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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「界」                  藤沢 周 

「48 歳からの LINE 入門」     リブロワークス 

「ハトはなぜ首を振って歩くのか」     藤田祐樹 

「日本一短い手紙『花』」        丸岡文化財団 

「わが母最後のたたかい 介護 3000 日の真実」   相田 洋 
 

児童書 

「ヒロシマ 8 月 6 日、少年の見た空」  井上こみち 

「よくわかる自衛隊」           志方 俊之 

「命を救われた捨て犬夢之丞」      今西 乃子 

「さんかんびにおめでとう！」    くすのきしげのり  

「もりのホテル」         ふくざわ ゆみこ 
 

 

その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあい講座のお知らせ》 
○日 時：６月６日(土)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：「与謝野鉄幹と性應寺」 

○講 師：安滿 良明氏(性應寺 21 代住職) 

※募集は終了しています。 
 

《夏休み図書館講座のお知らせ》 
小学生・中学生のみなさんに、夏休みの宿題や自由研究に

役立つ講座を準備しました。図書館で一緒に学んでみませ

んか。 

 

日 時 講座名 対象者 募集人数 

７月 11 日（土）

９:00～12:00 

読書感想文チャレンジ

講座 
小学生の親子 25 組 

7 月 22 日（水）

９:00～12:00 

おもしろ算数教室 

～数のなぞをさぐれ～ 

小学校 4～6 年

生 
25 人 

７月 22 日（水）

13:30～15:30 

郷土の英雄・島津義弘

公について調べよう！ 

小学校5年生～

中学校 3 年生 
30 人 

７月 25 日（土）

9:30～12:00 

吹き矢で科学 

～ものを動かす力～ 
小学生の親子 25 組 

・場 所：中央図書館 １階 研修室または創作室 

・申込期限：６月 25 日(木)（申込多数の場合は抽選） 

・申 込 方 法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書

室にある申込書を提出してください。 

※希望する講座を申し込むことができます（複数可）。 

受講決定者には、ハガキで連絡します。 

※FAX の場合は中央図書館あて(FAX：0995-64-5601) 

申込用紙は姶良市各図書館にあります。ＨＰからもダウン

ロードできます。 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 

 
 

○日 時：7 月 4 日(土)午後 1 時 30 分～３時３０分 

○場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

○講 師：井村 隆介氏（鹿児島大学准教授）  

 ○定 員：60 名程度（定員になり次第締切） 

 ○申込方法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書

室にある申込書を提出してください。 

※FAX の場合は中央図書館あて(FAX：0995-64-5601) 

 

申込用紙は姶良市各図書館にあります。ＨＰからもダウン

ロードできます。 
※この講座は、「姶良市立図書館ふれあい講座」の第２回講座を市

民に公開して行うものです。 
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※ 25日 資料整理休館日                  ※20日 祝日開館日(海の日） 21日 振替休館日 

                                             23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） 

６月１２日(金）、７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  ６月６日(土)、６月２０日(土) 

７月４日(土)、７月１８日(土) 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
休館日 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

図書館は「人を、いい人にする」 

不思議なところです 
 

中央図書館のトイレの洗面台には、手洗いで飛び散

った水を拭き取るために、タオルを置いています。

最近、男子トイレでも拭いてくださる方が多くなり

ました。いつも一輪の花が飾ってあって、きれいで

清潔な空間をみなさんが作ってくださいます。 

 

居心地のいい、知の館 
～館長の「図書館あれコレ」～ 

桜島・霧島の火山活動 

http://lib-aira.jp/


  平成２７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３日（水） 

【マタ・ハリ】 

・第 1次世界大戦下のパリ。人気のダンサーは、実は

連合国軍の女スパイだった。しかし、秘密文書を手に

入れるために近づいたロシアの将校と、彼女は燃え

るような恋におちてしまう…。 

出演：グレタ・ガルボ レイモン・ナバロ 

（1932年／アメリカ／1時間 30分／モノクロ／字幕） 

 

６月１０日（水）・１３日（土） 

【マリリン・モンロー 最後の告白】 

・セックスシンボルとして光輝く成功の裏に潜む、苦

悩に満ちた生涯と心の闇。マリリン本人の声が生々し

く残された録音テープから、赤裸々な真実と死の真

相が浮かび上がる。 

出演：マリリン・モンロー ジョー・ディマジオ 

（2008年／フランス／1時間 33分／モノクロ・カラー） 

 

６月１７日（水）・２０日（土） 

【泥棒と殿様】 

・家中の権力争いに巻き込まれ、国許のあばら家に

幽閉された若殿。真面目に働きながらも過酷な人生

に押し流され泥棒に身を落とした中年の男。二人の

男が奇妙な縁で、共同生活を始める。 

出演：火野正平 夏八木勲 

（2000年／日本／1時間／カラー） 

 

６月２４日（水）・２７日（土） 

【お気に召すまま】 

・若き青年オーランドは、前公爵の娘ロザリンドに恋を

する。現公爵により追放されたロザリンドは男装して

森に隠れる。オーランドは男装したロザリンドに再会

するが…。シェークスピアの喜劇を映画化。 

出演：エリザベート・ベルクナー ローレンス･オリヴィ

エ 

（1932年／イギリス／1時間 37分／モノクロ） 

《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６日（土） 

 

  

 

６月７日（日） 

【アンデルセン名作童話】 

「にんぎょ姫」「小クラウス大クラウス」 

「ナイチンゲールと皇帝」 

(35分) 

 

６月１３日（土） 

【世界名作アニメ】 

「三人の騎士」             (72分) 

 

６月１４日（日） 

【トムとジェリー】 

「星空の音楽会」「恋のとりこ」「いたずらきつつき」

「お化け騒動」             

（30分） 

 

６月２０日（土） 

【チルビー メロン】 

「そのつもり」「駅のおかあちゃん」 

「リュックのおしごと」 

                   （22分） 

 

６月２１日（日） 

【ウルトラセブン】 

「第３話 湖のひみつ」 

「第４話 マックス号応答せよ」 

                   (50分) 

６月２７日（土） 

【とおるといくえの昔ばなし】 

「こぶとりじいさん」「ものぐさ太郎」       

(25分) 

 

６月２８日（日） 

【トムとジェリー】 

「ショックで直せ」「共同作戦」「ジェリーと金魚」

「玉つきゲームは楽しいね」       

（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。 

6 月 6 日（土）は、ふれあい講座

のため、再上映はお休みです。 ふれあい講座のため、親子映画会はお休みです。 


