
 

開催日時 講座 対象者 講師

７/２１（土）

午前9時～正午
読書感想文チャレンジ講座

小学３年～

  ６年生の親子

市学校教育課

峯元済年 氏

７/２５（水）
午前9時半～正午

ひらめき・ときめき算数教室

「形と広さ（面積）のふしぎ」

小学４年～

        ６年生

前市立図書館長

平澤光德 氏

　　７/２８（土）
①午前 9時半～正午

②午後1時半～4時

夏休み親子科学教室
「音を楽しむ」～ものと音のひびき～

小学３年～

  ６年生の親子

北山小教諭

川口啓史 氏

発 行 所  姶 良 市 立 中 央 図 書 館 
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《新着資料紹介》（一部です） 
 

一般書 

「AI vs.教科書が読めない子どもたち」   新井 紀子 

「風は西から」              村山 由佳 

「グレイヘアという選択」       主婦の友社∥編 

「ここが変わった !改正介護保険 サービス・しくみ・利用料がわかる本 

             2018～2020 年度版」        川村 匡由∥監修 

「THE RHETORIC 人生の武器としての伝える技術」    ジェイ・ ハインリックス 

「一年中楽しめるコンテナ野菜づくり畑がなくても簡単おいしい! 」金田 初代 

「月曜日がつらい先生たちへ 不安が消えるストレスマネジメント」    真金 薫子 

「学金借りる?借りない?見極めガイド ここが知りたかった 109 の Q&A」 久米 忠史 

「魂の秘境から」             石牟礼 道子 

「にゃん! 鈴江藩江戸屋敷見聞帳」   あさの あつこ 

「反戦歌 戦争に立ち向かった歌たち」     竹村 淳 

「辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦」   高野 秀行ほか 

「どんでんがえしのバッグ」           roll 

「木曜日にはココアを」          青山 美智子 

「社員の「顔と名前の一致」が会社をどんどん強くする」     柳 橋仁機 

「うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず 」 おいしい家庭おかずの会//編  

「坐骨神経痛のすべて」              田村 睦弘∥監修 

「キネマトグラフィカ」          古内 一絵 

児童書 
「アナゴたいそう」               うさやま みやこ 

「コミック版世界の伝記 レントゲン」     フカキ ショウコ           

「季節と行事のおりがみくらぶ」       新宮 文明 

「危険生物◆外来生物大図鑑」       今泉 忠昭 

「ピンチを解決！10 歳からのライフスキル 1」   相川 充∥監修       

「クニマスは生きていた！」       池田 まき子 

「ねこまた妖怪伝」                    藤野 恵美 

「英語が好きになる」            関 和之 

「ゆらゆらミケちゃん」          きむら ゆういち 

「いってみよう!大井川鐵道トーマス号となかまたち」   小賀野 実 

「がっこうだってどきどきしてる」    アダム レックス 

「自分コンプレックス」        みうら かれん 

「みんな、ワンダー」               P・J パラシオ 

「しらべよう!47都道府県のくだもの」    河鰭 実之 

《公開講座「鹿児島の気象を読み解く》 
 日時：平成 30 年 7 月 7 日（土）午後 1 時 30 分～ 

 場所：姶良市立中央図書館 2 階視聴覚室 

 講師：鹿児島地方気象台 
 

《図書館講演会「西郷どんと姶良」》 
 日時：平成 30 年 8 月 4 日（土）午後 1 時 30 分～ 

 場所：姶良市立中央図書館 2 階視聴覚室 

 講師：NPO 法人まちづくり地域フォーラム 

    かごしま探検の会代表理事 東川 隆太郎氏 
 

《夏休み図書館講座》 
 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくは、各申請書をご覧ください。 
 

 

 

【2018FIFA ワールドカップ開催！】 

サッカーについて今一度、学べる本が勢揃い! 

