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《新着資料紹介》(一部です) 

一般書 

「デッドエンド」          今野 敏 

「雲竜」              鳥羽 亮 

「地層捜査」            佐々木 譲 

「無双の花」            葉室 麟 

「朝の霧」             山本 一力 

「私日記」             曽野 綾子 

「ルーズヴェルト・ゲーム」     池井戸 潤 

「荻窪シェアハウス小助川」     小路 幸也 

「密室殺人ゲーム・マニアックス」  歌野 晶午 

「東雲の途」            あさのあつこ 

「化物語 上・下」         西尾 維新 

「スティーブ・ジョブズとアップルのＤＮＡ」  大谷 和利 

「号泣セラピー」          竹内 好美 

「こんなに使える酒粕のレシピ」   栗山真由美 

「その後とその前」         瀬戸内寂聴 

「瓦礫の中の幸福論」        渡辺 淳一 

「手術は、しません」        団 鬼六 

「あとがき」            加藤久仁生 

「ジャパン・ライジング」      大塚 耕平 

「奇跡のモノづくり」        江上 剛 

「気持ちが楽になる介護の新常識」  上原 喜光 

「女の子のためのかわいいカクテル」 村田 紘子 

「現代落語論」           立川 談志 

 

 

 

 

 

 

～『わが家の思い出の１冊』のご紹介～ 
「もこもこもこ」：谷川俊太郎 

  単純だけれど、３人の子どもも好きでした。お絵か 

きおもちゃ（せんせい）を使ってシンプルに書いては 

消し、何度も楽しみました。絵本を読むとき、最後の 

最後にカバーをめくって、「もこ」と言うときのエンド 

レスな感じがたまりません。 

 

～『私のお薦めの本』のご紹介～ 
「ふしぎな本」：マイケル・カーランド 

  自身が本が大好きなためか、書いた方の心が解り、 

想像力を幼い子等に、どんどん導いてくださることが 

嬉しくて！！ 

 

～リクエストの窓から～ 
リクエスト本を読まれた方からの感想より抜粋 

「９９のなみだ 第一夜」：リンダパブリッシャーズ編集部 

読者の感動体験が１０編つづられており、さわやか 

 な気持ちにしてくれる。思春期の少年少女の心の成長 

「中国人がタブーにする中国経済の真実」  石 平 にも適しているし、年齢を選ばずおすすめ！ 

  
児童書 《ふれあいプラザのお知らせ》 
「でんぐりでんぐりでんぐりこ」   長野ヒデ子 ○重富習字教室作品展 
「白オバケ黒オバケのみつけて絵本」 うるまでるび 

４月１日(日)～４月８日(日) 
「５のすきなおひめさま」      こすぎさなえ 

※ふれあいプラザの利用を希望される方は、遠慮なく職員まで
「マンガ平家物語 上・下」     館 尾冽 ご相談ください。 
「賢者ナータンと子どもたち」    ミリヤム・プレスラー 

 
「心の森」             小手鞠るい 

 

その他、新着資料が入っています。 

 

 
《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/
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29 日 昭和の日                  ３日 憲法記念日 ４日 みどりの日 
 

☆おはなし会  ４月７日(土)、 ４月２１日（土） ☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 
５月５日(土)、 ５月１９日（土） ４月１３日（金）、５月１１日（金） 

       午後３時から おはなしコーナーにて  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 



 平成２４年４月分 

《水曜名画座》 《親子映画会》 
☆日時 毎週水曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～＜再上映＞

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

４月４日（水）・７日（土）  

【少林サッカー】 
・少林拳の普及に励む鋼鉄の脚の持ち主シンは，少

林拳を広めるためにサッカーをやることになる。シン

がスカウトしてきたのは，かつて少林寺で共に学んだ

仲間達。奇想天外，ドタバタサッカー・コメディ。 

出演：チャウ・ミンチー ラム・チーチョン 

（２００２年／中国／１時間４９分／カラー） 

４月１１日（水）・１４日（土） 

【浮草物語】 

・座長の喜八ら一行が小さな村にやって来る。喜八

は小料理屋のおつねを訪ねる。おつねとの間には息

子の信吉がいるが、信吉は喜八が本当の父だとは知

らない。その事実を知った喜八の情婦おかたは、妹

分のおときに、信吉をかどわかすように金を渡す。   

出演：坂本武 飯田蝶子 三井秀男 坪内美子 

（１９３４年／日本／１時間２５分／モノクロ／サイレン

ト）  

４月１８日（水）・２１日（土） 

【ジャイアンツ（特別版）１】 

・テキサスの大牧場に東部から嫁いできた若妻のレ

ズリー。厳しい生活の中に彼女は自分の意志を大切

に生きていこうとする。やがてそんな彼女に想いを抱

くジェットは石油を掘り当て，富と名声を得る…。 

出演：ジェームス・ディーン ロック・ハドソン 

（１９５６年／アメリカ／１時間４５分／カラー） 

４月２５日（水）・４月２８日（土） 

【ジャイアンツ（特別版）２】 

・上記の続編。 

出演：ジェームス・ディーン ロック・ハドソン 

（１９５６年／アメリカ／１時間 33 分／カラー） 

☆日 時 毎週土曜日 午後 ２時～ 

     毎週日曜日 午前１１時～ 

           午後 ２時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館２階視聴覚室 

４月 1日（日） 

【まめうしくん】 

「まめうしのおとうさん」「まめうしのおかあさん」

「まめうしとまめじい」        （30 分）

 

４月７日（土） 

【アニメ古典文学館 平家物語】 

               （15 分）

４月８日（日） 

【トムとジェリー】 

「ジェリー街へ行く」「あべこべ物語」「お掃除はこ

うするの」「西部の伊達ねずみ」   （30 分） 

４月１４日（土） 

【ウルトラセブン】 

・第１話「姿なき挑戦者」  

・第２話「緑の恐怖」         （50 分）

４月１５日（日） 

【花さき山】 

・少女あやは、美しい花が咲き乱れる山奥で、山ン

ばに出会った。山ンばは「人間がひとつやさしいこ

とをすればここにひとつ花が咲くのだ」とあやに教

える。                （20 分）

４月２１日（土） 

【スプーンおばさん】  

「ハンバーグへ大ジャンプ」「船のりアルフは見

た！」「目ざまし大そうどう」      （30 分）

４月２２日（日） 

【チリンの鈴】 

・オオカミに優しい母を殺された子ひつじのチリン

は、オオカミに負けない強いひつじになるため、母

のかたき、オオカミのウォーのもとで厳しい修行を

始める。                (46 分)

４月２８日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの幸せのチューリップ」「けろけろ

けろっぴのけろけろハウスのひみつ」  （60 分）

 

※視聴は無料です。 
 

 


