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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「幕末明治新聞ことはじめ」        奥 武則 

「老いていく親が重荷ですか。」  ｱﾙﾎﾞﾑｯﾚ ｽﾏﾅｻｰﾗ 

「いまこそ知りたい井伊直虎」 井伊家の歴史研究会 

「宇宙災害」              片岡 龍峰 

「気をつけよう!毒草 100 種」      中井 将善 

「レンジで楽チン!糖尿病レシピ」     村上 祥子 

「免疫はがんに何をしているのか? 」    桂 義元 

「スーパーフードの教科書」     生活の木監修 

「荻原博子の大丈夫!老後のお金」 オレンジページ出版 

「今夜はこの鍋で決まり!」        藤野 嘉子 

「本当に正しい鳥獣害対策 Q&A」    江口 祐輔 

「赤崎水曜日郵便局」          楠本 智郎 

「コーヒーと小説」           庄野 雄治 

「三鬼」               宮部 みゆき 

児童書 

「13 歳までにやっておくべき 50 の冒険」 ﾋﾟｴﾙﾄﾞﾒﾆｺ ･ﾊﾞｯｶﾗﾘｵ 

「星と星座のふしぎえほん」       大藪 健一 

「ハムスターのすてきなお仕事」  あんびる やすこ 

「ギュレギュレ!」             斉藤 洋 

「またおこられてん」          小西 貴士 

「数ってどこまでかぞえられる?」  ﾛﾊﾞｰﾄ･E･ｳｪﾙｽﾞ 

「とてもおおきなサンマのひらき」 岡田 よしたか 

「てのりにんじゃ」           山田 マチ 

「ことりのちこ」         そうま こうへい 
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》 
○水墨画作品展（若葉会） 

 ２月９日(木)12:０0 ～ 2 月 22 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。 

  

 

第 156 回芥川賞・直木賞受賞作品決定！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 9 回絵本屋さん大賞決定！   

      

 「もうぬげない」 

ヨシタケシンスケ 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月１０日(金） ３月１０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４日(土) ２月１８日（土） 

３月４日(土) ３月１８日（土） 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

【確定申告】 

今年もこの季節がやってきました。確定申告の準備

はお早めに！ 

【猫の日】      

2 月 22 日は猫の日です！ 

愛らしい姿に癒されませんか。 

【2017 年本屋大賞】 

本屋大賞のノミネート作品が発表されました。関係

著者の本を展示していますのでご覧ください。 

【2 月のあれこれ】 

２月は節分にバレンタインデーなど、催し物がいっ 

ぱい！ 

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】 
 

「しんせかい」 山下 澄人 

【直木賞】 
 

「蜜蜂と遠雷」 恩田 陸 

 

 

 

※貸出中の資料は予約できます。 

 ∧ ∧ 
(=｀ω´=) 

http://lib-aira.jp/


 

  平成２９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１日（水）・４日（土） 

【三文オペラ】 

・ロンドン暗黒街の大親分・マッキーはポーリーに一

目惚れ。その夜二人は結婚する。ところがポーリーは

乞食の元締めピーチャムの娘だったので、さぁ大変。

思い通りに動かない警視総監に対する腹いせに、全

乞食のデモ行進を命令する。 

出演：ルドルフ・フォルスター カローラ・ネーエル 

（1931年／独・米／１時間 4８分／モノクロ／字幕） 

 

２月８日（水）・１１日（土） 

【小さな家族～おばあちゃんがいてぼくがいた～】 

・交通事故で両親を失った少年・昭彦をひきとったの

は、小春おばあちゃん。昭彦は、郊外の家から都心

の古びたアパートへ。初めての夜、おばあちゃんの

いびきで、悲しい夢もたちまち消える。祖母との交流

の姿をほほえましく描く、ドイツ児童文学賞受賞のペ

ーター・ヘルトリング著「おばあちゃん」の映画化。 

出演：丹阿弥谷津子 佐々木一茂 千石規子 

（1990年／日本／55分／カラー） 

 

２月１５日（水）・１８日（土） 

【戦士の休息】 

・父の遺産で何不自由なく暮らす 25 歳の女のもと

に、ふとしたきっかけで男がころがり込んでくる。女は

彼を愛しながらも、その自堕落な生活ぶりに嫌気がさ

し、逃げ出すのだが…。 

出演： ブリジット・バルドー  ロベール・オッセン 

（1962年／仏・伊／１時間 41分／カラー／字幕） 

 

２月２２日（水）・２５日（土） 

【翼よ！あれがパリの灯だ】 

・チャールズ・A・リンドバーグは大空に憧れ、飛ぶこと

が好きで好きでたまらない青年だった。1927 年 5 月

21 日は、その彼が“セントルイスの魂”と名付けた愛

機を駆って、世界初の大西洋横断無着陸飛行という

偉業を成し遂げた祈念すべき日だ。彼の 2 日間に渡

る冒険旅行を出発から到着まで丹念に描いた作品。 

出演： ジェームズ・スチュアート デビッド・オリック 

（1957年／アメリカ／2時間 15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 

２月４日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「誕生日の秘密」「霜の巨人」      (22分) 

 

２月５日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの郵便屋さんありがとう」 

「けろけろけろっぴの恐竜がでた！」   （50分） 

 

２月１１日（土） 

【14ひきのさむいふゆ】 

・森が雪にうもれています。ストーブの燃える温か

い部屋の中で、おばあちゃんはおまんじゅう作り、

おじいちゃんはそり作り。        (27分) 

 

２月１２日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ふしぎの国のアリス」      （1時間 17分） 

 

２月１８日（土） 

【ネズミあなのネコの物語】 

・イングランドの小さな港にある村は「ネズミあな」

とよばれています。ある年、村にきびしい冬がやっ

てきました。嵐のせいで魚がとれず、みんな困って

います。これはきっと嵐の大ネコのせいだわ、と考

えた猫のマウザーは…。         (24分) 

 

２月１９日（日） 

【世界名作アニメ】 

「トム・ソーヤの冒険」        （42分） 

 

２月２５日（土） 

【まんが日本昔話】 

「かじ屋のばばあ」「百合若大臣」 

「大蔵と天狗どん」「蛸薬師」      (50分) 

 

２月２６日（日） 

【ちいさなジャンボ】 

・ちいさい平和な「紅バラ島」に、小象のジャンボ

と象つかいのバルーがやってきました。２人は、島

の人々の前でいろいろな曲芸をして見せます。そん

なある日、両となりの２つの島が戦争を始めてしま

ったから、さぁ、たいへん！       （28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。 


