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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６４号 201９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。 

5 月 11 日（土）/6 月 8 日（土）/7 月 13 日（土） 

午前 10 時 30 分から  毎月第２土曜日です 

 血の繋がらない親の間をリレーされ、4 回も名

字が変わった森宮優子、17 歳。父親が３人、母親

が２人。だけどいつでも両親を愛し、愛されてい

た-。身近な人が愛おしくなる、優しい物語。 
（TRC より抜粋） 

瀬尾まいこの新著『傑作はまだ』もおすすめで

す。この機会に合わせてどうぞ。 

その他のノミネート作品も展示しています。 

大山田図書室で所蔵していた古くなった雑

誌をお譲りしています。無くなり次第終了と

させていただきます。ご了承ください。 

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 1 1 2 3 4 5 6
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

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

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

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

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

30
やすみ

5月 6月 7月

4/29～5/6 休館になります。また、システム更

新の為6/19～7/1休館します。ご了承ください。 

あかちゃんたいむは第 3 火曜日に変わりました！ 

「人は生涯で絵本と三度出会う」と言われてい

ます。最初は子ども時代、二度目は親となった

時、三度目は年老いた自分自身のために。 

大人になってから絵本を開いてみると、子ども

の時とはまた違った感動を得る瞬間がありま

す。絵本の世界の懐の深さを感じてください。 



 

 

新着図書一覧【３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

 

 

 

 

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 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 カゲロボ 木皿 泉∥著 新潮社 　913.6/ｷ

一般 麦本三歩の好きなもの 住野 よる∥著 幻冬舎 　913.6/ｽ

一般 魔眼の匣の殺人 今村 昌弘∥著 東京創元社 　913.6/ｲ

一般 かわたれどき 畠中 恵∥著 文藝春秋 　913.6/ﾊ

一般 傑作はまだ 瀬尾 まいこ∥著 ソニー・ミュージックエンタテインメント 　913.6/ｾ

一般 傲慢と善良 辻村 深月∥著 朝日新聞出版 　913.6/ﾂ

一般 わたし、定時で帰ります。 (2) 朱野 帰子∥[著] 新潮社 　913.6/ｱ

一般 マジカルグランマ 柚木 麻子∥著 朝日新聞出版 　913.6/ﾕ

一般 ノースライト 横山 秀夫∥著 新潮社 　913.6/ﾖ

一般
湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ
三日月の巻

中島 久枝∥[著] ポプラ社 B913.6/ﾅ

一般 あきない世傳金と銀 (6) 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B913.6/ﾀ

一般 しずくちゃん (32) ぎぼ りつこ∥作　絵 岩崎書店 　726.1/ｷﾞ

一般 チーズ一家 たみや ともか∥文　絵 小学館 　726.5/ﾀ

一般 初心者のリコーダー基礎教本 (2019) 自由現代社編集部∥編著 自由現代社(発売) 　763.7/ｼ

一般 週末海外 小林 希∥著 ワニブックス 　290.9/ｺ

児童 妖怪一家のウェディング大作戦 富安 陽子∥作 理論社 K913　/ﾄ

児童 鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子∥著 KADOKAWA K913　/ｳ

児童 この世界の片隅に こうの 史代∥原作 徳間書店 　　E　/ｺ

児童 おんぶおんぶのももんちゃん とよた かずひこ∥さく  え 童心社 　　E　/ﾄ

児童 いまのわたしにできること リサ　パップ∥作 WAVE出版 　　E　/ﾊﾟ

児童 おとどけものです。 ロッド　キャンベル∥作 あすなろ書房 　　E　/ｷ

児童 ガンピーさんのドライブ ジョン　バーニンガム∥さく ほるぷ出版 　　E　/ﾊﾞ

児童 げんこつやまのたぬきさん 長野 ヒデ子∥作　絵 のら書店 　　E　/ﾅ

児童 おたすけトミーでばんだよ! いしい ひろし∥著 白泉社 　　E　/ｲ

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

