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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「人生で大切なことは、すべて旅が教えてくれた」 有川 真由美 

「トコトンやさしい人工知能の本」  辻井 潤一監修 

「凹まない」                           名取 芳彦 

「生きたかった」            藤井 克徳 

「障がい者の就活ガイド」        紺野 大輝 

「こどものがんと治療」         細野 亜古 

「日本飛び出しくん図鑑」          関 将 

「四季をいつくしむ花の活け方」      谷 匡子 

「天皇と和歌」             鈴木 健一 

「お師匠さま、整いました！」      泉 ゆたか 

「愛の顚末」              梯 久美子 

「人生の踏絵」             遠藤 周作 

「鬼殺し 上・下」            甘 耀明 

児童書 

「ちがいはっけん図鑑」        井戸 ゆかり 

「ぼくの家はかえで荘」        小林 美津江 

「てつどうスーパーずかん 2237」    学研プラス 

「捨て犬・未来、天国へのメッセージ」  今西 乃子 

「おばけのアッチおしろのケーキ」    角野 栄子 

「はじけろ！パットライス」   くすのき しげのり 

「怪盗レッド１～４巻」            秋木 真 

「月の森に、カミよ眠れ」       上橋 菜穂子 

「は・は・は」            せな けいこ 

「ぼくはねんちょうさん」         サトシン 
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》 
○あいら写友会写真展示会（あいら写友会） 

 ３月 11 日(土)9:30 ～ ３月 25 日(土)16:00 

○絵を楽しむ会展（絵を楽しむ会） 

 ３月 29 日(火)10:00 ～ ４月２日(日)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。 

  

  
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、

一緒に活動しませんか。未経験者・学生・男性も大歓迎！ 
 

【応募方法】3 月 3１日(金)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。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

３月１０日(金） ４月１４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４日(土) ３月１８日（土） 

４月１日(土) ４月１５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/ 

 
 

 

 

 

 

【今年度話題になった本】 

今年度 1 年間で話題になった本を総まとめ！ 

たくさんの本を展示していますので、ご覧ください。 

【走る】      

３月５日に行われる鹿児島マラソンにちなみ、「走る」 

をテーマに本を集めました。熱いスポーツ小説等を読 

んで、温かく清々しい気持ちを味わいませんか。 

【こころの健康】 

３月 15 日～21 日は「こころの健康づくり週間」です。 

自分や身近な方々の健康に目を向け見直し、活き活き生 

活を送りましょう！ 

【ひなまつり】 

３月は雛祭りに春の彼岸等季節を楽しむ行事が！「は～ 

るよこい」と春のぬくもりを感じられる本が勢ぞろい！ 

http://lib-aira.jp/


  平成２９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１日（水）・４日（土） 

【ラ・マルセイエーズ】 

・18 世紀フランス革命のさなか、横暴な貴族の権力

に立ち向かったマルセーユのもっとも庶民的な 3 人

が 500 人の義勇軍を組み、パリへと攻めのぼる。人

間の自由を勝ち取る闘いを描く壮大な集団ドラマ。 

出演：ピエール・ルノワール リーズ・ドラマール 

（1938年／フランス／2時間 13分／モノクロ／字幕） 

 

３月８日（水）・１１日（土） 

【陽気な幽霊】 

・再婚して幸福な生活を送る作家が、新作のアイディ

アのために交霊術会を開いた。ところが、霊媒師は

亡くなった前妻のゴーストを呼び出してしまい、やきも

ちを焼いた現在の妻と三角関係になってしまう。 

出演：レックス・ハリス コンスタンス・カミングス 

（1945年／イギリス／１時間 36分／カラー／字幕） 

 

３月１５日（水）・１８日（土） 

【ポストマン】 

・郵便局員・海江田龍兵は、妻・泉に先立たれ、二人

の子供を男手一つで育てていた。娘のあゆみが高校

では寮生活をしたいと言うが、龍兵は猛反対。そんな

折、あゆみは祖母から泉と龍兵の間で交わされた手

紙の束を見せられる。一方、龍兵は配達中に、知り合

いの老人が自宅で倒れているのを発見。彼のポケッ

トには投函するはずだった手紙が入っていた。 

出演： 長島一茂 北乃きい 原沙知絵 田山涼成

（2008年／日本／１時間 51分／カラー） 

 

３月２２日（水）・２５日（土） 

【上海特急】 

・北京から一路上海へ向かう特急列車に乗り込んだ

ハーヴェイ大尉は、かつて恋人だった上海リリーこと

マデリーンに偶然再会し、愛の炎が燃え上がる。そん

な中、反政府軍に列車を乗っ取られ、反抗するもの

は即座に殺すと脅されるが…。 

出演：マレーネ・ディートリッヒ  グライヴ・ブルック

（1932年／アメリカ／1時間 22分／モノクロ／字幕） 

 

３月２９日（水）・４月１日（土） 

【アガサ 愛の失踪事件】 

・アガサ・クリスティの実生活で起こった 11 日間の失

踪事件を、大胆な仮説を元にサスペンスタッチに描

いた作品。（原作：キャスリーン・タイナン） 

出演： ダスティン・ホフマン バネッサ・レッドグレーブ

（1979年／アメリカ／1時間 39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４日（土） 

【アンデルセン名作童話集】 

「かえるの冒険」「あるおかあさんの物語」 

「火うちばこと兵隊さん」      (35分) 

 

 

３月５日（日） 

【まんがイソップ物語】 

「金の卵を産むニワトリ」他５話 

（１時間６分） 

３月１１日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「狐森」「乞食のくれた手ぬぐい」「蛸八長者」 

「千亀女」        (50分) 

 

３月１２日（日） 

【サンリオアニメ】 

「キキとララの白鳥座のお姫さま」 

「ポチャッコのにんじん畑は大騒ぎ」  （50分） 

 

 

３月１８日（土） 

【スーパーマン２】 

「黄金列車を救え！」他３話       (24分) 

 

３月１９日（日） 

【盲導犬クイールの一生】 

・盲導犬として育てられたクイールと，失明した男

の人の物語。クイールは男の人のそばに寄り添い共

に歩き、やがて男の人は明るい気持ちを取り戻し

て・・・。         （25分） 

 

 

３月２５日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「七つの星」「ウィリアム・テル」 

      (22分) 

３月２６日（日） 

【PiPi とべないホタル】 

・生まれつき羽がちぢれて飛べないピピは、ホタル

たちから仲間はずれにされていました。ある日、新

しく巣を張っているクモを発見したピピは、危険信

号をお尻のライトで仲間たちに知らせようとして

いる途中、クモに襲われてしまい…。     

（1時間 30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。 


