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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「薩摩島津氏」            新名 一仁 

「９６歳いまがいちばん幸せ」       吉沢  久子 

「目の病気の最新治療 緑内障・糖尿病網膜症・白内

障・黄班変性症」           杉田  美由紀 

「有機・無農薬野菜別 土づくりと栽培テクニック」  
学研パブリッシング 

「ＤＶＤブックこれで完ぺき！野球ピッチング・守備」 
                   平井 成二 
「食育あそび大集合」 山本 和子、あさい かなえ 
「シンプルでおいしいおうちパン」   ムラヨシマ サユ キ 

 
児童書 

「おひざでだっこ」          内田  麟太郎  文  

「くだものぱっくん」         真木 文絵 文 

「食べて始まる食卓のホネ探検」    盛口 満 

「巨大地震 なぜ起こる？そのときどうする？」 

京都大学防災研究所 

「ありそうでなかった形から引ける音楽記号辞典」 

        トーオン編集部 

「絵図解 天気のなぞ」  田中 幸、結城 千代子 文 

「サクラ・タイムトラベル」      加部 鈴子 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 

 

《図書館からのお知らせ》 
○姶良公民館図書室閉室のお知らせ 

姶良公民館図書室は、平成 25 年４月１日～平成 26 年

３月 31 日まで休室していましたが、平成 26 年４月１

日(火)をもって閉室します。 

ご利用ありがとうございました。 

 

○４月館内展示 

【子ども読書の日】 

４月 23 日は｢子ども読書の日｣です。 

姶良市立図書館では、日本絵本賞や日本児童文芸家協会

賞、椋鳩十児童文学賞など、各児童文学賞を受賞した児

童書と絵本を展示します。(４／１６～５／１４予定) 

 

《貸出冊数の増冊のお知らせ》 
貸出冊数を増冊します。 

（中央図書館・加治木図書館・各公民館図書室） 

○貸出冊数増冊期間 

 ４月 23 日(水)～５月２日(金)、 

５月 ５日(月)※中央図書館のみ 

○貸出冊数 

 図書資料(本)平常５冊 → １０冊まで 

※雑誌、ＡＶ資料は平常どおり２点までです。 

  

 ４月 23 日～５月 12 日はこどもの読書週間です。ゴー

ルデンウィークのこの増冊期間に、ぜひご利用ください。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○｢波涛を越えて｣１マイル写真展 

 ４月１日(火)10:00～４月 13 日(日)18:00 

 

※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。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

４月１１日(金）、５月９日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ４月 ５日(土)、４月１９日(土) 

        ５月１７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/ 

 
 

 

 

 
 

いつもいっしょ、本といっしょ。 

２０１４・第５６回こどもの読書週間 

４／２３～５／１２ 

http://lib-aira.jp/


  平成２６年４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 

４月２日（水）５日（土） 

【惑星ソラリス】 

・科学者クリスは惑星ソラリスの観測ステーショ

ンに派遣される。しかしそこでは先に派遣された

3 人の科学者が狂気の淵をさまよっていた。そし

てクリスもそこで死んだはずの妻と出会う。 

出演：ナタリア・ボンダルチュク ドナータス・

バニオニス 

（１９７２年/ソビエト/２時間４７分／カラー） 

４月９日（水）１２日（土） 

【うなぎ】 

・小さな理髪店を営む店主，彼が本音を語れる相

手は水槽で飼う「うなぎ」だけだった。不貞をは

たらいた妻を刺殺し，人間不信となった彼の前

に，一人の女性が現れる。 

出演：役所広司  清水美砂  倍賞美津子 

（１９９９年／日本／２時間１４分／カラー） 

４月１６日（水）１９日（土） 

【綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブ名演集】 

・毒舌大爆走で大爆笑! 綾小路きみまろの最新ラ

イブ 3 会場での爆笑ネタを凝縮。 

出演：綾小路きみまろ 

（２０１３年／日本／１時間２分／カラー） 

４月２３日（水）２６日（土） 

【パリは気まぐれ】 

・修道院から抜け出した若い尼僧がパリで”モナ

リザ”と呼ばれる娼婦と知り合い、夜の女へ転身

する。フランスの 2大女優がおりなすコメディー。 

出演：ブリジット・バルドー アニー・ジラルド 

（１９７０年／フランス／１時間２６分／カラー） 

４月３０日（水） 

【黄色いリボン】 

・退役を控えたブリトリス大尉の最後の任務は，

隊長の妻と姪の護衛とインディアンの掃討作戦。

しかし，行く手をインディアンに阻まれて，砦に

戻らざるを得なくなる。                        

出演：ジョン・ウェイン ジョーン・ドルー    

ジョン・エイガー 

（１９４９年／アメリカ／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 

４月５日（土） 

【おばけ長屋】 

「あの空き家、実はおばけがでるんですよ…」 

長屋のひと部屋を空き家のままにしておきたい

人々が考えた作戦とは…。古典落語の中でもゆかい

なお話で有名な「おばけ長屋」をアニメーション化。 

                   (20分) 

４月６日（日） 

【楽しいムーミン一家】 

「魔法の帽子」            （25分） 

４月１２日（土） 

【ハム太郎のとっとこ大切！！交通ルール／ 

         １ねん１くみ １ばんワル】 

       （27分） 

４月１３日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 44話「恐怖の超猿人」 

第 45話「円盤が来た」         （55分） 

４月１９日（土） 

【とも子ちゃんとわたし】 

大寺とも子先生は歌が上手で遊びもいろいろ教え

てくれる。そんな先生が、自分がまだ小さかった頃

のお話を聞かせてくれた。わたし、とも子ちゃんの

ような先生になれるかな？ 

（20分） 

４月２０日（日） 

【宮沢賢治原作アニメーションシリーズ】 

「双子の星」 

（26分） 

４月２６日（土） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「金太郎」「おむすびころりん」    （25分） 

４月２７日（日） 

【トムとジェリー】 

「ただいまお昼寝中」「パパは強いな」「パパの教育」        

（21分） 

 

 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 


