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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「車いす犬ラッキー」          小林 照幸 

「歴史の逆襲」       ジェニファー･ウェルシュ 

「仕事も私生活もなぜかうまくいく女性の習慣」麓 幸子 

「めぐみ園の夏」             高杉 良 

「錆･腐食･防食のすべてがわかる辞典」  藤井 哲雄 

「勝ちきる頭脳」            井山 裕太 

「おいしい時間をあの人と」      伊藤 まさこ 

「「言葉にできる」は武器になる。」   梅田 悟司 

「はちみつスイーツ」          若山 曜子 

「潮騒はるか」              葉室 麟 

「手話通訳を学ぶ人の「手話通訳学」入門」」林 智樹 

「ファット･キャット･アート」スヴェトラーナ･ペトロヴァ 

児童書             ＆ツァラトウウストラ 

「でんしゃずし」            丸山 誠司 

「子犬のきららと捨て犬･未来」     今西 乃子 

「ジュニアのためのボルタリング」    小山田 大 

「くろねこのどん」         岡野 かおる子 

「月はぼくらの宇宙港」         佐伯 和人 

「お金ってなんだろう？」        長岡 慎介 

「ヒルダさんと 3 びきのこざる」クェンティン･ブレイク 
「とうふこぞう」            京極 夏彦 

「夏の猫」               北森 ちえ 

「なんでもできる！？」         五味 太郎 
 

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》 
○若葉会水墨画展 

７月１３日(木)～７月２６日(水) 

 
※ 日程は変更になる場合もあります。 

※ ふれあいプラザを利用される方は、職員へ 

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

ひやっと怖いおはなし大集合！ 

結末はハッピーエンドとは限らない…！？ 
 

〇日 時：８月 2５日(金)午後２時～午後３時 

○場 所：中央図書館 １階 研修室 

○対 象：小学生向け 

○募集定員：１5０名程度（先着順） 

○申込期間：７月２５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：絵本「あずきとぎ」や素話「金の腕」、 

（予定）  人形劇「三枚のおふだ」などお話がいっぱい！ 

 

《平成２９年度 課題図書のお知らせ》 
もうすぐ夏休み！各コンクールの課題図書が決定し、

展示コーナーを設けました。どうぞ、ご活用ください！！ 

 

椋鳩十文学記念館賞 

全国読書感想文コンクール 

青少年読書感想文全国コンクール 

西日本読書感想画コンクール 

 
課題図書は、２冊までの貸出となります。 

多くの方が利用されます。期限内返却に御協力ください。 

    

 

【男女共同参画週間コーナー】 
【芥川賞・直木賞コーナー】 

【身近な防災コーナー】【夏を楽しもうコーナー】 

  【夏休み宿題コーナー】【課題図書コーナー】 

  【季節の児童書コーナー】 

 ※月の途中で入れ替わります。 

 

   

      ７月                         ８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
23/30 24/31 25 26 27 28 29  

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  

 ◎ 17日 祝日(海の日）祝日開館日               

※ 18日 振替休館日  27日 資料整理休館日         ※ 11日 祝日休館日（山の日） 24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） 

７月１４日(金) ※8月 11日（金）祝日休館日の為お休み 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会  ７月１日(土)、７月１５日(土) 

８月５日(土)、８月１９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/ 

 
 

 

 

 

 

こわさレベル 

http://lib-aira.jp/


  平成２９年７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 
 

 

 

７月５日（水）・８日（土） 

【兎の眼】 

・劣悪な環境と戦いながら、真の教育を追い求め、

子ども達との心の触れ合い、友情を深めていく教

師の芙美。灰谷健次郎の小説を映画化。 

出演：壇ふみ 新克利 下條正巳 小野進也 

（1978年／日本／１時間 32分／モノクロ） 

 

７月１２日（水） ※15日は図書館講演会の為お休みです 

【熱砂の舞】 

・サハラ砂漠の王子アーメッドは酒場の舞姫ヤス

ミンと激しい恋におちるが、悪党のガーバ一味が

身代金を狙ってヤスミンを誘拐する。アーメッド

は彼女を取り返すため、敵の巣窟であるガーバの

砦に乗り込む。               

出演：ルドルフ・ヴァレンチノ ヴィルマ・バン

キー 

（1926 年／アメリカ／１時間 8 分／モノクロ／字幕） 

 

７月１９日（水）・２２日（土） 

【海角七号】 

・1940年代の台湾で、若い日本人教師が台湾人女

性の教え子「友子」と恋に落ちる。しかし、終戦

を迎え教師は帰国せねばならず船上から友子へ

手紙で思いを綴る。60年後、夢に破れ郵便配達の

仕事をしている阿嘉が、郵便物の中に今はない住

所“海角七号”宛ての小包を見付ける。 

出演：ファン・イーチェン 中孝介 

（2008年／台湾／2時間 10分／カラー／字幕） 

 

７月２６日（水）・２９日（土） 

【ウィニング・パス】 

・NBA の選手を夢見る高校生の健太は、バイク事

故で下半身不随となり、車椅子生活に。現実を受

け入れられずにいた健太だったが、格闘技さなが

らの車椅子バスケの世界に自分の居場所を見出

していく。 

出演：松山ケンイチ 堀北真希 

（2003 年／日本／1 時間 48 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 

 

７月１日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「母をたずねて三千里」     

（30分） 

７月２日（日） 

【トムとジェリー】 

「上には上がある」「恐怖の白ネズミ」     

「おしゃべり子ガモ」「ジェリーとジャンボ」 

（30分） 

７月８日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キキとララの星のダンスシューズ」 

「アヒルのペックルの水泳大会は大騒ぎ」 

(50分) 

７月９日（日） 

【チルビー パパ、かっこいい】 

「おまえうまそうだな」「つきよのくじら」      

（22分） 

７月１５日（土） 

※15日は図書館講演会の為、お休みです。 
 

７月１６日（日） 

【野生のさけび】 

「マヤの一生」「白いサメ」 

                   （49分） 

７月２２日（土） 

【ウルトラセブン】 

第９話「アンドロイド０指令」 

第１０話「怪しい隣人」 

       (50分) 

７月２３日（日） 

【おじゃる丸 満月ロード危機一髪】 

                   （50分） 

７月２９日（土） 

【ポパイ】 

「プリンセスオリーブの舞踏会」 ほか 

      (1時間) 

７月３０日（日） 

【クロがいた夏】  

                （1時間 20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。 


