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  《こどもの読書週間 4 月 23 日～5 月 12 日》 

 
読書は心の栄養です。姶良市立図書館では、 

おいしい料理が登場する本を紹介する「もの 

がたりレシピをいただきます」のリーフレッ 

トを作成しました♪ものがたりの中の献立が 

市内の小中学校の給食にも登場。給食を味わ 

い、本の世界にもたっぷりと浸ってください! 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「白飯最高おかず」                        堤 人美 

「日本で１日に起きていることを調べてみた 」    宇田川 勝司 

「ポンコツ武将列伝」         長谷川 ヨシテル 

「アラブからこんにちは」       ハムダ なおこ 

「やさしくわかる！毛髪医療最前線」 毛髪医療特別取材班 

「秘境駅の謎」                旅と鉄道編集部 

「庭」                          小山田 浩子 

「ハーバリウム」                  誠文堂新光社 

「週末 15 分そうじ術」           鈴木 美帆子 

「いつも日本語で悩んでいます」    朝日新聞校閲センター 

「ＳＮＳで一目置かれる堀潤の伝える人になろう講座」      堀 潤 

「犬棒日記」               乃南 アサ 

「ナイフみたいにとがってら 反抗期男子観察日記」    月野 まる 

「面白くて眠れなくなる物理パズル」    左巻 健男 

児童書 

「どうぶつ４・５・６歳のふしぎクイズ」    今泉 忠明 

「わかったさんのふんわりケーキ」     寺村 輝夫           

「あんみんガッパのパジャマやさん」    柏葉 幸子 

「うそつきにかんぱい！」         宮川 ひろ 

「いきものちえくらべ」        海野 和男ほか 

「さよならともだち」          内田 麟太郎 

「せきとりしりとり」           サトシン 

「作家になりたい」            小林 深雪 

「おもしろ妖怪学 100 夜」        千葉 幹夫 

「ハッピーになれる星座占い」      鏡 リュウジ 

「ガーティのミッション世界一」  ケイト・ビーズリー 

「だんごむしのおうち」         澤口 たまみ 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 

『鹿児島の気象を読み解く』 
～情報を活かして安全対策に活用～ 

〇日 時：７月７日(土) 午後１時 30 分～午後３時 30 分 

○場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

○講 師：鹿児島地方気象台 

○募 集：６０人程度（定員になり次第締切り） ※無料 

○申込期間：5 月 22 日（火）～定員まで 

○申込方法：中央図書館・加治木図書館・蒲生図書室に 

申込用紙を提出。 

（FAX 可。中央図書館へ。FAX 0995-64-5601） 

※この講座は、｢ふれあい講座｣の第２回講座を公開して行

うものです。 

 

 

【魅力あふれる読み聞かせのポイント講座】 

５月３１日の読み聞かせ講座に合わせ、読み聞かせに 

関する本や、読み聞かせにおすすめの絵本を紹介！ 

【鹿児島の高校生が薦める本】 

「鹿児島の高校生が薦める本」（平成３０年版）で紹

介されている本を集めました。 

【母の日】 

「母の日」におすすめしたい、様々なジャンルの本

をご紹介！ 

【ものがたりレシピをいただきます】 

 読んでいるだけで、お腹がなりそうな本が勢揃い。 

【５月のいろいろ】 

 5 月ならではの、楽しい本を紹介! 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
 

〇県立姶良病院作品展示「おさるさん」 ５月 2 日（水）～11 日（金） 

〇フォトサークルあんぐる写真展  5 月 12 日（土）～26 日（土） 
 

※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。 

   

       ５月                        ６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       

※1日(火)祝日振替休館日 24日(木) 資料整理休館日     ※28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） 

