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図書館
　　だより
図書館
　　だより

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

■一般書　
『レゴプレイブック』　

ダニエル・リプコーウィッツ／著
『ビジュアル版ザ・ビートルズ全史』　

大人のロック！／編
『本は友だち』　　　　　　　池内　 紀／著
■児童書
『十代に贈りたい心の名短歌 100』

　田中　章義／編著
『集中力＆計算力アップ！かならずわかる！
はじめてのそろばん』　　　堀野　晃／監修
■絵本
『おみくじ』　　　　　　  きた　あいり／作
『ネコのナペレオン・ファミリー』

木坂　涼／文・はた　こうしろう／絵

□絵本
『ロバのジョジョとおひめさま』
マイケル・モーパーゴ／文　ヘレン・スティーヴンズ／絵
　誰にも優しくしてもらったことがない、ロバ
のジョジョ。おやじさんに連れられて行ったベ
ネチアで、一人の優しいおひめさまに出会いま
すが…。温かい物語です。

□一般書　
『絶対に行けない世界の非公開区域 99』
　　　　　　　　  ダニエル・スミス／著
　50年間燃え続ける町、英国女王の寝室、謎
の短波放送を送信し続けている無線放送局…。
世界の立入禁止エリアを、多数の写真と地図で
紹介します。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

３～４桁の数字で分類しています
　図書館では「日本十進分類法（NDC）」という方法
を利用して本を並べています。本の背表紙に「913.6」
や「159.2」など数字シールが貼られているのを目に
したことがあると思います。この４ケタの数字（児童
書は３ケタ）が「日本十進分類法（NDC）」です。
日本十進分類法は「本の住所」
　本の内容によって「000」～「999」までの番号に

分類して並べています。また多くの図書館では０～９
番までの番号を本棚に掲示しています。これも「日本
十進分類法」を使い、この本棚にはどんな内容の本が
あるのかが一目でわかるようになっています。そのた
め、この番号を使えばどの本がどの棚に並んでいるの
かが、すぐにわかります。わかりやすく言うと、日本
十進分類法とは「本の住所」だといえます。
　また、ラベルの色で一般書、児童書、絵本と区別が
できるようになっています。上野図書館入口に「日本
十進分類法」のパネルを掲示しています。背ラベルを
見て本を探してみるのもおもしろいと思います。

図書館の本の並べ方にはルールが
あること、知ってる？

　図書館では「日本十進分類法（NDC）」という方法

図書館の本の並べ方にはルールが

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
３月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
11 日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
12日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）

14 日㈯ 10：30～
上野図書館 おはなしの会
大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）

15 日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
17 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
18 日㈬ 15：00～ 上野図書館 えほんの森（よもよも）

と　き ところ 催物（読み手）
19 日㈭ 10：00～ 島ヶ原子育て支援センター 読み聞かせ会（ネェよんで）

21日（土・祝）10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）

25 日㈬ 10：30～ 上野図書館 おひざでだっこの
おはなし会

27日㈮ 15：00～ 青山図書室 おはなしなぁに？
28日㈯ 10：30～ 上野図書館 おはなしの会



14広報いが市 2015 年（平成 27年） 3 月１日号15 広報いが市 2015 年（平成 27年） 3 月１日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　一般診療・小児科
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　三重県救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

◉伊賀市救急相談ダイヤル 24
☎ 0120-4199-22

（フリーダイヤル）
　医師・看護師などが 24時間年中
無休体制で、救急医療や応急処置な
どに関する相談に応じます。（通話
料・相談料：無料）

３月の二次救急実施病院

＊小児科以外の診療科です。

≪実施時間帯≫　平日：午後 5時～翌日午前 8時 45分
土・日・祝日：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌日
午前８時45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時45分
※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時45分
救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡
が必要です。
　【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　【岡波総合病院（☎ 21-3135）】

◉各病院の受け入れ体制

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

日 月 火 水 木 金 土
1
　名張

2
　岡波

3　　
　上野

4
岡波・名張

5
　名張

6
　上野

7
　上野

8
　岡波

9
　岡波

10
　名張

11
岡波・名張

12
　名張

13
　上野

14
　名張

15
　名張

16
　岡波

17　
　上野

18
岡波・名張

19
　名張

20
　上野

21
　上野

22
　岡波

23
　岡波

24
　名張

25
岡波・名張

26
　名張

27
　上野

28
　上野

29
　名張

30
　岡波

31
　上野

＊小児科以外の
診療科です。

　
情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやまとなりまち　い
甲賀市甲賀市

　

　北欧の陶芸作家リサ・ラーソ
ン。動物や子どもたちをテーマ
に、世界中の人々に愛されてき
た彼女の代表作品 230 点に加
え、その生活スタイルに至るま
でを紹介する国内初の本格的な
展覧会です。

【と　き】　3月 7日㈯～ 6月 7日㈰ 　午前 9時
30分～午後５時（入館は午後４時 30分まで） 
【休　館】
　月曜日（5月 4日開館・5月 7日振替閉館） 
【料　金】　一般：700円　高大生：500円　
中学生以下無料 　※ 20人以上は団体割引あり
【問い合わせ】
　滋賀県立陶芸の森（甲賀市信楽町勅使2188-7）
　☎ 0748-83-0909　℻  0748-83-1193
※会期中、信楽高原鐵

てつどう
道ではコラボ企画のラッピ

　ング列車が運行しています。

滋賀県立陶芸の森25周年記念特別展
～北欧スウェーデンの動物のやきもの リサ・ラーソン展～

亀山市亀山市

町並みを描く、やすらぎを描く、関宿を描く
～第10回関宿スケッチコンクール～

　東海道の宿場町として栄え、往時の面影を色濃
く残す関宿。キャンバスを片手に、関宿をスケッ
チしてみませんか。
【と　き】　３月 28日㈯
　午前 8時 30分～午後３時 30分（雨天決行）
【受付場所】　関宿素描館（旧落合家住宅）関町中町
【参加費】　一般の部（高校生以上）…200円
子どもの部…無料（参加賞あり）※申し込み不要
※当日に関宿で描いたスケッチ（油彩は不可）を
　午後３時30分までに受付へ提出してください。
※特別企画として、画家 山口晃トークショーを
　午後５時30分から関ロッジで開催。
【アクセス】　名阪国道「関 IC」か
ら関方面へ約 10分
【問い合わせ】　関宿スケッチコン
クール実行委員会（森 ☎ 0595-82-
4125）、市民文化部文化振興局まち
なみ文化財室（☎ 0595-96-1218）


