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一般書 

「指名手配作家」             藤崎 翔 

「昭和よ、」              山藤 章二 

「ことばで社会をつなぐ仕事」     義永 美央子他 

「歩き続ける力」             三浦 雄一郎            
「五代友厚」             田付 茉莉子 

「美智子さまの 60 年」        別冊宝島編集部 

「和えサラダ」              藤井 恵 

「日本のかわいい鳥と花」        真木 広造 

「子育てのきほん」              佐々木 正美 

「鹿児島戦争記」               篠田 仙果 

「一度きりの人生だから」         伊集院 静 

「３歳からのおべんとう 続」      上田 淳子 

「読書と教育」               池田 知隆 

「嘘と約束」             アミの会（仮） 

「海苔と卵と朝めし」           向田 邦子 

「封筒ギフトスタイル」          森 珠美 

「誰の味方でもありません」         古市 憲寿 

「手で見るいのち」           柳楽 未来 

児童書 

「ゆりかごのうた」           北原 白秋 

「モーターのひみつ」         おぎの ひとし 

「こちら妖怪お悩み相談室」        清水 温子 

「初恋まねき猫」             小手鞠 るい 

「おかえりなさいアレックス」      高林 麻里 

「ブランの茶色い耳」          八束 澄子 

「おでかけおでかけ」       ﾌｨﾘｽ・ｹﾞｲｼｬｲﾄｰ 

「ザンネン！？な日本史」        チーム・ガリレオ 

「スズメのくらし」             平野 伸明 

「夕焼け色のわすれもの」       たかの けんいち 

「ぞうのヘンリエッタさん」     リズ・ ウォン 

「ラグビーが教えてくれること」     村上 晃一 

「あれあれあれれ」         つちだ のぶこ 

「ひょうたんれっしゃ」         齋藤 槇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 6/19（水）より募集開始！★ 

【 姶良市立図書館講演会のご案内 】 

○ 日 時：８月 4 日（日）午後 1 時～30 分～3 時 

○ 場 所：中央図書館 2 階視聴覚室  

○ 講 師：MBC タレント 野口 たくお 氏  
 

 

【 夏休み図書館講座のご案内 】 

○ 場 所：姶良市立中央図書館 

○ 内 容：全 4 講座（詳細は申込書に記載） 

○ 対 象：小学生 

※複数申込可。申込み多数の場合は抽選となります。 
 

 

  詳しくは、各申込書をご覧ください。 

お申込み、お待ちしております！ 
 
 

《 ふれあいプラザのお知らせ 》 

〇歯科医師会図画ポスター展  
6 月 12 日(水)～26 日(水) 

※日程は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。 

  
  6 月                        7 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
23/30 24 25 26 27 28 29  

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         

※6月 27日（木）資料整理休館日                   ※7月 16日（火）祝日振替休館日  7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） 

６月 １４日（金） 

７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 

６月 １日（土）    ６月 １５日（土） 

７月 ６日（土）    ７月 ２０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  

３R とは、「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユ

ース)」「Recycle(リサイクル)」のことです。ごみ

を減らすために 3R を実践しましょう！ 

「本から広がる和菓子の世界」 

6 月 16 日は和菓子の日です。食べて美味しい、

見ても楽しい和菓子の本を紹介。 

「タイムスリップ・タイムトラベル本特集」 

6 月 10 日の時の記念日に併せて、タイムスリ

ップやタイムトラベルなどの「時空もの」小説

を大特集！ 
 その他、児童書コーナーには季節の絵本を展示中☆ 



２０１９年６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 
 

６月５日（水）・８日（土） 

【マトリックス リローデッド】 

元凄腕ハッカーのネオは、マシン軍団に包囲された

人類最後の都市ザイオンを救うため、超人力を全開さ

せる。反乱軍のリーダーであるモーフィアスは、救世主

ネオが戦いに決着をつけてくれることを疑わなかった

が、ネオには葛藤があった…。 

出演：キアヌ・リーブス ローレンス・フィッシュバーン 

キャリー=アン・モス 

（2003年／アメリカ／2時間 18分／カラー／字幕） 

 

６月１２日（水）・１５日（土） 

【黄色いリボン】 

退役を目前に控えたブリトリス大尉の最後の任務は、

隊長の妻とその姪を護衛し、かつインディアンの掃討

作戦を指揮することであった。しかし、行く手をインディ

アンに阻まれてしまい、砦に戻らざるを得なくなる。退 

役まであと 4時間と時が迫る中・・・。 

（原作：ジェームズ・ウォーナー・ベラ） 

出演：  

（１９４９年／アメリカ／１時間 44分／カラー／字幕） 

 

６月１９日（水）・２２日（土） 

【紅いコーリャン】 

親子ほども年の離れた酒屋の主人に嫁がされるが未

亡人となったチウアルは、使用人と結婚し、子どももで

きる。営んでいた店も繁盛していたが、日本軍がやって

来て…。（原作：モー・イェン） 

出演： コン・リー チアン・ウェン トン・ルーチェン 

（１９８７年／中国／１時間 32分／カラー／字幕） 

 

６月２６日（水）・２９日（土） 

【ドルフィンブルー フジ、もういちど宙へ】 

世界最大級の沖縄美ら海水族館にやってきた新任

獣医は、尾びれを失ったイルカのフジを救うため、タイ

ヤメーカーのブリヂストンに人工尾びれを作って欲しい

と単身交渉に向かう。そして、世界初の人工尾びれプ

ロジェクトが始動した－。 

出演：松山ケンイチ 高畑充希 西山茉希  

（2007年／日本／1時間 45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 

６月１日（土） 

【とおるといくえの日本昔話】 

「かちかち山」「やまんばと牛かた」  （２５分） 

 

６月２日（日） 

【トムとジェリー】 

「星空の音楽会」「恋のとりこ」 

「いたずらきつつき」「お化け騒動」   (３０分) 

 

６月８日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「七つの星」「ウィリアム・テル」   （２２分） 

 

６月９日（日） 

【落語アニメ】 

「おばけ長屋」            （２０分） 

 

６月１５日（土） 

【スプーンおばさん】 

「おもちゃの大スター」「バイキングとの対決」 

「忘れん坊バケット」         (２５分) 

 

６月１６日（日） 

【チルビー パパかっこいい】 

「おまえ うまそうだな」「つきよのくじら」    

                    （２２分） 

 

６月２２日（土） 

【世界名作アニメ】 

「クオレ愛の学校」                (４４分) 

 

６月２３日（日） 

【トムとジェリー】 

「ショックで直せ」「共同作戦」「ジェリーと金魚」

「玉つきゲームは楽しいね」      （３０分） 

 

６月２９日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ビーバー消防隊」「ペアーでダンスを」 

「クモのさいばん」          (２５分) 

 

６月３０日（日） 

【森は生きている】 

わがままな女王の命令で雪深い森の奥へ、少女は春

に咲く花を探しに向かう。       （４９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。 

 


