
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4７号 2016 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。） 

課題図書や夏休みにおすすめの本をコーナ

ーで紹介しています。たくさんの人に借りて

欲しいので、貸出冊数に制限がありますが、

上野図書館や他の図書室にある本でも、予約

をして大山田で借りる事ができます。スタッ

フにお声掛けください。 

８月９日（火）・10 日（水）に開催します。 

２日間の連続おはなし会です。大人の方も

大歓迎、ご参加お待ちしています。 

詳しくは配布中のチラシをご覧下さい。 

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

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
やすみ やすみ

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

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

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

25 26 27 28 29 30 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

24
   31

7月 8月 9月

おはなしくらぶ

６月７日（火）から３日間、大山田中学校

２年生が職場体験に来てくれました。 

カウンターの中の仕事や、本の整理、おす

すめの本コーナー、季節の壁面作りなどを  

体験してくれました。 

☆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。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 スクープのたまご 大崎 梢∥著 文藝春秋 　913.6/ｵ

一般 眩(くらら) 朝井 まかて∥著 新潮社 　913.6/ｱ

一般 暗幕のゲルニカ 原田 マハ∥[著] 新潮社 　913.6/ﾊ

一般 奥様はクレイジーフルーツ 柚木 麻子∥著 文藝春秋 　913.6/ﾕ

一般 西洋菓子店プティ・フール 千早 茜∥著 文藝春秋 　913.6/ﾁ

一般 ツバキ文具店 小川 糸∥著 幻冬舎 　913.6/ｵ

一般 ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊 かなえ∥著 光文社 　913.6/ﾐ

一般 秋霜 葉室 麟∥著 祥伝社 　913.6/ﾊ

一般 愚者の連鎖 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 B 913.6/ド

一般 こんなに面白かった「百人一首」 吉海 直人∥監修 PHP研究所 B 911.1/ｺ

一般 ときめく化石図鑑 土屋 香∥文 山と溪谷社 　457　/ﾂ

一般 寝たきりにならずにすむ筋肉の鍛え方 荒井 秀典∥著 河出書房新社 　493.1/ｱ

一般 「暮しの手帖」とわたし 大橋 鎭子∥著 暮しの手帖社 　023.0/ｵ

児童 音楽室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社 K　913/ﾑ

児童 教室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社 K　913/ﾑ

児童 あらしのよるに きむら ゆういち∥作 講談社 K　913/ｷ

児童 昔の道具うつりかわり事典 三浦 基弘∥監修 小峰書店 K　383/ﾑ

児童 図書館のひみつ 高田 高史∥監修 PHP研究所 K　010/ﾄ

児童 【課題図書】茶畑のジャヤ 中川 なをみ∥作 鈴木出版 K　913/ﾅ

児童 【課題図書】ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作 金の星社 K　913/ﾌ

児童 【課題図書】二日月 いとう みく∥作 そうえん社 K　913/ｲ

児童 【課題図書】さかさ町 F.エマーソン　アンドリュース∥作 岩波書店 K　933/ｱ

児童
【課題図書】コロッケ先生の情熱!
　　　　　　　　古紙リサイクル授業

中村 文人∥文 佼成出版社 K　518/ﾅ

児童 【課題図書】アリとくらすむし 島田 たく∥写真　文 ポプラ社 K　486/ｼ

児童 【課題図書】ここで土になる 大西 暢夫∥著 アリス館 K　291/ｵ

児童 【課題図書】大村智ものがたり 馬場 錬成∥著 毎日新聞出版 K　289/ｵ

児童 【課題図書】木のすきなケイトさん H.ジョゼフ　ホプキンズ∥文 BL出版 　　E/ﾏ

児童 【課題図書】みずたまのたび アンヌ　クロザ∥さく 西村書店 　　E/ｸ

児童 【課題図書】ボタンちゃん 小川 洋子∥作 PHP研究所 　　E/ｵ

児童 このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 　　E/ﾖ

児童 とんでもない 鈴木 のりたけ∥作　絵 アリス館 　　E/ｽ

児童 おならしりとり tupera tupera∥著 白泉社 　　E/ﾂ

児童 おみせやさんでくださいな! さいとう しのぶ∥さく リーブル 　　E/ｻ
 

 

 

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
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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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