
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、月末図書整理日、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 46 号 2016 年５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。 

 

 

小さいときから本を読む楽しさを知って

いることは、子どもが大きくなるためにと

ても大切なことです。「こどもの読書週間」

は、大人が本を子どもに手わたす週間でも

あります。「うちどくコーナー」で引き続

き、おすすめの本を紹介しています。 

市内は今、NINJA フェスタで盛り上がって

います！図書室も忍者の絵本や児童書を集

めました。本を読んで気持ちは忍者!! 

手裏剣のプレゼントもあるよ！ 

＊手裏剣は無くなりしだい終了です。 

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 1 2
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

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

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

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

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

5月 6月 7月

24
   31

今年の本屋大賞は、宮下奈都作『羊と鋼の

森』です。ピアノの調律に魅せられた青年

の、調律師として人として成長する姿が温

かく綴られています。その他ノミネート作

品も展示しています。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 バラカ 桐野 夏生∥著 集英社   913.6/ｷ

一般 アンと青春 坂木 司∥著 光文社   913.6/ｻ

一般 かんかん橋の向こう側 あさの あつこ∥著 KADOKAWA   913.6/ｱ

一般 神さまのいる書店 (2) 三萩 せんや∥著 KADOKAWA   913.6/ﾐ

一般 また、同じ夢を見ていた 住野 よる∥著 双葉社   913.6/ｽ

一般 幹事のアッコちゃん 柚木 麻子∥著 双葉社   913.6/ﾕ

一般 バビロンの秘文字 (2)(3) 堂場 瞬一∥著 中央公論新社   913.6/ﾄﾞ

一般 教場 (2) 長岡 弘樹∥著 小学館   913.6/ﾅ

一般 バベル九朔 万城目 学∥著 KADOKAWA   913.6/ﾏ

一般 やがて海へと届く 彩瀬 まる∥著 講談社   913.6/ｱ

一般 海は見えるか 真山 仁∥著 幻冬舎   913.6/ﾏ

一般 コロボックルに出会うまで 佐藤 さとる∥[著] 偕成社   913.6/ｻ

一般 五代友厚 高橋 直樹∥著 潮出版社 B913.6/ﾀ

一般 真夜中のパン屋さん (5) 大沼 紀子∥[著] ポプラ社 B913.6/ｵ

一般 あきない世傳金と銀 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾀ

一般 倒れるときは前のめり 有川 浩∥著 KADOKAWA   914.6/ｱ

一般 ベンツは20万円で買え! 加藤 ひろゆき∥著 ダイヤモンド社   537.9/ｶ

一般 フランス人は10着しか服を持たない (2) ジェニファー　L.スコット∥著 大和書房   590.4/ｽ

一般 おかあさんの扉 (5) 伊藤 理佐∥著 オレンジページ   599.0/ｲ

一般 おはなしおばさんのくるりん☆ふしぎことば 藤田 浩子∥編著 一声社   376.1/ﾌ

一般 読み聞かせわくわくハンドブック 代田 知子∥著 一声社   015.8/ｼ

児童 子どもとお母さんのためのお話 いもと ようこ∥絵 講談社 K908/ｺ

児童 ねこ探! (2) 村上 しいこ∥作 ポプラ社 K913/ﾑ

児童 ゆけ!ウチロボ! サトシン∥作 講談社 　Ｅ/ﾖ

児童 とっきゅうでんしゃあつまれ 山本 忠敬∥さく 福音館書店 　Ｅ/ﾔ

児童 でんしゃがはしる 山本 忠敬∥さく　え 福音館書店 　Ｅ/ﾔ

児童 ねこのピートはじめてのがっこう エリック　リトウィン∥作 ひさかたチャイルド 　Ｅ/ﾃﾞ

児童 いつだってともだち 内田 麟太郎∥作 偕成社 　Ｅ/ﾌ

児童 たこやきのたこさぶろう 長谷川 義史∥作 小学館 　Ｅ/ﾊ

児童 いけいけ!しょうがくいちねんせい 中川 ひろたか∥ぶん 小学館 　Ｅ/ｷ

児童 しかけのないしかけえほん のぶみ∥さく 幻冬舎 　Ｅ/ﾉ

児童 まちのねずみといなかのねずみ イソップ∥原作 金の星社 　Ｅ/ｲ

児童 はだかのおうさま アンデルセン∥原作 金の星社 　Ｅ/ｲ  

 

 

 

 

新着図書一覧【３月～４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
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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.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

