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《新着資料紹介》（一部です） 
 

一般書 

「正妻」（上、下）         林 真理子 

「八重の桜３」           山本 むつみ 

「安部龍太郎『英雄』を歩く」   安部 龍太郎 

「憲法がヤバい」         白川 敬裕 

「戒名って高い？安い？」     三浦 尊明 

「がんと闘う！名医と最新治療」  松井 宏夫 

「富士山の単語帳」        佐野 充 

「子どもの困った！行動がみるみる直るゴールデン

ルール」            河野 俊一 

「おいしい豆腐スイーツ」     鈴木 理恵子 

 

児童書 

「いいこいいこ」         きむら ゆういち 

「おばけにてそうろう」      井上 洋介 

「世界クワガタムシ探検記」    山口 進 

「ぼくの手わたしの手」      中川  ひろたか 

「パンめしあがれ」        視覚デザイン研究所 

「親子で楽しむこども料理塾」   りん くんび 

 

その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○あいら写友会 

 ８月 31 日(土)11:00～9 月 14 日(土)14:00 

○姶良カラーメイト油絵展 

９月 20 日(金)11:30～10 月４日(金)16:00 

※ふれあいプラザを利用される方は、職員までご相談

ください。 

※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 
 
 

姶良市立図書館講演会 

「命」と向き合う 

～生活習慣病から難病医療まで～ 
 

 

   

 ・日 時：９月８日(日)午後２時～午後３時４５分 

      （受付は当日の午後 1 時 30 分から） 

・場 所：中央図書館 視聴覚室（２階） 

・定 員：１２０名（先着順） 

・参加料：無 料 

・講 師：福永 秀敏 氏 

     公益社団法人共済会南風病院院長 

     国立病院機構南九州病院名誉院長 

 
 ※図書館に医療情報コーナーを設置しています。 

 ※９月は、「健康増進普及月間」、「がん征圧月間」です。 

 

 

○ふれあい講座 

・日時：９月 14 日(土) 午後１時３０分～３時３０分 

・場所：姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

・内容：「消費者トラブルに備える」 

・講師：室田 洋子 氏 

    全国消費生活相談員協会相談員 

※募集は終了しています。 
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17日 祝日振替休館日    23日 祝日開館            15日 祝日振替休館日   24日 資料整理休館日 

24日 祝日振替休館日   26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） 

９月１３日(金）、１０月１１日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ９月７日(土)、 ９月２１日(土) 

１０月５日(土)、１０月１９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９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 

 

９月４日（水）・７日（土） 

【伊豆の踊子】 

・男子学生と踊り子の恋，そして別れを描いた川

端康成の名作を映画化。 

出演：田中絹代 大日向伝 小林十九二 若水絹子 

（１９３３年/日本/1 時間３４分/モノクロ） 

 

９月１１日（水）・１４日（土） 

【白昼の決闘 上巻】 

・南北戦争終結後のテキサス。大牧場主のもとに

引き取られたインディアンとの混血の娘、パール

を巡り、様々な出来事が起こる。 

出演：グレゴリーペック ジョゼフ・コットン 

（１９４８年／アメリカ／４７分／カラー／字幕） 

 

９月１８日（水）・２１日（土） 

【白昼の決闘 下巻】 

・「白昼の決闘 上巻」のつづき。 

出演：グレゴリーペック ジョゼフ・コットン 

（１９４８年／アメリカ／１時間２３分／カラー／字幕） 

 

９月２５日（水）・２８日（土） 

【白い船】 

・島根県の漁村にある全校生徒数17名の小さな小

学校。その小学校の窓からは沖を行くフェリーが

見える。子供達から手紙を受け取ったフェリーの

船長は，プレゼントを添えて返事を送ったのだっ

た。何度も手紙を交わすうちに生徒達と船長の交

流は深まり，子供達は船長のフェリーに乗りたい

と強く願うようになった。そして，周りの大人達

もその願いを叶えようとするのだが…。 

出演：中村麻美 濱田岳 中村喜葎雄 竜雷太 

（２００２年／日本／１時間４８分／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 

９月１日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの郵便屋さんありがとう」「けろけ

ろけろっぴの恐竜がでた！」      （50分） 

 

９月７日（土） 

【アニメ古典文学館】 

「竹取物語」              (19分) 

 

９月８日（日） 

 

図書館講演会の為、親子映画会はありません。 

 

９月１４日（土） 

 

ふれあい講座の為、親子映画会はありません。 

 

９月１５日（日） 

【スプーンおばさん】 

「もてもてダンスパーティー」「売られたトンガル」

「えりまきになったミッケル」     （30分） 

 

９月２１日（土） 

【トムとジェリー】 

「ピアノコンサート」「インディアンごっこ」「強敵

あらわる」「土曜の夜は」        （30分） 

 

９月２２日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ピーターパン」        （1時間 15分） 

 

９月２８日（土） 

【椋鳩十 野生のさけび】 

「大空に生きる」           （49分） 

 

９月２９日（日） 

【アニメ名作劇場】 

「ふしぎの国のアリス」        （30分） 

 

 

 

※視聴は無料です。 


