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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 65 号 201９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。 

7 月 13 日（土）/8 月 10 日（土）/9 月 14 日（土） 

午前 10 時 30 分から  毎月第２土曜日です あかちゃんたいむは第 3 火曜日に変わりました！ 

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 4 5 6 7
やすみ やすみ やすみ

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

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
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 22 23 24 25 26 27 28
やすみ やすみ やすみ

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

7月 ８月 ９月

おはなしくらぶ

６月４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。 

７月２５日（木）・２６日（金）に開催しま

す。小学生を対象に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。そして、縁日あそびをしましょう！ 

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。 

課題図書を中心にその他夏休みにおすすめ

の本を紹介しています。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。 

 

 



 

分類 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵∥著 KADOKAWA 　　913.6 /ﾀ

一般 夢見る帝国図書館 中島 京子∥著 文藝春秋 　　913.6 /ﾅ

一般 百花 川村 元気∥著 文藝春秋 　　913.6 /ｶ

一般 検事の信義 柚月 裕子∥著 KADOKAWA 　　913.6 /ﾕ

一般 旅は道づれきりきり舞い 諸田 玲子∥著 光文社 　　913.6 /ﾓ

一般 平場の月 朝倉 かすみ∥著 光文社 　　913.6 /ｱ

一般 鬼を待つ あさの あつこ∥著 光文社 　　913.6 /ｱ

一般 マチのお気楽料理教室 秋川 滝美∥著 講談社 　　913.6 /ｱ

一般 いつか伝えられるなら 鉄拳∥画 SBクリエイティブ 　　726.5 /ﾃ

一般 一切なりゆき 樹木 希林∥著 文藝春秋 　　778.2 /ｷ

一般 スタイリスト・栗原登志恵の10年ワードローブ 栗原 登志恵∥著 光文社 　　589.2 /ｸ

一般 “今”からできる!日常防災 永田 宏和∥監修 池田書店 　　369.3 /ｲ

一般 縄文探検隊の記録 夢枕 獏∥著 集英社インターナショナル 　　210.2 /ﾕ

一般 仏教抹殺 鵜飼 秀徳∥著 文藝春秋 　　182.１ /ｳ

児童 おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル∥さく　え ポプラ社 K　913　/ﾄ

児童 おしりたんてい カレーなるじけん トロル∥さく　え ポプラ社 K　913　/ﾄ

児童 言葉の力 オゼキ イサム∥マンガ　イラスト 旺文社 K　810　/ｺ

児童 みるみる上達!スポーツ練習メニュー ポプラ社 K　780　/ﾐ

児童 プログラミングって何? 関 和之∥マンガ　イラスト 旺文社 K　007　/ﾌﾟ

児童 【課題図書】かみさまにあいたい 当原 珠樹∥作 ポプラ社 K　913　/ﾄ

児童 【課題図書】そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫∥写真 小学館 K　746　/ｲ

児童 【課題図書】スタンリーとちいさな火星人 サイモン　ジェームズ∥作 あすなろ書房 　　E　/ｼﾞ

児童 【課題図書】心ってどこにあるのでしょう? こんの ひとみ∥作 金の星社 　　E　/ｲ

児童 【課題図書】もぐらはすごい アヤ井 アキコ∥著 アリス館 　　E　/ｱ

児童 【課題図書】かべのむこうになにがある? ブリッタ　テッケントラップ∥作 BL出版 　　E　/ﾃ

児童 たべものやさんしりとりたいかいかいさいします シゲタ サヤカ∥著 白泉社 　　E　/ｼ

児童 まあるいたまご 西内 としお∥絵 学研教育みらい 　　E　/ﾆ

児童 はいたっち からさわ ようすけ∥さく エンブックス 　　E　/ｶ

児童 転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤 洋∥さく ジャパンマシニスト社 　　E　/ﾖ

児童 ノンタンたいそう1・2・3 キヨノ サチコ∥作　絵 偕成社 　　E　/ｷ  

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。 

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 

【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。 

    

http://www.iga-library.jp/
http://www.city.iga.lg.jp/

