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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「尻尾と心臓」             伊井 直行 

「主夫のトモロー」           朱川 湊人 

「断言しよう、人生は変えられるのだ。」ジョン キム 

「鈍行最終気まぐれ列車」        種村 直樹 

「家族という病 ２」          下重 暁子 

「京都鉄道博物館を攻略」   鉄道ジャーナル編集部 

児童書 

「保健室の恋バナ＋α」         金子 由美子 

「「悩み部」の焦燥とその暗躍。」    麻希 一樹 

「すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録」 講談社 

「むしこぶみつけた」             新開 孝 

「ぬけすずめ」    nakaban 絵 桃月庵白酒 文 

「おのまとぺの本」           だん きょうこ 
その他、新着資料が入っています。 

 

《平成２８年度 課題図書のお知らせ》 
 もうすぐ夏休み！ 

各コンクールの課題図書が決定しました。 

展示コーナーを設け、以下の課題図書の貸出を行っており

ます。どうぞ、ご活用ください！！ 

 

椋鳩十読書感想文コンクール 

青少年読書感想文全国コンクール 

西日本読書感想画コンクール 
 

 

※ 課題図書は、２冊までの貸出となります。 

※ 夏休みの間たくさんの方が利用されます。返却期限を

お守りください。 

 

７月は、 ○夏休み宿題・自由研究 

      ○芥川賞・直木賞候補作品  

○ひんやりデザートはいかが 

○新聞の読み方・楽しみ方 

○男女共同参画週間 

等の展示コーナーを設け、お勧めの本を紹介してます！ 

 

 

 

 

雑誌スポンサー制度とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

☆募集期間：随時受付 

☆スポンサー対象：法人、その他の団体、事業主 

☆提供雑誌：図書館が作成している「雑誌リスト」か

ら提供する雑誌を選定していただきます。 

☆提供期間：４月１日～翌年３月３１日までの１年間 

※ 年度途中の申し込みは、翌月から３月３１日ま 

  でとなります。 

※ 解約の意思がない場合は、自動更新します。 

☆支払方法：スポンサーが、図書館の指定する書店に

年間購読料を前納します。 

 

ー その他、詳細についてはお尋ねください。― 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○１マイル写真展「波涛を越えて」 

７月２日(土)～７月 1０日(日) 

○池添史朗水墨画作品展 

７月２０日(水)10:00～８月３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。 

 

 

 

   

       ７月                        ８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

24/31 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 25 26 27
28 29 30 31  

 ※ 18日 祝日(海の日）祝日開館日 19日 振替休館日        ※ 11日 祝日（山の日）休館日 25日 資料整理休館日 

※ 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） 

７月８日(金）、８月１２日(金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ７月２日(土)、７月１６日(土) 

８月６日(土)、８月２０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 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

図書館が収集する雑誌の購入代金

を民間企業等に負担していただき、

その雑誌カバーにスポンサー名を

表示するとともに雑誌カバー及び

雑誌架の壁面に広告を掲載し、図書

館利用者の閲覧に供する制度です。 

http://lib-aira.jp/


  平成２８年７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 
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、愁いの瞳で神岡の町を彷徨う女の子・

亜希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） 

７月６日（水）・９日（土） 

【国境の町 ―新・メグレ警視―】 

・メグレ警視は、ベルギー国境に近い町に住む親類

から、知り合いのフラマン一家が殺人の疑いをかけら

れているので助けて欲しいと頼まれ、真相解明に乗り

出す。最後の結末が論議を呼んだ異色作。 

出演： ブリュノ・クレメール サブリナ・ルールカン 

（1991年／フランス／１時間２４分／カラー／字幕） 

７月１３日（水）・１６日（土） 

【スープ・オペラ】 

・３０数年いっしょに暮らした叔母が家を出て、ルイの

心には、ぽっかりと穴があいたよう。そんなある日、変

なおじさん・トニーさんが家にころがりこんできて、さら

に妙に明るい若者・康介も同居することに―。女性が

人生を切り開いていく姿を描く。（原作：阿川佐和子） 

出演： 坂井真紀 西島隆弘 加賀まりこ 藤竜也 

（2010年／日本／１時間 59分／カラー） 

 

７月２０日（水）・２３日（土） 

【セシルは死んだ ―新・メグレ警視―】 

・頻繁に警察に来てはメグレに面会できるまで待合室

にいたセシル。ある朝、待合室から姿を消した彼女が

絞殺死体で発見され、また彼女の叔母までも殺され

ていた。同一犯のしわざにみえた犯行だが・・・。 

出演： ブリュノ・クレメール クロード・ピエプリュ 

（1994年／フランス／１時間 30分／カラー／字幕） 

７月２７日（水）・３０日（土） 

【私の頭の中の消しゴム】 

・恋に落ちて、結ばれて。そんな幸せな二人の前に、

彼女の記憶が消えていくという悲劇がたちはだかる。

別れでもなく、死でもなく、忘却によって終わりを告げ

る愛・・・。永久不滅のラブストーリー。 

出演： チョン・ウソン ソン・イェジン 

（2004年／韓国／１時間 57分／カラー／吹替え） 

《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 

７月２日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「爺婆かぼちゃ」「水の種」       （25分） 

７月３日（日） 

【うごくえほん チルビー】 

「あっちゃんのはたけ」「きいちゃんのひまわり」    

（18分） 

７月９日（土） 

【ミッキーマウス】 

「ミッキーのお化け退治」「ミッキーの造船技師」

「ミッキーの猛獣狩り」 

「ミッキーとはらぺこオウム」       (32分) 

 

７月１０日（日） 

【まんが日本昔ばなし】 

「牛方と山んば」「よくばり和尚」    （25分） 

牛方が干した魚を運んでいると、山んばに「魚こか、

べこか、おめえか、どれか食わせろ」と追いかけら

れてしまう。 

７月１６日（土） 

【まんが偉人物語】 

「ニュートン」「ダーウィン」      (22分) 

 

７月１７日（日） 

【世界名作アニメ】 

「そんごくう」「くるみわり人形」    （44分） 

 

７月２３日（土） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「ぶんぶく茶がま」「はちかつぎ姫」   (25分) 

 

７月２４日（日） 

【ミッキーマウス】 

「ミッキーの大演奏会」「ミッキーの引越し大騒動」 

「ミッキーの夢物語」「ミッキーの芝居見物」 

 (37分) 

７月３０日（土） 

【トムとジェリー ワイルドスピード】 

あのトムとジェリーが今度はテレビ番組のカーレ

ースに参戦！超高速でぶっ飛ばします！  (75分) 

 

７月３１日（日） 

【落語アニメ】 

「おばけ長屋」            （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。 

６／30(水)の再上映 


