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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「かごしま暦 平成二十八年」      鹿児島県神社庁 

「坂の途中の家」           角田 光代             

「ふらり旅 いい酒いい肴」      太田 和彦 

「郷田隆詩集 流光」         郷田 隆 

「商都大阪をつくった男五代友厚」   宮本 又郎         

「どうする？親の家の空き家問題」   大久保 恭子         

「アイデアいっぱい！快適のら着」   農山漁村文化協会 

 

児童書 

「よくわかる火山のしくみ」      高橋 正樹 

「ちがいはっけん図鑑」          井戸 ゆかり 

「サッカー教室 テクニック編」    名波 浩 

「タンポポの金メダル」     山本早苗 作 青井芳美 絵 

「コキンちゃんとメロンパンナ」    やなせ たかし 

乳幼児向け 

「しっぽがぴん」           おくはら ゆめ 

「なきごえバス」           えがしら みちこ 
その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
読み聞かせボランティアグループ 

あいあい会員募集中！ 
 

「あいあい」は毎月第１・３土曜日、第２金曜日に中央図

書館で絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。本に興

味のある方、絵本が好きな方、読み聞かせをしてみたい方、

一緒に活動してみませんか。未経験者・学生・男性も大歓

迎です。 

 

【応募方法】3 月 3１日(木)までに中央図書館にある「ボ

ランティア参加申込書」をご提出ください。 

※ボランティア保険加入が必要になります。ご不明な点は

中央図書館にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○県民の森 桜フェスティバル紹介(写真・ポスター展示等) 

 ３月３日(木)10:00～３月 11 日(金)16:00 

 ○フォトサークルあんぐる写真展 

 ３月 1２日(土)15:00～3 月 18 日(金)15:00 

 ○あいら写友会写真展 

3 月 19 日(土)9:00～４月２日(土)16:00 

 
※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。 
 

   

      3 月                        4 月 
日 月 火 水 木 金 土
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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  

  ※20日 祝日（春分の日）休館日  21日 振替休館日           ※28日 資料整理休館  29日 祝日（昭和の日）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） 

３月１１日(金）、４月８日(金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 ３月５日(土)、３月１９日（土） 

４月２日(土)、４月１６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/ 

 
 

 

 

 

 

ご利用ありがとうございました 
 

 平成 27 年度も最終の月となりました。図書館の一年を

振り返ってみます。「居心地のいい、知の館」として、市民

や利用者一人一人に信頼され愛される図書館になるよう、

さまざまな工夫と改革を進めてきたところです。 

 図書館行事では、４月 23 日の「ものがたりレシピをい

ただきます」でスタートし、図書館講演会、読み聞かせ講

座、年５回のふれあい講座、４つの教科の夏休み講座、11

月３日の「図書館フェスティバル」、豆本づくり講座などで

多くの方々の参加がありました。また、ボランティア活動

による定例の読み聞かせ会や職員の出前読み聞かせ会など

も、年間を通して実施されました。一方、図書館見学や体

験研修の希望が多く、幼稚園児から大学生・先生方までた

くさん参加して、市立図書館のことを理解していただきま

した。次年度も、図書館資料の充実や運営の改革を進め、

だれでも気軽に利用できる地域の「オリジナルな図書館」

として、皆さまのご来館をお待ちしています。 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２８年３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 

 

３月２日（水）・５日（土） 

【エデンの東】 

・戦後のアメリカ映画の名作の１つに数えられる作品

で、旧約聖書の中のカインとアベルの物語が原典。

兄のアロンは温厚で真面目な性格で父親に気に入ら

れているが、弟のキャルは気難しい暴れ者。父親か

らも煙たがられ、何をやってもうまくいかない彼に唯

一優しく接してくれたのがアロンの婚約者だった。                                         

（原作：ジョン・スタインベック） 

出演：ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾃﾞｨｰﾝ ｼﾞｮｰ・ｳﾞｧﾝ・ﾌﾘｰﾄ  

（195４年／アメリカ／1時間 55分／カラー／字幕） 

 

３月９日（水）・１２日（土） 

【Ｍａｙｕ - ココロの星 -】 

・２１歳の竹中まゆは、幼いころに母が卵巣がんを発

症して以来、入退院を繰り返す母に代わって父ととも

に家事をこなし、一家を支えてきた。そんなある日、

彼女は胸の脇にしこりのようなものが触れることに気

付く。医者に悪性の乳がんであると宣告されてから、

まゆと乳がんとの闘いが始まる。 

出演: 平山あや 塩谷瞬 池内博之  

（2007年／日本／2時間 3分／カラー） 

 

３月１６日（水）・１９日（土） 

【伊豆の踊子】 

・男子学生と踊り子の恋、そして別れを描いた川端康

成の名作を映画化。 

出演：田中絹代 大日向伝 小林十九二 若水絹子 

（1933年／日本／1時間 34分／モノクロ/サイレント） 

 

３月２３日（水）・２６日（土） 

【リトル・ブッダ】 

・アメリカ・シアトルに住む９歳の少年に、ある日遠方

より３人の使者が訪ねてきた。彼こそ、ブッダの生まれ

変わりであると語る使者たちにともなわれ、インドへ旅

立っていく少年。やがて、シッダールタの生涯とその

悟りが、少年を大いなる世界へと導いていく。 

出演：ｷｱﾇ･ﾘｰﾌﾞｽ ｱﾚｯｸｽ・ｳｨｰｾﾞﾝﾀﾞﾝｶﾞｰ 

（1993年／イタリア他／2時間 21分／カラー/字幕） 

 

３月３０日（水）・４月２日（土） 

【黄金の七人】 

・スイス銀行の大金庫に眠っている 7 トンもの金塊を

盗もうと企てる大泥棒たちの物語。 

出演：ﾛｯｻﾅ・ﾎﾟﾃﾞｽﾀ ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾙﾛﾜ ｶﾞｽﾄｰﾈ・ﾓｽｷﾝ 

（1965年／イタリア／1時間 26分／カラー/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 

３月５日（土） 

【うごく絵本シリーズ「チルビーイチゴ」】 

「あしなが」「はなさかうさぎのポッポ」 

「ぼくとクッキー さよならまたね」    （27分） 

 

３月６日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 7話「宇宙囚人３０３」 

第 8話「狙われた街」         （50分） 

 

３月１２日（土） 

【アニメ名作シリーズ「ピノキオ」】 

・ジェペットじいさんが心を込めて作り上げた木の人

形「ピノキオ」。妖精はピノキオを、自由に動き回り、

話すことができるようにしました。本当の子どもにな

るためには、勇気を持ち、正直で優しくなければなり

ませんが…。           （1時間 14分） 

 

３月１３日（日） 

【スプーンおばさん】 

「おお忙しエプロンご亭主」「かえってきた宝のつ

ぼ」「ぶくぶく船あそび」        （30分） 

 

３月１９日（土） 

【スプーンおばさん】 

「もてもてダンスパーティ」「売られたトンガル」 

「えりまきになったミッケル」      (30分) 

 

３月２０日（日） 

 

祝日休館日のため、親子映画会はお休みします。 

 

３月２６日（土） 

【アニメ世界名作劇場 赤毛のアン】 

 （30分） 

３月２７日（日） 

【アニメ名作シリーズ グリム名作童話集】 

「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） 

   

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 


