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いがまち図書室

平成 31 年

としょしつだより

今年も残すところあとひと月。
本と一緒に

図書館

１９５０（昭和２５）年のこの日に図書館法が公布されたことにちなんで、
日本図書館協会が制定し、１９７２（昭和４７）年より実施しています。
この日に続く５月を「図書館振興の月」として各地の図書館でさまざまな
催しが行われています。

今月のお薦め一般書 『父と私の桜尾通り商店街』今村 夏子著
桜尾通り商店街のはずれでパン屋を営む父と、娘の「私」。コッペパン
をサンドイッチにして並べはじめたことで、予想外の評判を呼んでしま
い…。
『文芸カドカワ』等掲載に書き下ろしを加え単行本化。

実用書

あさお よう作・絵
読書が趣味でひとりの時間を過ごすのが好きなトカゲ。ある日、
その静寂をやぶるように、訪問者があらわれ…。ユニークな表現
とダイナミックな構図で、主人公であるトカゲの心の変化をわか
りやすく描いた絵本。

『厨房から台所へ』 志麻さんの思い出レシピ 31

タサン志麻著

家族から教わったこと、フランス留学での経験、プロの世界での学び…。
「予
約の取れない伝説の家政婦」が、自身の半生といろいろな仕事を通して学
んだ料理のコツを綴る。思い出が詰まった 31 のレシピも紹介。

平成 31 年（2019）福袋初借り！お正月企画
いがまち図書室限定!! 平成 31 年 1 月 5 春の絵本まつり
日（土）新年開室日から

児童室特設コーナーにて

春を感じる絵本、花の絵本、
お一人様一袋限り、なくなり次第終了します。「本の福袋」とは？中身
春の行事の絵本。さまざまな
春に関連する絵本をご紹介
がわからないように、本を 2,3 冊袋に入れてあります。何が入っているか、
します。
開けてからのお楽しみ。プレゼントではありません!! 貸出用です。

日
＊

月

火

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。）

児童のコーナー
『妖怪一家のウェディング大作戦』

児童のコーナー
(妖怪一家九十九さん

8)
富安 陽子作，山村 浩二絵

『トカゲのともだち』

図書室カレンダー４月

４月

♪♪ようこそ図書室へ！♪♪

記念日

4 月 30 日は「図書館記念日」

絵本

（２０１9）

ミニサロンひまわり：午前 10 時半～11 時半
※おはなしボランティアを随時募集しています

水

木

金

土

４

５

６

市役所につとめるヌラリヒョンパパ
をたずねてきたのは、タヌキのカップ
ル。わけあって、人間流の華やかな結
婚式とパーティーをしなければなら
ない 2 ひきのために、妖怪一家が立ち
上がる! ユーモア・ホラー。

『ねこの町のリリアのパン』
たべもののおはなし・パン
小手鞠 るい作，くま あやこ絵
奥さんが亡くなり、悲しみに沈む老犬ジ
ョンソンさんを救う、ねこのパン屋・リ
リアさん。彼女が教えてくれることとは?
パンのまめちしきも掲載。おはなしを楽
しみながら、たべものがもっと好きにな
るシリーズ。
＜※本紹介文 TRC より抜粋＞

【開室日】
火曜日～日曜日
午前１０時～午後５時
【休室日】
【開室日】
月曜日･祝日・図書整理日・
年末年始
火曜日～日曜日
午前１０時～午後５時
【休室日】

1

2

休室日

休室日

３

９

ﾐﾆｻﾛﾝ

11

12

13

【伊賀市の図書館・図書室ホームページ】
月曜日･祝日・図書整理日・
年末年始
http://www.iga-library.jp/
にアクセスしてください。

16

17

18

19

20

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。

23

24

25

26

27

８

７

休室日

14

休室日

21

休室日

28

29

30

休室日

休室日

15
22

10

4 月 29 日～5 月 6 日休室

携帯用ＱＲコード

伊賀市図書館ホームページ（携帯電話用）

いがまち図書室 ４５－９１２２

http://www.library.city.iga.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv?dsp=TP

