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《新着資料紹介》（一部です） 

 
一般書 

「春、戻る」             瀬尾 まいこ 

「左目に映る星」           奥田 亜希子 

「『年寄り半日仕事』のすすめ」 

三浦 雄一郎 三浦豪太 

「おひとりシニアのよろず人生相談」  樋口 恵子 
「高峰秀子の言葉」          斎藤 明美 
「心に残る入学式・卒業式のあいさつ」 鳥谷 朝代 
「小泉純一郎の『原発ゼロ』」     山田 孝男 
「８時間睡眠のウソ。」        三島 和夫 
「いくつになっても 陽だまりの家」  渡辺 淳一 
「中高生 毎日のお弁当」検見崎 聡美 監修・料理 
「節句のおりがみ」          丹羽 兌子 
「新社会人のためのお金の教科書」   主婦の友社 
「みんなで楽しめる 

高齢者の年中行事＆レクリエーション」 
尾渡 順子 
 

児童書 

「おでんわもしもし しましまちゃん」 たんじ  あきこ 

「もういちど家族になる日まで」 

スザンヌ・ラフルーア 作 永瀬 比奈 訳 

「あかいありのぼうけんえんそく」   かこ さとし 

「りっぱな兵士になりたかった男の話」 

グイード・スガルドリ 杉本 あり 訳 

「北の馬と南の馬」     前川 貴行 写真・文 

「がっこうのおばけずかん」      斉 藤  洋 

 

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》 
○よい子のスケッチ大会（姶良市消防本部） 

  3 月 1 日(土)9:０0～3 月 7 日(金)1８:00 

 

○あいら写友会展（あいら写友会） 

  ３月１５日(土)9:30～３月 29 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。 
 

 

《図書館からのお知らせ》 

 
  姶良市立図書館ボランティアグループ 

あいあい（読み聞かせ）会員募集中！ 
 

「あいあい」は毎月第１・３土曜日、第２金曜日に中央図

書館で絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。本に興

味のある方、絵本が好きな方、読み聞かせをしてみたい方、

一緒に活動してみませんか。未経験者・学生・男性も大歓

迎です。 

 

【応募方法】:3 月 30 日までに中央図書館にある「ボラ

ンティア参加申込書」をご提出ください。 

※ボランティア保険加入が必要になります。ご不明な点は

姶良市立中央図書館にお問い合わせください。 

 
○３月館内展示 

【自殺対策強化月間の展示】 

３月は、自殺対策強化月間です。姶良市立図書館では、

関連本やリーフレットを展示しています。 
 

 ※展示内容が変更になる場合もあります。 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       ３月                        ４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 ２４／３１ 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  

 ※21日 春分の日                      ※29日 昭和の日 

27日 資料整理休館日                    24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） 

３月１４日(金）４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  ３月１日(土)、 ３月１５日(土) 

        ４月５日（土）、４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２６年３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 

３月５日（水）８日（土） 

【地下鉄（メトロ）に乗って】 

・いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降り

て階段をあがるとそこは昭和３９年の東京だっ

た。直木賞作家、浅田次郎の原点にして頂点の作

を映画化。 

原作：浅田次郎 

出演：堤真一 岡本綾 大沢たかお 

（２００６年／日本／２時間２分／カラー） 

 

３月１２日（水）１５日（土） 

【明治大帝御一代記 前編】 

嵐寛寿郎主演の一連の「明治天皇」映画を 1 本に

再編集、追加撮影されて製作した一代記。冒頭、

大蔵貢の写真付製作意図の後、明治天皇の誕生、

幕末の騒乱から西南の役・日清・日露戦争そして

逝去、乃木将軍夫妻の殉死までが絵巻物のように

編集されている。 

出演：嵐寛寿朗 高島忠夫 若山富三郎 

（１９５８年／日本／１時間２６分／カラー） 

 

３月１９日（水）２２日（土） 

【明治大帝御一代記 後編】 

・「明治大帝御一代記」 前編の続き。 

出演：嵐寛寿朗 高島忠夫 若山富三郎 

（１９５８年／日本／１時間４１分／カラー） 

 

３月２６日（水）・２９日（土） 

【ウィニング・パス】 

・事故で下半身不随となり、車椅子生活という現

実を受け入れられずにいた健太だったが、格闘技

さながらの車椅子バスケの世界に自分の居場所

を見出していく。 

出演：松山ケンイチ 堀北真希 角替和枝 

（２００３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 

３月１日（土） 

【宮沢賢治原作アニメーションシリーズ】 

「注文の多い料理店」          (23分) 

３月２日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 42話 「ノンマルトの使者」      

第 43話 「第四惑星の悪夢」      （55分） 

３月８日（土） 

【うごく絵本シリーズ チルビー イチゴ】 

「あしなが」「はなさかうさぎのポッポ」「ぼくとク

ッキーさよならまたね」        （27分） 

３月９日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの幸せの青いホタル」「けろけろけ

ろっぴのミツバチ大騒動」       （50分） 

３月１５日（土） 

【レオ・レオニ ５つの名作集】 

「フレデリック」「コーネリアス」「ぼくのだ！わた

しのよ！」「さかなはさかな」「スイミー」 

（28分） 

３月１６日（日） 

【天才えりちゃんきんぎょを食べた】 

（63分） 

３月２２日（土） 

【楽しいムーミン一家】 

「ムーミン谷の春」          （25分） 

３月２３日（日） 

【トムとジェリー】 

「花火はすごいぞ」「逃げてきたライオン」「素敵な

おさがり」「勝利は我に」        （28分） 

３月２９日（土） 

【サンリオ映画コレクション】 

「星のオルフェウス」          (80分) 

３月３０日（日） 

【にじいろのさかな～ゆうじょう編～】 

第１話「にじいろのさかな」 

第２話「にじいろのさかなしましをたすける！」 

(40分) 

 

※視聴は無料です。 


