
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 49 号 2016 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
やすみ やすみ やすみ やすみ 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

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 31
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

11月 12月 1月

12/24おはなしくらぶ

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。見に来てください。 

読書の秋です。季節の本や、おすすめの本を

たくさん用意してお待ちしています。 

11 月 9 日（水）から、大山田図書室で所蔵

していた古くなった図書や雑誌を有効利用す

るためお譲りします。 

なくなり次第終了とさせていただきます。 

予約や書名の案内などはできません。 

12 月 24 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分  

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５日から 

大山田公民館、℡46-0130 まで。 

 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 デトロイト美術館の奇跡 原田 マハ∥著 新潮社 　　913.6/ﾊ

一般 蜜蜂と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎 　　913.6/ｵ

一般 I love letter あさの あつこ∥著 文藝春秋 　　913.6/ｱ

一般 よっつ屋根の下 大崎 梢∥著 光文社 　　913.6/ｵ

一般 空はいまぼくらふたりを中心に 村上 しいこ∥著 講談社 　　913.6/ﾑ

一般 危険なビーナス 東野 圭吾∥著 講談社 　　913.6/ﾋ

一般 まことの華姫 畠中 恵∥著 KADOKAWA 　　913.6/ﾊ

一般 ストロベリーライフ 荻原 浩∥著 毎日新聞出版 　　913.6/ｵ

一般 あきない世傳金と銀　（２） 高田 郁∥著 角川春樹事務所 Ｂ　913.6/ﾀ

一般 小説君の名は。 新海 誠∥[著] KADOKAWA Ｂ　913.6/ｼ

一般 栗色のスカーフ 赤川 次郎∥著 光文社 Ｂ　913.6/ｱ

一般 ON 内藤 了∥[著] KADOKAWA Ｂ　913.6/ﾅ

一般 トットちゃんとソウくんの戦争 黒柳 徹子∥著 講談社 　　916　/ｸ

一般 50歳からの出直し大作戦 出口 治明∥[著] 講談社 　　335.0/ﾃﾞ

一般 世界一子どもを育てやすい国にしよう 出口 治明∥著 ウェッジ 　　364　/ﾃﾞ

一般 これから介護を始める人が知っておきたい介助術 田中 義行∥著 日本実業出版社 　　369　/ﾀ

児童 坂の上の図書館 池田 ゆみる∥作 さ・え・ら書房 Ｋ　913　/ｲ

児童 星になった子ねずみ 手島 悠介∥作 講談社 Ｋ　913　/ﾃ

児童 月の満ちかけ絵本 大枝 史郎∥文 あすなろ書房 Ｋ　446　/ｵ

児童 転んでも、大丈夫 臼井 二美男∥著 ポプラ社 Ｋ　494　/ｳ

児童 焼き肉を食べる前に。 中川 洋典∥聞き手　絵 解放出版社 Ｋ　648　/ﾅ

児童 サイエンスコナン忍者の不思議 青山 剛昌∥原作 小学館 Ｋ　789　/ｻ

児童 ペネロペのたのしいハロウィン アン　グットマン∥げんさく 岩崎書店 Ｅ　/ﾍﾞ

児童 よるのおさんぽ リリー　ロスコウ∥ぶん 岩崎書店 Ｅ　/ｳ

児童 どんぐりむらのだいくさん なかや みわ∥さく 学研プラス Ｅ　/ﾅ

児童 いもさいばん きむら ゆういち∥文 講談社 Ｅ　/ﾀ

児童 おつきみ あまん きみこ∥作 ひさかたチャイルド Ｅ　/ｸ

児童 おたからパン 真珠 まりこ∥作　絵 ひさかたチャイルド Ｅ　/ｼ

児童 おばけマンション 鈴木 翼∥文 世界文化社 Ｅ　/ﾑ

児童 つきよのたけとんぼ 梅田 俊作∥作 新日本出版社 Ｅ　/ｳ

児童 となりのイカン 中山 千夏∥文 ハモニカブックス Ｅ　/ﾊ

児童 わたしのそばできいていて リサ　パップ∥作 WAVE出版 Ｅ　/ﾊﾞ

児童 ぶきみなよるのけものたち ジアナ　マリノ∥さく BL出版 Ｅ　/ﾏ

児童 ぼくはちっともねむくない クリス　ホートン∥作 BL出版 Ｅ　/ﾎ  

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