新着図書の紹介 4 月
書

一

名

著 者 名

新章神様のカルテ

夏川 草介著

逆流

田中 経一著

夢も見ずに眠った。

絲山 秋子著

スクエア (横浜みなとみらい署暴対係)

今野 敏著

あちらにいる鬼

井上 荒野著

かわたれどき (「まんまこと」シリーズ

7)

畠中 恵著

殺人鬼がもう一人

若竹 七海著

小説映画ドラえもんのび太の月面探査記

藤子・F・不二雄原作，辻村 深月著

ノースライト

横山 秀夫著

姑の遺品整理は、迷惑です

垣谷 美雨著

般 父と私の桜尾通り商店街
居酒屋ぼったくり

今村 夏子著

11

秋川 滝美著

犬であるとはどういうことか

アレクサンドラ・ホロウィッツ著，竹内 和世訳

フケ声がいやなら「声筋」を鍛えなさい

渡邊 雄介著

鼻は1分でよくなる!花粉症も鼻づまりも鼻炎も治る!

今野 清志著

厨房から台所へ

タサン志麻著

これからも作り続けるわたしの洋食

石原 洋子著

リズム感が良くなる「体内メトロノーム」トレーニング

長野 祐亮著

あなたの隣の発達障害

本田 秀夫著

一番伝わる説明の順番

田中 耕比古著
書

名

著 者 名

とりになったきょうりゅうのはなし

大島 英太郎さく

にんじんじゃのおもしろにんじゃずかん

うえだ しげこぶん・え，山田 雄司監修

はいたっち

からさわ ようすけさく

ぼくくま

accototo えとぶん

絵 トカゲのともだち

あさお よう作・絵

てんぐ

杉山 亮作，加藤 休ミ絵

でこぼこホットケーキ

よしだ あつこ作，川副 真佑実絵

本 ママー、ポケット!

デヴィッド・エズラ・シュタイン作，ふしみ みさを訳

おんぶおんぶのももんちゃん

とよた かずひこさく・え

ちびしろくまのねがいごと

小林 深雪作，庄野 ナホコ絵，今泉 忠明監修

どうなってるの?どうぶつの歯

鈴木 勝さく，鈴木 貴博さく，吉田 葉子え

おにぎりにはいりたいやつよっといで
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ

3

岡田 よしたか著
グリムの警告

クリス・コルファー著，田内 志文訳

こわ〜い!?わる〜い!?おばけ虫

むらい かよ著

ほねほねザウルス

カバヤ食品株式会社原案・監修，ぐるーぷ・アンモナイツ作・絵

十年屋

2

20

いどめ!さいごのほねほね七ふしぎ

あなたに時をあげましょう

廣嶋 玲子作，佐竹 美保絵

児 ルルとララのおまじないクッキー

あんびる やすこ作・絵

立花宗茂

加来 耕三企画・構成・監修，静霞 薫原作，中島 健志作画

妖怪一家のウェディング大作戦

富安 陽子作，山村 浩二絵

忍者の迷路

香川 元太郎作・絵，香川 志織作・絵

天の川のラーメン屋(たべもののおはなしシリーズ)

富安 陽子作，石川 えりこ絵

童 ねこの町のリリアのパン(たべもののおはなしシリーズ)

小手鞠 るい作，くま あやこ絵

きょうはやきにく(たべもののおはなしシリーズ)

いとう みく作，小泉 るみ子絵

にっこりおすしとわさびくん(たべもののおはなしシリーズ)

佐川 芳枝作，こば ようこ絵

マルゲリータのまるちゃん(たべもののおはなしシリーズ)

井上 林子作，かわかみ たかこ絵

カレー男がやってきた!(たべもののおはなしシリーズ)

赤羽 じゅんこ作，岡本 順絵

スパゲッティ大さくせん(たべもののおはなしシリーズ)

佐藤 まどか作，林 ユミ絵

オムライスのたまご(たべもののおはなしシリーズ)
タ
趣味の園芸やさいの時間 4・5 月号（隔月刊）
雑
旅の手帖
誌
かぞくのじかん 春号Vo147

森 絵都作，陣崎 草子絵
イ

ト

ル

レタスクラブ
日経トレンディ

