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《今月の館内展示のご案内》 
・サムライブルーを応援しよう 

６月１２日から４年に一度の祭典、サッカーワール

ドカップが開幕します。代表選手の著書やサッカー

に関する本を展示していますので、ぜひご利用くだ

さい。 

 

・男女共同参画週間(６月２３日～２９日) 

 この期間に合わせて関連図書の展示を行います。男

女のパートナーシップについて考えてみませんか。 

 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「小麦粉なし、砂糖なし！おからマフィン」  栗辻 早重 

「タカラヅカ 100 年 100 問 100 答」 中本 千晶 

「アナフィラキシー対応と予防」     角田 和彦 

「有機化合物超入門」          船山  信次              

「基礎から学ぶ花色配色パターンＢＯＯＫ」  坂口 三重子  

「カメラがとらえた昭和巨人伝」     洋 泉 社 

「４７都道府県ケンミン性の秘密」    山下 龍夫  

「グレイ」               堂場 瞬一  

「忍者月輪」              津本 陽 

「名探偵登場！」                  筒井康隆ほか 
   

児童書 

「ぼく、みつけたよ」          あべ 弘士 

「ピヨピヨ はじめてのキャンプ」      工藤ノリコ 

「くま！くま！くまだらけ」  ルース・クラウス 作 モーリス・センダック 絵  

「海はもうひとつの宇宙」   高頭 祥八 文・絵 

「カンペキ！小学理科」      理科教育研究会 

「打てるもんなら打ってみろ！」     中村 計 

「月のふしぎえほん」  大藪 健一 文 常永 美弥 絵 

「戦場のオレンジ」     エリザベス・レアード 

「アナウンサーになろう！」       堤 江美 
 

その他、新着資料が入っています。 
 

 

《英語絵本の読み聞かせ出張講座》 
 県国際交流員による英語絵本の読み聞かせとゲーム 

で楽しく英語にふれてみませんか。 

 

○日 時 ７月１２日(土)午後 2 時～3 時 

○場 所 中央図書館１階研修室 

○対象者 ３歳～小学生程度の子ども(保護者同伴) 

○定 員 親子１２組程度(子ども２５人まで) 

○参加費 無料 

○申込期間 6 月１０日(火)午前１０時～２９日(日) 

○申込方法 電話または来館 

※定員になり次第締切とさせていただきます。 

 

 

《ふれあい講座のお知らせ》 
○日時：６月６日(金)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：「薩摩焼と姶良」 

○講師：関 一之氏 

(姶良市教育委員会社会教育課文化財係) 

※募集は終了しています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○1 マイル写真展 波涛会 

 ６月７日(土)10:00～６月２０日(金)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） 

６月１３日(金）、７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  ６月 ７日(土)、６月２１日(土) 

        ７月 ５日(土）、７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６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 

６月４日（水）・７日（土） 

【ムムー】 

・19 世紀のロシア。郊外の貴族邸に雇われた、貧

しく耳の不自由な門番ゲラーシム。彼の生きがい

は、子犬のムムーだった。洗濯女タチアーナと恋

に落ちるが、彼に情欲を抱く女主人の嫉妬で破

局。ムムーとの平穏な生活もつかの間、さらなる

不幸が彼を襲う。 

出演：リュドミーラ・マクサーコワ アンドレ

イ・マルトゥイノフ エレーナ・コーリコワ 

（1948 年/ロシア/１時間 41 分／カラー／字幕） 

 

６月１１日（水）・１４日（土） 

【手紙】 

・小さな町で長年郵便配達員をしている大森恒

一。“一度も手紙を無くした事がない”それが彼

の自負であった。ところがある日、配達するはず

の郵便物が配達バイクごと盗まれてしまう。「必

ず手紙を届ける」。恒一の捜索が始まった。 

出演：古谷一行 風吹ジュン 丸山秀美  

（2002 年／日本／１時間 46 分／カラー） 

 

６月１８日（水）・２１日（土） 

【みすヾ】 

・若き詩人中の巨星と西条八十に絶賛を受けなが

らも 26 歳で夭折した童謡詩人・金子みすヾは幻

の天才作家として語り継がれていた。しかし、死

後半世紀を経て遺稿集が発掘されたのを契機に、

その人物にも注目が…温かく優しい詩作の裏に

秘められた真実とは。 

出演：田中美里 中村嘉葎雄 永島暎子 

（２００１年／日本／１時間４５分／カラー） 

 

６月２５日（水）・２８日（土） 

【ユー・ガット・メール】 

・小さな絵本の店を経営するキャスリーンには、

同棲中の恋人フランクがいた。だが、インターネ

ットで知り合った見ず知らずの相手と交信して

いると心ときめく。二人は互いに相手のスクリー

ンネームしか知らない。ある日、すぐ近くに大型

書店チェーンが進出することになり…。 

出演：トム・ハンクス メグ・ライアン グレッ

グ・キニア 

（1998 年／アメリカ／１時間 59 分／カラー／字幕） 

《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 

６月１日（日） 

【ミッキーマウス】 

「ミッキーの大演奏会」「ミッキーの引っ越し大騒

動」「ミッキーの夢物語」「ミッキーの芝居見物」 

                 （35分） 

 

６月７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「おもちゃの大スター」「バイキングとの対決」「暴

れん坊バケット」           （30分） 

 

６月８日（日） 

【まんが日本昔話】 

「カサ売りお花」「船幽霊」「赤ん坊になったお婆さ

ん」「水神さまと虹の橋」        （50分） 

 

６月１４日（土） 

【ウルトラセブン】 

・第 46話「ダン対セブンの決闘」 

・第 47話「あなたはだぁれ？」     （50分） 

 

６月１５日（日） 

【楽しいムーミン一家】 

「浜で見つけた難破船」        （25分） 

 

６月２１日（土） 

【スプーンおばさん】 

「赤ちゃんとデート」「ルウリィの誕生日」「ミッケ

ルのさいなん」 

（30分） 

６月２２日（日） 

【シートン動物記】 

「ギザ耳うさぎ」           （23分） 

 

６月２８日（土） 

【世界名作アニメ】 

「トム・ソーヤの冒険」 

（42分） 

６月２９日（日） 

【アニメ世界名作劇場】 

「母をたずねて三千里」 

（30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。 


