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《新着資料紹介》  （一部です）

一般書 

「農家が教える軽トラ＆バックホー」           農文協 

「よくわかるモダン絵てがみ」        村西 恵津 

「シルバー川柳８」          全日本有料老人ホーム協会  

「心配事がスッと消える禅の習慣」      松原 正樹 

「偏見や差別はなぜ起こる?」         北村 英哉 他 
「食物アレルギーお弁当の ABC」       有田 孝司 他             
「メンタリズム禁煙法」         メンタリストDaiGo 

「凛の弦音(つるね)」          我孫子 武丸 

「皇后四代の歴史」             森 暢平 他             
「どんまい」                 重松 清 

「方言でたのしむイソップ物語」       イソップ 

児童書 

「リジーの結婚」              ジェイン・オースティン 

「サブキャラたちの日本昔話」        斉藤 洋 

「シャンシャンと上野動物園パンダ物語」          高橋 うらら           

「そうだったのか!歴史人物なぞのなぞ」          楠木 誠一郎            

「キツネのはじめてのふゆ」      マリオン・デーン・バウアー 

「ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっくん」            薫 くみこ 

「ふねのとしょかん」                  いしい つとむ            

「みえるとかみえないとか」         ヨシタケ シンスケ        

「3 びきのこぶたと 4 ひきめのこぶた」        きしら まゆこ 

「その町工場から世界へ」          『その町工場から世界へ』編集室          

「ぼくのジユウな字」           春間 美幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大好きなぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しみませんか。 

その後、ぬいぐるみは図書館におとまりします。 

おとまりしたぬいぐるみは図書館で何をするのかな？ 
 

日 時：平成 3１年 1 月 20 日（日） 

（午後 2 時 30 分～おはなし会） 

場 所：姶良市立中央図書館 1 階研修室 

対 象：姶良市在住の未就学児 

人 数：10 家族（一家族につき、ぬいぐるみ 1 体） 

申込期間：1２月１９日（水）～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 

にある申込用紙を提出（来館のみ） 
 

 

 年末年始休館のお知らせ 

 1２月２９日（土）～１月３日（木）
 

 上記の期間は年末年始休館となりますので、返却の際 

は返却ポストをご利用ください。 

なお、ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ）は壊れるお

それがありますので、１月４日(金)以降直接カウンター

への返却をお願いいたします。 
   

     

 

  

 

 《ふれあいプラザのお知らせ》

〇拉致パネル展     1２月１２日（水）～２１日（金） 
 

※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。 

   
   12 月                        １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 31

       
※11月 27日（火）～12月 11日（火）特別資料整理休館日        ※1月 15日（火）祝日振替休館日 

※12月 25日（火）祝日振替休館日 12月 27日（木）資料整理休館日   ※1月 24日（木）資料整理休館日 

※12月 29日（土）～1月 3日（木）年末年始休館             

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１２月１４日（金） 

１月１１日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

１２月１５日（土）  

１月 ５日（土）    １月１９日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 休館日 ４/1 より全ての祝日開館

【平成を振り返る】 

平成最後の天皇誕生日。皇族関連の本を紹介。 

【2018 貸出ランキング】 

２０１８年で貸出が多かった本を紹介！ 

【年末】【クリスマス】 

今年もいよいよラストスパート！一般書展示コーナ

ーには年末に向けて掃除の本、児童書コーナーには

楽しいクリスマスの本がいっぱいです★ 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



平成３０年１２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 
 

 

12月 12日（水）・15日（土） 

【巴里の空の下セーヌは流れる】 

夜明けのパリに友人マリー・テレーズをたよってドニ

ーズがやってきた。モンマルトルの屋根裏部屋では、

マチアスが女の顔を作っていた。彼は殺人犯ですでに

3 人の女性を殺害していた。パリを舞台にパリジャンの

生活を通してパリの街を描き出す。 

 

出演： ブリジット・オーベール ダニエル・イヴェルネル 

ジャン・ブロシャール レイモン・エルマンティエ 

（1951年／フランス／1時間 53分／モノクロ／字幕） 

 

 

 

12月 19日（水）・22日（土） 

【ヒッチコック 巌窟の野獣】 

1819 年、イギリス西南部のコーンウォール。母を亡く

し、ひとりになったメアリーは、故郷のアイルランドを離

れて伯母を頼り、ジャマイカ・インにやって来た。しか

し、そこは浮浪者や泥棒の巣窟だった。 

 

出演： チャールズ・ロートン モーリーン・オハラ 

ホーレス・ホッジズ  ロバート・ニュートン 

(1939年／イギリス／1時間 38分／モノクロ／字幕) 

 

 

12月 26日（水） 

【100回泣くこと】 

バイク事故によって記憶の一部を失った藤井と、彼

の中から存在が消えてしまった恋人・佳美。４年後、運

命の再会を果たし、再び恋に落ちる 2人。このままずっ

と幸せが続くと思っていた矢先に、佳美に病魔が忍び

よる…。 

 

出演：大倉忠義 桐谷美玲 ともさかりえ 波瑠 

（2014年／日本／1時間 56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 

 
 

12月 15日（土） 

【めぐみ ～北朝鮮による 

日本人拉致問題啓発アニメ～】 

                   （25分） 

         

＜声の出演＞ 

             山寺 宏一 

             深見 梨加 

             高山 みなみ ほか 

 

 

 

 

 

12月 16日（日） 

【アンデルセン名作童話集】     （35分） 

 「マッチ売りの少女」 

 「雪の女王」             

 

 

 

 

 

12月 22日（土） 

【サンタさんは大いそがし】 〈12分〉 

 クリスマスがやってきます。サンタさんと森のよう

せいたちは、せかいじゅうの子どもたちのためにそれ

はそれは大忙しです。 

                     

 

 

 

 

 

12月 23日（日） 

【あらしのよるに】 （25分）                           

第 8話「かこまれたガブ」                    

ガブがメイを待っていると、子ヤギが 

たくさんやってきました。 

おなかがぺこぺこのガブは・・・ 

 

 
 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 


