
                                  

発行所 姶良市立中央図書館 
                                       平成２９年５月号 

０９９５－６４－５６００ 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「「週刊文春」編集長の仕事術」      新谷 学 

「「感情」の解剖図鑑」        苫米地 英人 

「氏神さまと鎮守さま」         新谷 尚紀 

「仕事の問題地図」          沢渡 あまね 

「乳酸菌、宇宙へ行く」      ヘルシスト編集部 

「アレルギーのはなし」         秋山 一男 

「バッグ作り教室」           水野 佳子 

「ラクチンおいしい！こだわり麺」     堤 人美 

「赤ちゃんと暮らす」         本多 さおり 

「きょうだいの育て方」         小崎 恭弘 

「お部屋でできる！野菜づくり」     中島 水美 

「角野栄子の毎日いろいろ」       角野 栄子 

「俳句のルール」            井上 泰至 

「優しい水」               日明 恩 

「百年の散歩」            多和田 葉子 

「時の名残り」             津村 節子 

 

児童書 

「走れ！みかんのかわ」         吉田 戦車 

「いろいろおてがみ」       えがしら みちこ 

「ふたごのパンダのぼうけん」      坂本 憲昭 

「イースターハッピーふっかつの日!」 ますだ ゆうこ 

「わすれもの」            豊福 まきこ 

「クリムトと猫」    ベレニーチェ・カパッティ 

「ウィル･グレイソン､ウィル･グレイソン」ｼﾞｮﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ 

「3 つ数えて走りだせ」         ｴﾘｯｸ･ﾍﾟｯｻﾝ 

「中学一冊目の参考書」         船登 惟希 

「よくわかる重力と宇宙」        佐藤 勝彦 

「どうぶつがっこうとくべつじゅぎょう」トビイ ルツ 

「はっけよい！雷電」          吉橋 通夫 
 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

  

  
 

《図書館講演会》 
映画「花戦さ」「カルテット」の原作者 

 鬼塚忠 が伝える 

『創る・生みだす・表現する面白さ』 
○ 日 時：平成 29 年 7 月 15 日（土） 

午後 1 時 30 分～3 時 15 分 

○ 場 所：中央図書館 2 階 視聴覚室 

○ 講 師：鹿児島市出身 作家 鬼塚 忠氏 

○ 申込み：5 月 23 日（火）～ 

定員（110 名）になり次第締切 

※申込書は、５月 16 日（火）からお渡しします。 
 

 

《読み聞かせ講座募集！心に届く本の読み方》 
○ 日 時：平成 29 年 5 月 18 日（木）午前 9 時 30 分～正午 

○ 場 所：中央図書館 １階 研修室 

○ 講 師：MBC アナウンサー 上野 知子氏 
 

 

 

《ふれあい講座募集！》 

○ 対象者：18 歳以上で全講座（4 講座）受講見込のある方 

○ 申込み： 5 月 19 日（金）必着 
 

※申込方法： 

各市立図書館（室）にある申込所に必要事項を記入し、提出し 

てください。申込書は図書館ホームページからダウンロードできます。 

 

 

   

 

      ５月                        ６月 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

５月１２日(金） ６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 ５月６日(土) ５月２０日（土） 

６月３日(土) ６月１７日（土） 

        午後３時から おはなし 

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/ 

 
 

 

 

 

 

【ものがたりレシピをいただきます】 

食べることは体の、読むことは心の栄養に。市内小・中

学校と連携し、本の中の食べ物が給食に登場。食べ物が

出てくる本が勢ぞろい♪ 

【心に届く本の読み方】      

5/18 の読み聞かせ講座の開催に合わせ、読み聞かせに

関する本や薦めの本を紹介！ 

【野菜づくり、野菜の食べ方】 

夏野菜や秋野菜。野菜作りに挑戦したり、初めてのレシ

ピにチャレンジしてレパートリーを増やしませんか！ 

【5 月のあれこれ】 【愛鳥週間】 

http://lib-aira.jp/


  平成２９年５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 

５月３日（水）・６日（土） 

 

 

 

 

 

５月１０日（水）・１７日（土） 

【ブタがいた教室】 

・「殺すのと食べるのは、違う」「命の長さって誰が決

めるの？」６年２組の子どもたちと星先生は卒業まで

の１年間「食べる約束」で子ブタを飼いはじめる。しか

し、育てていく中で芽生え始める子ブタへの愛情。そ

して、迎えた卒業式。涙の激論の中、子どもたちと星

先生の出した答えは？ 

出演：妻夫木 聡 ２６人の子どもたち 大杉 蓮  

（2008年／日本／１時間 49分／カラー） 

 

５月１７日（水）・２０日（土） 

【グランドホテル】 

・ベルリンの超一流ホテル《グランド・ホテル》に、人が

来てまた去ってゆく。そして様々なドラマが生まれる。

真面目に努力を続けてきた人は、いつか必ず報われ

るという、ハリウッド映画の基本がここにある。 

出演： グレタ・ガルボ ライオネル・バリモア 

（1932年／アメリカ／１時間 52分／モノクロ／字幕） 

 

５月２４日（水）・２７日（土） 

【原節子十六歳～新しき土～】 

・ヨーロッパ留学をしていた青年は、船中で知り合っ

たドイツ人女性と共に帰国した。絶望した彼の婚約者

は、花嫁衣装のまま火山の火口へ投身自殺を図ろう

とする。 

出演：原 節子 早川雪州 ロート・エヴェラー 

（1937年／日本・ドイツ／1時間 46分／モノクロ） 

 

５月３１日（水）・６月３日（土） 

【イタリア旅行】 

・イタリア旅行中に破局の危機を迎えながらも、名所

を巡る中で最後には絆を取り戻す夫婦の物語。 

出演：イングリッド・バーグマン アレックス・ジョイス

（1953年／イタリア／1時間 23分／モノクロ／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 

５月６日（土） 

【星の王子さま】 

                    (30分) 

 

５月７日（日） 

【まんが日本昔話】 

「宝のおお釜」「雷と月と日」 

「大年の客」「天福地福」 

（50分） 

５月１３日（土） 

【にじいろのさかな～ゆうじょう編】 

第１話「にじいろのさかな」 

第２話「にじいろのさかな しましまをたすける！」 

(24分) 

 

５月１４日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之三】 

其之七「嘘つき小僧すず吉」 

其之八「村を守った秘密箱」       

（51分） 

 

５月２０日（土） 

【にじいろのさかな～ぼうけん編～】 

第１話「にじいろのさかなとおおくじら」 

第２話「こわくないよ にじいろのさかな」 

(24分) 

 

５月２１日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之三】 

其之九「くノ一の隠れ里」 

其之十「人情渡し舟」          

（51分） 

 

５月２７日（土） 

【アンデルセン名作童話集】 

「みにくいあひるの子」「赤いくつ」 

「ぶた飼い王子」 

       (35分) 

５月２８日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの夢どろぼう」 

「アヒルのペックルの秘宝を探せ！！」     

（50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。 

 

５月３日（水）が祝日休館のため、 

水曜名画座および再上映はありません。 


