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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 6８号 20２０年 1 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。 

1 月１１日（土）/2 月８日（土）/３月 1４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。 

12 月 24 日 
 

 

今回のテーマは昔話でした。 

「かちかち山」の絵本や「したきりすずめ」

の紙芝居、「ももたろう」の 

お話などを楽しみ、その後で 

おだんごを作りました。 

 

あかちゃんたいむは第 3 火曜日に変わりました！ 

  
参加してくれたぬいぐるみです。 

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 1 1 2 3 4 5 6 7
やすみ 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 8 9 10 11 12 13 14
やすみ やすみ やすみ

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
やすみ やすみ やすみ やすみ やすみ

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

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

１月 2月 3月

1 月 5 日（日）から大山田図書室限定福袋 

を今年もします。赤ちゃん向け、大人向けの

福袋も今年はご用意しました。おひとりさま

１袋限り、なくなり次第終了です。ご予約は

できません。１袋に 3 冊入っています。どん

な本が入っているでしょうか？中身は開けて

からのお楽しみ！ 

本のプレゼントではありません。１袋 3 冊

セットの貸出になります。貸出冊数が超過す

る場合はお断りすることもありますのでご注

意ください。 

 



 

書　名 著者名 出版社 請求番号

一般 ライオンのおやつ 小川 糸∥著 ポプラ社 　913.6  /ｵ 

一般 人間 又吉 直樹∥著 毎日新聞出版 　913.6  /ﾏ

一般 祝祭と予感 恩田 陸∥著 幻冬舎 　913.6  /ｵ 

一般 小箱 小川 洋子∥著 朝日新聞出版 　913.6  /ｵ 

一般 人を乞う あさの あつこ∥著 祥伝社 　913.6  /ｱ

一般 ひとり旅日和 秋川 滝美∥著 KADOKAWA 　913.6  /ｱ

一般 暗約領域 大沢 在昌∥著 光文社 　913.6  /ｵ 

一般 彼方のゴールド 大崎 梢∥著 文藝春秋 　913.6  /ｵ 

一般
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月
　　　　　　　　　　　 (1)(2)(3)(4)

小野 不由美∥著 新潮社 B 913.6  /ｵ 

一般 食堂のおばちゃん 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 恋するハンバーグ 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 愛は味噌汁 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 ふたりの花見弁当 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 真夏の焼きそば 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 あの日の親子丼 山口 恵以子∥著 角川春樹事務所 B 913.6  /ﾔ

一般 倒れるときは前のめり ふたたび 有川 ひろ∥著 KADOKAWA 　914.6  /ｱ

一般 夜明けの図書館　(6) 埜納 タオ∥著 双葉社 　726.1  /ﾉ

一般 国境を越えたスクラム 山川 徹∥著 中央公論新社 　783.4  /ﾔ

一般 わたしがラクする服選び Emi∥著 大和書房 　589.2  /ｴ

一般 肌断食 平野 卿子∥著 河出書房新社 　595.5  /ﾋ

一般 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方食材帖 櫻井 大典∥著 ナツメ社 　498.5  /ｻ

児童 だれもしらない図書館のひみつ 北川 チハル∥作 汐文社 K  913  /ｷ

児童 「未完成」なぼくらの、生徒会 麻希 一樹∥著 KADOKAWA K  913  /ﾏ

児童 はたらくくるまたちのクリスマス シェリー　ダスキー　リンカー∥文 ひさかたチャイルド 　Ｅ　　/ﾌ

児童 ノラネコぐんだんカレーライス 工藤 ノリコ∥著 白泉社 　Ｅ　　/ｸ

児童 そっくりこ 中川 ひろたか∥文 ひかりのくに 　Ｅ　　/ﾑ

児童 リュックをしょって 村上 康成∥作 絵本塾出版 　Ｅ　　/ﾑ

児童
やさいのがっこう
 キャベツくんおはなになる?

なかや みわ∥さく 白泉社 　Ｅ　　/ﾅ

児童 おしょうがつバス 藤本 ともひこ∥作　絵 鈴木出版 　Ｅ　　/ﾌ

児童 くいしんぼうのサンタクロース 中川 ひろたか∥作 教育画劇 　Ｅ　　/ﾅ

児童 わたしのわごむはわたさない ヨシタケ シンスケ∥作　絵 PHP研究所 　Ｅ　　/ﾖ

児童 わたしはあかねこ サトシン∥作 文溪堂 　Ｅ　　/ﾆ

児童 たまごちゃん、たびにでる フランチェスカ　パルディ∥ぶん イタリア会館出版部 　Ｅ　　/ｱ
 

新着図書一覧【１１月～１２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/

