
 

絵本の部屋で、小学校国語の教

科書｢この本、読もう｣｢本は友

達｣に掲載されている絵本を紹

介しています。 
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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 35 号 2014 年７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。 

課題図書は、少しでも多くの人に読んでほしい

ので、ひとり１冊 15 日間の貸出になります（延

長はできません）。たくさんの本に出合ってくださ

い。また、夏休み宿題応援コーナーでは、科学の

本や工作の本なども展示しています。ぜひご利用

ください。お探しの本が見つからない時はスタッ

フにお声掛けください。 
雑誌のコーナーに、新しく

「サライ」が入りました。どう

ぞご利用ください。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 八月の六日間 北村 薫∥著 KADOKAWA      913.6   /ｷ        

一般 虚ろな十字架 東野 圭吾∥著 光文社      913.6   /ﾋ        

一般 ケモノの城 誉田 哲也∥著 双葉社      913.6   /ﾎ        

一般 ライアー 大沢 在昌∥著 新潮社      913.6   /ｵ       

一般 池上彰の教養のススメ 池上 彰∥著 日経BP社      002     /ｲ       

一般 茂木健一郎の脳がときめく言葉の魔法 茂木 健一郎∥著 かんき出版      159     /ﾓ        

一般 ヤンチャ校長、学校を変える 奥田 修史∥著 宝島社      376.4   /ｵ        

一般 実家のたたみ方 千葉 利宏∥著 翔泳社      365.3   /ﾁ       

一般 食物アレルギーのすべてがわかる本 海老澤 元宏∥監修 講談社      493.9   /ｼ        

一般 はじめてのFacebook Twitter LINE マキノ出版      547.4   /ﾊ        

一般 461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺 俊美∥著 マガジンハウス      596.4   /ﾜ       

一般 歴史を記録する 吉村 昭∥著 河出書房新社      914.6   /ﾖ       

一般 風景十二 坪内 祐三∥著 扶桑社      914.6   /ﾂ      

一般 街のはなし 吉村 昭∥著 文芸春秋      914.6   /ﾖ        

一般 男の背骨 山本 一力∥[著] 角川春樹事務所      914.6   /ﾔ        

児童 コロボックル絵物語 有川 浩∥作 講談社 K    913     /ｱ    

児童 こちら妖怪新聞社! 藤木 稟∥作 講談社 K    913     /ﾌ       

児童 見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険 (1) R.L.ラフィーバース∥作 あすなろ書房 K    933     /ﾗ       

児童 しごとば　 もっと 鈴木 のりたけ∥作 ブロンズ新社 K    366     /ｽ      

児童 小学生の自由研究パーフェクト　1.2年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 K    407     /ｼ       

児童 小学生の自由研究パーフェクト　3.4年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 K    407     /ｼ       

児童 小学生の自由研究パーフェクト　5.6年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版 K    407     /ｼ       

児童 【課題図書】どこかいきのバス 井上 よう子∥作 文研出版 K    913     /ｲ        

児童 【課題図書】星空ロック 那須田 淳∥著 あすなろ書房 K    913     /ﾅ        

児童 【課題図書】ともだちは、サティー! 大塚 篤子∥作 小峰書店 K    913     /ｵ       

児童 【課題図書】ふたり 福田 隆浩∥著 講談社 K    913     /ﾌ        

児童 【課題図書】時をつなぐおもちゃの犬 マイケル  モーパーゴ∥作 あかね書房 K    933     /ﾓ        

児童 【課題図書】ただいま!マラング村 ハンナ  ショット∥作 徳間書店 K    943     /ｼ       

児童 【課題図書】よかたい先生 三枝 三七子∥文  絵 学研教育出版 K    289     /ﾊ       

児童 【課題図書】ひまわり 荒井 真紀∥文  絵 金の星社      E       /ｱ       

児童 【課題図書】ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン  デイヴィーズ∥文 ほるぷ出版      E       /ｺ       

児童 【課題図書】まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介∥作 鈴木出版      E       /ﾜ        

児童 【課題図書】ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡 たつひで∥さく 福音館書店      E       /ﾏ       

児童 【課題図書】マッチ箱日記 ポール  フライシュマン∥文 BL出版      E       /ｲ      

児童 かぜのでんわ いもと ようこ∥作絵 金の星社      E       /ｲ        

児童 アンネの木 イレーヌ　コーエン=ジャンカ∥作 くもん出版      E       /ｸ       

児童 ほうれんそうはないています 鎌田 實∥文 ポプラ社      E       /ﾊ       

児童 ねないこだれだ せな けいこ∥さく  え 福音館書店      E       /ｾ      

児童 へんしんトンネル あきやま ただし∥作　絵 金の星社      E       /ｱ       

児童 あくたれラルフ ジャック　ガントス∥さく 童話館出版      E       /ﾙ       

児童 ぶんぶんぶるるん バイロン　バートン∥さく ほるぷ出版      E       /ﾊﾞ        

 

 

 

 

 

新着図書一覧【５月～７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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伊賀市大山田支所 

大山田図書室 
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