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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「必勝法の数学」            徳田 雄洋 

「家をせおって歩いた」          村上 慧 

「悩むなら、旅に出よ。」         伊集院 静 

「紙の上の動物園」           ｼｬｰﾛｯﾄ･ｽﾚｲ 

「野菜の保存食で毎日のごはんがすごく楽になる」 

                   スズキ エミ 

「城の攻め方･つくり方」          中井 均 

「忘れる力」              平井 正修 

「キノコとカビの生態学」         深澤 遊 

「影裏」                沼田 真佑 

「顔の老化のメカニズム」        江連 智暢 

児童書 

「いのちのたべもの」        中川 ひろたか 

「井伊直政」              加来 耕三 

「火山とくらす」            井口 正人 

「おしりびより」              酒巻 恵 

「恋するぷにちゃん」          ｼﾞｭﾘｰ･ﾏｰﾌｨｰ 

「クマノミのおさんぽ」         羽田 美智子 

「まねっこどうぶつたいそう」   ｱﾏﾅ・ﾈｲﾁｬｰ＆ｻｲｴﾝｽ 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
 

パステル・アート展 9 月 5 日（火）～9 月 20 日（水） 
※ふれあいプラザを利用される方は、職員までご相談くだい。
※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月３日（金）は、姶良市立中央図書館にて、 

図書館フェスティバルが開催されます！ 

 

 

 

お気に入りの本を通じて交流を楽しみませんか。人と通し

て本を知る、本を通して人を知る！ビブリオバトルの参加

者大募集！ ※観戦は自由です。 

○時  間 14 時～16 時 

○場  所 １階研修室 

○募集人数 20 人程度    

○対  象 中学生～一般 

○募集期間 ９月２６日（火）～ 定員になり次第締切り 

○申込方法 図書館にある申込書を提出。※電話・FAX 可 

(FAX の場合は中央図書館あて) 

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。 
 

ビブリオバトルとは 
   

 

 

 
 

 

 

 

書棚に眠っている本を、古本フリーマーケットで 

販売し、本好き同士の交流をしてみませんか？ 

○募集区画 先着１０区画（約２ｍ×２ｍ） 

○参 加 費 無料  ※テント等はありません。雨天中止 

○募集期間 ９月２６日（火）～ 

定数になり次第締切り 

○申込方法 中央図書館に来館又は 

お電話ください。 

 

 

 

 

   

       ９月                        1０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  

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  

  ※ 19日（火） 祝日振替休館日 ※28日（木） 資料整理休館日    ※10日(火) 祝日振替休館日 ※26日（木） 資料整理休館日  

  ◎ 23日（土） 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） 

９月８日（金） １０月１３日（金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ９月２日(土)、９月１６日(土) 

１０月７日(土)、１０月２１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 

 

【猫本 vs 犬本】 
９月２０日～２６日は動物愛護週間です。猫や犬の本
を集めました。 

【世界アルツハイマー月間】 
９月２１日は「世界アルツハイマーデー」、また９月 
は「世界アルツハイマー月間」です。 

【敬老の日読書のすすめ】 
 「心ゆたかに生涯読書」を目標に、おすすめの本を
紹介しています。 

【季節の本】（児童書コーナー） 
 秋の気配が少しづつ感じられるようになりました。 
 本と通して、いろいろな秋を楽しんでください。 

好きな本やおすすめの本を持ち寄ってひとり５分ずつ紹介

します。全員が紹介したら、読みたくなった本に投票し、チ

ャンプ本を決定します。 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 
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図ﾌｪｽ 

11/3 

図ﾌｪｽ 

http://lib-aira.jp/


 

  平成２９年９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 
 

※２日（土）は公開講座の為、お休みです。 

９月６日（水）・９日（土） 

【踊る大紐育(ﾆｭｰﾖｰｸ)】 

・ニューヨークで 24 時間の休暇を楽しむ水兵の

ゲイビー、チップ、オジー。ゲイビーは地下鉄の

ポスターで見たアイヴィに一目惚れし、みんなで

彼女を探すことに。そんな中、オジーは女学者ク

レアに、チップはタクシー運転手ヒルディから熱

を上げられ、それぞれの恋の行方はいかに！傑作

ミーュジカル。 

出演：ジーン・ケリー フランク・シナトラ 

（1949年／アメリカ／１時間 37分／カラー／ 

字幕） 

 

９月１３日（水）・１６日（土）  

【アンナ・カレニナ】 

・ロシアの官僚カレーニンの妻アンナは、モスク

ワの舞踏会で、義妹の縁談相手青年将校のヴロン

スキーと出会う。アンナの美貌に恋に落ちたヴロ

ンスキーは、彼女を追ってペテルブルクへ。家庭

を想い彼を退けていたアンナだったが、自分を顧

みない夫に絶望し、子供を残したままついに彼の

元へ。それは破滅への道のりでもあった・・・。               

出演：ヴィヴィアン・リー  

（1948 年／イギリス／１時間 51 分／モノクロ／字幕） 

 

９月２０日（水）・２３日（土） 

【うなぎ】 

・小さな理髪店を営み暮らす寡黙な男・山下拓郎。

彼が本音を語れる相手は、水槽で飼う「うなぎ」

だけだった。不貞をはたらいた妻を刺殺し人間不

信となった彼の前に一人の女性が現れ、彼は次第

に周囲に心開いていく。再び幸せをつかむことが

出来るのか。 

出演：役所広司 清水美沙 

（1997年／日本／2時間 14分／カラー） 

 

９月２７日（水）・３０日（土） 

【理由なき反抗】 

17歳のジムは両親と断絶状態。非行に走って警察

に保護されジュディやプレトーと知り合う。非行

グループから喧嘩を売られ、崖に向かって車を走

らせるゲームをするが…。 

出演：ジェームズ・ディーン ナタリー・ウッド 

（1955 年／アメリカ／1 時間 51 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 

※２日（土）は公開講座の為、お休みです。    

９月３日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの幸せの青いホタル」 

「けろけろけろっぴのミツバチ大騒動」     

（50分） 

９月９日（土） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ガリバー旅行記」 

(１時間 14分) 

９月１０日（日） 

【トムとジェリー】 

「にわとり婆さん」「ネズミ取り必勝法」 

「パーティ荒し」「猫はやっぱり猫でした」      

（30分） 

９月１６日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「雷と悪者」「安珍清姫」 

（25分） 

９月１７日（日） 

【かんすけさんとふしぎな自転車】 

・ある日、自転車に興味を持った子だぬきが、男の

子に化けて、かんすけさんの自転車屋にやってきま

した。 

                   （49分） 

９月２３日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「かみそり狐」「佐吉舟」 

       (25分) 

９月２４日（日） 

【ポパイ ２】 

「オリーブの心変わり」「ポパイのほうれん草畑」 

「ポパイは映画監督」 

「ボクシングチャンプへの大作戦」 

                   （27分） 

９月３０日（土） 

【森は生きている】  

・わがままな女王の命令で、雪深い森にあるはずの

ない春の花「マツユキ草」を探しに来た少女は、焚

き火を囲む十二か月の兄弟に出会う。 

      (49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。 