【梅雨時や雨の日の過ごし方】 

梅雨を楽しく過ごすのにぴったりな本が大集合。 

【仕事力ＵＰ↑】 

  新年度２ヶ月目。仕事力ＵＰを図りませんか？ 

【ヨミメン！男の人も読み聞かせ】 

   男性ボイスの魅力を活かし、読み聞かせにレッツト

ライ！ 
 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇国民体育大会 PR パネル展  6 月 1 日（金）～12 日（火） 

〇第 70 回「歯と口の健康週間」図画ポスターコンクール  

              ６月 13 日（水）～27 日（水） 

※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。 

   
 

６月                        ７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  

日 月 火 水 木 金 土
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※28日(木) 資料整理休館日                 ※17日(火) 祝日振替休館日 26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） 

６月 ８日（金） 

７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 

６月２日（土） ６月１６日（土） 

７月７日（土） ７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 開館 9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



平成３０年６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 

６月６日（水）・９日（土） 

【終着駅】 

アメリカ人の若い人妻メアリーはローマの妹の家に

身を寄せて数日間ローマを見物していたが、その間に

青年ジョヴァンニと烈しく愛し合うようになってしまっ

た。アメリカに残してきた夫や娘のところへ帰国するた

めミラノ行の列車に乗り込んだメアリーだが、発車数分

前になってジョヴァンニが駆けつけた…。ローマのテル

ミニ駅を舞台に繰り広げられるラヴストーリー。 

出演：ジェニファー・ジョーンズ モンゴメリー・クリフト 

（1953年／米・伊／1時間 12分／モノクロ／字幕） 

 

６月１３日（水）・１６日（土） 

【ツバキ文具店 ～鎌倉代書屋物語～ １】 

「ツバキ文具店」を営んでいた祖母のカシ子が亡く

なり、８年ぶりに故郷の鎌倉に帰ってきた雨宮鳩子。

「ツバキ文具店」は、依頼者が書けない手紙を、なり代

わって書くことが生業という、一風変わった店だった。

祖母に反抗して家を出た鳩子に店を継ぐ気はなかっ

たが、祖母が亡くなる直前にお悔やみ状の代書を依

頼したという客が現れ…。 

出演：多部未華子 高橋克典 倍賞美津子 

（2017年／日本／2時間 25分／カラー） 

 

６月２０日（水）・２３日（土） 

【出来ごころ】 

喜八はビール工場で働きながら小学生の富夫と暮

らしていた。一膳飯屋の娘・春江に恋をするが失恋し、

酒浸りの日々を送る喜八。バカの子といじめられた富

夫は、喜八の盆栽の葉をむしりとってしまう。小津安二

郎監督の下町人情コメディ。活動弁士の解説をサイレ

ント作品とともに収録した活弁トーキー版。 

出演：坂本武 伏見信子  活弁：松田春翠 

(1933 年／日本／1 時間 40 分／モノクロ／活弁ト-キ

-) 

 

６月２７日（水）・３０日（土） 

【雨】 

南太平洋の小さな島。アメリカからの客船は検疫の

ために足止めをくらい、乗客はしばらく島への滞在を

余儀なくされる。その中には、美しい娼婦サディと宣教

師がいた。宣教師は彼女を更正させようとするが…。 

出演：ジョン・クロフォード ウォルター・ヒューストン 

（1932年／アメリカ／1時間 34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 

６月２日（土） 

【アンデルセン名作童話】 

「にんぎょ姫」「小クラウス大クラウス」 

「ナイチンゲールと皇帝」         (35分) 

 

６月３日（日） 

【アニメ世界名作劇場】 

「ふしぎの国のアリス」          (30分) 

 

６月９日（土） 

【椋鳩十 野生のさけび】 

「消えた野犬」「カワウソの海」       (49分) 

 

６月１０日（日） 

【リボンの騎士 総集編】 

シルバーランド王国には、男の子でなければ王様に

なることができないという法律があった。天使チンク

のいたずらで、男女２つの心を持って生まれた王女・

サファイア姫は、生まれたときに王子として発表され、

男の子として育てられたが…。       (63分) 

 

６月１６日（土） 

【あらしのよるに】 

「第６話 ひみつのかくれ家」       (25分) 

 

６月１７日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのふしぎなみずうみ」 

「けろけろけろっぴのよわむし王子の大冒険」(50分) 

 

６月２３日（土） 

【グリム名作童話集】 

「おおかみと七ひきの子やぎ」 

「がちょう番の娘」「いばら姫」       (35分) 

 

６月２４日（日） 

【エリック・カール コレクション】 

「はらぺこあおむし」「だんまりこおろぎ」 

「パパ、お月さまとって！」「ごちゃまぜカメレオン」 

「うたがみえる、きこえるよ」       (33分) 

  

６月３０日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「雷と悪者」「安珍清姫」「かみそり狐」「佐吉舟」 

(50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。  


