
 

新着絵本が増えました。秋の夜

長にお子さん・お孫さんと一緒

に絵本を読んでみてはいかがで

すか？ 
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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 3６号 2014 年９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。 

7 月 29 日（火）30 日（水）に実施しました。

宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』に影響を与えた

と言われている『霧のむこうのふしぎな町』を 2 日

間にわたって読み、ファンタジーの世界を楽しみま

した。 

 おはなしの後、しおりと、とび出すカードを作り

ましたが、どちらも好評でした。 

次回は冬休みに予定しています。 

雑誌のコーナーに、新しく

「やさい畑」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 すえずえ 畠中 恵∥著 新潮社      913.6  /ﾊ     

一般 遺譜 （上・下） 内田 康夫∥著 KADOKAWA      913.6  /ｳ            

一般 小森谷くんが決めたこと 中村 航∥著 小学館      913.6  /ﾅ    

一般 修羅走る関ケ原 山本 兼一∥著 集英社      913.6  /ﾔ    

一般 銀翼のイカロス 池井戸 潤∥著 ダイヤモンド社      913.6  /ｲ      

一般 初恋料理教室 藤野 恵美∥著 ポプラ社      913.6  /ﾌ     

一般 山女日記 湊 かなえ∥著 幻冬舎      913.6  /ﾐ      

一般 破門 黒川 博行∥著 KADOKAWA      913.6  /ｸ     

一般 男ともだち 千早 茜∥著 文藝春秋      913.6  /ﾁ      

一般 明日の子供たち 有川 浩∥著 幻冬舎      913.6  /ｱ     

一般 四人組がいた。 高村 薫∥著 文藝春秋      913.6  /ﾀ 

一般 アクアマリンの神殿 海堂 尊∥著 KADOKAWA      913.6  /ｶ       

一般 雨の狩人 大沢 在昌∥著 幻冬舎      913.6  /ｵ     

一般 天(そら)の梯(かけはし) 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B    913.6  /ﾀ

一般 論語エッセイ 野村 茂夫∥監修 リベラル社      123.8  /ｺ       

一般 日本国憲法前文お国ことば訳 勝手に憲法前文をうたう会∥編 小学館      323.1  /ﾆ    

一般 シニアにおすすめ!「食」で健康になる!簡単ごはん 「きょうの健康」番組制作班∥編 主婦と生活社      498.5  /ｼ     

一般 子育てハッピーアドバイス笑顔いっぱい食育の巻 松成 容子∥著 1万年堂出版      498.5  /ﾏ       

一般 紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 佐々 涼子∥著 早川書房      585.0  /ｻ   

一般 いちばんやさしいきものの着付けとお手入れがわかる本 石田 節子∥監修 PHP研究所      593.8  /ｲ   

一般 夏のルール ショーン　タン∥著 河出書房新社      726.5  /ﾀ     

児童 ぼくらのコブラ記念日 宗田 理∥作 ポプラ社 K    913    /ｿ   

児童 ダッシュ! 村上 しいこ∥著 講談社 K    913    /ﾑ      

児童 たんぽぽの目 村岡 花子∥文 河出書房新社 K    913    /ﾑ     

児童 ルルとララのコットンのマカロン あんびる やすこ∥作　絵 岩崎書店 K    913    /ｱ      

児童 へいわってすてきだね 安里 有生∥詩 ブロンズ新社      E       /ﾊ      

児童 おねしょのかみさま 長谷川 義史∥[作] 学研教育出版      E       /ﾊ      

児童 うみの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社      E       /ｲ      

児童 ソフィーのやさいばたけ ゲルダ　ミューラー∥作 BL出版      E       /ﾐ       

児童 ええことするのは、ええもんや! くすのき しげのり∥作 えほんの杜      E       /ﾌ      

児童 おとまりのひ 中川 ひろたか∥文 童心社      E       /ﾑ        

児童 じつはよるのほんだなは 澤野 秋文∥作 講談社      E       /ｻ      

児童 妖怪交通安全 広瀬 克也∥作 絵本館      E       /ﾋ        

児童 おばけとかくれんぼ 新井 洋行∥作 くもん出版      E       /ｱ     

児童 ようかいえんにいらっしゃい 白土 あつこ∥作　絵 ひさかたチャイルド      E       /ｼ       

児童 ちいさなはくさい くどう なおこ∥さく 小峰書店      E       /ﾎ      

児童 みんなのベロニカ ロジャー  デュボアザン∥さく  え 童話館出版      E       /ﾃﾞ     

児童 こぎつねせかいのはてへゆく アン　トムパート∥ぶん 童話館出版      E       /ｳ        

児童 みつけたものとさわったもの ウィル∥さく 童話館出版      E       /ﾘ       

児童 ちいさなヒッポ マーシャ=ブラウン∥さく 偕成社      E       /ﾌﾞ         

児童 とべバッタ 田島 征三∥作 偕成社      E       /ﾀ       

児童 ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功∥さく え 福音館書店      E       /ﾋ         

 

 

 

 

 

新着図書一覧【７月～９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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