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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書            

「驚異の未来生物」    ﾏﾙｸ･ﾌﾞﾚｰ&ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ･ｽﾃｲｴ 

「崩れる脳を抱きしめて」       知念 実希人 

「パパは脳研究者」           池谷 裕二 

「今そこにあるバブル」         滝田 洋一 

「捕まえて、食べる」          玉置 標本 

「幕末明治 鹿児島県謎解き散歩」    徳永 和喜 

「すごい会話のタネ 700」     話題の達人倶楽部 

「国連で学んだ修羅場のリーダーシップ」 忍足 謙朗 

「こどもキッチン、はじまります。」  石井 由紀子 

「西郷の首」               伊東 潤 

「いちばんやさしい薬理学」       木澤 靖夫 

「デザインの仕事」           寄藤 文平 

児童書 

「メリーメリーへんしんする」   ｼﾞｮｰﾝ･G･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ             

「ゆでたまごでんしゃ」     くればやし よしえ 

「プーカの谷」             渡辺 洋子 

「こどもってね…」        ﾍﾞｱﾄﾘｰﾁｪ･ｱﾚﾏｰﾆｬ 

「オオカミを森へ」          ｷｬｻﾘﾝ･ﾗﾝﾃﾞﾙ 

「ぴりかちゃんのブーツ」       さとう あや 

「わくわくオーケストラ楽器物語」    八木 倫明 

「ぞろりぞろりとやさいがね」   ひろかわ さえこ 

「おしりフリフリ」         中川 ひろたか 

「にちようびは名探偵」          杉山 亮 

「いえない いえない」       くすはら 順 子 
 

 

 

 

 

中央図書館、休館のご案内 
～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） 

上記の期間、中央図書館は特別整理のため休館となりま

す。毎年１回、所蔵している蔵書の点検や館内整理などを

行います。みなさま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。 

 なお、加治木図書館及び蒲生公民館等各図書室は、平常

通り開館していますので、ぜひご利用ください。 

※蔵書点検とは、蔵書データと現物との照合作業で、これ 

 により不明資料の確認や保管場所の確認をするものです。 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × 
○ 

（ポスト） 

 

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

特別整理期間の利用について 

※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープは壊れる恐れがありますの 

で、加治木図書館及び公民館図書室のカウンターへ返却 

をお願いいたします。 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○ 毎月２３日は子どもといっしょに読書の日 

  「ポスター原画巡回展示」11 月 1 日（水）まで 

〇 人権週間パネル展示 
（人権週間 12/4～10・北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12/10～16） 

12 月 1 日（金）～1２月 1４日（木） 
※ふれあいプラザを利用される方は、職員までご相談ください。 

※日程は、変更になる場合もあります。 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 
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 ※11月 8日～11月 22日の期間は特別整理期間のため休館    ※23日 祝日休館日（天皇誕生日） ※28日 資料整理休館日 

※23日 祝日休館日（勤労感謝の日）※24日 資料整理休館日   ※12月 29日～1月 3日 年末年始休館日 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１２月８日（金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

11 月 3日のフェスティバルでおはなし会があります。 

☆おはなし会   

１２月２日(土)、１２月１６日(土) 

         午後３時から おはなしコーナーにて 

11月の定例おはなし会（だっこ）は、休館に伴いお休みです。 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
休館日 

【古典文学への誘い】 

秋の夜長に、じっくりと古典文学は！ 

【夫婦･結婚･恋の本】 

11/6 のお見合いの日にちなんで、夫婦･結婚･

恋の本を展示。 

【○○の秋】【季節の絵本】 

 今の季節にピッタリな、「○○の秋」の本が 

大集合！ 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib-aira.jp/


平成２９年１１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 
 

１１月１日（水）・４日（土） シネマウィーク 

【最高の人生のつくり方】 

・自己中心的で、周囲からはガンコで変わり者と 

思われているオーレンの元へ、疎遠になっていた 

息子から娘を預かってほしいと依頼が来る。孫の 

存在さえ知らなかったオーレンは戸惑いを隠せず、

隣人の女性リアに助けを求める。こうして奇妙な 

3人での生活が始まるが…。 

出演：マイケル・ダグラス ダイアン・キートン 

（2014年／アメリカ／1時間 34分／カラー／字幕） 

 

１１月２日（木） シネマウィーク 

【経世済民の男  小林一三】 

・阪急電鉄、阪急百貨店や宝塚歌劇団をユニーク 

な手法で創設し、現在にも通じるビジネスモデル 

を作り上げた小林一三。小説家志望で落ちこぼれ 

銀行員だった一三が、ビジネスと人生の師に出会 

って事業のおもしろさに目覚め、独創的な手段で 

弱小電鉄を大企業へと成長させていく。               

出演：阿部サダヲ 瀧本美織 草刈正雄 

（2016 年／日本／１時間 55 分／カラー） 

 

１１月２９（水）・１２月２日（土） 

【ジャズ・シンガー】 

ユダヤ教徒で司祭長の息子であるジェイキーは、 

ジャズ歌手になることが夢だったが、酒場で歌っ 

ているところを見つかって勘当される。その後、 

ミュージカルスターとして成功し念願のブロー 

ドウェイの仕事が決まるが、初舞台の前日、父が 

倒れてしまう。 

出演：アル・ジョルスン メイ・マガヴォイ 

（1927 年／アメリカ／1 時間 28 分／モノクロ／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 

１１月４日（土） 

【トムとジェリー】 

「赤ちゃんはいいな」「母をたずねて」 

「おかしなアヒルの子」「可愛い逃亡者」     

（30分） 

 

１１月５日（日） 

【めぐみ  

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ】 

（25分） 
 

１１月２５日（土） 

【こぎつねのおくりもの】 

・母ぎつねは，おなかをすかせた子ぎつねのため 

にぶどうを取りに行き，子ぎつねを守るために銃 

で撃たれてしまう。長い年月が経ったある秋の日，

子ぎつねはおいしいぶどうを見つける。それは， 

母ぎつねが命がけでとって来てくれたあのぶどう 

から実ったものであった。 

  (30分) 
 

１１月２６日（日） 

【チップとデール】     

「リスの朝ごはん」「リスの冬支度」 

「リスのオモチャ合戦」他      （53分） 

 

 
 

図書館フェスティバル特別上映 
11月３日(金)午前９時３０分～ 

【深夜食堂】    

・繁華街の路地裏にある深夜営業の食堂「めしや」。

春夏秋冬、ちょっとワケあり

な客たちが現れては、マスタ

ーの作る懐かしい味に心の

重荷を下ろし、新しい明日へ

の一歩を踏み出していく。 

出演：小林薫 高岡早紀  

柄本時生 多部未華子 

（2015年／日本／ 

1時間 59分／カラー） 

 

                 

  

        ※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

 

お知らせ 

11/8（水）～11/24（金）は、休館日

（特別整理期間）のため、映画会は

お休みです。 


