
  

        発行所 姶良市立中央図書館 
                                       平成２９年６月号 

０９９５－６４－５６００ 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書        ※その他、新着資料が入っています。 

「先生と親のための LGBT ガイド」   遠藤 まめた 

「日本酒語辞典」          こいし ゆうか 

「おしゃれな植物園テラリウム」   ブティック社 

「竹久夢二童話集」           竹久 夢二 

「図書室のピーナッツ」          竹内 真 

児童書 

「とうちゃんとユーレイババちゃん」  藤澤 ともち 

「ﾊﾞﾚｴ物語集 あこがれの代表作 10」ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ ﾏｺｯｸﾗﾝ 

「和菓子のほん」            中山 圭子 

「にいちゃんのなみだスイッチ」    いとう みく 

「空を飛ぶ昆虫のひみつ」         星 輝行 
 

 

【鬼塚忠氏関連本】 

   数々の映画の原作者・作家鬼塚忠氏の著書や 

関連本の特集！ 

【父の日特集】 
いつも頑張っているお父さん。男性作家の著 

  書やエッセイを紹介。 

【歯について考えよう】 

   歯の衛生週間にちなみ、虫歯や歯周病・・・ 

  口腔ケアに役立つ本がずらり！ 

【夏休み図書館講座特集】 

国語・理科・算数・社会、学習に役立つ本を 

  揃えました。 

【6 月季節の絵本】 

雨の日に家でゆっくりと本を読む。そんな時 

期にぴったりの季節を感じる本がいっぱい。 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
 

○「歯と口の健康週間・図画・ポスターコンクール展」 

    ６月１４日(水)～６月２８日(水) 

※ふれあいプラザを利用される方は、職員にご相談ください。 

※日程は変更になる場合もあります。 

《夏休み図書館講座のお知らせ》 
 

夏休みの宿題や自由研究に役立つ講座を開催します。 

図書館で一緒に学んでみませんか。 

 

日   時 講  座  名 対 象 者 人数 

７月 1 日（土） 

午前９時～正午 
読書感想文チャレンジ講座 

小学３～ 

６年生の親子 

15

組 

7 月 2２日（土）

午前 9 時 30 分

～正午 

電気の通り道 

「回路とスイッチ」 
小学生の親子 

25

組 

７月 25 日（火）

午前９時 30 分

～正午 

ひらめきときめき算数教室 

「数の世界へチャレンジ！」 
小学 4～6 年生 

20

人 

７月 25 日（火）

午後１時 30 分

～3 時 30 分 

郷土の英雄 

「島津義弘公と姶良市」 

小学 5 年～ 

中学 3 年生 

30

人 

○場所：中央図書館 １階 研修室または創作室 

○申込：6 月 16 日(金)締切り（申込多数の場合は抽選） 
 

※希望する講座を、複数申し込むことができます。 

※受講決定者には、ハガキで通知します。 

 

《図書館講演会のお知らせ》 
 

映画「花戦さ」「カルテット」の原作者 
鬼塚 忠氏（鹿児島市出身）の講演会！！ 

 

『 創る・生みだす・表現する面白さ 』 

 

○日時：７月 15 日(土)午後１時 30 分～３時 30 分 

○場所：中央図書館 ２階 視聴覚室   

○申込：5/23(金)～定員（110 名程度）になり次第締切 
 

『共通項目』 
 

※申込書は中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書室に

あります。ホームページからダウンロードもできます。 

※FAX の場合は中央図書館まで(FAX：0995-64-5601) 

 

   

      ６月                         ７月 

日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
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   ※22日 資料整理休館                      ◎17日 祝日開館日(海の日)  

※18日 振替休館日         27日 資料整理休館  

 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

６月９日(金） ７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 ６月３日(土) ６月１７日（土） 

７月１日(土) ７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/ 

 
 

 

 

 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２９年６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 
 

 

 

 

６月７日（水）・１０日（土） 

【雨の朝パリに死す】 

・第一次世界大戦を背景としている F・スコット・フィッ

ツジェラルドの短編『バビロン再訪』の舞台を第二次

世界大戦後に置き換え、映画化したもの。１人の美し

い女性ヘレンの自由奔放な生き方と悲劇的な最期が

描かれる。 

出演：エリザベス・テイラー  ヴァン・ジョンソン 

（1954年／アメリカ／１時間 56分／カラー／字幕） 

 

６月１４日（水）・１７日（土） 

【アイ・ラヴ・ユー】（字幕スーパー版） 

・ろう者の水越朝子は、夫・隆一と娘の愛と幸せな生

活を送っていた。ある日、自分のことでいじめられる

愛に前向きな姿を見せることで愛を勇気づけたいと

劇団に入ることを決意した。               

原作：岡崎由紀子 

出演：忍足亜希子 田中実 岡崎愛 

（1999年／日本／１時間 51分／カラー） 

 

６月２１日（水）・２４日（土） 

【A.I.】 

・デイビッドは母親を愛するようプログラムされた少年

型のロボット。不治の病に冒されていた息子を持つ夫

婦のもとに送られたが、息子の病が奇跡的に治ると

捨てられてしまう。母の愛を求め、さまようデイヴィッド

の心の旅が始まった。 

出演：ハーレイ・ジョエル・オスメント ジュード・ロウ  

フランシス・オーコナー 

（2001年／アメリカ／約2時間23分／カラー／字幕） 

 

６月２８日（水）・７月１日（土） 

【一命】 

・江戸時代初頭、生活に困窮した浪人たちの間では

「狂言切腹」が流行。ある日、名門・井伊家の門前に

切腹を願い出る浪人・津雲半四郎が現われる。家

老・斎藤勘解由は、同様に切腹を願い出た若浪人の

無様な最期を語るが…。 

出演：市川海老蔵 瑛太 

（2011年／日本／2時間 7分／カラー） 

《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 

 

６月３日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「ピーターパンの冒険」     

（30分） 
 

６月４日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之四】 

其之十一 「鉄火肌火の玉おてつ」     

其之十二 「はらぺこ侍必殺剣」 

（51分） 
 

６月１０日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのとまった大時計
ビッグベン

」 

「けろけろけろっぴのがんばれ！けろっぴーず」 

(60分) 
 

６月１１日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 其之四】 

其之十三 「大笑い一番勝負」      

其之十四 「もろこし天狗党あらわる」 

（51分） 
 

６月１７日（土） 

【手塚治虫アニメワールド】（バリアフリー用） 

「雨ふり小僧」 

(24分) 

※副音声・字幕入りのバリアフリー用となっていま

す。目や耳が不自由な方もご利用いただけます。 

 

６月１８日（日） 

【おまえうまそうだな】 

   

 （1時間 29分） 

 

６月２４日（土） 

【とおるといくえのアニメ日本の昔ばなし】 

「金太郎」「おむすびころりん」 

       (25分) 

 

６月２５日（日） 

【トムとジェリー魔法の指輪】（日本語吹き替え版） 

   （約 1時間 2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。 

 


