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《新着資料紹介》（一部です） 
 

一般書 

「雨の狩人」              大沢 在昌 

「黄金の烏」              阿部 智里 

「悟浄出立」             万城目 学 

「春遠からじ」           北原 亞以子 

「水底の棘」             川瀬 七緒 

「離婚を考えたらこの 1 冊」     石原 豊昭ほか 

「産む、産まない、産めない」    甘糟 りり子 

「歩き続ける」            飯田 史彦 

「魂が喜ぶ生き方」          佐藤 友美 

「ＮＨＫラジオ深夜便～被爆を語り継ぐ」西橋 正泰 

 

児童書 

「ぶっぶーどらいぶ」   中川ひろたか 文 山本祐司 絵 

「イノチダモン」           荒井 良二 

「みぢかなふしぎこどもずかん」    白數 哲久 

「くまの楽器店」      安房 直子 作 こみね ゆら 絵 

「宇宙人に会いたい！」        平林   久 

「たんぽぽの目」               村岡 花子 

 

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》 
○あいら写友会写真展（あいら写友会） 

 ８月 2３日(土)９:00～９月６日(土)16:00 

○姶良カラーメイト洋画作品展（姶良カラーメイト） 

９月 19 日(金)11:30～10 月３日(金)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。 

 

 

 

 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 

 

 

 

 
  

・日 時：９月５日(金)午後１時 30 分～午後３時 30 分 

      （受付は当日の午後 1 時から） 

・場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

・講 師：吉村 繁人 氏 

     鹿児島地方法務局霧島支局 登記官  

・募 集：７０人程度 ※定員になり次第募集締切 

・問合せ：姶良市立中央図書館 

※この講座は、｢姶良市立図書館ふれあい講座｣の第３回講

座を市民に公開して行うものです。 

《平成 26年度読み聞かせ講座募集のお知らせ》 
・日 時：９月 11 日(木) 午前 10 時～12 時 

・場 所：中央図書館 １階 研修室 

・内 容：「楽しい読み聞かせのために」 

・講 師：大瀬 和代 氏 

      いちごぶんこ 主宰 
・募 集：５０人程度 ※定員になり次第募集締切 

・問合せ：姶良市立中央図書館 

 

 
★芥川賞★    ★直木賞★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※貸出中の資料は予約ができます。 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       ９月                        １０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 24 25 26 27
28 29 30  

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 31  

16日 祝日振替休館日    23日 祝日開館            14日 祝日振替休館日   23日 資料整理休館日 

25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） 

９月１２日(金）、１０月１０日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ９月６日(土)、 ９月２０日(土) 

１０月４日(土)、１０月１８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/ 

 
 

 

 

 
 

かしこい遺産相続の手続きと 

遺言書作成 

「破門」 

黒川 博行著 

「春の庭」 

柴崎 友香著 
 

《芥川賞・直木賞決定!!》 

http://lib-aira.jp/


  平成２６年９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 

９月３日（水）・９月６日（土） 

【俺たちに明日はない】 

・大不況であった１９３０年代にテキサス州ダラ

スを中心として暴れ回った，アベック銀行ギャン

グの壮絶な物語。 

出演：ウォーレン・ベイティー フェイ・ダナウェ

イ ジーン・ハックマン 

（1967 年／アメリカ／１時間 45 分／カラー） 

 

９月１０日（水）・１３日（土） 

【おくりびと】 

・東京で所属していたオーケストラが解散し，職

を失った大悟は，職を求めて実家のある山形へと

帰り，とある求人広告を見つける。それは遺体を

棺に納める「納棺師」という仕事であった。 

出演：本木雅弘 広末涼子 山崎努 

（2008 年／日本／2 時間 11 分／カラー） 

 

９月１７日（水）・２０日（土） 

【拳銃無宿】 

・流れ者のガンマンの復讐を諦めさせる信心深い

女の愛。ジョン・ウェイン主演の西部劇に美人女

優ゲイル・ラッセルを迎えてドラマ的要因の強い

作品。 

出演：ジョン・ウェイン ゲイル・ラッセル 

（1946 年／アメリカ／１時間 40 分／モノクロ） 

 

９月２４日（水）・２７日（土） 

【死者の書】 

・川本喜八郎が企画と監督を務めた人形アニメー

ション。8 世紀半ばの奈良。藤原南家の郎女（い

らつめ）は、父から送られてきた「称賛浄土教」

の写経を始めていた。春分の日、郎女は、二上山

の峰の間に日が沈む瞬間、そこに俤（おもかげ）

人の姿を見る。 

声：宮沢りえ 観世銕之丞 

（2005 年／日本／１時間 24 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 

９月６日（土） 

【スプーンおばさん】 

「モミの木に手を出すな」「女王さまもいいもんだ」 

「モナリザってすてき」        （25分） 

 

９月７日（日） 

【ぼくときどきぶた】          （25分） 

  

９月１３日（土） 

【まんが日本昔話】 

「きつねの嫁入り」「熊と狐」「うぐいす長者」 

「ミソサザイは鳥の王様」       （50分） 

 

９月１４日（日） 

【楽しいムーミン一家】 

「ニョロニョロの秘密」        （25分） 

 

９月２０日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ビーバー消ぼうたい」「ペアーでダンスを」 

「クモのさいばん」          （25分） 

 

９月２１日（日） 

【スーパーマン①】 

「生き返った古代恐竜」「ジャングルの危険なリズ

ム」「すい星博士と電磁望遠鏡」「ニセスーパーマン

との決着」 

        （33分） 

 

９月２７日（土） 

【みんなで跳んだ】           (28分) 

「大縄跳びで、矢部ちゃんをはずすのは、やっぱり

いやなんです。」運動会のクラス対抗大縄跳びで、

うまく跳べない仲間をどうしよう。いっしょに飛ぶ

のが平等？はずすのが思いやり？ 

 

９月２８日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「三びきの子ぶた」「星のコスモス」   （22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。 


