
 発 行 所  姶 良 市 立中 央 図書 館 

平成３０年 10 月号 
TEL 0995-64-5600 
図書館ホームページアドレス 

http://lib-aira.jp/ 
    

 

第 72 回読書週間（10/27～11/9）  

標語「ホッと一息 本と一息」    

《新着資料紹介》（ 一 部 で す ） 
一般書 

「必修すぎる文学作品をだいたい 10 ページくらいの漫画で読む。」ドリヤス工場 

「『日本の伝統』の正体」        藤井 青銅 

「みんなちがって、みんなダメ」       中田 考                     

「ブロードキャスト」          湊 かなえ 

「ある世捨て人の物語」       マイケル・フィンケル                 

「知識ゼロからの甘酒入門」         石澤 清美 

「ピーターラビットの仲間たち写真集」     菜十木 ゆき 

「鬼才伝説 私の将棋風雲録」     加藤 一二三 

「百歳人生を生きるヒント」       五木 寛之 

「未来職安」                 柞刈 湯葉      

児童書 
「ほねほねザウルス１９」         カバヤ食品株式会社 

「おしりたんてい みはらしそうのかいじけん 」      トロル 

「高木菜那・美帆 ともに頂点へ」       林 直史 

「身の回りのふしぎ」         ジェームス・マクレーン   

「はっけん！ＮＩＰＰＯＮ」    グループ・  コロンブス 

「だいすきライオンさん」       ジム・ヘルモア 

「ペロのおしごと」           樋勝 朋巳 

「はしる！新幹線『スーパーこまち』」      鎌田 歩 

「ふねのとしょかん」          いしい つとむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記期間は連日映画を上映します！ 

詳しくは裏面の上映案内をご覧ください。 

 

休館のお知らせ 

～特別整理期間（蔵書点検）のため～ 

 

 

 

蔵書の点検や館内整理等の為、上記の期間休館致しま

す。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承下さいま

すようお願い申し上げます。 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇水墨画展示会     10 月 4 日（木）～１8 日（木） 

〇はがき絵展      10 月１9 日（金）～３1 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。 

   
   10 月                        １1 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       

※9日(火)祝日振替休館日 ※25日(木) 資料整理休館日        ※22日 (木) 資料整理休館日  

※11月 27日（火）～12月 11日（火）特別資料整理休館日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１０月１２日（金） 

１１月９日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会 

１０月６日（土） １０月２０日（土） 

１１月１７日（土）※11/3 はフェスティバルで実施 

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 

【知って得する節約術】 

そのお金、もしかしたら節約できる！？得する節約 

術を学べる本、大集合。 

【図書館】【ビブリオバトル】 

図書館に関する本やビブリオバトルで話題になっ

た本の人気の本をご紹介！ 

児童書コーナー【日本の神さま】 

神無月こと 10 月は、日本の神さまが出雲へ集結。

出雲で何をするの？日本の神さまにはどんな方が？

日本の神さまのこと、勉強してみませんか？ 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  

おはなしボランティア「あいあい」によるお

はなし会、工作教室・古本雑誌配布など楽し

い催しがたくさん。ぜひお越しください！ 
 

 

 

◇ビブリオバトル 

◇本のコーティング券（お願いコース・チャレンジコース） 

※装丁ボランティア「はなみずき」実演 

◇古本フリーマーケット 

※詳細は各種申込用紙をご覧ください。図書館ホ

ームページにも掲載しています。 

職員までお尋ね下さい。 

 

  

加治木図書館 11/12（月）～11/21（水） 

中 央 図 書 館 11/27（火）～12/11（火） 

 



  平成３０年１０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 

 

１０月３日（水）・６日（土） 

【M】 

1920 年代“デュッセルドルフの吸血鬼”と呼ばれたド

イツの連続殺人事件を題材とした作品。幼い少女が

次々と惨殺される事件が発生。警察による必死の捜

査もむなしく犯人は捕まらず、暗黒街にも捜査網が

広がった。これを機に暗黒街の面々も独自に捜査を

開始。娼婦や浮浪者まで動員して犯人を追うが…。 

出演: ピーター・ローレ オットー・ヴェルニケ 

（1931年／ドイツ／1時間 38分／モノクロ） 

 

１０月１０日（水）・１３日（土） 

【十戒 上】 

舞台はラメシス一世の治めるエジプト。新しく生まれ

てくるヘブライの男の子を全て殺すという王国のおふ

れを逃れるためナイル川に流された、モーゼという男

の子。後に王女に拾われ王子となり勢力を強めてい

たが、王の実子のラメシスの策略にはまり砂漠に追放

されてしまう… 

出演:チャールズ･ド･ロッシュ エディス･チャップマン 

（1923年／アメリカ／1時間／モノクロ） 

 

 

 

 

 

 

１０月１７日（水）・２０日（土） 

【十戒 下】 

上の続き。現代を舞台にした後編。 

（1923年／アメリカ／1時間 17分／モノクロ） 

 

１０月２４日（水） 

【いつか読書する日】 

朝は牛乳配達、昼はスーパーで働く 50 代の独身

女性・美奈子には、30 数年間思い続けている男性・

高梨がいた。それは誰にも知られてはいないはずだ

った。だがある日、美奈子が自分の気持ちを匿名で

綴ったハガキをラジオで読まれ、それを偶然、末期が

んに侵されていた高梨の妻に聞かれてしまう。 

出演：田中裕子 岸辺一徳 仁科亜希子 香川照之  

（2004年／日本／2時間 7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 

１０月６日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「トム･ソーヤーの冒険」        (30分) 

１０月７日（日） 

【野生のさけび】 

「片耳の大シカ」「黒いギャング」    (49分) 

１０月１３日（土） 

【とおるといくえの日本昔話】 

「さるかに合戦」「天狗の羽うちわ」   (25分) 

１０月１４日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キティとミミィのハッピーバースデー」他 2作(50分) 

１０月２０日（土） 

【グリム名作童話集】 

「しらゆき姫」他 2作          (35分) 

１０月２１日（日） 

【まんがイソップ物語】 

「北風と太陽」他 5作          (66分) 

 

 

 

10月 27日（土）名画座･午前 10時～ 親子･午後 2時～ 

(名画座) 

はじまりの歌 

2013年 

日本 

松本 潤 

榮倉 奈々 

(親子)アルプス

の少女ハイジ 

1979年 

日本 

演出：高畑 勲 

声：杉山 佳寿子 

10月 28日（日）午前 11時～ 午後 2時～ 

ププッとかいけつ! 

おしりたんてい

とうじょう! 

2018年 

日本 

原作：トロル 

声：三瓶 由布子 

齋藤 彩夏 

10月 30日（火）午後 2時～ 

リトルブッダ 
1993年 

イタリア他 

キアヌ・リーブス 

アレックス･ウィーゼンダンガー 

10月 31日（水）午後 2時～ 

三度目の殺人 
2017年 

日本 

福山 雅治 

役所 広司 

11月 1日（木）午後 2時～ 

パーフェクト 

ワールド 

1993年 

アメリカ 

ケヴィン・コスナー 

クリント・イーストウッド 

11月 2日（金）午後 2時～ 

高橋是清 
2015年 

日本 

オダギリ ジョー 

谷原 章介 

11月 3日（土）午前 9時 30分～ 

マダム・ 

フローレンス！ 

2016年 

イギリス 

メリル・ストリープ 

ヒュー・グラント 
 

  

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。  

シネマウィーク上映プログラム 
（10 月 27 日～11 月 3 日） 

※｢シネマウィーク｣の上映のため 

27日に再上映はありません 


