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第 71 回 読書週間 （10/27～11/9） 

標語 本に恋する季節です！ 
 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「10 年後、君に仕事はあるのか?」    藤原 和博 

「牛車で行こう!」            京樂 真帆子 

「忍者はすごかった」           山田 雄司 

「歴史の証人ホテル・リッツ」    ﾃｨﾗｰ・J ﾏｯﾂｪｵ 

「冤罪犯」                 翔田 寛 

「筑紫万葉恋ひごころ」           上野 誠 

 

児童書 

「だいぶつさまのうんどうかい」      苅田 澄子 

「うるさいアパート」      マック・バーネット 

「警備と安全ここが知りたい!」       名古屋 裕 

「世界のくるま図鑑 2500」     ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

「みんなの防災えほん」           山村 武彦 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

上記期間をシネマウィークと題して、連日映画を上映

します！詳しくは裏面の上映案内をご覧ください。 

 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○姶良カラーメイト油絵展 

 9 月 30 日（土）～10 月 13 日（金）16 時 

○フォトサークル「あんぐる」写真展 

10 月 14 日（土）～10 月 28 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。 

 

 

１１月３日（金）図書館フェスティバル 
が中央図書館にて開催されます！ 

 

◇ビブリオバトル 

◇古本フリーマーケット 参加者募集中！    

※詳細は図書館 HP・図書館だより（Ｈ29 年 9 月号） 

に掲載。お気軽に職員へお尋ねください。 
 

☆おはなし会スペシャル☆ 
ボランティアあいあいによる、おはなし会・すばな

し会！心地よいおはなしの世界へどうぞ！ 

 
 

 

この他、工作教室・映画会・古雑誌配布等楽しい 

催しがたくさん。ぜひお越しください！ 

 
 

 

 

 

～特別整理期間（蔵書点検）のため～ 

休館期間：11 月 8 日（水）～11 月 24 日（金） 

 

蔵書の点検や館内整理等の為、中央図書館は上記の期

間休館となります。皆様には大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、ご了承くださいますようお願いいたします。

（11/25（土）より通常開館いたします。） 

なお、加治木図書館及び蒲生公民館等各図書室 

は通常通り開館しますので、ぜひご利用ください。 

 

 

【川柳・俳句って何？】  

【貯蓄について】10/17 は貯蓄の日！ 

【数字って面白い】 

【秋の本・ハロウィン関連本】（児童書コーナー） 

   

       10 月                        11 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  

 ※ 10日（火） 祝日振替休館日 ※26日（木）資料整理休館日  ※11月 8日（水）～11月 22日（水）は特別整理期間の為休館 

※23日（木）祝日休館日  ※24日（金）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） 

１０月１３日(金) 
 ※11月は特別整理期間のためお休みです 

        午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会   

１０月７日(土)   １０月２１日(土) 
        ※11月は特別整理期間のためお休みです 

  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１０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 
 

１０月４日（水）・７日（土） 

【人生、いろどり】 

・不況に苦しむ過疎の町で、山で採れる葉っぱを料理

のつまものとして販売しようと、若き農協職員江田は思

いつく。当たり前の日々が、葉っぱとの出会いで色づき

だす。７０代、８０代の女性たちを主戦力にしたビジネス

の物語。 

出演： 吉行和子  富司純子 中尾ミエ 

（2012年／日本／約 1時間 52分／カラー） 

 

１０月１１日（水）・１４日（土） 

【４分間のピアニスト】 

・ピアノ教師として刑務所を訪れたトラウデ・クリューガー

は、ジェニー・フォン・レーベンの才能を見出す。クリュ

ーガーは彼女の指導に残りの人生を捧げる決意をし、

レッスンを始める。 

出演：ハンナー・ヘルツシュプルング モニカ・ブライ

ブトロイ  

（2006年／ドイツ／１時間 50分／カラー／字幕） 

 

１０月１８日（水）・２１日（土） 

【手紙 －ＴＥＧＡＭＩ－】 

・小さな町で長年郵便配達員をしている大森恒一は、

一度も手紙を無くした事がない。それが彼の自負であっ

た。ところがある日、配達するはずの郵便物をバイクごと

盗まれてしまう。手紙ひとつひとつには、見えない愛情

や物語が込められている。「必ず手紙を届ける」。恒一

の命を懸けた捜索が始まった。 

出演：古谷一行 風吹ジュン 小林桂樹 

（2002年／日本／１時間 47分／カラー） 

 

１０月２５日（水） 

【少林サッカー】 

・鋼鉄の脚の持ち主シンは、少林拳を広めるためにサッ

カーを始める。仲間たちとチームを組んで勝ち進み、宿

敵デビルチームに戦いを挑む! 前人未踏・空前絶後な

超ド級サッカーエンタテインメント。 

出演：チャウ・シンチー ラム・チーチョン 

（2001 年／香港／1 時間 49 分／カラー／日本語吹

替） 

《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 

１０月１日（日） 【まんが日本昔ばなし】 

「かぐまのちから石」「白狐の湯」他   (50分) 
 

１０月７日（土） 

【セロひきのゴーシュ】        （20分） 
 

１０月８日（日） 

【チリンの鈴】             (46分) 
 

１０月１４日（土） 【アニメ世界名作劇場】 

「愛少女ポリアンナ物語」       （30分） 
 

１０月１５日（日） 【グリム名作童話集】 

「ブレーメンの音楽隊」「星のコスモス」他(35分) 
     

１０月２１日（土） 【アニメ古典文学館】 

「竹取物語」             （19分） 
             

１０月２２日（日） 

【１４ひきのあきまつり】        (22分) 

 

 

 

 

10月 27日（金）午後 2時～ 

陽のあたる場所 
1951年 

アメリカ 

エリザベス・テイラー 
モンゴメリー・クリフト 

10月 28日（土）夏の庭午前 10時～  ペネロペ午後 2 時～ 

夏の庭 The Friends 
1994年 

日本 

三國連太郎 

坂田直樹 

うっかりペネロペ 

・楽しくて大忙し 

2013年 

日本 

アニメ 
※親子向け 

10月 29日（日）午前 11時～ 午後 2時～ 

白雪姫 
2007年 

アメリカ 

アニメ名作シリーズ 

※親子向け 

10月 31日（火）午後 2時～ 

レジェンド・オブ・ゴースト  

カンタヴィル城と秘密の部屋  

2016年 

フランス・ベルギー 

オドレイ・フルーロ 

ミカエル・ユーン 

11月 1日（水）午後 2時～ 

最高の人生のつくり方 
2014年 

アメリカ 

マイケル・ダグラス 

ダイアン・キートン 

11月 2日（木）午後 2時～ 

小林一三 
2016年 

日本 

阿部サダヲ 

瀧本美織 

11月 3日（金）午前 9時 30分～ 

深夜食堂 
2015年 

日本 

小林薫 

高岡早紀 

 
 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

シネマウィーク上映プログラム 
（10 月 27 日～11 月 3 日） 

※28 日の再上映はありません。

（「夏の庭」上映のため） 


