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今年の本屋大賞は『かがみの孤城』です。その他 

のノミネート作品も展示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5８号 2018 年５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。 

部屋に閉じこもっていたこころの目の前で、鏡が光り

始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先の世界には、似た境

遇の 7 人が。秘めた願いを叶えるため、７人は城で

隠された鍵を探す。 

 

大山田図書室で所蔵していた古くなった雑誌

をお譲りしています。無くなり次第終了とさせ

ていただきます。ご了承ください。 

新年度新たな一歩を踏み出したあなたへの

おすすめの本をコーナーで紹介しています。 

＊かがみの孤城 

＊か「」く「」し「」ご「」と「 

＊君たちはどう生きるか 

＊バッタを倒しにアフリカへ 

＊「どうせ無理」と思っている君へ 

他にも紹介しています。 

一度手にとって読んでみてください。 

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

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

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

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

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

５月 6月 7月

５月 12 日（土）/６月９日（土）/７月 14 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 長く高い壁 浅田 次郎∥著 KADOKAWA   913.6　/ｱ

一般 ぼくがきみを殺すまで あさの あつこ∥著 朝日新聞出版   913.6　/ｱ

一般 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ∥著 文藝春秋   913.6　/ｾ

一般 青くて痛くて脆い 住野 よる∥著 KADOKAWA   913.6　/ｽ

一般 スイート・ホーム 原田 マハ∥著 ポプラ社   913.6　/ﾊ

一般 雨と詩人と落花と 葉室 麟∥著 徳間書店   913.6　/ﾊ

一般 魔力の胎動 東野 圭吾∥著 KADOKAWA   913.6　/ﾋ

一般 風は西から 村山 由佳∥著 幻冬舎   913.6　/ﾑ

一般 あきない世傳金と銀（５） 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B913.6　/ﾀ

一般 闇の叫び 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 B913.6　/ﾄﾞ

一般 歌う鳥のキモチ 石塚 徹∥著 山と溪谷社 　488.1　/ｲ

児童 川のむこうの図書館 池田 ゆみる∥作 さ・え・ら書房 Ｋ　913　/ｲ

児童 妖怪一家の温泉ツアー 富安 陽子∥作 理論社 Ｋ　913　/ﾄ

児童 6年1組黒魔女さんが通る!!（０５） 石崎 洋司∥作 講談社 Ｋ　913　/ｲ

児童 さらさら植物染め 望月 通陽∥制作　監修 偕成社 Ｋ　753　/ﾓ

児童 わたしの家族はいぬのブルース 岸川 悦子∥文 ひくまの出版 Ｋ　369　/ｷ

児童
ドラえもん社会ワールド
　情報に強くなろう

藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 Ｋ　007　/ﾄﾞ

児童 ばすくんのともだち みゆき りか∥さく 小学館   　E    /ﾅ

児童 さよならともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社   　E    /ﾌ

児童
やさいのがっこう
 とうもろこしちゃんのながいかみ

なかや みわ∥さく 白泉社   　E    /ﾅ

児童 おおきくなったらきみはなんになる? 藤本 ともひこ∥文 講談社   　E    /ﾑ

児童 おばあちゃんのはたけ おおにし ひろみ∥さく リブロポート   　E    /ｵ

児童 だじゃれどうぶつえん 中川 ひろたか∥文 絵本館   　E    /ﾀ

児童 だじゃれしょくぶつえん 中川 ひろたか∥文 絵本館   　E    /ﾀ

児童 やどかりのいえさがし 武田 正倫∥ぶん 新日本出版社   　E    /ｱ
 

新着図書一覧【３月～４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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