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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書 

「シニアのための防災手帖」        三平 洵 

「 」       東田 勉 

「鹿児島植物記」            寺田 仁志 

「ひんやりさっぱりゼリー寄せ」     大越 郷子 

「『承認欲求』の呪縛」          太田 肇 

「糖質オフ大全科」           水野 雅登 

「開運酒場」              

「 」 はた あきひろ 

「美空ひばり恋し」           関口 範子 

「市原悦子ことばの宝物」        市原 悦子 

「アタラクシア」           金原 ひとみ 

「平安ガールフレンズ」          酒井 順子 

「笑え、シャイロック」         中山 七里 

「ライフ」              小野寺 史宜 

「女はいつも四十雀 」             林 真理子 

「 」   

 

児童書 

「『空気』を読んでも従わない」     鴻上 尚史 

「大人になる前に知る命のこと」     加納 尚美 

「カタツムリ小笠原へ」           千葉 聡 

「奄美の森でカエルがないた」       松橋 利光 

「 」  谷岡 憲隆 

「5 分後に誰も死なない涙のラスト」   エブリスタ 

「鬼遊び 鬼よぶわらべ歌」       廣嶋 玲子 

「落語少年サダキチ (さん)」           田中 啓文 

「しょうぎはじめました」        間部 香代 

「おばけおばけおばけ!! 」          

「 」    

「あまがえるのかくれんぼ」     たての ひろし 

「なんでだろ」            なつ ゆうか 

「ようかいむらのじごくえんそく」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 夏休みおはなし会 】 

 

 

 

/ 

〇日 時：８月 2３日(金)午後２時～午後３時 15 分 

○場 所：中央図書館 2 階視聴覚室 

○対  象：小学生向け  

○定  員：110 名程度 ※先着順 

○申込期間：７月 19 日(金)～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 

申込用紙を提出（来館のみ） 

○内 容：絵本「ぜったいあけちゃだめ」や朗読「とま

らないくしゃみ」、ブラックパネルシアター「ア

リババと４0 人のとうぞく」など 

※7/17（水）申込書配布予定 

《 ふれあいプラザのお知らせ 》 

〇お人形さん展(ペコラクラブ)  
７月２１日(日)～８月４日(日) 

※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。 

  
  7 月                        8 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         

※7月 16日(火)祝日振替休館日 7月 25日(木)資料整理休館日     ※8月 13日(火)祝日振替休館日  8月 22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） 

７月 １２日（金） 

８月  ９日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

おはなし会 

７月 ６日（土）    ７月 ２０日（土） 

８月 ３日（土）    ８月 １７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  

男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活

躍できる社会へ！ 

「〇〇採集」 

昆虫、植物、化石、貝殻・・・いろんな〇〇採

集の本を集めました。自由研究にも使えます！ 

「夏休み宿題コーナー」（児童書コーナー） 

課題図書や自由研究など夏休みの宿題にぴった

りの本があります！人気のコーナーですのでご

来館はお早めに！ 

  



２０１９年７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 

７月３日（水）・６日（土） 

【夏の庭】 

神戸に住む小学６年生のサッカー仲間３人は、人が

死んだらどうなるのかに興味を抱き、きっともうじき

死にそうな近所に住む変わり者の老人を観察するこ

とにした。３人は、屋敷に忍び込み老人の日々を観察

する。 

出演： 三國連太郎 坂田直樹 王泰貴 

（１９９４年／日本／１時間 ５３分／カラー） 

７月１０日（水）・１３日（土） 

【人生、いろどり】 

不況に苦しむ過疎の町で、山で採れる葉っぱを料理

の＜つまもの＞として販売しようと、若き農協職員の

江田は思いつく。当たり前の日々が、葉っぱとの出会

いで色づきだす。７０代、８０代の女性たちを主戦力

にしたビジネスの物語。 

出演： 吉行和子  富司純子 中尾ミエ 

（2012年／日本／1時間 52分／カラー） 

７月１７日（水）・２０日（土） 

【ブラス！】 

1992 年、イングランドの町グリムリー。町は炭鉱

閉鎖問題で揺れ、人々は生きる希望さえも失いかけて

いた。そんな時、彼らの心を 1 つにしたのは、炭坑夫

の仲間達で結成された、百年の伝統を誇る名門ブラス

バンド、グリムリー・コリアリー・バンドの音楽への

情熱とその響きだった。 

出演： ピート・ポスルスウェイト ユアン・マクレガ

ー タラ・フィッツジェラルド 

（1996年／イギリス／１時間 48分／カラー／吹き替え） 

７月２４日（水）・２７日（土） 

【一命】 

江戸時代初頭、生活に困窮した浪人たちの間では「狂

言切腹」が流行。ある日、名門・井伊家の門前に切腹を願

い出る浪人・津雲半四郎が現われる。 

家老・斎藤勘解由は、同様に切腹を願い出た若浪人の無

様な最期を語るが…。 

出演： 市川海老蔵 瑛太 

（2011年／日本／２時間 ７分／カラー） 

７月３１日（水）・８月３日（土） 

【ジャックと天空の巨人】 
少年ジャックが寝る前に豆を外へ投げると、芽が出

て空高く伸びていき、次の朝、ジャックが巨大な豆の

木を登ると、天空の世界で老人が泣いていた。娘が巨

人にさらわれ、ハープに姿を変えられてしまったとい

い…。 

出演： クロエ・グレース・モレッツ コリン・フォー

ド クリストファー・ロイド 

（2010年／アメリカ／１時間 ３４分／カラー／吹き替え） 

《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 

７月６日（土） 

【はらぺこあおむし】 

  （３３分） 

 

７月７日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「ブレーメンの音楽隊」「たなばたさま」 

   (２２分) 

 

７月１３日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの幸せの青いほたる」 

「けろけろけろっぴのミツバチ大騒動」 

（５０分） 

 

７月１４日（日） 

【トムとジェリー】 

「花火はすごいぞ」「逃げてきたライオン」 

「素敵なおさがり」「勝利は我に」 

（３０分） 

 

７月２０日（土） 

【おじゃる丸 満月ロード危機一髪】 

         (５０分) 

 

７月２１日（日） 

【ミッキーマウス ミッキーのお化け退治】 

                    （５０分） 

 

７月２７日（土） 

【とおるといくえの日本昔ばなし】 

「花さかじいさん」「かぐや姫」 

 (２５分) 

 

７月２８日（日） 

【まんが偉人物語】 

「坂本龍馬」「リンカーン」 

（２２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。 


