
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4１号 201５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。） 

          を 7 月 30 日（木）・

３１日（金）に開催します（午後１時３０分

～４時）。楽しい物語を２日間に分けて読みま

す。おはなし会の後で、簡単な工作遊びやゲ

ームなども予定しています。小学生以上の方、

どなたでも参加していただけます。１日だけ

の参加でもＯＫです。 

事前に公民館へお申込みください。 

電話 46－0130 

☆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。 

 

 

 

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

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
やすみ やすみ やすみ

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
やすみ やすみ やすみ

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 27 28 29 30
やすみ やすみ

7月 8月 9月

23
   30

24
   31おはなしくらぶ

課題図書や、夏の楽しい読書で紹介されている

本をコーナーで紹介しています。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。 

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。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 闇に咲く あさの あつこ∥著 PHP研究所      913.6   /ｱ       

一般 リバース 湊 かなえ∥著 講談社      913.6   /ﾐ   

一般 武道館 朝井 リョウ∥著 文藝春秋      913.6   /ｱ   

一般 トイレのピエタ 松永 大司∥著 文藝春秋      913.6   /ﾏ   

一般 天使はここに 朝比奈 あすか∥著 朝日新聞出版      913.6   /ｱ     

一般 持たざる者 金原 ひとみ∥著 集英社      913.6   /ｶ       

一般 過ぎ去りし王国の城 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA      913.6   /ﾐ     

一般 夏の雷音 堂場 瞬一∥著 小学館      913.6   /ﾄﾞ

一般 ラプラスの魔女 東野 圭吾∥著 KADOKAWA      913.6   /ﾋ       

一般 書店ガール（４） 碧野 圭∥著 PHP研究所 B    913.6   /ｱ      

一般 漂流郵便局 久保田 沙耶∥著 小学館      710.8   /ｸ        

一般 おりがみで作る壁面かざり12か月 朝日 勇∥監修 滋慶出版/土屋書店      754.9   /ｵ      

一般 はじめてでも作れるエコクラフトのかご&バッグ 荒関 まゆみ∥[著] 朝日新聞出版      754.9   /ｱ       

一般 これで解決。働くママが必ず悩む36のこと 毛利 優子∥著 日本実業出版社      366.3   /ﾓ      

児童 ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ　クリアリー∥作 学研教育出版 K    933     /ｸ      

児童 きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子∥作 文研出版 K    913     /ｲ      

児童 ふりかえれば名探偵 杉山 亮∥作 偕成社 K    913     /ｽ       

児童 ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 K    323     /ﾄﾞ     

児童 【課題図書】夏の朝 本田 昌子∥著 福音館書店 K    913     /ﾎ       

児童 【課題図書】かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣∥作 BL出版 K    913     /ﾑ      

児童 【課題図書】あしたあさってしあさって もりやま みやこ∥作 小峰書店 K    913     /ﾓ       

児童 【課題図書】パオズになったおひなさま 佐和 みずえ∥著 くもん出版 K    913     /ｻ        

児童 【課題図書】かぐやのかご 塩野 米松∥作 佼成出版社 K    913     /ｼ        

児童 【課題図書】ぼくの、ひかり色の絵の具 西村 すぐり∥作 ポプラ社 K    913     /ﾆ        

児童 【課題図書】ブロード街の12日間 デボラ　ホプキンソン∥著 あすなろ書房 K    933     /ﾎ      

児童 【課題図書】お話きかせてクリストフ ニキ　コーンウェル∥作 文研出版 K    933     /ｺ        

児童 【課題図書】ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ　ウォルツ∥作 フレーベル館 K    949     /ｳ      

児童 【課題図書】レジェンド! 城島 充∥著 講談社 K    784     /ｶ        

児童 【課題図書】うなぎ一億年の謎を追う 塚本 勝巳∥著 学研教育出版 K    664     /ﾂ       

児童 【課題図書】はこぶ 鎌田 歩∥作　絵 教育画劇      E       /ｶ      

児童 【課題図書】クレヨンからのおねがい! ドリュー　デイウォルト∥文 ほるぷ出版      E       /ｼﾞ      

児童 【課題図書】ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか∥ぶん アリス館      E       /ﾊ       

児童 【課題図書】ちいさなちいさな ニコラ　デイビス∥文 ゴブリン書房      E       /ｻ    

児童 たなばたウキウキねがいごとの日! ますだ ゆうこ∥作 文溪堂      E       /ﾀ       

児童 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ [ムヒカ∥述] 汐文社      E       /ﾅ      

児童 名古屋うみゃあもんのうた 長谷川 義史∥著 佼成出版社      E       /ﾊ      

 

 

 

 

新着図書一覧【５月～６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

