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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「ウォッチ！県議会」          宮島 孝男 

「ウィルソンが見た鹿児島」       古居 智子 

「希望荘」               宮部みゆき 

「帰郷」                浅田 次郎 

「ウエディングドレス」         玉岡かおる 

「女性ホルモンの教科書」        黒住 紗織 

「花森さん、しずこさん、そして暮らしの手帖編集部」  小榑 雅章 

児童書 

「小学生の自由工作パーフェクト」    成美堂出版編集部 

「やさいの花」        埴 沙萠 写真 嶋田 泰子 文 

「奪われた予言書」           三田村信行 

「サムのおしごと」           アリソン・アトリー 

「やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち」   なかやみわ 

「ぼく、なきむし？」          長谷川知子 
※その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○原爆と人間展 

８月４日(木)～８月６日(土)16:00 

○あいら写友会写真展示 

８月７日(日)～８月 20 日(土)17:00 

○あんぐる写真展 

８月 2１日(日)～９月３日(土)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。 

 

 

 

○オリンピック 

○花火大会 

○戦争と平和 

○山の日 
 

関連本を展示しています！ 
 

 

 

 

○日 時：８月 27 日(土)午後２時～午後３時 

○場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

○対 象：小学生および保護者 

※小学生未満のお子様の入室はご遠慮ください。 

○募集定員：１１０名（先着順） 

○申込期間：8 月 9 日(火)～定員になり次第終了 

○申込方法：中央図書館・加治木図書館・蒲生図書室 

に申込用紙を提出（来館のみ） 

○内 容：日本や外国の伝説・民話などのこわい話 

を題材にした絵本やパネルシアターなど 

※予定は変更になる場合もあります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※貸出中の本は予約できます。 

   

       ８月                        ９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 31  

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  

 ※ 11日 祝日(山の日）休館日 25日 資料整理休館日      ※ 20日 祝日振替休館日 22日 祝日（秋分の日）開館日 

※ 23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） 

８月１２日(金）、９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  ８月６日(土)、８月２０日(土) 

９月３日(土)、９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 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

芥川賞 

『コンビニ人間』 

村田 沙耶香 

直木賞 

『海の見える理髪店』 

荻原  浩 

http://lib-aira.jp/


  平成２８年８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 
 

８月３日（水）・６日（土） 

【雨】 

・サマセット・モームの同名舞台劇を映画化。 ある

日、南海の孤島に流れ着いた美しい娼婦。伝道師は

彼女を更正させようとするが…。      

出演： ジョン・クロフォード ウォルター・ヒューストン 

（1932年／アメリカ／１時間３４分／モノクロ／字幕） 

 
 

８月１０日（水）・１３日（土） 

【白い船】 

・島根県の漁村にある全校生徒数 17 名の小さな小

学校。その小学校の窓からは沖を行くフェリーが見え

る。子どもたちから手紙を受け取ったフェリーの船長

は、プレゼントを添えて返事を送ったのだった。何度

も手紙を交わすうちに交流は深まり、子どもたちは船

長のフェリーに乗りたいと強く願うようになった。そし

て、周りの大人たちもその願いを叶えようとするのだ

が…。 

出演：中村麻美 濱田岳 中村嘉葎雄 竜雷太 

（2002年／日本／１時間 48分／カラー） 

 
 

８月１７日（水）・２０日（土） 

【４分間のピアニスト】 

・ピアノ教師として刑務所を訪れたトラウデ・クリューガ

ーは、ジェニー・フォン・レーベンの才能を見出す。ク

リューガーは彼女の指導に残りの人生を捧げる決意

をし、レッスンを始める。 

出演： ハンナー・ヘルツシュプルング モニカ・ブライ

ブトロイ 

（2006年／ドイツ／１時間 50分／カラー／字幕） 

 
 

８月２４日（水） 

【ドクトル・ジバゴ １】 

・ロシア革命前後の動乱期。詩人でもある医師ジバゴ

の波乱に満ちた人生が、二人の女性、ラーラとトーニ

ャへの愛を通して描かれる。 

出演：オマー・シャリフ ジュリー・クリスティ 

（1965年／米・伊／１時間 50分／カラー／字幕） 

 
 

８月３１日（水） 

【ドクトル・ジバゴ 2】 

・同上。8/24上映した「ドクトル・ジバゴ１」の続き。 

出演：オマー・シャリフ ジュリー・クリスティ 

（1965年／米・伊／１時間 30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 

８月６日（土） 

【ぼくときどきぶた】 

                    (25分） 

 

８月７日（日） 

【野生
や せ い

のさけび】 

「山の大将」「チビザル兄弟」      (49分） 

 

８月１３日（土） 

【サヨナラ,みどりが池～飛べ！凧
たこ

ライダー！！】 

カエルたちのあそび場、みどりが池が埋
う

められてしま

う!?カエルのガマじいさんは池のみんなに対し、脱出
だっしゅつ

を

提案
ていあん

します。                      (35分) 

 

８月１４日（日） 

【トムとジェリー】 

「夢と消えたバカンス」 「捨てネズミ」 

「ウソをついたら」 「トムさんと悪友」        (30分) 

  

８月２０日（土） 

【一つの花】 

「一つだけちょうだい。」これが、ゆみこがはじめてはっ

きり覚
おぼ

えたことばでした。戦争
せんそう

がはげしく、食べるものが

なかったころ、出征
しゅっせい

するお父さんのリュックには大事
だ い じ

な

お米
こめ

で作ったおにぎりが入っていることを、ゆみ子はち

ゃあんと知っていたのです。           (23分) 

 

８月２１日（日） 

【トムとジェリー】 

「仲間割れ」 「お家はバラバラ」 

「海のバカンス」 「ふんだりけったり」      （30分） 

 

８月２７日（土） 

 

 

 

 

８月２８日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「トロイの木馬
も く ば

」 

「にじの湖」             （22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。    

8／27（土）は、おはなし会の 

ため、再上映はお休みです。 

おはなし会のため、親子映画会はお休みです。 

9／3（土）は、ふれあい講座の 

ため、再上映はお休みです。 


