
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 50 号 2017 年２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 1 2 3 4
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 5 6 7 8 9 10 11
やすみ やすみ やすみ やすみ

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

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

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

1月 ２月 ３月

 絵本の部屋では家族でのんびり過ごし

ていただけるような工夫をしてあります。 

 お父さんが本を読んでくれているシー

ンや、小さなお姉ちゃんが妹さんに絵本を

読んでいるシーン、おばあちゃんと楽しく

絵本を読んでいるシーンなどよく見かけ

ます。 

 まだ、訪れた事のない方、ぜひ一度いら

してください。 

・注文の多い料理店 

・王さまと王さま 

・星座占い 

12 月 24 日（土）に開催のおはなしく

らぶで読んだ本や、占いの本、人権の本

等をコーナーに並べてあります。家族で

楽しんでください。 

上野図書館から本を譲り受けました。 

児童書と編み物、袋物、洋裁などの手

芸の本です、どうぞご利用ください。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 最悪の将軍 朝井 まかて∥著 集英社 　913.6/ｱ

一般 天を灼く あさの あつこ∥著 祥伝社 　913.6/ｱ

一般 夜明けまで眠らない 大沢 在昌∥著 双葉社 　913.6/ｵ

一般 本バスめぐりん。 大崎 梢∥著 東京創元社 　913.6/ｵ

一般 四月になれば彼女は 川村 元気∥著 文藝春秋 　913.6/ｶ

一般 よるのばけもの 住野 よる∥著 双葉社 　913.6/ｽ

一般 i 西 加奈子∥著 ポプラ社 　913.6/ﾆ

一般 リーチ先生 原田 マハ∥著 集英社 　913.6/ﾊ

一般 三鬼 宮部 みゆき∥著 日本経済新聞出版社 　913.6/ﾐ

一般 夜行 森見 登美彦∥著 小学館 　913.6/ﾓ

一般 恋のゴンドラ 東野 圭吾∥著 実業之日本社 　913.6/ﾋ

一般 雪煙チェイス 東野 圭吾∥著 実業之日本社 B 913.6/ﾋ

一般 BACK 内藤 了∥[著] KADOKAWA B 913.6/ﾅ

一般 人間の煩悩 佐藤 愛子∥著 幻冬舎 　914.6/ｻ

一般 絵本といっしょにまっすぐまっすぐ 鈴木 潤∥著 KTC中央出版 　019.5/ｽ

一般 城主になった女 井伊直虎 梓澤 要∥著 NHK出版 　289.1/ｲ

一般 ゾウがいた、ワニもいた琵琶湖のほとり 高橋 啓一∥著 サンライズ出版 　457.8/ﾀ

一般 ためない生活。 高木 ゑみ∥著 主婦と生活社 　590　/ﾀ

一般 クックパッドのおいしい厳選!鍋レシピ クックパッド株式会社∥監修 新星出版社 　596　/ｸ

一般 グルテンフリーのパンと麵とおやつ 大越 郷子∥著 PHP研究所 　596.6/ｵ

一般 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎 園子∥著 自由国民社 　599.8/ｲ

児童 なきむしにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 童心社 K 913 /ﾐ

児童 図書室の日曜日 村上 しいこ∥作 講談社 K 913 /ﾑ

児童 じてんしゃのほねやすみ 村上 しいこ∥さく PHP研究所 K 913 /ﾑ

児童 クマのプー A.A.ミルン∥原案 KADOKAWA K 933 /ｸ

児童 ハリー・ポッターと呪いの子 J.K.ローリング∥著 静山社 K 932 /ｿ

児童 いのちのはな のぶみ∥さく KADOKAWA 　E　　/ﾉ

児童 十二支のおもちつき すとう あさえ∥さく 童心社 　E　　/ﾊ

児童 みつけてん ジョン　クラッセン∥作 クレヨンハウス 　E　　/ｸ

児童 かがみのサーカス わたなべ ちなつ∥さく 福音館書店 　E　　/ﾜ

児童 てんこうせいはつばめくん こんの ひとみ∥作 金の星社 　E　　/ｲ

児童 かまくらレストラン 真珠 まりこ∥さく　え 教育画劇 　E　　/ｼ  

新着図書一覧【１１月～１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

