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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 56 号 2018 年１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。 

大山田図書室限定、1 月 5 日（金）か

らおひとりさま一袋限り、なくなり次第

終了です。ご予約はできません。絵本や

児童書が 3 冊入っています。子どもに限

らず、大人の方でも借りていただけま

す。テーマは家族です。どんな本が入っ

ているでしょうか？中身は開けてから

のお楽しみ！ 

本のプレゼントではありません、１袋

3 冊セットの貸出になります、貸出冊数

が超過する場合はお断りすることもあ

りますのでご注意ください。 

講談社の「おはなし隊」のキャラバンカーが 

大山田公民館へやってきます！！ 

2 月８日（木）から申し込み受付開始！ 

【日時】２月 24 日（土） 

午後２時３０分～３時３５分 

【場所】大山田公民館 研修室・駐車場 

【申込先・問い合わせ】 

大山田公民館 電話 46－013０  

参加無料です、ぜひおこしください。 

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

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
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 4 5 6 7 8 9 10
やすみ やすみ やすみ

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

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

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

1月 ２月 ３月

本とあそぼう

全国訪問おはなし隊



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求番号

一般 秀吉の活 木下 昌輝∥著 幻冬舎 　　913.6/ｷ

一般 おもかげ 浅田 次郎∥著 毎日新聞出版 　　913.6/ｱ

一般 大獄 葉室 麟∥著 文藝春秋 　　913.6/ﾊ

一般 教場　（０） 長岡 弘樹∥著 小学館 　　913.6/ﾅ

一般 インフルエンス 近藤 史恵∥著 文藝春秋 　　913.6/ｺ

一般 百貨の魔法 村山 早紀∥著 ポプラ社 　　913.6/ﾑ

一般 みさと町立図書館分館 高森 美由紀∥著 産業編集センター 　　913.6/ﾀ

一般 覆面作家 大沢 在昌∥著 講談社 　　913.6/ｵ

一般 戦の国 冲方 丁∥著 講談社 　　913.6/ｳ

一般 キラキラ共和国 小川 糸∥著 幻冬舎 　　913.6/ｵ

一般 たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎 　　913.6/ﾊ

一般 京都伏見のあやかし甘味帖 柏 てん∥著 宝島社 B　913.6/ｶ

一般 むすびや 穂高 明∥著 双葉社 B　913.6/ﾎ

一般 しずくちゃん　（２９） ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 　　726.1/ｷﾞ

一般 紙芝居百科 紙芝居文化の会∥企画制作 童心社 　　779.8/ｶ

一般
Farmer's KEIKO農家の台所
野菜のおかず便利帖

Farmer's KEIKO∥著 主婦と生活社 　　596.3/ﾌ

一般
デスクと気持ちの片づけで
見違える、わたしの仕事時間

Emi∥著 ワニブックス 　　336.5/ｴ

児童 オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋∥作 講談社 K　913　/ｻ

児童 6年1組黒魔女さんが通る!!　（０４） 石崎 洋司∥作 講談社 K　913　/ｲ

児童 かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 K　913　/ﾊ

児童 世界を救うパンの缶詰 菅 聖子∥文 ほるぷ出版 K　588　/ｽ

児童 きのうえのおうちへようこそ! ドロシア　ウォーレン　フォックス∥作 偕成社 　E　　/ﾌ

児童 やもじろうとはりきち 降矢 なな∥作　絵 佼成出版社 　E　　/ﾌ

児童 おならまんざい 長谷川 義史∥作 小学館 　E　　/ﾊ

児童 サンカクさん マック　バーネット∥文 クレヨンハウス 　E　　/ｸ

児童 ひとりでえほんかいました くすのき しげのり∥作 アリス館 　E　　/ﾕ

児童 東京まちがいさがし 藤原 徹司∥作　絵 金の星社 　E　　/ﾌ

児童 おさかなどろぼう いしい ひろし∥作　絵 PHP研究所 　E　　/ｲ

児童 ウミガメものがたり 鈴木 まもる∥作　絵 童心社 　E　　/ｽ

児童 こねてのばして ヨシタケ シンスケ∥作 ブロンズ新社 　E　　/ﾖ

児童 やさしいまものバッパー 野坂 悦子∥脚本 童心社 　C　　/  

新着図書一覧【１１月～１２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

