
今年度も、ヤングアダルトコーナー

で中高生にお薦めの本を紹介して

います。お気に入りの本が見つかる

といいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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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
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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、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 34 号 2014 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。 

 

 

毎月第 3 土曜日に、 

えほんやかみしばいのよみ

きかせをしています。 

どなたでもさんかじゆうで

す。ぜひきてください。 

 

国語の教科書にのっている絵本を集め

て展示しています。 

教科書との違いや作品の素晴らしさを

絵からじっくりと味わってください。 

 

４月から、１枚のカードで、10 冊まで借り

ていただけるようになりました。 

多くの方のご利用をお待ちしております。 

 

今年の本屋大賞は、和田竜作『村上海賊の娘』

です。その他ノミネートされた全作品も展示

しています。 

この機会に読んでみてはいかがでしょう。 



 

分類 書　　名 著者名 出版社 請求記号

一般 春、戻る 瀬尾 まいこ∥著 集英社 　   913.6   /ｾ      

一般 ぼくの守る星 神田 茜∥著 集英社 　   913.6   /ｾ      

一般 約束の海 山崎 豊子∥著 新潮社    　913.6   /ﾔ      

一般 豆の上で眠る 湊 かなえ∥[著] 新潮社 　   913.6   /ﾐ     

一般 女のいない男たち 村上 春樹∥著 文藝春秋    　913.6   /ﾑ    

一般 本屋さんのダイアナ 柚木 麻子∥[著] 新潮社 　   913.6   /ﾕ       

一般 そして、星の輝く夜がくる 真山 仁∥著 講談社       913.6   /ﾏ     

一般 冬天の昴 あさの あつこ∥著 光文社       913.6   /ｱ      

一般 勇者たちへの伝言 増山 実∥[著] 角川春樹事務所       913.6   /ﾏ    

一般 カレイドスコープの箱庭 海堂 尊∥著 宝島社       913.6   /ｶ        

一般 美雪晴れ 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B    913.6   /ﾀ      

一般 珈琲店タレーランの事件簿　（３） 岡崎 琢磨∥著 宝島社 B    913.6   /ｵ     

一般 軍医殿!腹をやられました 中野 信夫∥著 かもがわ出版       916      /ﾅ  

一般 インフェルノ　（上･下） ダン　ブラウン∥著 KADOKAWA       933      /ﾌﾞ       

一般 礼儀正しい手紙・はがきの書き方とマナー 岩下 宣子∥監修 学研パブリッシング       816.6   /ﾚ     

一般 カナヘイのイラスト描きかた帳 カナヘイ∥著 玄光社       726.5   /ｶ       

一般 藤田智のもっと知りたい野菜づくりQ&A 藤田 智∥著 NHK出版       626.9   /ﾌ     

一般 昭和がお手本衣食住 アズマ カナコ∥著 けやき出版       590      /ｱ   

一般 毎日がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵∥著 サンマーク出版       597.5   /ｺ       

一般 45歳を過ぎたら「がまん」しないほうがいい 和田 秀樹∥著 大和書房       498.3   /ﾜ      

一般 これなら作れるシニアの1人分ごはん 村上 祥子∥著 家の光協会       498.5   /ﾑ    

一般 あなたは半年前に食べたものでできている 村山 彩∥著 サンマーク出版       498.5   /ﾑ        

一般 脳内麻薬 中野 信子∥著 幻冬舎       491.3   /ﾅ    

一般 「話のおもしろい人」の法則 野呂 エイシロウ∥著 アスコム       361.4   /ﾉ         

一般 本能寺の変431年目の真実 明智 憲三郎∥著 文芸社 B    210.4   /ｱ        

児童 絵本「旅猫リポート」 有川 浩∥文 文藝春秋 K    913      /ｱ        

児童 『赤毛のアン』と花子 村岡 恵理∥文 学研教育出版 K    910      /ﾑ     

児童 こころのふしぎなぜ?どうして? 大野 正人∥原案　執筆 高橋書店 K    150      /ｵ     

児童 もっといろいろばあ 新井 洋行∥作 えほんの杜 E       /ｱ       

児童 きもち ジャナン　ケイン∥さく 少年写真新聞社 E       /ｹ     

児童 なにからできているでしょーか? 大森 裕子∥さく 白泉社 E       /ｵ  

児童 かぐや姫の物語 高畑 勲∥原案　脚本　監督 徳間書店 E       /ｶ

児童 まゆげちゃん 真珠 まりこ∥作　絵 講談社 E       /ｼ         

児童 おたまじゃくしのしょうがっこう かこ さとし∥作　絵 偕成社 E       /ｶ        

児童 おおあたりぃ～ 村上 しいこ∥作 講談社 E       /ｶ      

児童 ぽかぽか 新井 洋行∥作　絵 講談社 E       /ｱ      

児童 おべんとうばこのうた さいとう しのぶ∥構成　絵 ひさかたチャイルド E       /ｻ

児童 よふかしにんじゃ バーバラ　ダ　コスタ∥文 光村教育図書 E       /ﾔ        

児童 ごとんごとんごー! 新井 洋行∥作　絵 講談社 E       /ｱ    

児童 おおかみだあ! セドリック　ラマディエ∥ぶん ポプラ社 E       /ﾌﾞ       

児童 アントンせんせい 西村 敏雄∥作 講談社 E       /ﾆ      

 

 

 

 

 

新着図書一覧【３月～５月上旬の新着図書】         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。 

伊賀市ホームページ http://www.city.iga.lg.jp/にアクセスして、

【図書館・図書室】→【伊賀市図書館・図書室ホームページ・利用案内】

からさまざまなサービスをご利用いただけます。 

 

 伊賀市図書館ホームページ（パソコン用） 

http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

 

 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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