
                                Ｖｏｌ．Ｈ２６－１１ 

発行所  姶良市立中央図書館 
                                       平成２7 年 ２月号 

０９９５－６４－５６００ 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「父・マッサンの遺言」       竹鶴 孝太郎 

「うれしいおくりもの」       杉浦 さやか 

「何が困るかって」         坂木 司  

「リハビリ患者を支える人のための本」 岡崎 あや 

 

児童書 

「かっぱぬま」           武田 美穂 

「てぶくろのふたご」        二宮 由紀子 
「ぼくとお父さん」          清水 千恵 

その他、新着資料が入っています。 

 

《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 26 日(月)～２月３日(火) 
※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 
【バレンタインデー関連 展示】 

あま～いお話を集めています。 

【ちょっぴり辛い本 展示】 

世の中甘い話ばかりじゃない…？ 

【税金とお金関連 展示】  

確定申告の準備はお済ですか？ 

【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。 

《ふれあいプラザ展示のお知らせ》 

○若葉会水墨画作品展 

 ２月５日(木)12:00～２月 19 日(木)15:00 

○県民の森 桜フェスティバル 

 ２月２１日(土)10:00～３月６日(金)16:00 

※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

第１５０回芥川賞・直木賞受賞作 
 

 *芥川賞* 

「九年前の祈り」 

小野正嗣（講談社） 

 

 

 *直木賞* 

 「サラバ！」 

           西加奈子（小学館） 
 

 

※貸出中の資料は予約ができます。 

 
 

 
 

ふれあいプラザ（展示コーナー）は、市民活動や生涯学習

に関する各種団体の展示に、無料で提供しています。 
 

利用申込について 

展示開始月の２か月前から申込みを受付けます。 

例）４月 15 日からの展示は、２月１日から予約可能 

①仮予約(中央図書館に来館もしくは電話)→②本予約『施

設利用申請書』を中央図書館に提出(申請書は窓口にあ

ります。展示開始日の１か月前までに提出してくださ

い。提出がない場合予約の取消しとなります。)許可証

を渡します。③展示開始(許可証をお持ちください) 
  

展示期間について 

１５日以内（準備、片付けを含む） 

※ただし、突発的な図書館行事や市のイベントがあるとき

は、日程の調整をお願いする場合があります。 

ご了承ください。 
利用上の注意 

営利を目的としている場合は利用できません。仮予約のと

きに展示内容を確認させていただきます。 

   ※詳しくは職員までご相談ください。 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 
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日 月 火 水 木 金 土
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※11日 祝日開館日（建国記念の日）                  ※21日 春分の日 

26日 資料整理休館日                                     26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） 

２月１３日(金）、３月１３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７日(土)、 ２月２１日(土) 

３月７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/ 

 
 

 

 

 
 

ふれあいプラザ（展示）利用について 

http://lib-aira.jp/


  平成２７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４日（水）・７日（土） 

【そして父になる】 

・ある日産院からの電話で、６歳になる息子が取り違

えられた他人の子だと判明した野々宮良多。戸惑い

ながらも相手方の家族と交流を始める。過去の取り違

え事件では 100％血のつながりをとるというが、育て

た子を手放すことに苦しむ。早い方がいいという良多

の意見で“交換”が決まるが、そこから良多の本当の

“父”としての葛藤が始まる。 

出演：福山雅治 尾野真千子 真木よう子  

（2013年／日本／2時間 1分／カラー） 

 

２月１１日（水）・１４日（土） 

【いつか読書する日】 

・１人の男性を３０数年間想い続けている独身女性、

大場美奈子。想い人、高梨塊多とはかつてあることが

きっかけで疎遠になったが、それからも気持ちは変わ

っていない。ある日、美奈子が自分の気持ちを匿名

で綴ったハガキをラジオで読まれ、それを偶然、末期

がんに侵されていた高梨の妻に聞かれてしまう。 

出演：田中裕子 岸辺一徳 仁科亜希子 香川照之  

（2004年／日本／2時間 7分／カラー） 

 

２月１８日（水）・２１日（土） 

【大河のうた】 

・ビフティブシャーン・バナールジの小説『パテル・パ

ンチャリ』の三部作構成の第二部。新天地べレスナ

で、オプー一家は苦しい生活をしていた。オプーは

念願の大学へ受かり、憧れのカルカッタへと旅立つ。 

出演： ピナキ・セン・グプト スマラン・ゴジャール 

（1956年／インド／1時間 44分／モノクロ／字幕） 

 

２月２５日（水）・２８日（土） 

【パーフェクト・ワールド】 

・両親の愛を知らない囚人ブッチ・ヘインズは、刑務

所を脱走し、少年を人質にして逃避行を続けていく。

そのうちに彼は、少年が自分と同じ環境で育ったこと

を知り…。 

出演：ケヴィン・コスナー クリント・イーストウッド  

（1993年／アメリカ／2時間 18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 

２月１日（日） 

【世界名作アニメ】 

「若草物語」「不思議の国のアリス」   （44分） 

 

２月７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「気まま名馬チャールズ」「へんそうひつじ番」 

「ゴローニャのラブストーリー」    （25分） 

 

２月８日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのやっぱりママがすき」 

「けろけろけろっぴの空をとべたら」  （60分） 

 

２月１４日（土） 

【おまえうまそうだな】 

・肉食恐竜ティラノサウルスのハートは、ある日落

ちていたたまごを見つける。中から生まれた草食恐

竜アンキロサウルスの赤ちゃんは、「おまえうまそ

うだな」というハートの声に、自分の名前がウマソ

ウで、ハートがお父さんだと思い込んでしまい…。 

                                      （89分） 

２月１５日（日） 

【新美南吉傑作童話集】 

「ごん狐」「手袋を買いに」 

「でんでんむしのかなしみ」「おじいさんのランプ」 

      （51分） 

２月２１日（土） 

【アニメ】 

「みにくいアヒルの子」「赤い靴」    （24分） 

 

２月２２日（日） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「したきりすずめ」「ちから太郎」   （25分） 

 

２月２８日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ご亭主のにがてにんじん」「森の王子コンテスト」 

「チップは森の王子さま」       （25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。 


