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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「峠越え」            伊東 潤 

「福祉・介護の資格と仕事」    梅方 久仁子 

「フィギュアスケートはじめました。」 

              佐倉 美穂 

「がん患者力」 ＮＨＫ「がんプロジェクト」取材班 
「さようなら、オレンジ」     岩城 けい 
 
 児童書 

「まてまて ももんちゃん」    とよたかずひこ 

「おまめまめまめ １・２・３！」  キース・ベーカー文 

「おにのパンツ」         鈴木 博子 

「あったー！いろのさがしもの」   ｻﾗ・L・ｼｭｴｯﾄ 文 

「恐竜ウルトラチャンピオン」    ダレン・ネイシュ 文 

「世界と日本の人口問題 少子高齢社会」 

  鬼頭 宏 監修 

「バレンタインは知っている」   藤本 ひとみ 

 

その他、新着資料が入っています 

 

 
第１５０回芥川賞・直木賞受賞作 

芥川賞  

「穴」      小山田浩子（新潮社） 

直木賞 

「恋歌（れんか）」 朝井まかて（講談社） 

  「昭和の犬」    姫野カオルコ（幻冬舎） 

 
 

※貸出中の資料は予約ができます。 

 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○３万人の写真展帰郷展示会 

  1 月１８日(土)9:30～２月１日(土)16:00 

 

○ペコラはがき絵展（ペコラはがき絵の会） 

  ２月２日(日)10:00～２月 11 日(火)19:00 

 

○松籟会書展（松籟書道教室） 

  ２月１２日(水)12:00～２月 26 日(水)12:00 

 

※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》 
○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。 

 

○２月館内展示 

【２０１４年ソチオリンピックに関する展示】 

２月７日（現地時間）に、ロシアのソチで開幕し、２月

２３（日）まで行われる、第２２回冬季オリンピック。 

姶良市立中央図書館では、ソチオリンピック関連本を展

示しています。 

【２月１３日苗字制定記念日 展示】 

【バレンタインデー関連 展示】 
【２月２０日歌舞伎の日 展示】 

【せつぶんに関する本】（児童書コーナー） 

など。 

※展示内容が変更になる場合もあります。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月１４日(金）、３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  ２月１日(土)、 ２月１５日(土) 

３月１日(土)、 ３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２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 

２月５日（水）８日（土） 

【熱砂の舞】 

・サハラ砂漠の王子アーメッドは酒場の舞姫ヤス

ミンと激しい恋におちるが、悪党のガーバ一味が

身代金を狙ってヤスミンを誘拐する。アーメッド

は彼女を取り返すため、敵の巣窟であるガーバの

砦に乗り込む。 

出演：ルドルフ・ヴァレンチノ ヴィルマ・バン

キー 

（１９２６年/アメリカ/１時間１４分/モノクロ） 

 

２月１２日（水）１５日（土） 

【米百俵】 

・明治初期、荒廃した長岡藩に救援米が送られた。

小林虎三郎は、教育こそ国の発展の要であると信

じ、救援米を換金し、学校設立しようとする。『こ

の百俵は今でこそ百俵だが、やがては米俵などで

は比較出来ない尊いものになるのだ』 

出演：中村喜葎雄 眞行寺君枝 

（１９９３年／日本／１時間３８分／カラー） 

 

２月１９日（水）２２日（土） 

【リトル・ロマンス】 

・パリッ子ダニエルとアメリカ娘ローレンは 13 歳。

二人はある日、“ヴェネチアの運河にかかる、た

め息橋の下で日没の瞬間にキスをした恋人達は、

永遠に結ばれる”というサンセット・キスの伝説

を聞き、実行するべく旅立つ。 

出演：ダイアン・レイン テロニアス・ベルナール 

（１９７９年／アメリカ／１時間５０分／カラー） 

 

２月２６日（水）・３月１日（土） 

【兎の眼】 

・小谷芙美は姫松小学校の先生になった。「子ども

たちは教師の生き方をじっと兎のような眼でみ

とんのや」と教えられ，他の教師や生徒との努力

で解決し子どもたちとの友情を深めていく。 

出演：壇ふみ 新克利 下條正巳 小野進也 

（１９７８年／日本／１時間３２分／モノクロ） 

 

《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 

２月１日（土） 

【ネズミあなのネコの物語】 

ある漁師と漁師に飼われている猫のはなこの物語。               

 （24分） 

 

２月２日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 40話「セブン暗殺計画 後編」 

第 41話「水中からの挑戦」       （50分） 

 

２月８日（土） 

【うごく絵本シリーズ チルビー オレンジ】 

「すみっこのおばけ」「ちいさなしろくまおうじ 

だいすきのたね」「くまくんのあくび」  （28分） 

 

２月９日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之四】 

其之十一「鉄火肌火の玉おてつ」 

其之十二「はらぺこ侍必殺剣」     （51分） 
 

２月１５日（土） 

【「１ねん１くみ」シリーズ １ばんでっかい！！】 

ぼくはトイレにいけない。学校ではトイレを我慢し

てしまう。でも、くろさわ君は平気でトイレにいく。 

（13分） 

 

２月１６日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之四】 

其之十三「大笑い一番勝負！」 

其之十四「もろこし天狗等あらわる」  （51分） 

 

２月２２日（土） 

【ねむり姫・幸福の王子】 

                   （24分） 

２月２３日（日） 

【鬼の子とゆきうさぎ】 

ある冬の日、鬼の子は父が拾ってきた手鞠を、もと

の持ち主である人間の子ユキに届けにいく。             

（22分） 

 

※視聴は無料です。 


