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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「仕事に役立つ専門紙・業界紙」       吉井 潤 

「学校と家庭で育む子どもの生活習慣」日本学校保健会 

「世界の屋台メシ」     ジャン=フランソワ・マレ 

「家族が治すうつ病」           川田 泰輔 

「子どもの敏感さに困ったら読む本」   長沼 睦雄 

「住まいの老い支度」          阿部 絢子 

「最後のシュート」               ダーシー・フレイ 

「美智子さま御歌 千年の后」            秦 澄美枝 

「薫風ただなか」                    あさの あつこ 

「ししりばの家」                        澤村 伊智 

「深海の寓話」              森村 誠一 

 

児童書 

「平安女子の楽しい!生活」                川村 裕子 

「ともだちまねきねこ」                   松本 聰美 

「りすのきょうだいとふしぎなたね」     小手鞠 るい 
「ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち」ｳｫﾝ・ﾊｰﾊﾞｰﾄ・ｲｰ 

「正しいパンツのたたみ方」        南野 忠晴 

「かわをむきかけたサトモちゃん」    えぐち よしこ 

「ほね、ほね、きょうりゅうのほね」  ﾊﾞｲﾛﾝ・ﾊﾞｰﾄﾝ 

「みつばちさんと花のたね」    アリソン・ジェイ 

「いつも 100 てん!?おばけえんぴつ」   むらい かよ 

「こだわりやのホーリー」            なごし かおり 

「カレー地獄旅行」          ひげラク商店 
 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

  【大人の知らないＹＡの世界】 

    ＹＡとは？ヤングアダルトの略。13～19 歳 

    の世代のこと。心の揺れ動きが大きい世代に 

    に適した本を展示。大人の方もどうぞ！ 

【戦争を忘れない】  【怪談】 

  【夏休み宿題コーナー】 【課題図書コーナー】 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 

『あいらびゅーＦＭのすべて』 

～コミュニティ放送局ならではの役割と魅力について～ 
〇日 時：９月２日(土) 午後１時～受付 

午後１時 30 分～午後３時 30 分 

○場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

○講 師：あいらびゅーＦＭ 

     代表取締役 上栫 祐典氏 

○募 集：６０人程度（定員になり次第締切り） ※無料 

○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。 

（FAX 可。中央図書館へ。FAX 0995-64-5601） 

※この講座は、｢ふれあい講座｣の第３回講座を市民の皆様

に公開して行うものです。 

 

 

 

 

 

   芥川賞    直木賞 
 

   「影裏」      「月の満ち欠け」 

     沼田 真佑       佐藤 正午  

       出向先で出会った       月のように死んで生 

た同僚の日浅。        変わる。転生を繰り           

いつしか疎遠にな       返す女性のさまよる 

った男のもう一       魂と数奇なる愛の物 

つの顔とは…。       語。 
 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○人間と原爆パネル展 

 ８月 4 日（金）～8 月 9 日（水）16 時  

○あいら写友会写真展示 

8 月 12 日（土）～8 月 26 日（土）16 時 
※ 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。 

   

      ８月                         ９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 24 25 26
27 28 29 30 31  

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  

 ※ 11日 祝日休館日（山の日） 24日 資料整理休館日   ※ 19日 振替休館日   28日 資料整理休館日  

◎ 23日 祝日(秋分の日）祝日開館日  
 

 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

(８月 11日（金）は祝日休館日の為お休みです。)  

９月８日(金) 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会  ８月５日(土)、８月１９日(土) 

９月２日(土)、９月１６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 

http://lib-aira.jp　　/


  平成２９年８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 
 

８月２日（水）・５日（土） 

【ハリー・ポッターと秘密の部屋】 

・ダーズリー一家のもと夏休みを過ごすハリー・ポッタ

ーの前に“屋敷しもべ妖精ドビーが現れ、ハリーに警

告を。警告を無視したハリーに新たな冒険が待ち受

けていた。 

出演： ダニエル・ラドクリフ エマ・ワトソン 

（2002年／アメリカ／2時間 41分／カラー） 

 

８月９日（水）・１２日（土） 

【誓いの休暇】 

・１７歳の少年兵アリョーシャは、２台の戦車を炎上さ

せて英雄になり、６日間の休暇を与えられる。故郷へ

帰る列車の中で、彼は様々な人と出会う。 

出演：ウラジーミル・イワショフ ジャンナ・プロポレンコ  

（1959年／ソ連／１時間 35分／モノクロ／字幕） 

 

８月１６日（水）・１９日（土） 

【信さん炭坑町のセレナーデ】 

・昭和３８年、美智代は故郷福岡の炭坑町に、小学

生の息子・守と帰ってくる。美智代は息子を守ってく

れた町の厄介者の信一に優しく接し、やがて信一は

美智代に淡い恋心を抱くようになる。 

出演：小雪 池松壮亮 石田卓也 

（2010年／日本／１時間 48分／カラー） 

 

８月２３日（水）・２６日（土） 

【次郎長三国志】 

・情が厚くて義理堅い東海道一の大親分、清水の次

郎長。森の石松ら子分たちとともに駆け出しから一家

を築きあげるまでの物語。 

出演：中井貴一 鈴木京香 北村一輝 

（2008年／日本／2時間 6分／カラー） 

 

８月３０日（水） ※9月 2日（土）は、講座の為中止。 

【地下鉄（メトロ）に乗って】 

・いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降りて階

段をあがるとそこは昭和３９年の東京だった。直木賞

作家、浅田次郎の原点にして頂点の作を映画化。 

出演：堤真一 岡本綾 大沢たかお 

（2002年／日本／2時間 2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 

８月５日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「みつばちマーヤの冒険」       (30分) 

 

８月６日（日） 

【まんが偉人物語】 

「坂本龍馬」「リンカーン」       （22分） 

 

８月１２日（土） 

【劇場版アニメ 忍たま乱太郎】 

「忍術学園全員出動！の段」    (1時間 18分) 

 

８月１３日（日） 

【スプーンおばさん】 

「あらら小さくなっちゃった」「なくなったぼうし」

「ドッキリいちごとり」        （25分） 

 

８月１９日（土） 

【恐竜大進撃】 

     (35分) 

     
８月２０日（日） 

【まんが日本昔話】 

「梨山の大蛇」「念仏の鼻」「へび女房」「幽霊飴」 

                   （50分） 

 

８月２６日（土） 

【サンリオ映画コレクション】 

「星のオルフェウス」       (1時間 20分) 

 

８月２７日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「ロビンフッドのぼうけん」 

「洋服がごはんをたべた話」      （22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。 


