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《新着資料紹介》(一部です) 
一般書 

「冥土めぐり」           鹿島田真希 

「櫻の樹の下には瓦礫が埋まっている。」 村上 龍 

「中途半端な密室」         東川 篤哉 

「月と雷」             角田 光代 

「海賊とよばれた男 上・下」    百田 尚樹 

「短編五芒星」           舞城王太郎 

「東京タワーが見えますか。」    江上 剛 

「旅屋おかえり」          原田 マハ 

「しあわせなミステリー」      伊坂幸太郎 

「花宴」              あさのあつこ 

「置かれた場所で咲きなさい」    渡辺 和子 

「かごしまことばあそびうた ２」  植村 紀子 

「大人のための iPhone の楽しみ方」 鳥谷部 真 

「１００円グッズで水耕菜園」    伊藤 龍三 

「あな吉さんの主婦のための 

幸せを呼ぶ！手帳術」    浅倉 ユキ 

「毒婦。」             北原みのり 

「報道されない沖縄」        宮本 雅史 

「たかがピンチじゃないか」     立川談四楼 

「私のインタヴュー」        高峰 秀子 

「反・幸福論」           佐伯 啓思 

「「超」入門 失敗の本質」      鈴木 博毅 

「ビブリア古書堂の事件手帖 ３」  三上 延 

児童書 

「きゃっきゃキャベツ」       いわさゆうこ 

「みたいみたいみてみたい」     いしばしひろやす 

「すごいな！九州と中国・四国ののりもの」 柏原 治 

「進化の大研究」          長谷川眞理子 

「IQ 探偵ムー 夢羽、マジシャンになる。 」 深沢 美潮 

「やっぱりきらいじゃないよ」     小林 美雪 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

○一日司書体験  
８月２日（木） 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○西姶良書道教室作品展 
7 月 29 日(日)12:00～8 月 5 日(日)16:00 

○原爆展（パネル展示） 
８月７日(火)12:00～８月９日(木)17:00 

 

※ふれあいプラザの利用を希望される方は、遠慮なく職員 

までご相談ください。 
 

 

～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 

「リアルフリーのビジネス戦略」：高橋 仁 

私達が通常考えているビジネスの考え方とはかなり異な

った方向性のビジョンが見られて参考になりました。いつ

も近くで見ていると見えない物も、少しはなれてみると違

う姿に見える。見る視点を変えるという事は、これからの

ビジネスに不可欠な要素となるのでは…。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

８月１０日（金）、９月１４日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ８月４日(土)、 ８月１８日（土） 

９月１日(土)、 ９月１５日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

《夏休み期間中の開館時間について》 
  当館では、夏休み期間中、開館時間を次のよう

に変更します。 

 ★期  間：７月２４日(火)～８月３１日(金)の

火曜日～金曜日 

 ★開館時間：午前９時～午後７時 

(開館を１時間早めます。) 

  なお、土・日曜日及び祝日開館日の開館時間は、

これまで同様午前９時～午後６時です。 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 



  平成２４年８月分

《水曜名画座》 《親子映画会》 
☆日 時 毎週水曜日 午後 ２時～ ☆日 時 毎週土曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～<再上映> 毎週日曜日 午前１１時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 午後 ２時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室
8 月 1 日（水）・4 日（土） 

【ハリー・ポッターと賢者の石】 ８月４日（土） 
・幼い頃に両親を亡くしたハリー・ポッターは、意地悪

な叔母一家に引き取られ孤独な日々を送っていた。

そんなある日、彼のもとに突然“ホグワーツ魔法魔術

学校への入学許可証”が届く。 

【はらぺこあおむし】              

生まれたばかりのあおむしはおなかがぺこぺこ。リ

ンゴやイチゴを食べ、今度はケーキやハムまでも食

べてしまいます。そんなに食べて大丈夫？（33 分）
出演： ダニエル・ラドクリフ エマ・ワトソン ８月５日（日） 
（2001 年/アメリカ/2 時間 32 分/カラー）    【おまえうまそうだな】 
8 月 8 日（水）・11 日（土） 肉食恐竜ティラノサウスルのハートは、ある日、落

ちていたたまごを見つける。その中から生まれた草

食恐竜アンキロサウルスの赤ちゃんは、「おまえう

まそうだな。」というハートの声に、自分の名前が

ウマソウでハートがお父さんだと思い込んでしま

い・・・。                （89 分）

【西部戦線異状なし （上）】 

・ドイツの小さな町の学校では戦争の話で持ちきりだ

った。愛国の精神からポールら 6 人の生徒達が出征

志願するが，戦場は生易しいものではなかった。ポ

ールは休暇で故郷に帰り，再び戦場に戻る。そして，

蝶々を捕ろうと身を乗り出したとき敵の銃弾に倒れて

しまう。 
８月１１日（土） 

【ウルトラセブン】 
出演：ルイ・ウォルハイリュー・エアーズ ・第９話「アンドロイド０指令」 
（1930 年／アメリカ／1 時間 3 分／モノクロ／字幕） ・第１０話「怪しい隣人」       （50 分）
8 月 15 日（水）・18 日（土） ８月１２日（日） 
【西部戦線異状なし （下）】 【はだしのゲン】 
・上記の続編。  １９４５年８月６日の原爆投下によって家族を失

ったゲンは、みんなの分まで生きようと心に誓う。出演：ルイ・ウォルハイリュー・エアーズ 
（1930 年／アメリカ／1 時間 6 分／モノクロ／字幕） （85 分）
8 月 22 日（水）・25 日（土） ８月１８日（土） 
【君に会えて】 【トムとジェリー】 
・時間が止まったような街、岐阜・神岡。この街のロッ

ジで働く誠は、年上の恋人・遥と楽しい時間を過ごし

ていた。そんなある日、白いワンピースにクラシックカ

メラを持っただけの女の子・亜希がやって来る。誠は

彼女に心惹かれていくが・・・。 

「赤ちゃんはいいな」「母をたずねて」「おかしなア

ヒルの子」「可愛い逃亡者」       （30 分）

８月１９日（日） 

【椋鳩十 野生のさけび】 

「大空に生きる 前編・後編」     （49 分）
出演：伊澤恵美子 小松田あこ 山本卓  ８月２５日（土） 
（2006 年／日本／46 分／カラー）  【スプーンおばさん】 
8 月 29 日（水）・9 月 1 日（土） 「大もの魚つり」「ちえくらべ宝さがし」「ブービ

ィの身がわり術」                   （30 分）【リトル・ブッダ】 

・アメリカ・シアトルに住む９歳の少年に、ある日、遠方

より３人の使者が訪ねてきた。彼こそ、ブッダの生まれ

変わりであると語る使者たちにともなわれ、インドへと

旅立っていく少年。やがて、シッダールタの生涯とそ

の悟りが、少年を大いなる世界へと導いていく。 

８月２６日（日） 

【アニメ世界名作劇場】 

「ピーターパンの冒険」         （30 分）

 

 出演： キアヌ・リーブス アレックス・ウィーゼ

ンダンガー   

（1993 年／イタリア他／2 時間 21 分／カラー／字幕）

    ※視聴は無料です。 


