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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 5９号 2018 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。 

６月５日（火）から３日間大山田中学校２年生が、

７月４日（水）から３日間阿山中学校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１６日（木）・1７日（金）の開催です。 

楽しいお話のよみきかせを２日間に分けてし

ます。お話の後で簡単な工作をします。詳し

くはホームページ又は配布中のチラシをご覧

ください。 

 

課題図書をコーナーで紹介しています。たくさ

んの人に借りて欲しいので、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。スタッフにお声掛けください。 

 毎月第１火曜日（休館日の場合は第２火曜

日）午前 10 時 30 分から 12 時まで『あか

ちゃんたいむ』を開催しています。 

 １１時からは、絵本の部屋で赤ちゃん向け

のミニおはなし会をしています。 

 赤ちゃん向けの絵本もたくさんあります。

ぜひ遊びに来てください。 

８月 1８日（土）/９月８日（土） 

午前 10 時 30 分から   毎月第２土曜日です 

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
やすみ やすみ

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
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 9 10 11 12 13 14 15
やすみ やすみ やすみ

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
やすみ やすみ やすみ

29 30 31 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

23
   30

７月 ８月 ９月

23

8

おはなしくらぶ



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 デートクレンジング 柚木 麻子∥著 祥伝社 　913.6/ﾕ

一般 さざなみのよる 木皿 泉∥著 河出書房新社 　913.6/ｷ

一般 あやかし草紙 宮部 みゆき∥著 KADOKAWA 　913.6/ﾐ

一般 雲の果 あさの あつこ∥著 光文社 　913.6/ｱ

一般 わたしの本の空白は 近藤 史恵∥[著] 角川春樹事務所 　913.6/ｺ

一般 青空と逃げる 辻村 深月∥著 中央公論新社 　913.6/ﾂ

一般 わたし、定時で帰ります。 朱野 帰子∥[著] 新潮社 　913.６/ｱ

一般 爽年 石田 衣良∥著 集英社 　913.6/ｲ

一般 爆身 大沢 在昌∥著 徳間書店 　913.6/ｵ

一般 未来 湊 かなえ∥著 双葉社 　913.6/ﾐ

一般 ののはな通信 三浦 しをん∥著 KADOKAWA 　913.6/ﾐ

一般 凶犬の眼 柚月 裕子∥著 KADOKAWA 　913.6/ﾕ

一般 一瞬の雲の切れ間に 砂田 麻美∥[著] ポプラ社 Ｂ 913.6/ｽ

一般 夜明けの図書館 (5) 埜納 タオ∥著 双葉社 　726.1/ﾉ

児童 グリムのむかしばなし (1)(2) グリム∥[著] のら書店 Ｋ 943  /ｸﾞ

児童 【課題図書】きみ、なにがすき? はせがわ さとみ∥作 あかね書房 Ｋ 913  /ﾊ

児童 【課題図書】奮闘するたすく まはら 三桃∥著 講談社 Ｋ 913  /ﾏ

児童 【課題図書】レイナが島にやってきた! 長崎 夏海∥作 理論社 Ｋ 913  /ﾅ

児童 【課題図書】こんぴら狗 今井 恭子∥作 くもん出版 Ｋ 913  /ｲ

児童 【課題図書】最後のオオカミ マイケル　モーパーゴ∥作 文研出版 Ｋ 933  /ﾓ

児童 【課題図書】ぼくとベルさん フィリップ　ロイ∥著 PHP研究所 Ｋ 933  /ﾛ

児童 【課題図書】クニマスは生きていた! 池田 まき子∥著 汐文社 Ｋ 664  /ｲ

児童 【課題図書】森のおくから レベッカ　ボンド∥作 ゴブリン書房 　Ｅ　/ﾎﾞ

児童 【課題図書】なずずこのっぺ? カーソン　エリス∥さく フレーベル館 　Ｅ　/ｴ

児童 【課題図書】すごいね!みんなの通学路 ローズマリー　マカーニー∥文 西村書店 　Ｅ　/ｽ

児童 【課題図書】がっこうだってどきどきしてる アダム　レックス∥文 WAVE出版 　Ｅ　/ﾛ

児童 【課題図書】ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし∥作 ポプラ社 　Ｅ　/ｲ

児童 だるまちゃんとかまどんちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 　Ｅ　/ｶ

児童 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 　Ｅ　/ｶ

児童 だるまちゃんとはやたちゃん 加古 里子∥さく え 福音館書店 　Ｅ　/ｶ

児童 たくさんのドア アリスン　マギー∥文 主婦の友社 　Ｅ　/ﾕ

児童 みんな、ワンダー R.J.パラシオ∥作　絵 アルファポリス 　Ｅ　/ﾊﾟ  

新着図書一覧【５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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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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