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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「世界の不思議な図書館」        アレックス・ジョンソン  

「好きなことが天職になる心理学」    中越 裕史 

「安倍官邸とテレビ」          砂川 浩慶 

「カラスの補習授業」            松原 始 

「子どものアトピー性皮膚炎正しい治療法」    江藤 隆史

「空飛ぶロボットは黒猫の夢を見るか？」  高城 剛 

「犬語レッスン帖」            井原 亮 

「バテない体をつくる登山食」      大森 義彦 

「防諜捜査」               今野 敏 

 
 

児童書 

「ライオンのこども」        ガブリエラ・シュテープラー 

「食物アレルギーのひみつ」       工藤 ケン 

「おばけのばけひめちゃん」          たかやま えいこ 

「白いイルカの浜辺」           ジル・ルイス 

「路線バスしゅっぱつ！」           鎌田 歩 

「ピヨピヨおばあちゃんのうち」         工藤 ノリコ 

「妖怪バス旅行」                       広瀬 克也 

「ヒックゴロゴロはっくしょんひめ」       グデュル 

「いちばんしあわせなおくりもの」       宮野 聡子 
 

 

その他、新着資料が入っています。 

 

《館内展示のご案内》 
一般向け 

▽知ろう！学ぼう！選挙のこと（6/5 より展示） 

▽６月生まれの作家・太宰治 

▽日本ベルギー友好 150 年 

▽父の日特集 
 

子ども向け 

▽きせつの絵本 

《夏休み図書館講座のお知らせ》 
                    ６月１５日（水）から申込み開始 

小学生のみなさんに、夏休みの宿題や自由研究に役立つ講

座を準備しました。図書館で一緒に学んでみませんか。 
 

 

日 時 講座名 対象者 募集人数 

７月 16 日（土）

午前９時～正午 

読書感想文チャレンジ

講座 

小学校３～６年

生までの親子 
15 組 

7 月 21 日（木）

午前９時 30 分～

正午 

算数の自由研究教室 

「身のまわりの算数を

さがそう！」 

小学校 4～6 年

生 
20 人 

７月 21 日（木）

午後１時 30 分～

３時 

体験学習「カードゲー

ム・お金の役割/貯金箱

を作ろう」 

小学生（1・2

年生は保護者同

伴） 
30 人 

７月 30 日（土）

午前９時 30 分～

正午 

科学実験教室 

「虹を作る 虹の見え

方と光の性質」 

小学生の親子 25 組 

・場 所：中央図書館 １階 研修室または創作室 

・申込期限：7 月 5 日(火)（申込多数の場合は抽選） 

・申 込 方 法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書

室にある申込書を提出してください。 

※希望する講座を申し込むことができます（複数可）。 

受講決定者には、ハガキで連絡します。 

※FAX の場合は中央図書館あて(FAX：0995-64-5601) 

申込用紙は姶良市各図書館にあります。ＨＰからもダウン

ロードできます。 

 

《ふれあい講座のお知らせ》 
○日 時：６月１１日(土)午後１時 30 分～３時 30 分 

○場 所：姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室 

○内 容：「選挙が変わる」 

○講 師：志學館大学教授 原 清一氏 

※募集は終了しています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○「環境の日」パネル展示 

 ６月７日(火)～６月１８日(金)午後 3 時 
※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。 

   

       ６月                        ７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 30  

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

24/31 25 26 27 28 29 30  
※ 23日 資料整理休館日                  ※18日 祝日（海の日）開館日 19日 振替休館日 

28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） 

６月１０日(金）、７月８日(金） 

  午前１１時から 中央図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会  ６月４日(土)、６月１８日(土) 

７月２日(土)、７月１６日(土) 

午後３時から 中央図書館おはなしコーナーにて 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
休館日 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２８年６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 
 

６月１日（水） 

【恋多き女】 

・結婚を誓い合ったダイアナとネヴィルだったが、ネヴ

ィルの父の猛反対で二人は引き裂かれてしまう。後

にダイアナは他の男と結婚するのだが… 

出演： グレタ・ガルボ ジョン・ギルバート 

（1928年／アメリカ／１時間 37分／ﾓﾉｸﾛ／ｻｲﾚﾝﾄ） 
 

６月８日（水） 

【サンゴレンジャー】 

・名物であるサンゴ礁を破滅する橋の建設計画をめ

ぐり、住民が対立している石垣島。そこへ、環境省の

自然保護官が赴任してくる。自他共に認める熱血漢

の彼は、島の現状を知るや「サンゴ防衛レンジャー」

の結成を宣言。サンゴ礁保護のため島を駆け回る。 

出演：青柳翔 田中圭 佐々木希 

（2012年／日本／１時間 40分／カラー） 
 

６月１５日（水）・１８日（土） 

【六月燈の三姉妹】 

・鹿児島のとあるシャッター商店街。家族で営む和菓

子店・とら屋は赤字に苦しんでいた。一家は店の再

建を懸け、地域の祭り・六月燈の夜に新作菓子を出

そうと考えるが…。笑いと涙のハートフルコメディー！ 

出演： 吹石和恵 徳永えり 吉田羊 

（2014年／日本／１時間 44分／カラー） 
 

６月２２日（水）・２５日（土） 

【植村直己物語】 

・日本人として初めてエベレストに登り、世界で初め

て五大陸最高峰登頂者となった冒険家、植村直己の

半生を再現したヒューマン・ドキュメンタリー映画。 

出演： 西田敏行 倍賞千恵子 若林豪 

（1986年／日本／2時間 20分／カラー） 
 

６月２９日（水）・７月２日（土） 

【きみに会えて】 

・時間が止まったような街、岐阜・神岡。この街のロッ

ジで働く誠は、年上の恋人・遥と楽しい時間を過ごし

ていた。そんなある日、白いワンピースにクラシックカ

メラを持っただけの女の子・亜希がやって来る。誠は

彼女に心惹かれていくが・・・。 

出演： 伊澤恵美子 小松田あこ 

（2006年／日本／46分／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 

６月４日（土） 

 

 

 

６月５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） 

 

６月１１日（土） 

 

 

 

６月１２日（日） 

【１４ひきのせんたく】 

・晴れわたったさわやかな朝、14ひきは川原でせん

たくです。シャツもパンツもシーツもパジャマも、

みんなでごしごし…。          (28分) 

 

６月１８日（土） 

【ジャングル大帝】 

「約束」                (25分) 

 

６月１９日（日） 

【おれたち、ともだち】 

・一時間 100円で『ともだちや』をはじめたキツネ。

でも、ともだちってお金で買うものなの？ （52分） 

 

６月２５日（土） 

【スプーンおばさん】 

「あめの日は傘にのって」 

「ゆびぶえをふけ！ルウリィ」      (20分) 

 

６月２６日（日） 

【スプーンおばさん】 

「あらしを行くバイキング船」 

「がんこご亭主おおあばれ」      （20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。 

6 月 4 日（土）は、講演会のため、

再上映はお休みです。 

6 月 11 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。 

講演会のため、親子映画会はお休みです。 


