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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「教育という病」           内田 良 

「育てて楽しむブドウ栽培・利用加工」 小林 和司 

「珈琲屋の人々」           池永 陽 

「発掘された日本列島 2015」     文化庁 

「12 歳までの読み聞かせが子どもの『地頭』をつくる｣ 

                   ﾗﾝﾃﾞｨ由紀子 

「明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑｣  羽島 知之 

「自殺しないための 99 の方法｣     川崎 昌平 

 

児童書 

「おかあさんのいのり」        武鹿 悦子 

「およげないさかな」          せなけいこ 

「100 年後の水を守る」        橋本 淳司 

「波のそこにも」           末吉 暁子 

「としょかんへいこう」        斉藤 洋 

「宇宙ランキング・データ大事典」   布施 哲治 
その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《図書館行事のお知らせ》 
第３回ふれあい講座 

○日 時：9 月 26 日(土) 午後 13 時 30 分(予定) 

○場 所：工場見学「九州新進」 

○講 師：株式会社九州新進 

※募集は終了しています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○姶良カラーメイト絵画展 

９月 17 日(木)９:30～９月 30 日(水)17:00 
※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 
 

《今月の館内展示のお知らせ》 
一般書 

【防災の日】災害に備えよう！ 

【工場見学】工場の秘密がわかるかも？！ 

【十五夜】美しい月を眺めてみませんか？ 

児童書 

【敬老の日】おじいちゃん、おばあちゃんありがとう。 

                など展示予定です。 

※展示内容が変更になる場合もあります。 

 
   

       ９月                        １０月 
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 ※ 24日 資料整理休館日                   ※ 13日 祝日振替休館日  22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１１日(金）、１０月９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５日(土)、  ９月１９日(土) 

１０月３日(土)、１０月１７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 

「花を咲かそう！」～奮闘記 
 

今年は梅雨の長雨で、花苗の育成が不調のよう

でした。 

図書館の花園やプランターに植えてある花の苗

は、学校等の好意で頂いたものです。梅雨明けに

急いで定植したのですが、傷んだ苗もありました。

毎日毎日の水やり。花株に絡みつくように茂った

雑草との戦い。定期的な施肥などなど。酷暑に耐

え抜いた花たちが、今も健気に咲いています。 

 

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/ 

 
 

 

 

 

 

市が作成している行政資料や姶良市関係の新聞

情報、観光パンフレットなどを集めた情報

（information）コーナーを設置しました。 

ぜひご活用ください。 

 

あい 

http://lib-aira.jp/


  平成２７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２日（水）・ ５日（土） 

【マディソン郡の橋】 

・マディソン郡に点在する屋根付きの橋を撮りにや

ってきたカメラマンは、小さな農場の主婦と出会

う。お互い運命の出会いを感じるが、彼女には夫と

2 人の子供がいる。彼についていく事を諦めた彼女

は…。 

出演： クリント・イーストウッド メリル・ストリープ  

（1995年／アメリカ／2時間 15分／カラー／字幕） 

 

９月９日（水）・１２日（土） 

【父と暮せば】 

・愛する人々を原爆で失い、一人生き残った負い目

を背負いながら暮らしていた美津江。そんな彼女の

前に、原爆の資料集めに力を注ぐ青年が現れる。惹

かれあう二人だが…。 

出演： 宮沢りえ 原田芳雄 浅野忠信 

（2004年／日本／1時間 39分／カラー） 

 

９月１６日（水）・１９日（土） 

【オペラ座の怪人】 

・19 世紀末オペラ座では、謎の怪人が住み付いてい

ると噂されていた。若手女優クリスティーヌは、楽

屋の裏から聞こえる声に導かれ、歌手として成功を

収めるが、その声の主こそオペラ座の地下水路に住

み着いた怪人エリックであった。 

出演： ロン・チャーニー メアリー・フィルプル 

（1925年／アメリカ／1時間 15分／モノクロ／ｻｲﾚﾝﾄ） 

 

９月２３日（水）・２６日（土） 

【一命】 

・江戸時代初頭、生活に困窮した浪人たちの間では

「狂言切腹」が流行。ある日、名門・井伊家の門前に切

腹を願い出る浪人・津雲半四郎が現われる。家老・斎

藤勘解由は、同様に切腹を願い出た若浪人の無様な

最期を語るが…。 

出演：市川 海老蔵，瑛太  

（2011年／日本／2時間 7分／カラー） 

 

９月３０日（水）・１０月３日（土） 

【落ちた偶像】 

・大使の息子が崇拝する執事は、妻以外の女性と愛し

合っていた。彼らの仲を妻が疑うようになるが…。                                  

出演：ラルフ・リチャードスン ミッシェル・モルガン             

（1948年／イギリス／１時間 31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 

９月５日（土） 

【チルビーレモン】 

「もったいないばあさん」「きいちゃんとゆきだる

まちゃん」「うさぎくんのぼうし」    （20分） 

 

９月６日（日） 

【世界名作劇場 ピーターパンの冒険】 

    （30分） 

 

９月１２日（土） 

【猫の事務所】 

・宮沢賢治アニメシリーズ        (22分) 

 

９月１３日（日） 

【サンリオ映画コレクション チリンの鈴】 

     （46分） 

 

９月１９日（土） 

【ポパイ】 

「プリンセスオリーブの舞踏会」「タクシー乗り場」

「ポパイを大統領に」「ポパイの裁判」 （26分） 

 

９月２０日（日） 

【トムとジェリー アカデミー・コレクション】 

「勝利は我に」「ネズミとり必勝法」「ただいまお昼

寝中」「ピアノ・コンサート」「台所戦争」 

「パーティ荒し」「ワルツの王様」    （52分） 

 

９月２６日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「八つ化け頭巾」「クラゲの骨なし」 

「座敷童子
わ ら し

」「ナマズの使い」 

                   （50分） 

９月２７日（日） 

【ポパイ】 

「ユウレイ騒動」「オリーブは気まぐれ」 

「いたずら野ねずみくん」「お客様募集中！」 

「ポパイはチャンピオン」       （33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。 


