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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「空から見た九州の街と鉄道駅」      山田 亮            

「児童虐待から考える」           杉山 春 

「小沢かづとのおいしいあそびうた」  小沢 かづと                     

「絵でわかる地球温暖化」          渡部 雅浩 

「ツチハンミョウのギャンブル」      福岡 伸一                 

「ハ.ウ.ス.イラストで知る世界の名建築」     アレクサンドラ ミジェリンスカ 

「かごと器を編む竹細工」             田中 瑞波 

「地に滾る」             あさの あつこ 

「パラレルワールド」            小林 泰三 

「むすびつき」                  畠中 恵      

「サルたちの狂宴」（上/下 ）  アントニオ ガルシア マルティネス  
「使える!スポーツ手話ハンドブック」  『スポーツ関連用語集』編集委員会 

「言葉の温度」              馬場 典子 

「旅する本の雑誌」         本の雑誌編集部 

「97 歳梅干し名人 人生のいい塩梅」   藤巻 あつこ       

「ドイツ菓子図鑑」           森本 智子 

「レジェンダリー」          ステファニー ガーバー 

児童書 

「ざんねんな偉人伝」             真山 知幸 

「土砂災害とひなん」             佐藤 丈晴 

「ものづくりを変える！３Ｄプリンター」       荒舩 良孝  

「いもうとかいぎ」                石黒 亜矢子 

「この計画はひみつです」        ジョナ ウィンター 

「空想化石はくぶつかん」            森 洋子 

「しっぽがない！」              犬塚 則久 

「こだわっていこう」               村上 しいこ 

「よくばり学園」             ファブリツィオ シレイ 

「昆虫」                  養老 孟司 

「キリンの運びかた、教えます」    岩貞 るみこ 

「アナグラムで遊ぼう けんじのじけん」     ささき あり 

「おうさまがかえってくる 100 びょうまえ !」   柏原 佳世子 

「やまのおんがく」           室井 さと子 

「そうべえときじむなー」     たじま ゆきひこ 

「だれかなぁ?」         みやにし たつや 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇押し花展       ９月 1 日（土）～１５日（土） 

〇薩摩街道大口筋パネル展示 ９月１6 日（日）～３０日（日） 

 

※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。 

   
   ９月                        １０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
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

      
※18日(火)・25日(火)祝日振替休館日 ※27日(木) 資料整理休館日  ※9日(火)祝日振替休館日 ※25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） 

９月１４日（金） 

１０月１２日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会 

９月１日（土）  ９月１５日（土） 

１０月６日（土） １０月２０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  

【本のまくら】 

本の出だし一文がカバーに。 

出だしの一文で本を選んでみませんか！ 

【絵手紙】 

大切な家族、友人、恋人へ。素敵な絵を添えた 

手紙を書いてみませんか？本がお手伝い！ 

【食生活改善普及運動】 

9 月は「食生活改善普及運動月間」です。 

食欲の秋に、食生活改善への第一歩を！ 

【自殺予防週間】 

9 月１０日～１６日の「自殺予防週間」です。

心が元気になる本などを集めました。この機会

に、自分に何ができるかについても、改めて考

えてみませんか。 

【認知症】 

9 月 21 日は「世界アルツハイマーデー」。また、

9 月 16 日～22 日は鹿児島県「認知症を理解し

一緒に歩む県民週間」です。正しい理解と認知症

高齢者等にやさしい地域づくりを考えてみませ

んか？ 

【９月にぴったりな絵本たち】 

お月見や運動会！ 

秋が楽しくなる本がいっぱい！ 

 

 



  平成３０年９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 

 

９月５日（水）・８日（土） 

【ユー・ガット・メール】 

亡き母から受け継いだ小さな絵本の店を経営する

キャスリーンには、同棲中の恋人フランクがいた。だ

が、インターネットで知り合った見ず知らずの相手と

交信していると心ときめく。二人は互いに相手のスクリ

ーンネームしか知らない。ある日、すぐ近くに大型書

店チェーンが進出することになり…。 

出演： トム・ハンクス メグ・ライアン グレッグ・キニア 

（1998年／アメリカ／1時間 59分／カラー／字幕） 

 

９月１２日（水）・１５日（土） 

【李香蘭（劇団四季ミュージカル）】 

原作は山口淑子・藤原作弥共著『李香蘭 私の半

生』。歴史の流れの中で翻弄された 1 人の歌姫の半

生が描き出される。 

企画・構成・演出：浅利慶太  

（2008年／日本／2時間 19分／カラー） 

 

９月１９日（水）・２２日（土） 

【モロッコ （アメリカ）】 

外人部隊きってのプレイボーイ・トムは、モロッコで

酒場の歌手・アミーと恋に落ちる。しかしトムはサハラ

の前線に送られ、一人残されたアミーは、フランスの

大富豪の求婚を受け入れるが、宴席にトムが重傷を

負ったという知らせを受け、彼の元へ駆けつける。再

会に恋情を燃やす二人だが、トムは再び前線に出発

する・・・。 

出演： マレーネ・ディードリッヒ ゲーリー・クーパー 

（1931年／アメリカ／1時間 31分／モノクロ／字幕） 

 

９月２６日（水）・２９日（土） 

【いつものように】 

バイク便のアルバイトをしているタカセはある日、荷

物受取先でナナエという女性と知り合う。タカセの友

人コウノと共に居酒屋へ向かった３人は意気投合し、

コウノとナナエは互いを意識するようになる。 

出演： 河野智典 高瀬アラタ 石川七恵 

（１９９７年／日本／１時間５８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 

９月１日（土） 

【チルビー  メロン】 

「そのつもり」「駅のおかあちゃん」               

「リュックのおしごと」        (22分)  

 

９月２日（日） 

【まんが日本昔話】 

「くわず女房」「蛙になったぼた餅」 

「むりどん」「小僧がま」       （50分） 

 

９月８日（土） 

【くまのおいしゃさん】 

                  (23分) 

９月９日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ふしぎの国のアリス」        （73分） 

 

９月１５日（土） 

【とおるといくえの日本昔話 １】 

「いっすん法師」「つるの恩がえし」   (25分) 

 

９月１６日（日） 

【アンデルセン名作童話】 

「みにくいあひるの子」「赤いくつ」 

「ぶた飼い王子」           （35分） 

 

９月２２日（土） 

【サンリオアニメ】 

「キキとララのお姫様になりたい」 

「ポチャッコのわくわくバースデー」   (50分) 

 

９月２３日（日） 

【14ひきシリーズ 2】 

「14ひきのおつきみ」         （24分） 

 

９月２９日（土） 

【グリム名作童話 】 

「金色のがちょう」「死神のくれた仕事」 

「おやつの前におばけ退治」       (35分) 

 

９月３０日（日） 

【サンリオアニメ】 

「ハローキティーのサーカスがやってきた」 

「けろけろけろっぴの友達は魔法使い」 （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。  


