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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「極上の孤独」             下重 暁子 

「ストーリーで学び直す大人の日本史講義」     野島 博之 

「世界最高の子育て」                   ボーク重子 

「コリと痛みの地図帳」           石垣 英俊 

「古代エジプトの数学問題を解いてみる」     三浦 伸夫 

「おいしい彩り野菜のつくりかた」    農山漁村文化協会∥編 

「世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事」    津川 友介 

「男子体操競技 上達のポイント 50」   畠田好章∥監修 

「山猫クー」                      川口 晴 

「長兵衛天眼帳」            山本 一力 

「寝るまえ 5 分の外国語」       黒田 龍之助 

「手ぬぐい使いこないブック」      加藤 敦子 

「愛蔵版パディントントンベアの世界」   ジャパンタイムズ∥編 

「便と尿の悩みをスッキリ解決する方法」 「きょうの健康」番組制作班他  

「最新世界情勢講義 50」     パスカル・ボニファス 

「大人も楽しい博物館に行こう」       昭文社 

児童書 
「モノのはじまりえほん」          荒俣 宏∥監修 

「とってもなまえのおおいネコ」   ケイティ・フレッド 

「こども西郷どん」              齋藤 孝 

「わくわく数の世界の大冒険」          桜井 進 

「ニッポンのご当地ごはん 1～3」  吉田 瑞子∥監修 

「メッシ」                      マイク ペレス 

「楽しくおぼえちゃおう！ことわざモンスター図鑑」   WILL こども知育研究所 

「ノラネコぐんだんと海の果ての怪物」    工藤 ノリコ 

「地震・津波防災のひみつ」       工藤 ケン 

「戦いで読む日本の歴史①～⑤」       矢部 健太郎 

「ぶどう畑で見る夢は」              小手鞠 るい 

「まよなかかいぎ」                     浜田 桂子 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇我 が 町 の 空 襲 画 展   ７月  ５日（木）～1９日（木） 

〇社会を明るくする運動パネル展   ７月 20 日（金）～３１日（火） 

※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。 

 

 

 

 

図書館へ大集合！コミカルな話にこわ～い話。 

今年は影絵も登場するよ☆ 
 

〇日 時：８月 24 日(金)午後２時～午後３時 

○場 所：中央図書館 2 階視聴覚室 

○対  象：小学生向け  

○定 員：110 名程度 ※先着順 

○申込期間：７月２４日(火)～定員になり次第終了 

○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（来館のみ） 

○内 容：絵本「夜の神社の森の中」や素話「おばけ学

校の三人の生徒」、影絵「ななつのほし」など 

 

《平成 30 年度 課題図書のお知らせ》 

 

今年の課題図書が決定! さぁ、みんなチャレンジしてみ

てください。 
 

椋鳩十文学記念館全国読書感想文コンクール 

青少年読書感想文全国コンクール 

西日本読書感想画コンクール 

 

 

課題図書は、2 冊までの貸出となります。 

多くの方が利用できるよう期限内返却にご協力ください。 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
   ７月                        ８月 
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※17日(火) 祝日振替休館日※28日(木) 資料整理休館日  ※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） 

７月１３日（金） 

８月１０日（金） 

      午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

７月７日（土） ７月２１日（土） 

８月４日（土） ８月１８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 

【気象】 

天気を読むコツ・面白さを本から学びませんか？ 

【世界活躍女性特集】 

世界各国で活躍した女性たちの本を揃えました。 

【芥川賞・直木賞 2018 上半期】 

 7 月 18 日に発表される芥川賞・直木賞候補作家 

作品を大展示！ 

【夏休みの宿題】 

 読書感想文と自由研究に役立つ本を集めました。 

 

開館 9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



 

平成３０年７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 

 

７月４日（水） 

※7日（土）は、図書館講演会の為、お休み 

【ジャックと天空の巨人】 

少年ジャックが寝る前に豆を外へ投げると、芽が出

て空高く伸びていきました。次の朝、ジャックが巨大な

豆の木を登ると、天空の世界で老人が泣いていまし

た。娘が巨人にさらわれ、ハープに姿を変えられてしま

ったというのです。 

出演：クロエ・グレース・モレッツ コリン・フォード  

（2008年／アメリカ／1時間 34分／カラー） 

 

７月１１日（水）・１４日（土） 

【マリリン・モンロー 最後の告白】 

マリリン・モンローの精神を蝕み続けたセックスシン

ボルという偶像とそこからの脱皮。マリリン本人の声が

残されたテープから赤裸々な真実と死の真相が浮か

び上がる、ミステリードキュメンタリー。 

出演：マリリン・モンロー ジョー・ディマジオ アーサ

ー・ミラー 

（2008年／フランス／1時間 33分／モノクロ・カラー） 

 

７月１８日（水）・２１日（土） 

【新・御宿かわせみ】 

明治を舞台に描く「御宿かわせみ」のその後の物

語。以前と変わらぬたたずまいの「かわせみ」で東吾の

帰りを待つ日々を送るるいの元に、イギリス帰りの医

師・麻太郎と親友の源太郎が、深手を負った若者・嶋

次郎を担ぎこむ。（原作タイトル：天が泣く） 

出演：真野響子 渡辺大 松田悟志 前田希美 

(2013年／日本／1時間 23分／カラー) 

 

７月２５日（水）・２８日（土） 

【人間になりたがった猫（劇団四季ミュージカル）】 

ライオネルは人間の言葉を話す猫。ある日、口ごた

えのバツとして魔法使いのご主人に人間に変えられて

しまいます。でも、ずっと人間になりたかったライオネル

は大喜び! 2008 年 7 月の NHK ホールでの公演を収

録。 

出演：浅利慶太・構成 ロイド・アリグザンダー・原作 

（2009年／日本／1時間 52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 

 

７月１日（日） 

【うっかりペネロペ】 

「ペネロペ、うみへいく」「ペネロペ、うみであそぶ」

「ペネロペのカーニバル」 ほか     (30分) 

 

７月７日（土） 

 ※図書館講演会の為、お休み 

 

７月８日（日） 

【銀河鉄道の夜】 

星祭りの夜、どこからか「銀河ステーション…」と

いう声を聞いたジョバンニ。気がつくと仲よしのカム

パネルラと一緒に、銀河鉄道に乗っているのでした。

「ほんとうの幸せ」を探して星空の旅をする、きよら

かなファンタジー。             (48分) 

 

７月１４日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「赤毛のアン」              (30分) 

 

７月１５日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのみんなの森をまもれ！」 

「ハンギョドンのパラレル大作戦」     (60分) 

 

７月２１日（土） 

【チルビー イチゴ】 

「あしなが」「はなさかうさぎのポッポ」 

「さよならまたね」            (27分) 

 

７月２２日（日） 

【ぼくは王さま】 

「にせものばんざい」            (19分) 

 

７月２８日（土） 

【ぼくは王さま】 

「ぞうのたまごのたまごやき」       (19分) 

  

７月２９日（日） 

【まんが日本昔ばなし】 

「カサ売りお花」「船幽霊」「赤ん坊になったお婆さん」

「水神さまと虹の橋」           (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。 


