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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 5２号 2017 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。 

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 1 2 3 1
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
やすみ やすみ やすみ

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
やすみ やすみ やすみ

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
やすみ やすみ やすみ

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

5月 6月 7月

24
   31

23
   30

『きみがよむのをまってるよ』 

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

なる上でとても大切なことです。コ

ーナーで「朝読」や「うちどく」に

もおすすめの本を紹介しています。

お子さんと読書の時間を楽しんで

ください。 

今年の本屋大賞は、史上初本屋大賞 2 度目

の受賞、直木賞とのダブル受賞の恩田陸 

作『蜜蜂と遠雷』です。作品は国際ピアノ

コンクールを舞台に、音楽を通じて人間の

才能、運命を描いた青春群像劇です。 

その他のノミネート作品も展示していま

す。 

４月から、「ダ・ヴィンチ」「婦人公論」「MOE」

「Seventeen」「関西ウォーカー」「こどものとも」の

購入を停止することになりました。 

「ダ・ヴィンチ」「婦人公論」「MOE」「こどものとも」

については、他の図書や雑誌と同様に、他館から配送で

きますので、お気軽にお問い合わせください。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる∥著 新潮社    913.6/ｽ

一般 素敵な日本人 東野 圭吾∥著 光文社 　913.6/ﾋ

一般 ビブリア古書堂の事件手帖 (7) 三上 延∥[著] KADOKAWA B 913.6/ﾐ

一般 あきない世傳金と銀 (3) 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B 913.6/ﾀ

一般 潜る女 堂場 瞬一∥著 文藝春秋 B 913.6/ﾄﾞ

一般 もたない、すてない、ためこまない。身の丈生活 アズマ カナコ∥著 主婦の友インフォス情報社 　590　/ｱ

一般 きちんと暮らす パトリス  ジュリアン∥[著] アスコム 　590　/ｼﾞ

一般 シンプルに暮らす人の定番ごはんとキッチン 主婦の友社 　596　/

一般 おかあさんの扉 (6) 伊藤 理佐∥著 オレンジページ 　599.0/ｲ

一般 食べると暮らしの健康の基本 たなか れいこ∥著 mille books 　498.5/ﾀ

一般 世界一清潔な空港の清掃人 新津 春子∥著 朝日新聞出版 　289.1/ﾆ

一般 図解論語 齋藤 孝∥著 ウェッジ 　123.8/ｻ

一般 幸せにたどりつくための心の法則21 内田 玲子∥著 アートヴィレッジ 　159　/ｳ

一般 松浦弥太郎の新しいお金術 松浦 弥太郎∥著 集英社 　159　/ﾏ

一般 かならず成功する読みきかせの本 赤木 かん子∥著 自由国民社 　019.2/ｱ

一般 松居直のすすめる50の絵本 松居 直∥著 教文館 　019.5/ﾏ

児童 にっこりおすしとわさびくん 佐川 芳枝∥作 講談社 K　913/ｻ

児童 天の川のラーメン屋 富安 陽子∥作 講談社 K　913/ﾄ

児童 ねこの町のリリアのパン 小手鞠 るい∥作 講談社 K　913/ｺ

児童 マルゲリータのまるちゃん 井上 林子∥作 講談社 K　913/ｲ

児童 6年1組黒魔女さんが通る!! (02) 石崎 洋司∥作 講談社 K　913/ｲ

児童 こども君主論 齋藤 孝∥監修 日本図書センター K　311/ｺ

児童 なにたべているのかな? とよた かずひこ∥著 アリス館 　　E　/ﾄ

児童 レッド マイケル　ホール∥作 子どもの未来社 　　E　/ﾎ

児童 きょうはたんじょうび 中川 ひろたか∥文 童心社 　　E　/ﾑ

児童 4こうねんのぼく ひぐち ともこ∥さく　え 草炎社 　　E　/ﾋ

児童 まめうしくんとこんにちは あきやま ただし∥作　絵 PHP研究所 　　E　/ｱ

児童 ピヨピヨもりのゆうえんち 工藤 ノリコ∥著 佼成出版社 　　E　/ｸ

児童 やさいのがっこう ピーマンくんゆめをみる なかや みわ∥さく 白泉社 　　E　/ﾅ

児童 ぼーるがころころ 岸田 衿子∥文 ひかりのくに 　　E　/ﾁ

児童 ゆきふふふ ひがし なおこ∥さく くもん出版 　　E　/ｷ

児童 たんじょうび おめでとう わかやま けん∥[絵] こぐま社 　　E　/ﾜ

児童 だれかしら 多田 ヒロシ∥さく 文化出版局 　　E　/ﾀ  

新着図書一覧【２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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