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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「さよなら、ニルヴァーナ」      窪 美澄 

「マインド」              今野 敏 

「独裁者は 30 日で生まれた」        Ｈ・Ａ・ターナー・ジュニア 

「謎解き錯視傑作 135 選」      ジャンニ・Ａ・サルコーネ 

「お坊さんに学ぶ こころが調う食の作法」    星覚 

児童書 

「魔使いの復讐」                ジョゼフ・ディレイニー 

「ともだちになろう」              ミース・ファン・ハウト 

「シイラですが・・・」               ナオココナッツ 

「マザー・テレサのいる動物病院」    キム・ハウン 
その他、新着資料が入っています。 
 

《夏のおはなし会 募集のお知らせ》 
○日 時：８月 22 日(土)午後２時～３時 

○場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

○対 象：小学生および保護者 

※小学生未満のお子様の入室はご遠慮ください。 

○募集定員：１１０名（先着順） 

○申込期間：７月 22 日(水)～定員になり次第終了 

○申込方法：中央図書館に申込用紙を提出（来館のみ） 

○内 容：平和や戦後７０年をテーマにした絵本の

読み聞かせやブラックパネルシアター等 

※予定は変更になる場合もあります。 
※詳しい内容は７月配布予定のチラシをご覧ください。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○若葉会水墨画作品展 

７月２日(木)13:00～７月 16 日(木)15:00 

○１マイル写真展「波涛を越えて」 

７月 18 日(土)10:00～７月 25 日(土)12:00 

○西姶良書道教室展 

7 月 26 日(日)12:00～8 月 2 日(日)15:00 
※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》 
 

桜島・霧島の火山活動 
 

○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）  
 ※募集は終了しています。 

※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。 

 

《夏休み図書館講座のお知らせ》 

 

日 時 講座名 講師名 

７月 11 日（土）

９:00～12:00 

読書感想文チャレンジ

講座 

学校教育課指導主事 

中村 太一 

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～ 

市立図書館館長 

平澤 光德 

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！ 

社会教育課文化財係 

深野 信之 

７月 25 日（土）

9:30～12:00 

吹き矢で科学 

～ものを動かす力～ 

龍門小学校教諭 

川口 啓史 

○場 所：中央図書館 １階 研修室または創作室 
※募集は終了しています。 

 

 
 

   

       ７月                        ８月 
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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 ※ 20日 祝日開館日(海の日） 21日 振替休館日        ※ 27日 資料整理休館日 

※ 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） 

７月１０日(金）、８月１４日(金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会  ７月４日(土)、７月１８日(土) 

８月１日(土)、８月１５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 

『ブッククリニック』開業中！ 
 

中央図書館では、本の装丁・修理のボランティ

アグループ「はなみずき」の皆さんが活躍してい

ます。新着本の表紙のコーティングや破れたり傷

んだりした本を補修修繕するのが主な活動です。 

会員は９名で、毎月第１・第２木曜日の午後から

約３時間、平均３５冊の修理と装丁に取り組んで

います。頼りになる縁の下のサポーターです。 

 

居心地のいい、知の館 
～館長の「図書館あれコレ」～ 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２７年７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 

 

７月１日（水） 

【ラスト・サムライ】 

・明治維新直後の日本、西洋化を目指す中にあっ

て、最後まで武士としての誇りを捨てず、侍であろうと

した男たちがいた―。 

出演： トム・クルーズ 渡辺謙 真田広之 

（2003年／アメリカ／2時間 34分／カラー／字幕） 

 

７月８日（水）・１１日（土） 

【蝉しぐれ】 

・江戸時代末期、海坂藩。１５歳の牧文四朗は、仲の

良い友人と共に剣術と学問に励んでいた。ある日、

殿の世継ぎにまつわる藩内の争いに巻き込まれた父

が謀反の罪に問われ、切腹を言い渡される…。 

出演： 市川染五郎 木村佳乃 今田耕司 

（2005年／日本／2時間 11分／カラー） 

 

７月１５日（水）・１８日（土） 

【西部の星空の下で/テキサス・ムーン（２本立て）】 

・旱魃のせいで南西部は深刻な水不足。ロイは皆を

救うため悪徳水利会社のダムを解放する。町の人々

はロイを選挙に出馬させ、アイディアたっぷりの選挙

運動を展開する。(西部の星空の下で) 

・牛飼い達の牧場と、羊飼い達の牧場。犬猿の仲の

牧場を仲直りさせる為、ロイがやってきた。牧羊場の

相続者ジルも争いをやめたいのだが、老人達の説得

は難しい。さらに羊が殺害され…。(テキサス･ムーン) 

出演： ロイ・ロジャース スマイリー・バーネット  

（1938年／アメリカ／１時間 53分／モノクロ／字幕） 

 

７月２２日（水）・２５日（土） 

【素晴らしき哉、人生！ 上】 

・ジョージという男は、いつも何処かでツキに見放され

る運命にあった。ある日、大金を失った彼は、自殺を

図る。ところが、彼より先に一人の男が河に身を投げ

て救けてくれと叫んだ。慌てて助けたジョージに、男

は、自分は見習い天使だと告げるが…。 

出演： ジェームス・スチュアート ドナ・リード 

（1946年／アメリカ／１時間 4分／モノクロ／字幕） 

 

７月２９日（水）・８月１日（土） 

【素晴らしき哉、人生！ 下】 

・上記の続編 

（1946年／アメリカ／１時間 6分／モノクロ／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 

７月４日（土） 

 

 

７月５日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「人形アニメ・キティとミミィの あたらしいかさ」 

「けろけろけろっぴの ぼくたちのたからもの」 

「バッドばつ丸の オレは優等生」    （55分） 

 

７月１１日（土） 

【エリック・カールコレクション】 

「はらぺこあおむし」「だんまりこおろぎ」 

「パパ、お月さまとって！」「ごちゃまぜカメレオ

ン」「うたがみえる、きこえるよ」    (33分) 

 

７月１２日（日） 

【トムとジェリー】 

「メリークリスマス」「トラになったトム」 

「恋ははかなく」「命の恩人」      （30分） 

 

７月１８日（土） 

【トムとジェリー】 

「台所戦争」「仲良し同盟」「なかよし」 

「トムのガールフレンド」       （30分） 

 

７月１９日（日） 

【グリム名作童話集】 

「おおかみと老犬ズルタン」「王様と 100匹のうさ

ぎ」「ヘンゼルとグレーテル」      （35分） 

 

７月２５日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「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） 

７月２６日（日） 

【野生のさけび】 

「王子の座」「みかづきとタヌキ」    （49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。 

7 月 4 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。 

…… 


