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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「ジョン・マン ５」         山本 一力 

「新しいキャンプの教科書」     STEP CAMP 

「鼻のせいかもしれません」        黄川田 徹 

「高齢者が喜ぶ!壁面かざり 12 か月」  高野 龍昭 

児童書 

「おさかないっぱい」            増田 純子 

「左手がなくてもぼくは負けない！」 高橋 うらら 

「人類の誕生と大移動」            イアン・タターソル 

「１３歳の少女が見た沖縄戦」      安田 未知子 
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》 

○「原爆と人間展」パネル展示 

８月７日(金)18:00～８月９日(日)16:00 

○カラーテラピー展 

８月 11 日(火)9:00～８月 21 日(金)17:00 

○あいら写友会写真展示 

８月 22 日(土)11:30～９月４日(金)16:30 
※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。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

○日 時：８月 22 日(土)午後２時～午後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。 

○託 児：歩行できる１歳以上～未就学児(定員あり) 

○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 

読み聞かせや朗読、ブックトーク等 

※予定は変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『火花』     『流』 

又吉直樹著   東山彰良著 
 

※貸出中の本は予約できます。 

※芥川賞受賞作『スクラップ・アンド・ビルド』（羽田圭

介著）は、文藝春秋より８月上旬刊行予定です。 

 

   

       ８月                        ９月 
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
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23/30 24/31 25 26 27 28 29  

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  

 ※ 27日 資料整理休館日                   ※ 22日 祝日休館日（国民の休日）  24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） 

８月７日(金）、９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  ８月１日(土)、８月１５日(土) 

９月５日(土)、９月１９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 

頑張れ受験生！ 

「一人学習」で能率アップ～ 
 

夏休みには、たくさんの小中高生が図書館を利

用します。本を借りるだけでなく、宿題や受験勉

強をするためです。行事等のない時に解放されて

いる研修室で、どの人も真剣に問題集やプリント

問題に取り組んでいます。ここでは、「一人学習」

が守られ、学習しやすい環境が保たれています。

受験生の皆さん！夏を克服して・・・。 

 

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８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 

 

８月１日（土） 

【素晴らしき哉、人生！ 下】 

大金を失い、自殺しようとしたジョージ。その直前に

彼が救けた男は、自分は見習い天使だと告げた。 

出演：ジェームス・リチャード ドナ・リード 

（1946年／アメリカ／１時間 6分／モノクロ／字幕） 

 

８月５日（水）・８月８日（土） 

【逃亡者】 

・妻殺しの汚名を着せられた医師リチャード・キ

ンブルは護送中の事故に便乗して脱走する。連邦

捜査官ジェラードの執拗な追跡をかわしながら、

無実の罪を晴らすため奔走する。 

出演：ハリソン・フォード トミー・リー・ジョ

ーンズ 

（1993年／アメリカ／2時間 11分／カラー／字幕） 

 

８月１２日（水）・１５日（土） 

【スキヤキ 日曜日】（２本立て） 

・幼なじみでライバル同士の明と武。それは、ヤクザ

になった今も変わらない。だが組織は、明に武の始

末を命じる。（スキヤキ） 

・日曜日の朝。この日は殺し屋の茂が妻と一緒に出

て行ってしまった娘に会える日。だが外では茂の部

屋を不気味に見つめる妖しい陰が…。（日曜日） 

出演：石川謙 渡邊剛 野田美弘 

（2005年／日本／1時間 22分／カラー） 
 

 

８月１９日（水） 

【樺太 1945年夏 氷雪の門】 

・終戦間際の 1945 年夏、樺太の西海岸に位置する

真岡町もソ連軍の侵攻に脅かされようとしていた。真

岡郵便電信局の女性電話交換手 9人の最期を描く。 

出演：仁木てるみ 藤田弓子 岡田可愛 

（1974年／日本／１時間 59分／カラー） 

 

８月２６日（水）・８月２９日（土） 

【少林サッカー】 

・鋼鉄の脚の持ち主シンは、少林拳を広めるために

サッカーをはじめる。仲間たちとチームを組んで勝

ち進み、宿敵デビルチームに戦いを挑む! 前人未踏

で空前絶後な超ド級サッカーエンタテインメント。 

出演：チャウ・シンチー ラム・チーチョン 

（2002年／中国／１時間 49分／カラー／吹替） 

《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 

８月１日（土） 

【まんが偉人伝】 

「コロンブス」「一休」         （22分） 

 

８月２日（日） 

【忍たま乱太郎 忍術学園全員出動！の段】 

                （1時間 18分） 

８月８日（土） 

【夏服の少女たち】 

広島に原爆が落ちた日のはなし。    (30分) 

 

８月９日（日） 

【トムとジェリー ワイルドスピード】 

   （1時間 15分） 

 

８月１５日（土） 

【星の王子さま】  

       （30分） 

 

８月１６日（日） 

【ぼくがおじいちゃんで おじいちゃんがぼくで】 

      （32分） 

 

８月２２日（土） 

 

 

 

８月２３日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キキとララのパパとママにあいたい」「マイメロ

ディーのおおかみさんにきをつけて」「けろけろけ

ろっぴのびっくり！おばけやしき」   （60分） 

 

８月２９日（土） 

【アニメ名作シリーズ】 

「おおかみと七ひきの子やぎ」「がちょう番の娘」 

「いばら姫」             （35分） 

 

８月３０日（日） 

【虹色ほたる～永遠の夏休み～】 

少年ユウタのタイムスリップファンタジー。 

（1時間 45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。 

※7/29（水）の再上映 

図書館行事のため、映画はお休みです。 

８月２２日（土）は、

図書館行事のため、 

再上映はありません 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%B2%A1%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%B2%A1%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%B2%A1%E7%94%BA

