
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4２号 201５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。 

 

 

10 月 10 日（土）のおはなしたいむは、「ぬいぐるみといっしょにおはなし会」。お気に入りのぬいぐる

みといっしょにおはなし会に参加しておはなし会を楽しんだあと、ぬいぐるみは図書室でおとまりをしま

す。申込みは不要です。ぬいぐるみは一人でおとまりできるぬいぐるみに限ります。 

おはなし会は、ぬいぐるみと一緒でなくても参加できます。たくさんの参加、お待ちしています。 

 

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 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
やすみ やすみ

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

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

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

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

9月 10月 11月

10 月 13 日（火）～16

日（金）は蔵書点検のため

休館します。返却はブック

ポストへお願いします。 

今年の標語は、『いつだって、読書日和』です。 

大山田図書室でも『読書週間』に向けておはなし会や

おすすめの本のコーナーなどを展開します。ぜひお越

しください。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 流 東山 彰良∥著 講談社      913.6   /ﾋ

一般 まったなし 畠中 恵∥著 文藝春秋      913.6   /ﾊ     

一般 朝が来る 辻村 深月∥著 文藝春秋      913.6   /ﾂ      

一般 トンネルの森1945 角野 栄子∥著 KADOKAWA      913.6   /ｶ        

一般 ゆらやみ あさの あつこ∥著 新潮社      913.6   /ｱ       

一般 ビオレタ 寺地 はるな∥著 ポプラ社      913.6   /ﾃ      

一般 なりたい 畠中 恵∥著 新潮社      913.6   /ﾊ       

一般 オールド・テロリスト 村上 龍∥著 文藝春秋      913.6   /ﾑ    

一般 極悪専用 大沢 在昌∥著 文藝春秋      913.6   /ｵ        

一般 ベトナムの桜 平岩 弓枝∥著 毎日新聞出版      913.6   /ﾋ      

一般 金魚姫 荻原 浩∥著 KADOKAWA      913.6   /ｵ      

一般 さよなら、ニルヴァーナ 窪 美澄∥著 文藝春秋      913.6   /ｸ        

一般 君の膵臓をたべたい 住野 よる∥著 双葉社      913.6   /ｽ    

一般 武士道ジェネレーション 誉田 哲也∥著 文藝春秋      913.6   /ﾎ       

一般 抱く女 桐野 夏生∥著 新潮社      913.6   /ｷ       

一般 あの家に暮らす四人の女 三浦 しをん∥著 中央公論新社      913.6   /ﾐ      

一般 ヒトリコ 額賀 澪∥著 小学館      913.6   /ﾇ        

一般 蓮花の契り 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B   913.6   /ﾀ        

一般 なきむし姫 重松 清∥著 新潮社 B   913.6   /ｼ        

一般 バケモノの子 細田 守∥[著] KADOKAWA B   913.6   /ﾎ       

一般 はじめてでも簡単たのしい切り絵レッスン 高木 亮∥著 家の光協会      726.9   /ﾀ       

一般 タバタ式トレーニング 田畑 泉∥著 扶桑社      780.7   /ﾀ        

一般 あした死んでもいい片づけ ごんおばちゃま∥著 興陽館      597.5   /ｺﾞ        

一般 欧米に寝たきり老人はいない 宮本 顕二∥著 中央公論新社      490.1   /ﾐ        

一般 貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン　スー∥著 幻冬舎      367.2   /ｼﾞ        

一般 トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子∥著 講談社      367.6   /ｸ        

一般 るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道　’16 JTBパブリッシング      291.6   /ﾙ      

一般 るるぶ大阪　’16 JTBパブリッシング      291.6   /ﾙ      

児童 ぼくらの魔女戦記　1 宗田 理∥作 ポプラ社 K    913     /ｿ      

児童 あなたをずっとあいしてる 宮西 たつや∥作絵 ポプラ社 K    913     /ﾐ      

児童 13歳の少女が見た沖縄戦 安田 未知子∥著 WAVE出版 K    916     /ﾔ     

児童 ワンダー R.J.パラシオ∥作 ほるぷ出版 K    933     /ﾊﾟ      

児童 だいすきスイーツで自由研究 盛口 満∥監修 主婦と生活社 K    407     /ﾀﾞ      

児童 へんないきものすいぞくかんナゾの1日 松橋 利光∥写真 アリス館 K    480     /ﾏ        

児童 ドラえもん科学ワールド昆虫の不思議 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 K    486     /ﾄﾞ      

児童 10分で読める命と平和につくした人の伝記 塩谷 京子∥監修 学研教育出版 K    280     /ｼﾞ        

児童 としょかんへいこう 斉藤 洋∥作 講談社      E       /ﾀ        

児童 せんそうしない たにかわ しゅんたろう∥ぶん 講談社      E       /ｴ       

児童 たべものなあに 星燈社∥絵 学研教育出版      E       /ﾀ       

 

 

 

 

 

新着図書一覧【７月～８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 
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http://www.city.iga.lg.jp/
http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

