
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 月 29 日（火）～1 月 3 日（日） 

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 43 号 201５年 11 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。 

 

 

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 6 7 1 2 3 4 5 1 2
やすみ やすみ やすみ やすみ

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
やすみ やすみ やすみ やすみ

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
やすみ やすみ やすみ

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
やすみ やすみ やすみ やすみ

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

11月 12月 １月

24
   31

おはなしくらぶ

おてつだいもし

たよ。ほんをきれ

いにならべたよ。 

12 月 25 日（金）１時 30 分～4 時  

小学生を対象に「おはなしくらぶ」を開催

します。少し長い物語の読みきかせです、

皆でお話を楽しみましょう。 

 

参加申込み・お問合せは、12 月７日から 

大山田公民館、℡46-0130 まで。 

 

大山田小学校5年生が図書室へ職場

体験に来てくれました。 

おすすめの本を紹介するコーナーを

作ってくれました。 

ぜひご覧ください。 

かみしばいをよんでもらったよ。

『ねないこだあれ』だって 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 孤狼の血 柚月 裕子∥著 KADOKAWA      913.6   /ﾕ      

一般 プラージュ 誉田 哲也∥著 幻冬舎      913.6   /ﾎ        

一般 ここはボツコニアン (5) 宮部 みゆき∥著 集英社      913.6   /ﾐ

一般 Aではない君と 薬丸 岳∥著 講談社      913.6   /ﾔ    

一般 風かおる 葉室 麟∥著 幻冬舎      913.6   /ﾊ       

一般 十字の記憶 堂場 瞬一∥著 KADOKAWA      913.6   /ﾄﾞ      

一般 うずら大名 畠中 恵∥著 集英社      913.6   /ﾊ       

一般 チームFについて あさの あつこ∥[著] 角川春樹事務所      913.6   /ｱ        

一般 琥珀のまたたき 小川 洋子∥著 講談社      913.6   /ｵ        

一般 えんじ色のカーテン 赤川 次郎∥著 光文社 B    913.6   /ｱ       

一般 和モダン手づくり年賀状 日貿出版社∥編 日貿出版社      731     /ﾜ       

一般 「親子あそび」のえほん 武本 佳奈絵∥文 あすなろ書房      599     /ﾀ        

一般 老けない人は何を食べているのか 森 由香子∥著 青春出版社      498.5   /ﾓ       

一般 お金をかけずに老後を楽しむ贅沢な節約生活 保坂 隆∥著 朝日新聞出版      367.7   /ﾎ        

一般
椅子に腰かけたままでできる
シニアのための脳トレ体操&ストレッチ体操

斎藤 道雄∥著 黎明書房      369.2   /ｻ        

一般 第2図書係補佐 又吉 直樹∥[著] 幻冬舎 B    019     /ﾏ       

一般 いつだって子どもがいちばん 三浦 伸也∥著 自由国民社      019.5   /ﾐ       

児童 クレヨン王国ファンタジーランド詩画集 福永 令三∥詩 講談社 K    911     /ﾌ        

児童 魔女の診療所 (1 2 3 4) 倉橋 燿子∥作 講談社 K    913     /ｸ      

児童 稲と日本人 甲斐 信枝∥さく 福音館書店 K    616     /ｶ    

児童 整理整頓 入江 久絵∥マンガ　イラスト 旺文社 K    597     /ｾ     

児童 かがくあそび 高柳 雄一∥監修 フレーベル館 K    407     /ｶ        

児童 ドラえもん社会ワールド政治のしくみ 藤子　F　不二雄∥まんが 小学館 K    312     /ﾄﾞ        

児童 お金のこと 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 K    337     /ｵ        

児童 友だち関係 藤 美沖∥マンガ　イラスト 旺文社 K    361     /ﾄ        

児童 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長 新太∥[著] 講談社 K    210     /ｺ        

児童 夢はどうしてかなわないの? 大野 正人∥作 汐文社 K    159     /ｵ    

児童 命はどうしてたいせつなの? 大野 正人∥作 汐文社 K    159     /ｵ      

児童 くすのきだんちのあきまつり 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに      E       /ｽ       

児童 でんごんでーす マック　バーネット∥文 講談社      E       /ｶ        

児童 ラブリーオールドライオン ジュリア　ジャーマン∥さく フレーベル館      E       /ﾊﾞ        

児童 ハッピーハロウィン! 新井 洋行∥作　絵 講談社      E       /ｱ       

児童 キャベツがたべたいのです シゲタ サヤカ∥作　絵 教育画劇      E       /ｼ       

児童 ぱぴぷぺぽーず 新井 洋行∥著 文溪堂      E       /ｱ        

児童 サルくんとバナナのゆうえんち 谷口 智則∥作　絵 文溪堂      E       /ﾀ        

児童 おつきみおばけ せな けいこ∥作　絵 ポプラ社      E       /ｾ       

児童 おりょうりだいすきエプロンさん いちかわ けいこ∥脚本 童心社      C       /        

児童 ばけこちゃんのおつきみ 苅田 澄子∥脚本 童心社      C       /         

 

 

 

 

新着図書一覧【９月～１０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

