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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 6７号 2019 年 11 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。 

11 月９日（土）/12 月 14 日（土）/1 月 11 日（土） 

午前 10 時 30 分から   毎月第２土曜日です 

小さなお子さんから大人の方までどなたでも参加い

ただけます。 

お話し会の開催やおすすめのコーナーをし

ます。ぜひ図書室にお越しください。 

 

あかちゃんたいむは第 3 火曜日に変わりました！ 

12 月 24 日（火）午後 1 時 30 分から開催

します。楽しいお話のよみきかせと、その後で

おやつ作りをします。 

詳しくはホームページ又は配布中の大山田

公民館だよりをご覧ください。 

11 月９日（土）のおはなしたいむは、「ぬいぐ

るみとおはなし会＆おとまり会」。お気に入りのぬ

いぐるみといっしょに楽しいおはなしを聞いたあ

と、ぬいぐるみは夜の図書室におとまりをします。

ぬいぐるみたちは、いったいどんなことをしてす

ごすのかな？図書室での様子を写真に撮り、翌週

のお迎えのときにお渡しします。申込みは不要で

す。ぬいぐるみは一人でおとまりできるぬいぐる

みに限ります。 

おはなし会は、ぬいぐるみと一緒でなくても参

加できます。たくさんの参加、お待ちしています。 

 



 

　 書　名 著者名 出版社 請求記号

一般 さよならの儀式 宮部 みゆき∥著 河出書房新社 　913.6　/ﾐ

一般 定価のない本 門井 慶喜∥著 東京創元社 　913.6　/ｶ

一般 烈風ただなか あさの あつこ∥著 KADOKAWA 　913.6　/ｱ

一般 死にゆく者の祈り 中山 七里∥著 新潮社 　913.6　/ﾅ

一般 落日 湊 かなえ∥[著] 角川春樹事務所 　913.6　/ﾐ

一般 日乃出が走る  (1)(2)(3) 中島 久枝∥[著] ポプラ社 B 913.6　/ﾅ

一般 あきない世傳金と銀  (7) 高田 郁∥著 角川春樹事務所 B 913.6　/ﾀ

一般 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 小川 糸∥著 扶桑社 　914.6　/ｵ

一般 のっけから失礼します 三浦 しをん∥著 集英社 　914.6　/ﾐ

一般 親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ Emi∥著 白夜書房 　597.5　/ｴ

一般 動かないゼロトレ 石村 友見∥著 サンマーク出版 　498.3　/ｲ

一般 クックパッド防災レシピBOOK 扶桑社 　369.3　/ｸ

児童
おしりたんてい
 ラッキーキャットはだれのてに!

トロル∥さく　え ポプラ社 K 913     /ﾄ

児童 スポーツの迷路 香川 元太郎∥作　絵 PHP研究所 K 780     /ｶ

児童 未来を変えるロボット図鑑 ルーシー　ロジャーズ∥ほか監修 創元社 K 548    /ﾐ

児童 でんしゃにんじゃ 藤本 ともひこ∥作　絵 交通新聞社 　E　　　/ﾌ

児童 おつきさまひとつずつ 長野 ヒデ子∥作 童心社 　E　　　/ﾅ

児童 マンマルさん マック　バーネット∥文 クレヨンハウス 　E　　　/ｸ

児童 ほんだな 新井 洋行∥作　絵 偕成社 　E　　　/ｱ

児童 ハロウィンのおきゃくさま レオ　ランドリー∥作 光村教育図書 　E　　　/ﾗ

児童 そらまめくんのおやすみなさい なかや みわ∥さく 小学館 　E　　　/ﾅ

児童 やさいばたけカーレース やぎ たみこ∥著 白泉社 　E　　　/ﾔ

児童 巨大空港 鎌田 歩∥さく 福音館書店 　E　　　/ｶ

児童 ぼくたちはみんな旅をする ローラ  ノウルズ∥文 講談社 　E　　　/ﾏ

児童 ひつじぱん あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版 　E　　　/ｱ

児童 うみへいったちいさなカニカニ クリス　ホートン∥作 BL出版 　E　　　/ﾎ

児童 おばけばたけのおふろやさん とよた かずひこ∥作  絵 ひさかたチャイルド 　E　　　/ﾄ

児童 おおにしせんせい 長谷川 義史∥作 講談社 　E　　　/ﾊ

児童 たたたんたたたん 内田 麟太郎∥文 童心社 　E　　　/ﾆ

児童 たまごからだ～れかな 和歌山 静子∥脚本　絵 童心社 　C　　　/
 

新着図書一覧【９月～１０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/

