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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書 

「世界の書店を旅する」         ﾎﾙﾍ・ｶﾘｵﾝ 

「「身軽」の哲学」              山折 哲雄 

「虫ぎらいはなおるかな？」       金井 真紀 

「日本のかわいい鳥と花」        真木 広造 

「ぬか漬け帖」             有元 素子 

「模様を楽しむユニット折り紙」  さいとう かつみ 

「不知火のほとりで」           米本 浩二 

「世界の秘密都市」         ｼﾞｭﾘｱﾝ・ﾋﾞｰｸﾛﾌﾄ 

「大人の週末起業」           藤井 孝一 

「うつわ」           暮らしの図鑑編集部 

「Ｋ２」                笹本 稜平 

「ツバメのくらし写真百科」       大田 眞也 

「マタタビ町は猫びより」        田丸 雅智 

「世界の美しい学校」         ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

「綾峰音楽堂殺人事件」              藤谷 治 

「トロイメライ」             村山 早紀 

 

児童書 

「リアル妖怪大図鑑」          森野 達弥 

「ニワトリの大研究」            森 誠 

「イチからつくるポテトチップス」     岩井 菊之 

「初恋まねき猫」            小手鞠 るい 

「オリンピックのおばけ図鑑」       斉藤 洋 

「そうめんソータロー」       岡田 よしたか 

「まよなかのせおよぎ」         近藤 未奈 

「稲の恩人」                  来栖 良夫 

「あれあれあれれ」         つちだ のぶこ 

「介助犬レスキューとジェシカ」    ｼﾞｪｼｶ・ｹﾝｽｷｰ 

「マンマルさん」           ﾏｯｸ・ﾊﾞｰﾈｯﾄ 

「あの空はキミの中」          舞原 沙音 

「ソンジュの見た星」           ﾘ・ｿﾝｼﾞｭ 

「 」     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★募集中★ 

【 姶良市立図書館公開講座のご案内 】 

○ 日 時：９月７日（土）午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

○ 場 所：中央図書館 2 階視聴覚室  

○ 講 師：鹿児島県地域防災アドバイザー 村野 剛 氏 

○ 定 員：60 名程度  

○ 申込期間：7 月 23（火）～ 

○ 申込期間：各図書館（室）にある申込書を提出 

    電話・FAX・郵送の場合は中央図書館まで 

 

※この講座は、姶良市立図書館ふれあい講座（第 3 回）を

広く公開して行うものです。 

 

《 ふれあいプラザのお知らせ 》 

〇「原爆と人間」展    ８月６日(火)～８月９日(金) 

〇あいら写友会写真展 8月10日(土)～8月24日(土) 

〇1マイル写真展   8月25日(日)～8月31日(土) 
 

※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。  

  
  ８月                        ９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         

※8月 13日(火)祝日振替休館日 8月 22日(木)資料整理休館日   ※8月 17日(火)24日（火）祝日振替休館日 9月 26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） 

８月  ９日（金） 

９月 １３日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

おはなし会 

８月 ３日（土）    ８月 １７日（土） 

９月 ７日（土）    ９月 ２１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  

それぞれの地域で発達した言葉、方言。方言の魅

力を再発見し、郷土を見直してみませんか！ 

「世界一周おはなし旅行」 

世界各国のいろいろなおはなしを集めました。

本を読んで、世界一周の旅に出かけましょう♪ 

「夏の海と山」 

この夏に出かけたくなる海と山の本の大特集！ 

「夏休み宿題コーナー」（児童書コーナー） 

先月に引き続き、課題図書や自由研究など夏休

みの宿題にぴったりの本を展示。人気のコーナ

ーですのでご来館はお早めに！ 



２０１９年８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 
 

８月７日（水）・１０日（土） 

【泥棒と殿様】 

家中の権力争いに巻き込まれ、国許のあばら家に

幽閉された若殿。真面目に働きながらも過酷な人生

に押し流され泥棒に身を落とした中年の男。二人の

男が奇妙な縁で、共同生活を始める。 

出演：火野正平 夏八木勲  

（2000年／日本／１時間／カラー） 

 

８月１４日（水）・１７日（土） 

【ぼくの叔父さんの休暇】 

猫も杓子も海へ海へのバカンス・シーズン。ユロ

氏は”いったいどこへ行ったらいいのやら”と駅で

右往左往する。そして海辺に集まったら集まったで

…。とぼけた味のスケッチ集。 

出演： ジャック・タチ ネタリ・パスコー 

（１９５２年／フランス／１時間２７分／モノクロ／字幕） 

 

８月２１日（水）・２４日（土） 

【俺たちに明日はない】 

大不況であった１９３０年代にテキサス州ダラ

スを中心として暴れ回った、アベック銀行ギャング

の壮絶な物語。 

出演：ウォーレン・ベイティー       

フェイ・ダナウェイ ジーン・ハックマン  

（１９６７年／アメリカ／１時間４５分／カラー／字幕） 

 

 

 

 

８月２８日（水）・３１日（土） 

【かあちゃん】 

天保末期。江戸下層階級の暮らしは困窮してい

た。泥棒、勇吉は、一家総出で働いて、お金を貯め

込んでいるという噂のおかつの家に侵入する。しか

しその金は、長男・市太の仕事仲間で、盗みを働い

たために牢屋に入れられている源さんが、牢から出

てきた時のためのものだった。そのままおかつの元

で暮らすことになった勇吉は、人間を心底愛するお

かつの気持ちに触れる。 

出演：野川由美子 嘉島典俊 織本順吉  

 （２０００年／日本／１時間／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 

８月３日（土） 

【アンデルセン童話】 

「かえるの冒険 あるおかあさんの物語」          

(３５分) 

８月４日（日） 

 

 

 

８月１０日（土） 

【ズッコケ三人組 ズッコケ時空冒険】 

壁新聞の事件記者・三人組が美人の由紀子先生の謎

を追っているうちに江戸時代に入ってしまって……。 

          (５７分) 

 

８月１１日（日） 

【まんが日本昔話】 

「梨山の大蛇・念仏の鼻 

へび女房・幽霊船」           

（５０分） 

８月１７日（土） 

【世界名作アニメ】 

「孫悟空・くるみわり人形」     (４４分) 

 

８月１８日（日） 

【アニメ文学館】 

「高野聖・怪談」         （５０分） 

 

８月２４日（土） 

【野生のさけび １０】 

「南島のシシ白耳/月の輪グマ」     (４９分) 

 

８月２５日（日） 

【忍たま乱太郎 

   忍術学園全員出動！】 

忍たまたちの夏休みの宿題が入れ替わって…… 

忍術学園は大騒ぎ！ 

                 （７８分） 

 

 

８月３１日（土） 

【魚が空を飛んだよ】 

                 （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。 

 

図書館講演会のため、親子映画会はお休みです。 


