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《新着資料紹介》（一部です） 
 

一般書 

「新薩摩学」           仙波 玲子 

「解剖アベノミクス」       若田部 昌澄 

「日本の城完全名鑑」       中山 良昭 

「失敗しない！アウトドア料理テクニック」 

               月刊ｶﾞﾙｳﾞｨ編集部 

「着物でおでかけ安心帖」     大久保 信子 

「常識はずれはゴルフが上手い！」 礎 康之 

「いくつになっても『歩けるヒザ』をつくる本！」 

                 佐藤 友宏 

「アレルギーの人の家造り」    足立 和郎                  

「水俣な人」           塩田 武史 

「マオキッズ」          八木澤 高明 

「大泉エッセイ 僕が綴った 16 年」大泉 洋 

児童書 

「ぱんつくったよ。」       平田 昌広 

「おひさん」           たかべ せいいち 

「いっしょだよ」         小寺 卓矢 

「いきているひかり」       モリー・バング 

「くりぃむパン」         濱野 京子 

「チャーシューの月」       村中 李衣 

「ふぁいと！卓球部」       横沢 彰 

「見習い幻獣学者ナサニエル・フラッドの冒険」 

１～４巻             Ｒ.L.ラフィーバース  

 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ふれあいプラザの利用を希望される方は、職員まで

ご相談ください。 

 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 
 

 

 テーマ「薩摩剣士隼人に学ぶ 薩摩いろは歌の教え」 

 

 ○日時 平成２５年６月１日（土） 

 ○時間 午後１時３０分～午後３時３０分 

 ○場所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

 ○講師 東川 隆太郎 氏 

  まちづくり地域フォーラムかごしま探検の会代表理事 

  「薩摩剣士隼人」監修 

 

※この講座は、「姶良市立図書館ふれあい講座」の第１回 

講座を市民に公開して行うものです。 

※「姶良市立図書館ふれあい講座」（全６講座）の募集は 

終了しています。 

 

《平成２５年度 読み聞かせ講座募集のお知らせ》 
 

 「第２回 高齢者への読み聞かせ講座」 

  

 ○日時 平成２５年６月２８（金） 

 ○時間 午後２時～午後３時４５分 

 ○場所 姶良市立中央図書館 研修室 

 ○講師 池田 昭代 氏 

  池田学園司書教諭・朗読指導者 

 ○対象者 読み聞かせや読み聞かせボランティアに関心 

 のある方、福祉施設や介護施設等の職員・関係者等読み 

 聞かせに携わっている方 

 ○募集期間 平成２５年６月２１日（金）まで 

 ○募集定員 ４０人程度 

 ○問合先  姶良市立中央図書館 

 

※「第１回 幼児、小学生への読み聞かせ講座」（５月３０

日）につきましては、募集は終了しています。 

 

 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       ６月                        ７月 
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23／30 24 25 26 27 28 29  

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

27日 資料整理休館日                    15日 祝日開館日（海の日） 

                              16日 振替休館日 25日 資料整理休館日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

６月１４日(金）、７月１２日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ６月１日(土)、６月１５日(土) 

７月６日(土)、７月２０日(土) 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

http://lib-aira.jp/


  平成２５年６月分 

《水曜名画座》 
☆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 

６月５日（水）・８日（土） 

【ガス燈】 

・叔母を殺害されてしまったポーラは、彼女の遺産を

相続し夫と共に叔母の屋敷で新婚生活を始める。し

かし身辺で奇妙なことが起こり始め、次第に彼女は発

狂寸前まで追い詰められていく。 

（原作：パトリック・ハミルトン） 

出演： シャルル・ボワイエ イングリッド・バーグマン 

（１９４９年/アメリカ/１時間５４分/モノクロ） 

６月１２日（水）・１５日（土） 

【信さん 炭坑町のセレナーデ】 

・昭和 38 年、美智代は故郷である福岡の炭坑町に、

小学生のひとり息子・守とともに帰ってくる。ある

日、信一という少年が、いじめられていた守を助け

てくれる。親を早くに亡くした信一は町の厄介者だ

ったが、美智代は息子を守ってくれた信一に優しく

接し、やがて信一は美智代に淡い恋心のようなもの

を抱くようになる。 

出演：小雪 池松壮亮 石田卓也 

（２０１０年／日本／１時間４８分／カラー） 

６月１９日（水）・２２日（土） 

【おにぎり】 

・東京から駆け落ちしてきた若いカップル。訳ありな

人たちと共に「大日本生き残り隊」を結成し明るく暮ら

す農家の諸人と出会い、コメ作りを通して、悩みなが

らも成長していく。みんなの心の空腹を、この「おにぎ

り」が満たしてくれる。 

出演：吉永雄紀 大貫あんり 松原智恵子 永島

敏行 

（２００５年／日本／２時間／カラー） 

６月２６日（水）・２９日（土） 

【泥棒と殿様】 

・家中の権力争いに巻き込まれ、国許のあばら家に

幽閉された若殿。真面目に働きながらも過酷な人生

に押し流され泥棒に身を落とした中年の男。二人の

男が奇妙な縁で、共同生活を始める。 

出演：火野正平 夏八木勲 

（２０００年／日本／1時間／カラー） 

《親子映画会》 
☆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 

６月１日（土） 

 

ふれあい講座のため映画会はありません。 

 

６月２日（日） 

【スプーンおばさん】 

「子ねずみじんとりがっせん」「おばけのしかえし」

「カメラでばっちり！魔法使い」    （30分） 

６月８日（土） 

【ウルトラセブン】 

第２８話「７００キロを突っ走れ！」 

第２９話「ひとりぼっちの地球人」   （50分） 

６月９日（日） 

【スプーンおばさん】 

「たのまれた贈り物」「流れ星をさがせ」「チンプン

カンプンまちがい伝言」        （30分） 

６月１５日（土） 

【ジャングル大帝】 

「旅立ち」              （24分） 

６月１６日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「パパなんて大嫌い」「君こそスーパースター」「時

の止まった星」            （60分） 

６月２２日（土） 

【トムとジェリー】 

「メリークリスマス」「トラになったトム」「恋はは

かなく」「命の恩人」          （30分） 

６月２３日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ダンボ」              （62分） 

６月２９日（土） 

【サンリオ映画コレクション】 

「チリンの鈴」             （46分） 

６月３０日（日） 

【１０ぴきのかえる】 

                   （40分） 

 

※視聴は無料です。 

    


