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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「島津戦記 ２」            岡村 賢二 

「たましいのふたりごと」        川上 未映子 

「何が起きても命を守る防災減災 BOOK」ゆ う ゆ う 編 集 部 

「厳選「本格焼酎」手帖」        出倉 弘子 

「損しないのはどっち？」        平林 亮子 

「18 歳選挙権で政治はどう変わるか」   飯田 泰士 

 

児童書 

「大村智ものがたり」          馬場 錬成 

「目でみる１ m m
ミリメートル

の図鑑」         こどもくらぶ 

「あたらしいわたしの探し方」      あんびる やすこ 

「キャベツくんのおしゃべり」       長 新太 

「ちょんまげとんだ」          中尾 昌稔 
その他、新着資料が入っています。 
 

《加治木図書館休館のお知らせ》 
加治木図書館は、特別整理のため下記の期間中休館い

たします。 
 

休館期間  １月 26 日(火)から２月３日(水)まで 

※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。 
 

 

 

 

  

 

第１５４回 芥川賞・直木賞 
 

 *芥川賞*（受賞作は近日刊行予定） 
 

「死んでいない者」 

滝口悠生/著 

 

 

「異類婚姻譚」（群像 2015 年 11 月号掲載） 

  本谷有希子/著 

 

 

 

 

*直木賞* 
  

「つまをめとらば」（文藝春秋） 

青山文平/著 
 

※貸出中の資料は予約ができます。 

 
 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○若葉会水墨画展 

 ２月４日(木)13:00～２月 18 日(木)15:00 

 ○青梅会絵手紙展 

 2 月 19 日(金)9:00～3 月 2 日(水)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。 
 

   

      ２月                        ３月 
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  

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 31  

  ※11日 祝日（建国記念の日）開館日  25日 資料整理休館     ※20日 祝日（春分の日）休館日  21日 振替休館日 

24日 資料整理休館 

 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月１２日(金）、３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 ２月６日(土)、２月２０日（土） 

３月５日(土)、３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 

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/ 

 
 

 

 

 

 

～ボランティアグループ「あいあい」～ 
 

毎月第 2 金曜日の 11 時頃になると、ホール左の研修

室に赤ちゃん(１歳～３歳くらい)を連れたお母さんたち

が入っていく姿が見られます。後ろの床にはブルーのス

ポンジシートが置かれ、正面にテーブル、まわりにはい

ろいろな絵本が並べられて、“読み聞かせ小劇場”がセッ

トされています。時間がくると、ニコニコ笑顔の「あい

あい」の方々が、手遊び歌で赤ちゃんたちを惹きつけ、

絵本や紙芝居など、親子で楽しめるメニューを次々に出

して盛り上げていきます。いい本への誘
いざな

いは、幼い頃か

らゆっくり時間をかけてやりましょう。 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２８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３日（水）・６日（土） 

【理由なき反抗】 

・17 歳のジムは両親と断絶状態。非行に走って警察

に保護されジュディやプレトーと知り合う。非行グルー

プから喧嘩を売られ、崖に向かって車を走らせるゲ

ームをするが…。 

出演：ジェームズ・ディーン ナタリー・ウッド  

（1955年／アメリカ／1時間 51分／カラー／字幕） 

 

 

２月１０日（水）・１３日（土） 

【美女と野獣】 

・ファンタジーの傑作「美女と野獣」を、原作小説を元

に実写映画化。薔薇を盗み命を差し出せと言われた

父の身代わりにとらわれた美しい娘ベル。野獣が犯し

た罪とは？真実の愛が、隠された秘密を解き明かし

ていく。 

出演: レア・セドゥ ヴァンサン・カッセル  

（2014年／仏独合作／1時間 53分／カラー/字幕） 

 

 

２月１７日（水）・２０日（土） 

【心をむすぶ愛のハーネス】 

・中学時代に失明した小百合は、盲導犬カンナと出

会い 5ｋｍのロードレースに挑戦。多くの人々に勇気

と感動を与えた実話の映画化。 

出演：太宰由美子 川谷拓三 

（1993年／日本／55分／カラー） 

 

 

２月２４日（水）・２７日（土） 

【かあちゃん】 

・天保末期。江戸下層階級の暮らしは困窮してい

た。泥棒、勇吉は、一家総出で働いて、お金を貯

め込んでいるという噂のおかつの家に侵入する。

しかしその金は、長男・市太の仕事仲間で、盗み

を働いたために牢屋に入れられている源さんが、

牢から出てきた時のためのものだった。そのまま

おかつの元で暮らすことになった勇吉は、人間を

心底愛するおかつの気持ちに触れる。 

出演：野川由美子 嘉島典俊 織本順吉 

（2000年／日本／1時間／カラー） 

 

《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６日（土） 

【トムとジェリー】 

「ジェリー街へ行く」「あべこべ物語」「お掃除はこ

うするの」「西部の伊達ねずみ」     （30分） 

 

２月７日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 5話「消された時間」 

第 6話「ダーク・ゾーン」       （50分） 

 

２月１３日（土） 

【ペンギン物語 きらきら石のゆくえ】 

シャイなヒュービーは憧れのマリーナに求婚の石

を渡す勇気がない。しかも石を奪おうとするペンギ

ン、ドレイクがヒービューを襲いにやってきた。が

んばれヒュービー！          （74分） 

 

２月１４日（日） 

【天才えりちゃん金魚を食べた】 

                    （63分） 

 

２月２０日（土） 

【スプーンおばさん】 

「虹のすべりだい」「がらくた自動車レース」 

「パーティは大さわぎ」         (25分) 

  

２月２１日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのサーカスがやってきた」 

「けろけろけろっぴの友だちは魔法使い」          

（50分） 

 

２月２７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「らくがきにご用心」「ねらわれた魔法のスプーン」

「ひとりぼっちじゃつまらない」    （25分） 

  

２月２８日（日） 

【銀河鉄道の夜】 

                    （48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。 


