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読み聞かせの会 休室日       

 

阿山中学校 2年生職場体験の様子 9/14（水）～9/16 （金） 

児童向け ☆3月 15日は靴の記念日 

輸入された軍靴が大きすぎるため、日本人の足に合うように 

日本で初の西洋靴の工場のできた日だそうです。 

私達の生活に欠かせない靴が登場する絵本等を選びました。 

         ☆こんな人知っていますか？ 

世界の偉人・伝記の本を集めました。 

大人向け ☆新生活応援します！ 

         通園・通学グッズや、新生活をサポートする本を集めてみました。  

☆身体の部位ごとで健康になる！ 

疲労は目・肩･腰にたまりやすく、年を重ねるごとに増える不調を早

めに 

対処しましょう！花粉症などの本も揃えました。 

。 

       

開いている日：火曜日～日曜日 午前１０時～午後５時 

お休みの日：月曜日、祝日、図書整理日、年末年始  

読み聞かせの会（ボランティアグループ はあと＆はあと）：第１または２火曜日、第３日曜日 

伊賀市図書館のホームページのご案内（（http://www.iga-library.jp/） 

阿山図書室（あやま文化センター内） 伊賀市川合 3370-29 TEL：43-0154  

 

 

 

 

  

 

 

 

平成 30年 3月 

 

 

更生保護女性の会阿山支部からの寄附金で、 

幼児向け絵本や児童向けの本、合計 68冊を購入 

しました。ぜひご利用下さい！ 

 ちょっと紹介 

＊おさかなちゃんのﾊﾟﾊﾟかっこいい！ 

       ヒド・ファン・ヘネヒテン 作・絵 

 ダンスがうまい ダンスパパ。おんぶがうまい 

おんぶパパ。ちっちゃなおさかなちゃんのパパは 

どんなパパかな・・0～2歳が夢中になる絵本。 

（他おさかなちゃんシリーズ 6冊） 

【大型】絵本＊バムとケロのもりのこや  

島田 ゆか 作 

ビックブック ＊給食番長 よしながこうたく 作 

 

 

 



新着図書の紹介 

書     名 著者名等 内  容  等 

第 158回 芥川賞 

おらおらでひとりいぐも 
若竹 千佐子 

捨てた故郷、疎遠な息子と娘、亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、

74歳の桃子さんが辿り着いた、圧倒的自由と賑やかな孤独とは。 

第 158回 芥川賞 

百年泥 
石井 遊佳 

洪水の泥から百年の記憶が蘇る。大阪生まれインド発、けったいな 

荒唐無稽－魔術的でリアルな新文学！ 

第 158回 直木賞 

銀河鉄道の父 
門井 慶喜 

岩手県をイーハトヴにし、銀河に鉄道を走らせた宮沢賢治。生涯夢を追い続け

た賢治と、父でありすぎた父・政次郎と慈愛の月日を父の視点から描く。 

更正保護女性の会阿山支部 寄附文庫一覧 ＜児 童＞ 

書     名 著者名等 書     名 著者名等 

いっさいはん ｍｉｎｃｈｉ（みんち） ルルとララのすてきなパーティブック あんびる やすこ 

ぎゅっ ミフサマ かぐやひめの物語 高畑 勲 原案・脚本・監修 

すずこ 原野 なおこ 借りぐらしのアリエッティ メアリー ノートン 原作 

きいちゃん ながやま ただし フランダースの犬 ルイズ ドラ ラメー 原作 

トマトさん 田中 清代 いのちのひみつ 中内 光昭 監修 

うんこ！ サトシン 食べ物のひみつ 松井 淳江  監修 

つまんないつまんない ヨシタケ シンスケ 1年 365日のひみつ 竹内  誠  監修 

みつけてん ジョン クラッセン 昆虫のひみつ 岡島 秀治   監修 

さらじいさん はせがわ はっち 科学のひみつ 桂木 悠美子 監修 

きりんのしりとり トキタ シオン ことわざ・慣用句のひみつ 井関 義久  監修 

りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ ヒトの進化のひみつ 馬場 悠男  監修 

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ 都道府県のひみつ もりけん まんが 

せかいのはてのむこうがわ たなか やすひろ 国旗のひみつ 吹浦 忠正  監修 

あさになったのでまどをあけますよ 荒井 良二 大リーグのひみつ 村上 雅則  監修 

マールとおばあちゃん テイヌ モルティール 恐竜世界のひみつ 金子 隆一  監修 

りゆうがあります ヨシタケ シンスケ 日本史人物 55人のひみつ 小和田 哲男 監修 

ノラネコぐんだんそらをとぶ 工藤 ノリコ お金 100のひみつ 工藤 洋久  監修 

ノラネコぐんだんあいうえお 工藤 ノリコ 大自然のふしぎ 50のひみつ 奈須 紀幸  監修 

ちかてつライオンせん サイトウ マサノリ 地球のひみつ 猪郷 久義  監修 

皿たろうだいかつやく マスダ ケイコ カブトムシ・クワガタムシのひみつ 荒谷 邦雄  監修 

つみきのいえ（英語版） 加藤 久仁生 恐竜化石のひみつ 金子 隆一  監修 

きんたろうちゃん 斉藤 洋 有毒生物のひみつ 篠永 哲   監修 

びょういんのおばけずかん 斉藤 洋 宇宙・星のひみつ 福江 純   監修 

いえのおばけずかん 斉藤 洋 学習漫画  真田幸村 山本 博文 監修 

図書館の怪談 斉藤 洋 学習漫画  勝海舟 落合 弘樹 監修 

初恋ゆうれいアート 斉藤 洋 学習漫画  伊藤博文 季武 嘉也 監修 

サバンナのいちにち 斉藤 洋 学習漫画  広岡浅子 原口 泉   監修 

ルルとララのようこそタルト あんびる やすこ 学習漫画  ダーウィン 長谷川 眞理子 監修 

ルルとララのアロハパンケーキ あんびる やすこ 学習漫画  ジャンヌ・ダルク 安達 正勝 監修 

ルルとララのハロウィン あんびる やすこ 学習漫画  レオナルド・ダ・ビンチ 池上 英洋 監修 

 

 第158回 芥川賞・直木賞 受賞作品紹介！！           


