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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「鹿児島市電が走る街今昔」        水元 景文 

「100 歳まで動ける体になる「筋リハ」」 久野 譜也 

「日本と世界のモノ歴史 113」     冨士本 昌恵 
「SNS 地獄を生き抜くオトナ女子の文章作法」石原 壮一郎 

「日本の神様解剖図鑑」         平藤 喜久子       

「保育で大活躍!もっと楽しい!手袋シアター」  amico 

「麦ばあの島 1～4」          古林 海月 

「身辺整理、わたしのやり方」       曽野 綾子 

「漱石を知っていますか」        阿刀田 高 

「語彙力上達 BOOK」          吉田 裕子 

「料理は女の義務ですか」        阿古 真理 

「深い疲れをとる自律神経トリートメント」船木 隆広 

児童書 

「西郷どん!まるごと絵本」 東川隆太郎/さめしまことえ 

「藤城清治影絵の絵本グリム」      藤城 清治 

「ドアのノブさん」           大久保 雨咲 

「パン屋のこびととハリネズミ」   ｱﾆｰ M.G. ｼｭﾐｯﾄ 

「まほうの絵本屋さん」          小手鞠 るい 

「かぜにもらったゆめ」          佐藤 さとる 

「サケが帰ってきた!」           奥山 文弥 

「つくえの下のとおい国」         石井 睦美 

「ペンギンがとぶ」          ひだの かな代 

 

 

 

【冬季オリンピック】 

 2 月 9 日（金）、いよいよ平昌冬季オリンピック 

開幕! 

【本屋大賞】 

  2018 年本屋大賞はどの作品に？ 

【確定申告】 

 今年もこの季節がやってきました。確定申告の 

準備はお早めに！ 

【季節の絵本】 

 節分にバレンタインデー、猫の日など 

催し物がいっぱい！ 

 

 

 

 

 

第 158 回 芥川賞・直木賞決定! 
 

                 【芥川賞】 

 

 

 

「百年泥」   「おらおらでひとりいぐも」 

石井 遊佳      若竹千佐子 

【直木賞】 
 

「銀河鉄道の父」  

門井 慶喜 

                  

第 10 回絵本屋さん大賞決定! 
 

 

 

「なつみはなんにでもなれる」  

ヨシタケ シンスケ 
 

 

※貸出中の資料は予約できます 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
〇 あいら未来特使団パネル展 

1 月２６日（金）～２月９日（金） 
 

〇 若葉会水墨画作品展 
２月 1５日（木）～３月１日（木） 

 

※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。 

   

       ２月                        ３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  

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       

◎11日（日）祝日開館日  ※22日（木）資料整理休館日   ※21日（水）祝日休館日  ※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） 

２月９日（金） 

３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 

２月３日（土） ２月１７日（土） 

３月３日（土） ３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 

【芥川賞】 
 

「しんせかい」 山下 澄人 

【芥川賞】 
 

「しんせかい」 山下 澄人 



  平成３０年２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月７日（水）・１０日（土） 

【植村直己物語】     （原作：植村直己） 

日本人として初めてエベレストに登り、世界で初め

て五大陸最高峰登頂者となった「冒険家植村直己」

の半生を再現したヒューマン・ドキュメンタリー映画。 

出演： 西田敏行  倍賞千恵子  若林豪 

（1986年／日本／2時間 20分／カラー） 

 

 

２月１４日（水）・１７日（土） 

【會議は踊る】 

ウィーン会議を舞台とした、ロシアの皇帝と手袋屋

の娘との恋を描いたオペレッタ映画。 

出演：ヴィリ・フリッチ   リリアン・ハーヴェイ                   

（1931年／ドイツ／1時間 35分／モノクロ／字幕） 

 

 

２月２１日（水）・２４日（土） 

【カサブランカ】 

カサブランカのある酒場に１組の夫婦が訪れる。反

ナチスのリーダー、ラズロとその妻イルザだ。ラズロ

は、この酒場の経営者が隠し持っているパスポートを

買い取るため、イルザを伴い店を訪れたのであった。

そこで思い出の曲を耳にしたイルザは、かつて愛し

合いアメリカ亡命を誓い合うも、ある理由で裏切ること

となってしまった、かつての恋人リックへの愛がよみ

がえり・・・。 

出演：ハンフリー・ボガート  イングリッド・バーグマン 

（1943年／アメリカ／約1時間43分／モノクロ／字幕） 

 

 

２月２８日（水）・３月３日（土） 

【故郷
ふるさと

 】 

沖縄に住む七十六歳の名物マラソンお婆ちゃん

南風原時子が、生まれ故郷の北海道を目指して日本

縦断マラソンに挑戦。一人のお婆ちゃんランナーを

軸に、家族、友人、各地で出逢う人々たちとの触れ

合いを描いたハート・ウォーミング・ロード・ムービー。 

出演：淡島千景  尾美としのり  三井ゆり 

（1999年／日本／1時間 50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 

 

２月３日（土） 

【とおるといくえのアニメ日本の昔ばなし】 

「もも太郎」「かさじぞう」       (２５分) 

 

２月４日（日） 

【あらしのよるに １】（原作：きむらゆういち） 

第２話「うそつきガブ」       （２５分） 

 

２月１０日（土） 

【トムとジェリー アカデミー・コレクション】 

「勝利は我に」他 12話     (約１時間４０分) 

         

２月１１日（日） 

【グリム名作童話集】 

「おおかみと老犬ズルタン」「王様と１００匹のう

さぎ」「ヘンゼルとグレーテル」    （３５分） 

                   

２月１７日（土） 

【たぬきの糸車】（原作：岸 なみ） 

毎晩、山奥に住むきこり夫婦のところへやって来て

はいたずらをするたぬきがいた。ある美しい月の晩、

おかみさんが糸を紡いでいると、たぬきが破れ障子

からこちらをのぞき、糸車を回すまねをしているこ

とに気づく。          (１２分) 

     

２月１８日（日） 

【ハリー・ポッターと賢者の石】 

幼い頃に両親を亡くしたハリー・ポッターは、意

地悪な叔母一家に引き取られ孤独な日々を送ってい

た。そんなある日、彼のもとに突然“ホグワーツ魔

法魔術学校への入学許可証”が届く。 

（原作：J.K.ローリング）   （約２時間３２分） 

 

２月２４日（土） 

【ミッキーマウス】 

「ミッキーのお化け退治」他７話 

                （約１時間９分） 

２月２５日（日） 

【レオ・レオニ ５つの名作集】 

「フレデリック」「コーネリアス」「ぼくのだ！わ

たしのよ！」「さかなは さかな」「スイミー」 

                （約２８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。  


