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図書館システムの入替が完了し、ホームページ・電子

掲示板など新しくなりました。今後とも姶良市立図書

館をよろしくお願いいたします。 

「  

」  落合 陽一 

「猫も老人も、役立たずでけっこう」    養老 孟司 

「 」     白田 
「日産自動車極秘ファイル 2300 枚」    川勝 宣昭            
「ふたたび嗤う淑女」           中山 七里 

「つくもがみ笑います」           畠中 恵 

「フェイクニュースを科学する」      笹原 和俊 

「メモの魔力」              前田 裕二 

「<あまり>病気をしない暮らし」        仲野 徹 

「 」    枻出版社 

「1R1 分 34 秒」              町屋 良平 

「ニムロッド」             上田 岳弘 

「 」   清水 克彦 

「SNS トラブル連鎖」            高橋 幹子他 

もももすももも            新井 洋行 

「聴導犬こんちゃんがくれた勇気」     高橋 うらら           

「 」       定政 敬子            

「発明対決 14」           ゴムドリ co. 

「ミオととなりのマーメイド 4」     

「ぼくはくまですよ」                 

「 」            

「ひなにんぎょうができるまで」       

「新レインボー小学類語辞典」       

「  」    

 

姶良市立図書館ボランティアグループ 

あいあい（読み聞かせ）会員募集中！ 
 

「あいあい」は毎月第１・３土曜日、第２金曜日に中

央図書館で絵本や紙芝居の読み聞かせを行っていま

す。本に興味のある方、絵本が好きな方、読み聞かせ

をしてみたい方、一緒に活動してみませんか。未経験

者・学生・男性も大歓迎です。 

 

【申込み方法】 

中央図書館にある「ボランティア参加申込書」をご提

出ください。 

※ボランティア保険加入が必要になります。ご不明な

点は姶良市立中央図書館にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇あいら写友会写真展 ３月９日（土）～２３日（土） 

〇  ３月２４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。 
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※3月 28日（木）資料整理休館日                   ※4月 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） 

３月 ８日（金） 

４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 

３月 ２日（土）    ３月１６日（土） 

４月 ６日（土）    ４月２０日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 休館日 

【島津義弘没後４００年】 

薩摩を治めた島津義弘公の功績を讃え、図書館でも 

島津に関する本をズラリと展示！ 

 

【ひとりで悩まないで】 

心の健康に関する本。本を読んで一息ついてみ

ませんか？自殺対策強化月間にあわせて。 

 

今年の春も児童書コーナーには、お花や卒園など 

３月にぴったりな本を集めました。 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



    

平成３１年３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 
 

３月６日（水）・９日（土） 

【美女と野獣】 

ファンタジーの傑作「美女と野獣」を、原作小説を元に

実写映画化。薔薇を盗み命を差し出せと言われた父の

身代わりにとらわれた美しい娘ベル。野獣が犯した罪と

は？真実の愛が、隠された秘密を解き明かしていく。 

出演： レア・セドゥ ヴァンサン・カッセル 

（2014年／フランス・ドイツ／ 

１時間 53分／カラー／字幕） 

３月１３日（水）・１６日（土） 

【地下鉄（メトロ）乗って】 

いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降りて階段

をあがるとそこは昭和３９年の東京だった。直木賞作

家、浅田次郎の原点にして頂点の作を映画化。 

出演： 堤真一 岡本綾 大沢たかお 

（2002年／日本／2時間 2分／カラー） 

 

３月２０日（水）・２３日（土） 

【最高の人生のつくり方】 

変わり者の不動産エージェント、オーレンは、疎遠に

なっていた息子から、存在さえ知らされていなかった 9

歳の孫娘を預かってくれと頼まれる。彼は責任感が強く

愛嬌のある隣人のリアに助けを求め、奇妙な 3 人の生

活が始まる。 

出演： マイケル・ダグラス ダイアン・キートン 

（2014年／アメリカ／１時間 34分／カラー／字幕） 

 

３月２７日（水）・３０日（土） 

【レジェンド・オブ・ゴースト】 

18世紀に建てられたカンタヴィル城は、謎の死を遂げ

た女主人と執事のゴーストが出ると噂されていた。ある

日カンタヴィル家の子孫エルワンがその謎を解こうと城

を訪れると、新しい住人一家がゴーストの嫌がらせを受

けていた。 

（原作：オスカー・ワイルド著「カンタヴィルの幽霊」） 

出演： オドレイ・フルーロ ミカエル・ユーン 

（2016年／フランス・ベルギー／１時間 31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 

３月２日（土） 

【日本の昔ばなし】 
「花さか爺さん」「一寸法師」「おむすびころりん」 
                    (23分) 

３月３日（日） 

【ぼくは王さま】 

「たまごとめいたんてい」        （55分） 

 

３月９日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「トロイの木馬」「にじの湖」      (22分) 

 

３月１０日（日） 

【おまえうまそうだな】 
肉食恐竜ティラノサウルスのハートは、ある日、落
ちていた卵を見つける。中から生まれた草食恐竜ア
ンキロサウルスの赤ちゃんは「おまえうまそうだな」
という声に、自分の名前がウマソウで、ハートをお
父さんだと思い込み…。     （1時間 29分） 
 

３月１６日（土） 

【トムとジェリー】 

「上には上がある」「恐怖の白ネズミ」 

「おしゃべり子ガモ」他         (30分) 

 

３月１７日（日） 

【チリンの鈴】 
オオカミにやさしい母をころされた子ひつじのチリ
ンは、オオカミにまけない強いひつじになるため、
敵のオオカミのウォーのもとできびしいしゅぎょう
を始めます。                   （46分） 
 

３月２３日（土） 

【トムとジェリー】 
「にわとり婆さん」「ネズミ取り必勝法」 
「パーティ荒らし」他          (30分) 
 

３月２４日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのまほうのリンゴ」他   （60分） 

 

３月３０日（土） 

【天才えりちゃんきんぎょを食べた】  

  (1時間3分) 

３月３１日（日） 

【あらしのよるに】  

「はしれ、ガブ」            (25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。  


