
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3８号 201５年１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。 

 

 

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。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

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

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

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

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

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
やすみ やすみ

１月 2月 3月

 ここはボツコニアン（３・４） 宮部みゆき/著 

 鹿の王（上・下）       上橋菜穂子/著 

 だいじな本のみつけ方     大崎梢/著 

 ダッシュ！          村上しいこ/著 

 クマのプーさん        A.A.ミルン/作 

 「赤毛のアン」が教えて 

くれた大切なこと       茂木健一郎/著 

 伝記 ヘレン・ケラー     村岡花子/著 

  

伊賀市の図書館・図書室ホームペー

ジができました。 

http://www.iga-library.jp/  に

アクセスしていただくか、伊賀市ホ

ームページの、このバナーをクリッ

クしてください。 

    
・資料検索用の窓から検索できます。 

・各館（室）のお知らせなどが見やす

くなりました 

http://www.iga-library.jp/


 

分類 書　名 著者名 出版社 請求番号

一般 家族シアター 辻村 深月∥著 講談社 　913.6/ﾂ

一般 キャロリング 有川 浩∥著 幻冬舎 　913.6/ｱ

一般 親鸞（完結篇　上・下） 五木 寛之∥著 講談社 　913.6/ｲ

一般 だいじな本のみつけ方 大崎 梢∥著 光文社 　913.6/ｵ

一般 奇跡の人 原田 マハ∥著 双葉社 　913.6/ﾊ

一般 純喫茶「一服堂」の四季 東川 篤哉∥著 講談社 　913.6/ﾋ

一般 親子の肖像 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 B 913.6/ﾄﾞ

一般 えどさがし 畠中 恵∥著 新潮社 B 913.6/ﾊ

一般 書くことが思いつかない人のための文章教室 近藤 勝重∥著 幻冬舎 　816　/ｺ

一般 殉愛 百田 尚樹∥著 幻冬舎 　767.8/ﾔ

一般 3ポットから作れる寄せ植え 主婦の友社 　627.8/ｻ

一般 昆虫はすごい 丸山 宗利∥著 光文社 　486　/ﾏ

一般 平和と命こそ 日野原 重明∥著 新日本出版社 　323.1/ﾍ

一般 親だから伸ばせる中高生の「学力」と「生きる力」 汐見 稔幸∥著 主婦の友社 　379.9/ｼ

一般 古代史の舞台裏 歴史の謎研究会∥編 青春出版社 　210.3/ｺ

一般 三重　'15 昭文社 　291.5/ﾐ

一般 「あの世」と「この世」をつなぐお別れの作法 矢作 直樹∥著 ダイヤモンド社 　147   /ﾔ

児童 「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと 茂木 健一郎∥著 PHP研究所 K 930  /ﾓ

児童 オズの魔法使い ライマン　フランク　ボーム∥著 復刊ドットコム K 933  /ﾊﾞ

児童 オズの小さな物語 ライマン　フランク　ボーム∥著 復刊ドットコム K 933  /ﾊﾞ

児童 かいけつゾロリのもっと!なぞなぞ200連発! 原 ゆたか∥原作　監修 ポプラ社 K 798  /ｶ

児童 すごいぞ!!重機大集合（１・２・３） 汐文社 K 513  /ｽ

児童 みんな知りたい!ドクターイエローのひみつ 飯田 守∥著 講談社 K 546  /ｲ

児童 身近な単位がわかる絵事典 村越 正則∥監修 PHP研究所 K 420  /ﾐ

児童 しっぱい!とおもったけど トッド　パール∥作 解放出版社 　E　   /ﾊﾟ

児童 こわくない 谷川 俊太郎∥作 絵本塾出版 　E　   /ｲ

児童 フルーツケーキいただきます 岡村 志満子∥さく ポプラ社 　E　   /ｵ

児童 おめんです（２） いしかわ こうじ∥作　絵 偕成社 　E　   /ｲ

児童 ふしぎなにじ わたなべ ちなつ∥さく 福音館書店 　E　   /ﾜ

児童 はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷 亮太∥文 童心社 　E　   /ﾂ

児童 ゲーゲーピーピーおなかのびょうき 細谷 亮太∥文 童心社 　E　   /ﾊ

児童 まいにちからだはあたらしい! 細谷 亮太∥文 童心社 　E　   /ﾅ  

 

 

 

 

 

新着図書一覧【１１月～１２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

 

 

中瀬I.C 

伊賀市大山田支所 

大山田図書室 

大山田 

海洋ｾﾝﾀｰ 

http://www.iga-library.jp/
http://www.city.iga.lg.jp/
http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

