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《こどもの読書週間 4 月 23 日～5 月 12 日》 

今年の標語は「 」です。 
 

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こ

どもの読書週間」は始まりました。この読書週

間をきっかけに、子どもだけでなく、大人も読

書の大切さを考えてみませんか。            

                                                    

一般書 

「必ず成功する外国人雇用」       浜川 恭一 

「 」     武村 政春 

「ゴーン・ショック!」                渡邉 哲也 
「あなたもスマホに殺される」         志駕 晃            
「山怪１～３」                 田中 康弘 

「魔眼の匣の殺人」             今村 昌弘 

「人生後半の幸福論」                 齋藤 孝 

「みんなのストレッチ」        

「子惚ればなし。」           眠井 アヒル 

「 」    宮内庁侍従職 

「狭い部屋を楽しむ片づけのルール」  高野 ひかる           

「還暦着物日記」            群 ようこ 

「「お香」入門」          山田松香木店 

児童書 

「世界のいまを伝えたい」         久保田 弘信 

        井上 廣和 

「怪談 5 分間の恐怖 立入禁止」        中村 まさみ           

「みずとはなんじゃ?」            かこ さとし         

「ほねほねザウルス 20」        

「まめとすみとわら」         せな けいこ       

「ブラックないきもの図鑑」       今泉 忠明            

「日本の恐竜大研究」               冨田 幸光 

「いちごちゃん」             さとう めぐみ 

「ゆげゆげ～」          さいとう しのぶ 

「 」    さいとう きよみ 

「少女は森からやってきた 」       小手鞠 るい 

「どろだんごさいた」                   中住 千春 

 

【読み聞かせ講座のご案内】 
～未来に繋ぎ、語り伝えるおはなしの世界～ 

○ 日 時： 5 月３0 日（木）午前 10 時～正午 

○ 場 所：中央図書館 １階 研修室 

○ 講 師：姶良市立図書館ボランティアグループ「あいあい」  

会員 土橋 悦子氏 伊藤 啓子氏 

 

【ふれあい講座のご案内】 
○ 内 容：全 4 講座（詳細は申込書に記載） 

○ 対象者：18 歳以上で全講座受講見込のある方 
 

※詳しくは、4 月中旬発行予定の申込書をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

大型連休中、中央・加治木図書館は開館します。 

ぜひ、本を読みにお越しください。 

中央：9 時～18 時まで 加治木：9 時～17 時まで 

※5/7(火)は振替休館日になります。 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

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。 

  
  ４月                        ５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  

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         

※4月 25日（木）資料整理休館日                   ※5月 7日（火）祝日振替休館日 5月 23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） 

４月 １２日（金） 

５月 １０日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

４月 ６日（土）    ４月 ２０日（土） 

５月 ４日（土）    ５月 １８日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 休館日 開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  

4/1 エイプリルフール・4/18 発明の日にあわせ、

嘘にまつわる本や人類の発明品の関連本を紹介。 

「お酒の本」 

23 日はビールの日！長くお酒ライフを楽しむ

ために、健康関連の本も一緒に展示中。 

児童書コーナーは、  

たくさん食べて、たくさん読んで心と体に栄養を♪ 
※市内全小・中学校とタイアップして「ものがたりレ

シピをいただきます」事業展開中。食にまつわる本を

紹介し、その中の一品が給食に登場！！ 

4/2３～  

4/2３～



２０１９年４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 

 

４月３日（水）・６日（土） 

【おくりびと】 

東京で所属していたオーケストラが解散し、職を失

った大悟は、職を求めて実家のある山形へと帰り、とあ

る求人広告を見つける。それは遺体を棺に納める「納

棺師」という仕事であった。 

出演：本木雅弘  広末涼子  山崎努 

（2008年／日本/2時間 10分／カラー） 

 

 

 

４月１０日（水）・１３日（土） 

【ステラ・ダラス】 

上流階級に憧れるステラは、良家の子息と結婚し女

の子をもうける。しかしステラの上流社会にそぐわない

言動は、周囲から浮き立ち、笑い者になってしまう。や

がて年頃に育った娘は母親を疎ましく感じるになり・・・ 

出演：バーバラ・スタンウィック  ジョン・ボールズ 

（1937年／アメリカ／1時間 45分／モノクロ／字幕） 

 

 

4月１７日（水）・２０日（土） 

【ミラーを拭く男】 

定年間近で交通事故をおこしてしまった皆川。繰り

返し金銭を要求してくる被害者の対応を妻へ任せきり

にし、家族に黙って会社を辞め、日本中のカーブミラ

ーを拭く旅に出る。 

出演：緒形拳  栗原小巻  津川雅彦 

（200４年／日本／１時間 57分／カラー） 

 

 

４月２４日（水）・２７日 

【上海特急】 

北 京から一路上海へ向かう特急電車の中では、様々

な人間たちのドラマがある。列車はやがて、反乱軍の

ゲリラの手で荒野に急停車させられる。反抗するもの

は即座に殺すと宣言するゲリラ。乗客の未来はいかに

… 

出演：マレーネ・ディードリッヒ  クライブ・ブルック 

（1932年／アメリカ／1時間 22分／モノクロ／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 

 

４月６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」 

「にんじんとごぼうとだいこん」    （50分） 

 

４月７日（日） 

【たのしいムーミン一家～魔法の帽子】 

              (25分) 

 

 

４月１３日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「牛方と山んば」「よくばり和尚」 

「爺婆かぼちゃ」「水の種」       （50分） 

 

４月１４日（日） 

【まんが偉人物語  

エジソン／メンデル】 

               (22分) 

 

４月２０日（土）  

【ちいさなジャンボ】 

（26分） 

 

 

４月２１日（日）  

【トムとジェリー】 

「天国と地獄」「悪魔のささやき」 

「復讐もほどほどに」「透明ネズミ」（30分） 

 

 

４月２７日（土）  

【あらしのよるに 第１０話】 

「ガブもつらいよ」（25分） 

 

 

４月２８日（日）  

【トムとジェリー】 

「変な魚釣り」「やんちゃな生徒」 

「ブルおじさん」「夢と消えた百万ドル」（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。 


