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平成３０年４月から、中央図書館及び加治木図書館

は、「国民の祝日に関する法律に定める休日」も開館

いたします。是非、ご利用ください！ 
※開館時間（9 時）閉館時間（中央 18 時・加治木 17 時）です。 

※蒲生公民館図書室・各公民館図書室は変更はありません。 

 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「百年泥」                石井 遊佳 

「報道しない自由」            西村 幸祐 

「夢を実現するパラレルキャリア」     一木 広治 

「ヲトメノイノリ」             石田 千 

「天才と凡才の時代」            秋山 聰 

「星空の谷川俊太郎質問箱」       谷川 俊太郎 

「創造＆老年」              横尾 忠則 

「るるぶ西郷どん」       JTB パブリッシング 

「アラジンとお菓子」        ムナ・サルーム 

「読むパンダ」              黒柳 徹子 

「15 歳のコーヒー屋さん」         岩野 響 

児童書 

「すみれちゃんのお片づけ 12 ヵ月」    渡辺 ゆき 

「十代最後の日」             赤川 次郎 

「子ネコのスワン」          ホリー・ホビー 

「大どろぼうジャム・パン」        内田 麟太郎 

「もしも月でくらしたら」          山本 省三 

「知ってる？フットサル」         鈴木 隆二 

「せなか町から、ずっと」          斉藤 倫 

「ぶうぶうぶう」           おーなり由子 

「大根はエライ」             久住 昌之 

「しりとりボクシング」         新井 けいこ 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
〇 パステル・アート作品展 

３月２日（金）～３月１６日（金） 

〇あいら写友会写真展 
３月 1７日（土）～３月３１日（土） 

※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

 

読み聞かせボランティアグループ 

あいあい会員募集中！ 
 

「あいあい」は毎月第１・３土曜日、第２金曜日に中央

図書館で絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。本

に興味のある方、絵本が好きな方、読み聞かせをしてみ

たい方、一緒に活動しませんか。未経験者・学生・男性

も大歓迎！ 
 

【応募方法】3 月 16 日(金)までに中央図書館にある「ボ

ランティア参加申込書」をご提出ください。随時募集 

もしております。 

※ボランティア保険加入が必要になります。ご不明な点

は中央図書館にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【野球特集】 

 ３月２３日から、第 90 回記念選抜高等学校野球 

大会が始まります！ 

【先人に学ぶ青春バイブル】 

 先人達の言葉の力がたくさん詰まった本を展示 

 しています。 

【自殺対策強化月間】 

 ３月は自殺対策強化月間です。心の健康づくりを 

 しませんか。 

【季節の絵本】 

 ひなまつり、卒園･卒業など。 

 

   

       ３月                        ４月 
日 月 火 水 木 金 土
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29 30       

※21日（水）祝日閉館日（春分の日）            ※26日（木）資料整理休館日 

※22日（木）資料整理休館日                ◎29日（日）30日（月）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） 

３月９日（金） 

４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 

３月３日（土） ３月１７日（土） 

４月７日（土） ４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 

【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３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 
 

 

３月３日（土）  【故郷】 

沖縄に住む七十六歳の名物お婆ちゃんランナー

を軸に、家族、友人たちとの数々の触れ合いが！ 

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） 
 

３月７日（水）・１０日（土） 

【遺体 明日への十日間】 

東日本大震災で甚大な被害に見舞われた岩手県

釜石市。混乱する遺体安置所を訪れた相葉常夫は

葬儀社勤務の経験があり、動揺している人たちを統

率すべく、ボランティアとして働くことになる。 

出演： 西田敏行 緒形直人 

（２０１３年／日本／１時間４５分／カラー） 
 

３月１４日（水）・１７日（土） 

【裸の大将放浪記 山下清物語】 

山下清は、少年時代八幡学園という特別学校に通

う。そこで『貼絵』を始め、その才能を発揮し周囲に認

められるようになる。１８歳の頃、突然学園から姿を消

し、渡り鳥のように全国を歩き廻り…。放浪の天才画

家として、多くの人々に愛され親しまれた山下清の生

涯を感動と溢れるユーモアで描く。 

出演： 芦屋雁之助 南沢一郎 中村玉緒 

（1981年／日本／２時間／カラー） 
 

３月２１日（水）・２４日（土） 

 

 

 
 

３月２８日（水）・３１日（土） 

【犯罪都市】 

処刑前夜に脱獄した死刑囚のアール・ウィリアム

ス。しかし逃げ込んだ先は、なんと警察詰めの記者ク

ラブだった。特ダネをものにしようと共同戦線を張る

記者たちと逃げる男との知恵比べが始まる。 

出演： アドルフ・マンジュー パット・オブライエン 

（1931年／アメリカ／１時間４３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 

３月３日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「三色すみれ」「スーホの白い馬」   (２２分) 

 

３月４日（日） 

【あらしのよるに】 

第３話「オオカミのボス」 

                  （２５分） 

 

３月１０日（土） 

【アニメ名作シリーズ】 

「シンデレラ」         (１時間１２分) 

 

３月１１日（日） 

【手塚治虫アニメワールド】 

「緑の猫」 

                  （２４分） 

 

３月１７日（土） 

【楽しいムーミン一家】 

「ムーミン谷の春」          (２５分) 

 

３月１８日（日） 

【素敵で小さなお話】 

「赤い鼻をなくしたピエロ」 

「利口なジャッカルにだまされたトラ」他 

                  （３３分） 

 

３月２４日（土） 

【とおるといくえのアニメ日本の昔ばなし】 

「花さかじいさん」「かぐや姫」    (２５分) 

 

 

３月２５日（日） 

【トムとジェリー ワイルドスピード】 

               （１時間１５分） 

      

３月３１日（土） 

【チルビー オレンジ】 

「すみっこおばけ」「だいすきのたね」 

「くまくんのあくび」         （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。  

祝日休館日のため、 

水曜名画座と再上映はお休みです。 