５月１１日（金） 

６月 ８日（金） 

      午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

５月５日（土） ５月１９日（土） 

６月２日（土） ６月１６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 

今年の標語は「はじまるよ！ 本のカーニバル」 



平成３０年５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 
 

５月２日（水）・５日（土） 

【紅白が生まれた日】 

終戦からわずか 4 カ月後の大晦日。一人のディレク

ターのひらめきを発端として「紅白歌合戦」の前身とな

った番組、「紅白音楽試合」が放送された。傷ついた

人々に歌声を届けようと、奮闘するスタッフや歌手達の

人間模様を描く物語。 

出演：松山ケンイチ 本田翼 miwa 星野源 

（2015年／日本／1時間 12分／カラー） 

５月９日（水）・１２日（土） 

【市民ケーン】 

“ローズバッド（ばらのつぼみ）”という言葉を残して

新聞王のケーンが死んだ。ニュース映画の記者達はこ

の言葉がケーンの人生を解き明かす鍵になると考え取

材を始める。 

出演：オーソン・ウェルズ ジョセフ・コットン 

（1941年／アメリカ／1時間 59分／モノクロ／字幕） 

５月１６日（水）・１９日（土） 

【綾小路きみまろ 爆笑！エキサイトビデオ②】 

中高年のアイドル、綾小路きみまろの腹の底から笑

えるライブ模様。第２弾は，富士河口湖町にて行われ

たステージ。 

出演：綾小路きみまろ 

（2005年／日本／50分／カラー） 

５月２３日（水）・２６日（土） 

【蝉しぐれ】 

江戸時代末期、海坂藩。父母と暮らす１５歳の牧文

四朗は、仲の良い友人と共に、剣術と学問に励んでい

た。そんなある日、殿の世継ぎにまつわる藩内の争い

に巻き込まれた父は謀反の罪に問われ、切腹を言い

渡される…。青春、友情、父から子へ継承される人とし

ての生き方、そしてひとりの人を想いつづける愛の物

語が、四季折々の美しい風景の中で描かれる。 

出演：市川染五郎 木村佳乃  

（2005年／日本／2時間１１分／カラー） 

５月３０日（水）・６月２日（土） 

【男と女】 

映画のスクリプト・ガールをしているアンヌとレーシン

グ・ドライバーのジャンは、それぞれ夫、妻と死に別れ

て、今は１人の身。そんな二人が子供の寄宿舎を訪ね

た折に知り合った。恋に落ちる二人。だが二人はそれ

ぞれに過去の思い出を持っていて…。 

（原作：クロード・ルルーシュ） 

出演：アヌーク・エーメ  ジャン・ルイ・トランティニヤン                       

（1966年／フランス／１時間 44分／カラー／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 

 

５月５日（土） 

【あらしのよるに ２】 

「第５話 ともだちのうた」 

                     (25分) 

５月６日（日） 

【忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with 

コズミックフロント☆NEXT 太陽系の段・月の段】 

                     (50分) 

 

５月１２日（土） 

【ムーミン・パペット・アニメーション 

             パパの青春の巻】 

「ムーミンパパの思い出」「竜のエドワード」 

「ある夜のできごと」           （30分） 

 

 

５月１３日（日） 

【１０ぴきのかえる ①】 

           (40分) 

 

５月１９日（土） 

【日本の昔ばなし ふるさと再生 ７】 

「かぐや姫」「鬼の妹」「まんじゅうこわい」 

                    （24分） 

 

５月２０日（日） 

【ムーミン・パペット・アニメーション 

             パパの青春の巻】 

「あらしとオーケストラ号」「王様の誕生日」 

「島のおばけ」 

          (30分) 

 

５月２６日（土） 

【長くつ下のピッピ】 

長くつ下のピッピは、赤毛でそばかすだらけの元気な

女の子。ゴタゴタ荘で、さるのニルソンと馬といっし

ょにくらしています。世界一強い女の子が大活躍する、

リンドグレーン原作のゆかいなお話！ 

                 （1時間 16分） 

５月２７日（日） 

【日本の昔ばなし ふるさと再生 ７】 

「海幸彦と山幸彦」「河童が出てきた日」 

「閻魔さまの失敗」 

   （22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。  

初上映 

初上映 


