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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書 

「ハッタリの流儀」           堀江 貴文 

「戦艦大和と一万二百個の握り飯」    青山 智樹 

「世界の民族衣装図鑑」    文化学園服飾博物館 

「電車に乗れない人たち」        松本 桂樹 

「月と暮らす。」             藤井 旭 

「発達・子育て相談のコツ」       広瀬 宏之 

「たのしいおいしいとうふの本。」  ダンノ マリコ 

「わけあってこの名前」       いずもり よう 

「キッズキッチン」           坂本 廣子 

「植物刺繡手帖」           マカベ アリス 

「ティッシュで作るリアルな昆虫」     駒宮 洋 

「山小屋ガールの癒されない日々」     吉玉 サキ 

「 」  堀本 裕樹 

「 」  高山 羽根子 

「お江戸けもの医 毛玉堂」        泉 ゆたか 

 

児童書 

「となりはリュウくん」         松井 ラフ 

「はりねずみのルーチカ 8 」    かんの ゆうこ 

「うそつきタケちゃん」          白矢 三恵 

「こどもしょくどう」            足立 紳 

「タヌキのきょうしつ」         山下 明生 

「 」  あんびる やすこ 

「謎新聞ミライタイムズ 4 」     佐東 みどり 

「日本 100 名城のひみつ」       萩原 さちこ 

「安藤百福」               田中 顕 

「どっちが強い!?カラス vs コウモリ」   スライウム 

「ねむりのくにのぐうすかくうすか」   敷村 良子 

「にっぽんいいものみてみて大会」 きたがわ めぐみ 

「にんじんかりかりかじったら」    石津 ちひろ 

「わたしゃほんとにうんがいい」     せな けいこ 

「まほうつかいとねこ」        せな けいこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★受講生募集中★ 

【 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 》 

〇川柳 色紙の展示（雑草社） ９月３日(火)～9 月 13 日(金) 
 

※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。  

  
  ９月                        １０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         

※9月 17日(火)24日(火)祝日振替休館日 26日(木)資料整理休館日   ※10月 15日(火)祝日振替休館日 24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） 

９月 １３日（金） 

１０月 １１日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

おはなし会 

９月 ７日（土）    ９月 ２１日（土） 

１０月 ５日（土）  １０月 １９日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

  

 

9/16 は敬老の日。おじいちゃん、おばあちゃん

に日ごろの感謝を込めて・・・♡ 

「動物愛護週間」 

9/20～9/26 は動物愛護週間。動物を愛し、

動物と人間の絆を強めたいですね♪ 

「防災」 

9/1 は防災の日。中央図書館では 9/7 に公開

講座として防災をテーマに講演会を実施。本と

併せて講座でも防災について学んでみません

か？ 

 

その他にも様々なテーマで展示を行って 

いますので、ぜひ手に取ってください！ 

 

 

休館日 開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  



２０１９年９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 

 
９月４日（水） 

【八月十五夜の茶屋】 

沖縄占領軍に赴任してきたフィズビー大尉は、ニッ

ポンの習慣に驚きの連続！その日もトビキ村で村人

から届けられた贈り物の中に。しかし、暫くすると日

本の習慣に溶け込んでいく。一方、フィズビー大尉の

上司パーディ大佐は、おかしな報告に業を煮やし、ト

ビキ村に視察に訪れる。 

出演： マーロン・ブランド 京マチ子 

（１９５６年／アメリカ／２時間 ４分／カラー／字幕） 

 

９月１１日（水）・１４日（土） 

【小林一三】 

阪急電鉄、阪急百貨店や宝塚歌劇団をユニークな手

法で創設し、現在にも通じるビジネスモデルを作り上

げた小林一三。小説家志望で落ちこぼれ銀行員だった

一三が、ビジネスと人生の師に出会って事業のおもし

ろさに目覚め、独創的な手段で弱小電鉄を大企業へと

成長させていく。 

出演： 阿部サダヲ 瀧本美織 草刈正雄 

（2015年／日本／1時間 55分／カラー） 

 

 

９月１８日（水）・２１日（土） 

【ブタがいた教室】 

「殺すのと食べるのは、違う」「命の長さって誰が決

めるの？」６年２組の２６人の子どもたちと星先生は

卒業までの１年間「食べる約束」で子ブタを飼いはじ

める。しかし、育てていく中で芽生え始める子ブタの

P ちゃんへの愛情。そして、迎える卒業式。クラスを

二つに別けた涙の激論の中、２６人の子どもたちと星

先生の出した答えは？ 

出演： 妻夫木聡 26 人の子どもたち 大杉漣 

（2008年／日本／１時間 4９分／カラー） 

 

 

９月２５日（水）・２８日（土） 

【リトル・ロマンス】 

パリッ子ダニエルとアメリカ娘ローレンは 13 歳。二人は

ある日、“ヴェネチアの運河にかかる、ため息橋の下で日

没の瞬間にキスをした恋人達は、永遠に結ばれる”という

伝説を聞いて感激。その“サンセット・キス”を実行するべく

旅立つ。 

出演： ダイアン・レイン テロニアス・ベロナール 

（1979年／アメリカ／１時間 ５０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 

９月１日（日） 

【グリム名作童話】 

「ブレーメンのおんがくたい」 

「巨人退治のペテル」「星のコスモス」 

  （３５分） 

９月７日（土） 

 

 

 

 

９月８日（日） 

【スプーンおばさん ３】 

「ナイスデーはハート型」 

「ふしぎオルガンの名演奏」「もくげき者がいた」 

（２５分） 

９月１４日（土） 

【サンリオアニメ】 

「キティとミミィのあたらしいかさ」他 

（３０分） 

９月１５日（日） 

【あらしのよるに ４】 

第 11話「ほんとうのこと」 

         （２５分） 

 

９月２１日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「はなたれ小僧さま」「山伏石」 

                    （２５分） 

 

９月２２日（日） 

【スプーンおばさん ３】 

「べんりな宝もの」「かいぶつゲントウダー」 

「トンガルがかえした卵」 

 (２５分) 

９月２８日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「木仏長者」「夢地藏」 

（２５分） 

 

９月２９日（日） 

【野生のさけび４】 

「やせ牛物語」「山へ帰る」 

（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。 

＊9/7（土）は、公開講座のため、

再上映はお休みです。 

＊公開講座のため、親子映画会はお休みです。 


