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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「死ぬこと以外かすり傷」         箕輪 厚介            

「九州の戦争遺跡」             江浜 明徳 

「今日からはじめるライフプラン 2018」                      

「絵でわかる地球温暖化」         渡部 雅浩 

「ギネス世界記録 2019」     クレイグ グレンディ                 

「大判三国志 16」              横山 光輝 

「七つの試練」                  石田 衣良 

「下町ロケット４」              池井戸 潤 

「決定版！あがり症克服の教科書」       鴨頭 嘉人 

「明日の私を助ける家事貯金」       河内 智美 

「西村和雄ぐうたら農法」           西村 和雄 

「ひとつむぎの手」          知念 実希人 

「教科書には書かれていない江戸時代」  山本 博文 

「一億円のさようなら」          白石 一文 

児童書  
「名字ずかん」                  森岡 浩 

「ナイチンゲール」            高橋 うらら 

「若おかみは小学生！」             令丈 ヒロ子 

「超ムズ！おばけめいろ」        このみ プランニング 

「勉強ってしなくちゃダメ？」           齋藤 孝 

「いきもの寿命ずかん」               新宅 広二 

「森のオーケストラ」         塚本 やすし 

「ゆびもじえほん」        全国手話通訳問題研究会 

「あめだま」               ペクヒナ 

「こども実験教室 宇宙を飛ぶスゴイ技術!」      川口 淳一郎 

「うさぎがおうちにやってきた！」       岡野 祐士 

「いいたいことがあります!」       魚住 直子 

「雑種」             フランツ カフカ 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇フォトサークルあんぐる写真展  １１月 ６日（火）～１８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。 

 

休館期間：11 月 27 日（火）～12 月 11 日（火） 

上記の期間、中央図書館は特別整理のため休館となりま

す。所蔵している蔵書の点検や館内整理などを行う期間と

なります。みなさまには大変ご迷惑をおかけいたします

が、ご了承くださいますようお願いいたします。 

※加治木図書館、蒲生公民館図書室及び各地区公民館図書

室は通常通り開館します。 

※加治木図書館は、11 月 12 日（月）～11 月 21 日（水）

が、特別整理期間となり休館です。 

中央図書館は  、12 月 12 日（水）から開館いたします。 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × ○（ポスト）  

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

 

 

※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープは破損の恐れがありますので、加

治木図書館及び公民館図書室のカウンターへご返却下さい。
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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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※22日 (木) 資料整理休館日                    ※25日（火）祝日振替休館日 ※27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       ※12月 29日（土）～1月 3日（木）年末年始休館日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１１月９日（金）・１２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 

１１月１７日（土）・１２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 

【映画原作本】 

シネマウィークに合わせ、映画の原作本特集！ 

【秋の夜長を楽しもう】 

一冊の本を片手に秋の夜長を味わいませんか。 

【パープルリボン運動】 

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」

週間、11 月 25 日は「女性に対する暴力撤廃国際日」で

す。この機会に考えてみませんか。 

児童書コーナー【読み継がれている名作たち】 

 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



平成３０年１１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 
１１月１日（木）  

【パーフェクトワールド】 
両親の愛を知らない囚人ブッチ・ヘインズは、刑

務所を脱走し、少年を人質にして逃避行を続けてい
く。そのうちに彼は、少年が自分と同じ環境で育っ
たことを知り…。 
出演：ケヴィン・コスナー クリント・イーストウッド 

（1993年／アメリカ／2時間 18分／カラー／字幕） 

 

１１月２日（金）  

【高橋是清】 
日本のケインズといわれ、日露戦争の国家的財政

危機や世界金融恐慌から国民の生活を救った財政
の天才、高橋是清。成功と失敗を繰り返す是清の波
乱万丈の人生を日本、米国、ペルー、イギリスを舞
台に描く。               
出演：オダギリジョー 谷原章介 

（2015 年／日本／１時間 55 分／カラー） 

 

１１月７日（水）・１０日（土） 

【ツバキ文具店 鎌倉代書屋物語２】 
依頼者が書けない手紙を、なり代わって書く「ツ

バキ文具店」を舞台に、代筆の依頼者と鳩子をとり
まく人々の人間模様を描く。鳩子に持ち込まれたの
は、かなり前に別れた恋人への手紙の代書の依頼だ
った。 
出演：多部未華子 高橋克典 

（2017 年／日本／2 時間 25 分／カラー） 

 

１１月１４日（水）・１７日（土） 

【そして父になる】 
ある日産院からの電話で、６歳になる息子が取り

違えられた他人の子だと判明した野々宮良多。戸惑
いながらも相手方の家族と交流を始める。過去の取
り違え事件では 100％血のつながりをとるという
が、育てた子を手放すことに苦しむ。早い方がいい
という良多の意見で“交換”が決まるが、そこから
良多の本当の“父”としての葛藤が始まる。 
出演：福山雅治 尾野真千子 真木よう子 リリー・フランキー  

（2013 年／日本／2 時間 1 分／カラー） 
 

１１月２１日（水）・２４日（土）  

【きっと、うまくいく】 
インドの超難関理系大学を 10 年前に卒業したフ

ァルハーンとラージューは、行方不明の親友ランチ
ョーの居所を知り、彼を探しに行く。2 人は、型破
りなランチョーと“3 バカトリオ”と言われていた
学生時代を思い起こす。 
出演：アーミル・カーン カリーナ・カプール 

（2009年／インド／2時間 50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 

１１月４日（日） 

【トムとジェリー】 

「星空の音楽会」「恋のとりこ」他 （30分） 

 

１１月１０日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「美女と野獣」「金色のしか」（22分） 

 

１１月１１日（日） 

【トムとジェリー】 

「ショックで直せ」「共同作戦」他 (30分) 

 

１１月１７日（土） 

【あらしのよるに】     

第７話「メイのしあわせ（25分） 

 

１１月１８日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】     

「キキとララのパパとママにあいたい」「マイメロ

ディのオオカミさんにきをつけて」他  （60分） 

 

１１月２４日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「鉢かつぎ姫」「一軒家の婆」「ねずみ経」他(60分） 

 

１１月２５日（日） 

【人形劇 長ぐつをはいたねこ】   (60分) 

 長ぐつをはいたねこはおじいさんと暮らしていま

した。しかしそのおじいさんが亡くなり、ねこと三

人の息子が残されてしまいました。さてねこはどう

なるのでしょう・・・。    

 
 

 図書館フェスティバル特別上映
【マダム・フローレンス！】 

 11月３日(土)午前９時３０分～

歌手として喝采を浴びることを 

夢見るマダムと彼女の夢に惹き込 

まれた男達。絶世のオンチがなぜ、 

カーネギーホールを満員にし、人 

々を魅了するのか。絶対不可能な 

夢に命がけで挑戦した実話。笑い 

と感動のハートフル・コメディ。 
出演：メリル・ストリープ ヒュー・グラント 
（2016年／イギリス／1時間 51分／カラー／字幕）                 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

 


