民館 電話 46-0130 

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。 

心がふっと軽くなるそんな本をコーナー展

開しています。疲れた心を癒しに図書室へ

どうぞ。 

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

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

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

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

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

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

３月 ４月 ５月

＝ 春休み特別企画

人形劇とおはなし会



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 屍人荘の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 　913.6　/ｲ

一般 口笛の上手な白雪姫 小川 洋子∥著 幻冬舎 　913.6　/ｵ

一般 春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎 琢磨∥著 新潮社 　913.6　/ｵ

一般 俺はエージェント 大沢 在昌∥著 小学館 　913.6　/ｵ

一般 銀河鉄道の父 門井 慶喜∥著 講談社 　913.6　/ｶ

一般 絶望の歌を唄え 堂場 瞬一∥[著] 角川春樹事務所 　913.6　/ﾄﾞ

一般 玄鳥さりて 葉室 麟∥著 新潮社 　913.6　/ﾊ

一般 天翔ける 葉室 麟∥著 KADOKAWA 　913.6　/ﾊ

一般 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 河出書房新社 　913.6　/ﾜ

一般 時限捜査 堂場 瞬一∥著 集英社 B913.6　/ﾄﾞ

一般 永い言い訳 西川 美和∥著 文藝春秋 B913.6　/ﾆ

一般 美輪明宏のおしゃれ大図鑑 美輪 明宏∥著 集英社 　914.6　/ﾐ

一般 永遠のおでかけ 益田 ミリ∥著 毎日新聞出版 　914.6　/ﾏ

一般 赤毛のアンの島へ 吉村 和敏∥写真 白泉社 　933.７　/ﾖ

一般 おじいちゃんとパン たな∥え　ぶん パイインターナショナル 　726.５　/ﾀ

一般 衣・食・住おとなの備え 渡辺 有子∥[著] 主婦と生活社 　590 　  /ﾜ

一般 石村由起子のインテリア 石村 由起子∥著 主婦と生活社 　590.4　/ｲ

一般 ときをためる暮らし つばた 英子∥著 自然食通信社 　590.4　/ﾂ

一般 男の子の育て方 中野 日出美∥著 大和出版 　379.9　/ﾅ

一般 政府に尋問の筋これあり 鈴木 荘一∥著 毎日ワンズ 　210.5　/ｽ

児童 ピアノをきかせて 小俣 麦穂∥著 講談社 K　913　/ｵ

児童 賢治童話ビジュアル事典 中地 文∥監修 岩崎書店 K　910　/ﾐ

児童 レモンの図書室 ジョー　コットリル∥作 小学館 K　933　/ｺ

児童 世界の働くくるま図鑑 (上巻)(下巻) スタジオタッククリエイティブ K　537　/ｾ

児童 あさがくるまえに ジョイス　シドマン∥文 岩波書店 　　E   　 /ｸ

児童 生きる 谷川 俊太郎∥詩 福音館書店 　　E   　 /ｵ

児童 マララのまほうのえんぴつ マララ　ユスフザイ∥作 ポプラ社 　　E   　 /ｹ

児童 せかいいちまじめなレストラン たしろ ちさと∥作 ほるぷ出版 　　E   　 /ﾀ

児童 がんばれ!あかいしゃしょうしゃ マリアン　ポター∥作 PHP研究所 　　E   　 /ｹﾞ

児童 ともだちのやくそく 中川 ひろたか∥さく アリス館 　　E   　 /ﾋ

児童 へそとりごろべえ 赤羽 末吉∥詩 画 童心社 　　E   　 /ｱ

児童 マスク 福井 智∥作 童心社 　　E   　 /ﾊ

児童 ちかてつライオンせん サトウ マサノリ∥作　絵 パイインターナショナル 　　E   　 /ｻ

児童 ほうまんの池のカッパ 椋 鳩十∥文 BL出版 　　E   　 /ｱ  

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 

http://www.iga-library.jp/
http://www.city.iga.lg.jp/
http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

