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新年明けましておめでとうございます 
 昨年も皆様のご利用誠にありがとうございました。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

《新着資料紹介》  （一部です）

「牧子、還暦過ぎてチューボーに入る」       内館 牧子 

「アラフィフさんいらっしゃ～い！」        青沼 貴子 

「思い出が消えないうちに」         川口 俊和           

「妻のトリセツ」              黒川 伊保子 

「日本を動かした 50 の乗り物」         若林 宣 

「脱北者たち」                   申 美花             

「糖尿病がイヤなら歯を磨きなさい」        西田 亙  

「フーガはユーガ」           伊坂 幸太郎 

「伏見工業伝説」             益子 浩一 

「昨日がなければ明日もない」      宮部 みゆき 

「雪平鍋で 2 品献立」           飛田 和緒 

「英会話超リアルパターン 入門編」    パク・シンギュ 

「動きが脳を変える」          アナット・バニエル 

「神社のどうぶつ図鑑」          茂木 貞純 

「ふしぎな北極のせかい」            山崎 哲秀 

「ゆうなとスティービー」           堀米 薫 

「すごいぜ!!動物スポーツ選手権」          新宅 広二           

「恋する図書館は知っている」            藤本 ひとみ            

「メアリー・ポピンズ」          P.L.トラヴァース 

「ジャングルのサバイバル１０」              洪 在徹 

「いちにちなぞのいきもの」           ふくべ あきひろ            

「たこ」                      加古 里子        

「リスのたんじょうび」             ﾄｰﾝ・ﾃﾚﾍﾝ 

「ムカッやきもちやいた」        かさい まり 

「ぼくらの一歩」            いとう みく 

「車いすの図鑑」             高橋 儀平 

「せかいはふしぎでできている!」   ｱﾝﾄﾞﾚｱ・ﾍﾞｲﾃｨｰ            

 

 

 

 

 

 
 

手のひらにおさまる程度のちいさな本、豆本。 

自分だけのオリジナル豆本を手作りしませんか？ 
 

日 時：平成 3１年２月１６日（土） 

（午前 9 時 30 分～正午） 

場 所：姶良市立中央図書館 1 階研修室 

対 象：小学生～一般 

人 数：30 名 

申込期間： 1 月 22 日（火）～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（電話・FAX 可） 

 

  

 

 
 

  

     

 

 

 

 

 《ふれあいプラザのお知らせ》

 

〇50,000 人の写真展   1 月５日（土）～１９日（土） 

〇鹿児島湾奥環境パネル展 1 月 22 日（火）～３０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。 

 

  
   1 月                        ２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        

※12月 29日（土）～1月 3日（木）年末年始休館日           ※2月 12日（火）祝日振替休館日 

※1月 15日（火）祝日振替休館日 1月 24日（木）資料整理休館日   ※2月 21日（木）～2月 28日（木）図書館システム変更に伴う休館            

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１月１１日（金） 

２月 ８日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

１月 ５日（土）    １月１９日（土） 

２月 ２日（土）    ２月１６日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 休館日 

【懐かし  屋】

懐かしいグッズの本やレトロな本の数々を並べました。 

本を読んで、あの時代・あの頃へタイムスリップ！ 

 【家族】

家族ってなんだろう？家族をテーマにした小説など 

が勢ぞろい。 

その他 の展示も。 【芥川賞・直木賞】【確定申告】

児童書コーナーは を! 【干支や季節の本】

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



 平成３１年１月分

 

☆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 

 

１月２日（水） 

 ※1/5（土） 再上映はありません。 

１月９日（水）・１２日（土） 

【富士ファミリー】 

富士山のふもとにあるコンビニ「富士ファミリー」に

は美人三姉妹がいた。年の瀬もせまったある日、笑

子バアさんの前に死んだはずの次女・ナスミが現れ、

あるメモを見つけてほしいと言う。このメモをきっかけ

に騒動が巻き起こり! 

出演： 薬師丸ひろ子 小泉今日子 ミムラ  

（2016年／日本／１時間２７分／カラー） 

１月１６日（水）・１９日（土） 

【グローリー ～明日への行進～】 

ノーベル平和賞を受賞したキング牧師は、翌 65

年、黒人の選挙権を求めるデモ行進を始めるが、白

人の州警察と民兵隊が待ち構えていた。次々と黒人

たちが殴り倒されていくニュース映像が全国に流れ、

全米が衝撃を受ける。 

出演：デヴィッド・オイェロウォ トム・ウィルキンソン     

（2014年／アメリカ／2時間 8分／カラー／字幕） 

１月２３日（水）・２６日（土） 

【伊豆の踊子】 

男子学生と踊り子の恋。そして別れを描いた川端

康成の名作を映画化。 

出演：田中絹代 大日向伝 小林十九二             

（1933年／日本／1時間 34分／モノクロ） 

１月３０日（水）・２月２日（土） 

【Ａ．Ｉ．】 

デイビッドは母親を愛するようプログラムされた少

年型のロボット。不治の病に冒されていた息子を持つ

夫婦のもとに送られたが、息子の病が奇跡的に治る

と捨てられてしまう。母の愛を求め、さまようデイヴィッ

ドの心の旅が始まる。 

出演：ハーレイ・ジョエル・オスメント ジュード・ロウ   

（2001年／アメリカ／2時間 23分／カラー／字幕） 

 

☆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 

１月５日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「誕生日の秘密」「霜の巨人」      (22分) 

 

１月６日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティーの郵便屋さんありがとう」 

「けろけろけろっぴの恐竜がでた！」  （50分） 

 

１月１２日（土） 

【アニメ古典文学館】 

「おくのほそ道」            (19分) 

 

１月１３日（日） 

【まんが日本昔話】 

「にせ本尊」「きつね女房」「としがみさま」 

「すりばちをなめた猫」        （50分） 

 

１月１９日（土） 

【注文の多い料理店】          (23分) 

 

１月２０日（日） 

【くまのがっこう】            （20分） 

「くまのがっこう」 

「ジャッキーのじてんしゃりょこう」 

 

１月２６日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「小公女セーラ」            (30分) 

 

１月２７日（日） 

【まめうしくん】          

「まめうしのおとうさん」「まめうしのおかあさん」 

「まめうしとまめじい」        （30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。    

年末年始休

館 


