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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「ニッポンのおみくじ」          鏑木 麻矢 

「皇帝と拳銃と」              倉知 淳 

「世界の国鳥」                アフロ 

「保守の真贋」              西尾 幹二 

「おもかげ」               浅田 次郎 

「米中台現代三国志」            近藤 伸二      

「孤独のすすめ」             五木 寛之 

「西郷内閣」               早瀬 利之  

「ネコへの恋文」             岩合 光昭 

児童書 

「ツトムとネコのひのようじん」   にしかわ おさむ 

「パンツ・プロジェクト」    キャット・クラーク 

「ソーリ！」                濱野 京子 

「地球の森のハートさがし」             藤原 幸一 

「じてんしゃにのれたよ」 スタジオタッククリエイティブ 

「ちいさなちいさなちいさなおひめさま」 二宮 由紀子 

「奮闘するたすく」           まはら 三桃 

「たくはいびーん」                林 大林 

「小学生のための便利な音楽辞典」     草野 夏矢 

 

 今月も展示コーナーへお立ち寄りください! 

【林真理子を知ろう】 

【第 158 回芥川賞・直木賞候補作決定】 

 【2018 年若い人に贈る読書のすすめ】 

 【季節の絵本】【犬の絵本】 

 

 
～ 一般書 ～ 

「九十歳。何がめでたい」  
佐藤 愛子 

 

       

 

 
「騎士団長殺し」    村上 春樹 

 
「祈りの幕が下りる時」  東野 圭吾 

 

～ 児童書 ～ 
 

「かいけつゾロリのじごくりょこう」  
原 ゆたか 

 

 

 

 

「かいけつゾロリの大きょうりゅう」    
 原 ゆたか 

 

「かいけつゾロリぜったいぜつめい」    
 原 ゆたか 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
〇 鹿児島湾奥環境パネル展 

1 月 1７日（水）～1 月２４日（水） 
〇 あいら未来特使団パネル展 

1 月２６日（金）～２月９日（金） 
 

※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。 
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※1日～3日は年末年始休館                   ◎11日（日）祝日開館日  

※9日(火) 祝日振替休館日 ※25日（木）資料整理休館日    ※22日（木）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） 
１月１２日（金）  

２月９日（金） 

        午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 
１月６日（土） １月２０日（土） 

２月３日（土） ２月１７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 

日頃より当館をご利用いただき誠にありがとうございます。

本年も皆様のご来館をお待ちしています。 

人間は「のんびりしよう」なんて考えては

ダメだということが、九十歳を過ぎてよく

わかりました-。御年九十二歳の佐藤愛子

が、ヘトヘトでしぼり出した怒りの書。 

地獄に連れてこられたゾロリは、生きて帰

るため 7 つの地獄に挑戦!おそろしい地獄

から、帰ってこられるのでしょうか? 



  平成３０年１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 

 

１月３日（水） 

 

１月６日（土） 

【ぼくたちと駐在さんの７００日戦争】 

出演： 市原隼人 佐々木蔵之介 

（２００８年／日本／１時間５０分／カラー） 

 

１月１０日（水）・１３日（土） 

【富士ファミリー】 

・富士山のふもとにあるコンビニ「富士ファミリー」には

美人三姉妹がいた。年の瀬もせまったある日、笑子

バアさんの前に死んだはずの次女・ナスミが現れ、あ

るメモを見つけてほしいと言う。このメモをきっかけに

騒動が巻き起こる。 

出演： 薬師丸ひろ子 小泉今日子 吉岡秀隆  

（２０１６年／日本／１時間２７分／カラー） 

 

１月１７日（水）・２０日（土） 

【四十二番街】 

・富豪の男、ミュージカル・スターを目指す女、そして

その女が恋する男の三角関係を物語の軸に、ミュー

ジカルショーの舞台裏を描いた傑作。 

出演：ウォーナー・バクスター ベベ・タニエルズ  

（１９３３年／アメリカ／１時間２９分／カラー／字幕） 

 

１月２４日（水）・２７日（土） 

【小公女】 

・母親を亡くし、父親のクルー大尉の愛情を受けて育

ったセーラ。インドで裕福に暮らしていたが、父が戦

地に赴くことになり、ニューヨークの厳格な寄宿学校

に入学する。ある日、セーラは父親が亡くなったこと

を知り…。 

出演：シャーリー・テンプル イアン・ハンター 

（１９３９年／アメリカ／１時間３１分／カラー／字幕） 

 

１月３１日（水）・２月３日（土） 

【米百俵】 

・明治時代初期、荒廃した長岡藩に救援米が送られ

た。百俵の米の用途をめぐり藩は二つに割れる。小

林虎三郎は、教育こそ国の発展の要であると信じ、

救援米を換金し、学校設立しようとする。 

『この百俵は今でこそ百俵だが、やがては米俵などで

は比較出来ない尊いものになるのだ』と。 

出演：中村喜葎雄 眞行寺君枝 

（1993年／日本／1時間 38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 

１月６日（土） 

【氷河ねずみの毛皮】 

・北の果てに向かう夜行列車での物語。 

裕福な商人のタイチ、船乗りの若者、赤ヒゲの男が

乗っていた列車に白熊たちが乗り込んできて・・・。 

宮澤賢治 原作 (２４分) 

 

１月７日（日） 

【あらしのよるに １】 

第１話「あらしのよるに」 

                  （２５分） 

１月１３日（土） 

【世界名作アニメ】 

「三人の騎士」 

                (１時間１４分) 

 

１月１４日（日） 

【世界名作アニメ】 

「あしながおじさん」 

                  （４２分） 

１月２０日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「きつねの嫁入り」 

「熊と狐」 

     (３０分) 

 

１月２１日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのすてきな姉妹」 

「ハンギョドンのパラレル大作戦 

－花のお江戸は大さわぎ－」 

                  （５０分） 

 

１月２７日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「ドン・キホーテ」 

「うさぎにまけたとら」 

（２２分） 

１月２８日（日） 

【まんが日本昔ばなし】 

「うぐいす長者」 

「ミソサザイは鳥の王様」 

（２５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。 

 

休館日のため、お休みです。 

初上映 
初上映 

〈12 月 27 日(水)の再上映〉 


