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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「運は人柄」               鍋島 雅治 

「日本の近代とは何であったか」      三谷 太一郎 

「薬草のちから」                      新田 理恵 

「カセットテープ少年時代」     マキタスポーツ 

「虫といっしょに家庭菜園」               小川 幸夫 

「「徹子の部屋」の花しごと」       石橋 恵三子 

「腎臓病は体内浄化すればよくなっていく」     犬山 康子 

「不便ですてきな江戸の町」       永井 義男 

「ゼロからわかる！日本茶の楽しみ方」   ブレケル・オスカル      

「トトロの生まれたところ」            宮崎 駿 

「絶望キャラメル」             島田 雅彦 

「旅先のオバケ」             椎名 誠 

「日本のヤバい女の子」         はらだ 有彩 

「玲子さんののんびり老い支度」     西村 玲子 

「罪なき子」              小杉 健治 

「稼ぐ！地方創生」                     山本 幸三 

「ラーメンの歴史学」              バラク・クシュナー 

「ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本」         樋口 進 

「弱さをさらけだす勇気」               松岡 修造 

児童書 
「カブトムシ クワガタムシ」           海野 和男 

「ミオととなりのマーメイド１～３」  ミランダ・ジョーンズ 

「すみっコぐらしまちがいさがし」    主婦と生活社 

「うみにいったライオン」           垂石 眞子 

「岩合光昭の日本犬図鑑」              岩合 光昭 

「超能力者大百科」                こざき ゆう 

「青鬼」                               noprops 

「ミラクルガール相談室女の子のトリセツ」   ミラクルガールズ委員会 

「ＡＩのサバイバル」         ゴムドリ co. 

「もっと知りたい！楽しいトランプ」    CL トランプマイスター       

「3 日で 25 メートル泳げちゃう本」        加藤 義範 

「いたずらひつじとおおかみのけがわ」        ふじお けんた 

「のりもの 2000 プラス」              小賀野 実 

「ガラスの梨」                      越水 利江子 

 

 

 

 

   芥川賞     直木賞 
 

   「送り火」     「ファーストラヴ」 

   高橋 弘希       島本 理生  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇原爆と人間展        8 月  5 日（日）～ 9 日（木） 

〇あいら写友会写真展示    8 月 11 日（土）～25 日（土） 

※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。 
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30       

※23 日(木) 資料整理休館日                  ※18 日（火）・25 日（火）祝日振替休館日※27 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） 

８月１０日（金） 

９月１４日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会 

８月４日（土） ８月１８日（土） 

９月１日（土） ９月１５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 

【鹿児島の偉人たち】 

島津貴久や小松帯刀・・我々の住む鹿児島の偉人達 

の功績について学んでみませんか！ 

【戦争と平和】 

8 月 15 日は終戦の日。戦争の歴史を振り返り、改

めて平和について思いを寄せてみませんか。 

【妄想世界旅行】 

家に居ながら旅行へ出発！本の世界で旅行や冒険を 

思いっきり楽しんでください！ 

【夏休みの宿題】 

 夏休みを使って、いつもきになっている不思議につ 

  いて研究してみませんか？自由研究や読書感想文に 

 お役立ちの本が勢揃いですよ。 

やｌ 

いて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  

中学生の歩が見

た、伝統という

名のいじめの遊

戯。暴力の果て

に、少年たちは

何を見たのか。 

臨床心理士の

真壁由紀は、あ

る殺人事件の

ノンフィクシ

ョンの執筆を

依頼された。そ

こから見えて

くる家族の姿。 



平成３０年８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 
 

８月１日（水） 

【夢から醒めた夢】 ※8月 4日（土）は講演会の為お休み 

不思議なことに憧れる少女ピコは、夜の遊園地で寂し

げな瞳をした少女マコと出会う。マコはピコに自分は幽

霊だと打ち明け「母を励ますため、一日だけ入れ代わ

って」と頼む。ピコは受け入れるが…。 

出演：劇団四季 

（2011年／日本／2時間 1分／カラー） 

 

８月８日（水）・１１日（土） 

【欲望という名の電車】 

アル中の姉ブランチが妹ステラを訪ねてきた。ステラの

夫スタンリーの友人ミッチと恋仲になるが、ブランチを

憎悪するスタンリーは二人を引き裂こうとする。 

出演：ビビアン・リー マーロン・ブラント キム・ハンター 

（1951年／アメリカ／2時間 2分／モノクロ／字幕） 

 

８月１５日（水）・１８日（土） 

【六月燈の三姉妹】 

鹿児島のシャッター商店街。和菓子店“とら屋”では、

次女の奈美江が離婚調停中、長女の静江は離婚、三

女の栄は婚約破棄し、姉妹全員が実家に戻ってきて

いた。店の再建を懸け、六月燈の夜に新作の和菓子

を出そうと考える。 

出演：吹石一恵 徳永えり 吉田羊 

(2014年／日本／1時間 44分／カラー) 

 

８月２２日（水）・２５日（土） 

【紙屋悦子の青春】 

鹿児島で兄夫婦と暮らしている紙屋悦子は、兄の後

輩・明石少尉に思いを寄せていた。明石の親友・永与

少尉との縁談を勧められ、彼の真摯な愛情に心を動か

されるが、明石の特攻隊出撃が決まったことを知る。 

出演：原田知世 永瀬正敏 小林薫 本上まなみ 

（2006年／日本／1時間 51分／カラー） 

 

８月２９日（水）・９月１日（土） 

【ライラの冒険 黄金の羅針盤】 

幼い頃両親を亡くした 12歳のライラは、オックスフォー

ド大学寮で育てられていた。付近では子供達が誘拐さ

れる事件が相次ぎ、ある日、ライラを引き取りたいと申

し出たコールター夫人の書斎で子供達の誘拐リストを

見つけ、ライラは子供達を救う冒険の旅に出る。 

出演：ダコタ・ブルー・リチャーズ ニコール・キッドマン 

（2007年／アメリカ／1時間 53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 

 
※8月 4 日（土）は講演会の為お休み 

 

８月５日（日） 

【トムとジェリー６】 

「楽しいボーリング」「ここまでおいで」 

「ワルツの王様」「テニスなんて楽だね」  （30分） 

 

 

８月１１日（土） 

【アンデルセン名作童話】 

「はだかの王様」「すずの兵隊さん」 

「おやゆび姫」               (35分) 

 

 

８月１２日（日） 

【トムとジェリー６】 

「ピアノ・コンサート」「インディアンごっこ」 

「強敵あらわる」「土曜の夜は」       (30分) 

 

 

８月１８日（土） 

【狼森とざる森、ぬすと森】 宮沢賢治∥原作                           

小岩井農場の北に古い４つの森がありました。 

                     (20分) 

 

 

８月１９日（日） 

【おれたち、ともだち】 

1時間 100円で「ともだちや」をはじめたキツネ。 

でもともだちってお金で買うもの？ 

(52分) 

 

８月２５日（土） 

【野生のさけび 1】 椋鳩十∥原作 

「山の太郎グマ」「カガミジン」 

                     (49分) 

８月２６日（日） 

【心の花たば】 

山を削り取ってつくられた石段ばかりの石の山のよう

な町に，一人のおじいさんが越してきました。 

(13 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。  


