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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 53 号 2017 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。） 

☆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。 

あなたのお気に入りの一冊を紹介してください。 

おすすめカードに書いていただいたらボードに貼り

付けて紹介します。おすすめの本も一緒に展示しま

す。小説、実用書、写真集、絵本などジャンルは問

いません。どなたでもどしどしご紹介ください。 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
やすみ やすみ やすみ

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

９月

23
   30

24
   31

７月 ８月

おはなしくらぶ

 

課題図書をコーナーで紹介しています。たく

さんの人に借りてもらいたいので、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。その他にも、おすすめの本を

紹介しています。夏休みに、たくさんの本と

出合ってください。 

6 月 6 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、おすすめの本のコー

ナー作りなどを体験してくれました。 

８月９日（水）・10 日（木）に開催します。 

２日間で 1 冊の児童書を読む連続おはなし会

です。大人の方も大歓迎、ご参加お待ちして

います。詳しくはホームページ又は配布中の

チラシをご覧下さい。 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 ひとめぼれ 畠中 恵∥著 文藝春秋 　913.6/ﾊ

一般 かがみの孤城 辻村 深月∥著 ポプラ社 　913.6/ﾂ

一般 潮騒はるか 葉室 麟∥著 幻冬舎 　913.6/ﾊ

一般 KUHANA! 秦 建日子∥著 河出書房新社 　913.6/ﾊ

一般 BUTTER 柚木 麻子∥[著] 新潮社 　913.6/ﾕ

一般 劇場 又吉 直樹∥著 新潮社 　913.6/ﾏ

一般 錆びた太陽 恩田 陸∥著 朝日新聞出版 　913.6/ｵ

一般 孤道 内田 康夫∥著 毎日新聞出版 　913.6/ｳ

一般 アキラとあきら 池井戸 潤∥著 徳間書店 Ｂ913.6/ｲ

一般 太陽のパスタ、豆のスープ 宮下 奈都∥著 集英社 Ｂ913.6/ﾐ

一般 虹色のチョーク 小松 成美∥著 幻冬舎 　589.7/ｺ

一般 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎∥著 光文社 　486.4/ﾏ

一般 「どうせ無理」と思っている君へ 植松 努∥著 PHPエディターズ・グループ 　159.7/ｳ

児童 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ∥編 富山房 Ｋ911　/ｼ

児童 雨ふる本屋とうずまき天気 日向 理恵子∥作 童心社 Ｋ913　/ﾋ

児童 ドアのノブさん 大久保 雨咲∥作 講談社 Ｋ913　/ｵ

児童  【課題図書】空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき∥作 国土社 Ｋ913　/ﾓ

児童  【課題図書】なにがあってもずっといっしょ くさの たき∥作 金の星社 Ｋ913　/ｸ

児童  【課題図書】くろねこのどん 岡野 かおる子∥作 理論社 Ｋ913　/ｵ

児童  【課題図書】ぼくたちのリアル 戸森 しるこ∥著 講談社 Ｋ913　/ﾄ

児童  【課題図書】チキン! いとう みく∥作 文研出版 Ｋ913　/ｲ

児童  【課題図書】霧のなかの白い犬 アン　ブース∥著 あかね書房 Ｋ933　/ﾌﾞ

児童  【課題図書】干したから… 森枝 卓士∥写真　文 フレーベル館 　Ｅ　　/ﾓ

児童  【課題図書】ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子∥作 童心社 　Ｅ　　/ｲ

児童

 【課題図書】アランの歯はでっかいぞ
　　　　　　　　こわーいぞ ジャーヴィス∥作 BL出版 　Ｅ　　/ｼﾞ

児童  【課題図書】すばこ キム ファン∥文 ほるぷ出版 　Ｅ　　/ｲ

児童

 【課題図書】耳の聞こえない
　　　メジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー　チャーニン∥文 光村教育図書 　Ｅ　　/ﾂ

児童 くすのきだんちのあめのひ 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに 　Ｅ　　/ｽ

児童 ひよよとふうせん ひよよ∥さく　え 三起商行 　Ｅ　　/ﾋ

児童 ねぇ、しってる? かさい しんぺい∥作 岩崎書店 　Ｅ　　/ｲ

児童 いちはかたつむり、じゅうはかに A.P.セイヤー∥ぶん 評論社 　Ｅ　　/ｾ

児童 おこる 中川 ひろたか∥作 金の星社 　Ｅ　　/ﾊ

児童 光の旅かげの旅 アン　ジョナス∥[著] 評論社 　Ｅ　　/ｼﾞ  

新着図書一覧【４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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大山田図書室 

大山田 

海洋ｾﾝﾀｰ 
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