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新年明けましておめでとうございます 
いつも姶良市立図書館をご利用いただきありがとう

ございます。今年も皆様のご来館をお待ちしています。 
 

 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「軍師 黒田官兵衛」        髙橋 直樹 

「大久保家秘蔵写真」        大久保 利泰 

「日本のやきもの鑑定入門」    矢部 良明  

「間違いやすい小学校で習った漢字正しい書き順」 

                 山口 謠司 

「介護する人のための誤嚥性肺炎 こうすれば防げ

る！助かる！」         稲川 利光 

「ガムテープバッグの作り方」   中島 麻実 

「わたしはマララ」          マララ・ユスフザイ 

「四季折々の折り紙 紙で作るつるし飾り」 

                 麻生 玲子 

 

児童書 

「くまくまパン」         西村 敏雄 

「いくらなんでもいくらくん」   シゲタ サヤカ 

「ちびころおにぎりでかころおにぎり おじいちゃん

ちへいく」           おおいじゅんこ 

「ぶたがとぶ」          佐々木 マキ 

「ぼうけんのめいさくたからばこ」 山本 和子 文 

「気をつけよう！ＳＮＳ(ｿｰｼｬﾙ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｻｰﾋﾞｽ)」 

  小寺 信良 

 

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》 
○加治木図書館休館（特別整理期間） 

休館期間 １月 27 日(月)から２月４日(火)まで 
※期間中、中央図書館、蒲生公民館図書室、各地区公民館

分室は平常どおり開館しています。 

 

○芥川賞・直木賞 候補作の展示 

１月は下半期の芥川賞・直木賞の発表の月です。どの作

品が受賞するのでしょうか。 

姶良市立中央図書館では、芥川賞・直木賞候補作を展示

しています。 
 
芥川賞・直木賞とは？ 

■芥川賞■正式には｢芥川龍之介賞｣。 

大正時代の作家芥川龍之介の名を記念して、友人の菊池

寛
かん

（作家であり、文藝春秋社創設者）がつくったもの。各

新聞・雑誌に発表された｢純文学｣分野の短編に与えられ

る。 

■直木賞■正式には｢直木三十五
さんじゅうご

賞｣。 

時代小説や映画脚本を書いた明治生まれの作家 直木

三十五
さんじゅうご

にちなんで、同じく菊池寛
かん

がつくったもの。大衆小

説の中から選ばれる。 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○写真展示（フォトハイキング友の会） 

 1 月１８日(土)9:30～２月１日(土)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。 

 

 

 

 

 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 
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～３日 年末年始休館日  14日振替休館日            ※11日 （建国記念の日）開館日 

23日 資料整理休館日                                    27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） 

１月１０日(金）、２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  １月４日(土)、 １月１８日(土) 

２月１日(土)、 ２月１５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２６年１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 

１月８日（水）１１日（土） 

【次郎長三国志】 

・情が厚くて義理堅い東海道一の大親分、清水の

次郎長。大政、小政、法印大五郎、桶屋の鬼吉、

関東綱五郎、大野の鶴吉、森の石松ら子分たちと

ともに駆け出しから一家を築きあげるまでの物

語。 

出演：中井貴一 鈴木京香 北村一輝 

（２００８年/日本/２時間６分/カラー） 

 

１月１５日（水）１８日（土） 

【ブタがいた教室】 

・「殺すのと食べるのは、違う」「命の長さって誰が

決めるの？」６年２組の２６人の子どもたちと星先

生は卒業までの１年間「食べる約束」で子ブタを飼

いはじめる。しかし、育てていく中で芽生え始める

子ブタの P ちゃんへの愛情。そして、迎える卒業式。

クラスを二つに別けた涙の激論の中、２６人の子ど

もたちと星先生の出した答えは？ 

出演：妻夫木聡 ２６人の子どもたち 大杉漣  

（２００８年／日本／１時間４９分／カラー） 

 

１月２２日（水）２５日（土） 

【綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトライブビデオ４】 

・中高年のアイドル・綾小路きみまろ 35 周年集大

成のノンストップライブを完全収録。 

出演：綾小路きみまろ 

（２０１２年／日本／１時間５分／カラー） 

 

１月２９日（水）２月１日（土） 

【上海ルージュ】 

・１９３０年、少年シュイションは叔父のリウを

頼って大都会・上海へやってきた。そこで町の顔

役・タンの愛人で上海一の歌姫チンパオの召使と

なる。しかしチンパオはタンの部下ソンとも密か

に関係を持っていた。シュイションは華やかに見

えるチンパオの満たされぬ寂しさを知る。 

出演：コン・リー リー・パオティエン リー・

シュエチェン 

（１９９５年／中国／１時間４４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 

１月４日（土） 

【うごく絵本シリーズ チルビー メロン】 

「そのつもり」「駅のおかあちゃん」「リュックのお

しごと」               （22分） 

 

１月５日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之三】 

其之七「嘘つき小僧すず吉」 

其之八「村を守った秘密箱」      （51分） 

 

１月１１日（土） 

【トムとジェリー 魔法の指輪】 

「魔法の指輪」をめぐってまたまたはじまるハチャ

メチャおいかけっこ大冒険！    （1時間 2分） 

 

１月１２日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之三】 

其之九「くノ一隠れ里」 

其之十「人情渡し舟」         （51分） 
 

１月１８日（土） 

【山に輝くガイド犬平治号】 

九州の屋根，くじゅう連山で長年登山者の命を守り，

多くの人々に親しまれたガイド犬「平治」の物語です。 

（28分） 

 

１月１９日（日） 

【ムーミン谷の彗星】 

「この世はほろびる」というおそろしい星のうわさ

を聞いたムーミン，スニフ，ミーは天文台へと向か

いますが…。          （1時間 14分） 

 

１月２５日（土） 

【ウルトラセブン】 

第 38 話 「勇気ある戦い」 

第 39 話 「セブン暗殺計画 前編」 

                   （55分） 

１月２６日（日） 

【宮沢賢治原作アニメーションシリーズ】 

「雪渡り」               （23分） 

 

※視聴は無料です。 


