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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書 

「むね肉レシピ 365 日」         山中 順子 

「わたしの良い子」          寺地 はるな 

「マイ・ストーリー」                  

「風たんてい日記」          杉田 比呂美 

「三国志への招待」           三国志の会 

「鳥と人間の文化誌」          奥野 卓司 

「 」      

「ひと喰い介護」              安田 伊央 

「モンスーン」             ﾋﾟｮﾝ・ﾍﾖﾝ 

「天災は忘れる前にやってくる」     鳥飼 否宇 

「脳活性手芸」           ブティック社 

児童書 

「わたしのしゅうぜん横町」        西川 紀子 

「放課後の文章教室」         小手鞠 るい 

「マレスケの虹」              森河 成美 

「くまくんのうんどうかい？」       武田 美穂 

「ぶたのモモコはバレリーナ」       森山 京 

「火山はめざめる」          はぎわら ふぐ 

「ペット」             ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ・ﾙｰﾏﾝ 

「食生活パーフェクトブック」       上西 一弘 

「ぺちゃんこねこ」           ﾊｰｳｨﾝ・ｵﾗﾑ 

「子どものすきな神さま」        新美 南吉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぜひお越しください！ 

 

 

 
 

上記期間は連日映画を上映します！ 

詳しくは裏面の上映案内をご覧ください。 

 
 

休館のお知らせ 

～特別整理期間（蔵書点検）のため～ 

 

 

 

蔵書の点検や館内整理等の為、上記の期間休館致しま

す。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承下さいま

すようお願い申し上げます。 
 

《 ふれあいプラザのお知らせ 》 

〇土田美智子はがき絵展      ～10 月６日(日) 

〇若葉会水墨画展 10 月 10 日(木)～10 月 23 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。  

  
  １０月                        １１月 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
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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         

※10月 15日(火)祝日振替休館日 24日(木)資料整理休館日       ※11月 5日(火)祝日振替休館日 28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） 

１０月 １１日（金） 

１１月  ８日（金） 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

おはなし会 

１０月 ５日（土  １０月 １９日（土） 

１１月１６日（土）午後３時から おはなしコーナーにて  

１１月３日（日）図書館フェスティバルにておはなし会 

  

おはなしボランティア「あいあい」による 

おはなし会、工作教室・古本雑誌配布など 

楽しい催しがたくさん。 

 

 

 休館日 開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  

10/22 は即位礼正殿の儀が執り行われます。この 

機会に天皇や皇室のことを学んでみませんか。 

「スッキリ収納でシンプルライフ」 

捨てられない･片付かないと悩んでいる方、意外と多

いのでは？収納のお悩みをスッキリ解決！ 

「ビブリオバトル特集」 

毎年11/3の図書館フェスティバルで実施している

ビブリオバトル！過去に紹介された本を大特集！今

年も参加者を大募集。本について語りませんか！ 

 

◇ビブリオバトル 

◇本のコーティング券（お願いコース・チャレンジコース） 

※装丁ボランティア「はなみずき」実演 

◇英語絵本のよみかたり （10 月 8 日から募集開始予定） 

※詳細は各種申込用紙等をご覧ください。 

図書館ホームページにも掲載しています。 

 

加治木図書館 11/11（月）～11/21（木） 

中 央 図 書 館 1２/2（月）～12/1６（月） 

 



  ２０１９年１０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 

１０月２日（水）・５日（土） 

【ママ、ごめんね あっこちゃんの日記】 

1３歳の時に、急性リンパ性白血病にかかった植

木亜紀子ちゃん。彼女は、自分と同じ病気のチイち

ゃんという年下の女の子を、亡くなっているのも知ら

ずに手紙で励まし続けた。短い一生を懸命に、そし

て優しく生きた少女の実話。 

出演: 江渡杏子 なべおさみ 高岩愛 

（1985年／日本／1時間 14分／カラー） 

 

１０月９日（水）・１２日（土） 

【巴里のアメリカ人】 

ジェリーは第二次大戦で巴里に来て以来、戦後も

絵の勉強に精を出している画家。金持ち娘が絵を買

ってくれるのだが、どうも絵より彼の方に興味があるら

しい。ところが、一緒に出かけたクラブでジェリーは美

しいパリジェンヌに一目惚れしてしまう。 

出演: ジーン・ケリー レスリー・キャロン  

オスカー・レバント ニナ・フォッシュ 

（1951年／アメリカ／1時間 53分／カラー字幕） 

 

１０月１６日（水）・１９日（土） 

【迎春花】 

ハルビンを舞台にした李香蘭主演の不朽の名作。

日本の建設会社に赴任してきた支店長の甥と、その

会社に勤める女性、支店長の娘、三人の青春物語。 

出演:李香蘭 木暮実千代 近衛敏明 

（1942年／日本／1時間 14分／モノクロ） 

 

１０月２３日（水）・２６日（土） 

【モンブランの嵐】 

雪に閉ざされたモンブラン山頂の観測所に一人の

若い観測技師がいた。ある時、若く美しい天文学者

が父親と共に観測所を訪れ、滞在する。同じ学問に

身を捧げる二人は、互いに深い愛情を感じ始める。 

出演：レニ・リーフェンシュタール ゼップ・リスト  

（1930年／ドイツ／１時間 33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 

１０月５日（土） 

【ひとすじの道－化学者 丹下梅子―】   (22分) 

１０月６日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティーのハッピー！仮装大会」他     (50分) 

１０月１２日（土） 

【星のオルフェウス】          (80～90分) 

１０月１３日（日） 

【スプーンおばさん４】  

「モミの木に手を出すな」他        (25分) 

１０月１９日（土） 

【あらしの夜に】 

第１２話「はじめてのおでかけ」     (25分) 

１０月２０日（日） 

【スプーンおばさん】 

「ビーバー消防隊」他           (25分) 

１０月２６日（土） 

【ペンギン物語 きらきら石のゆくえ】   (35分) 

 

 

 

10月 27日（日）午前 11時～ 午後 2時～ 

おしりたんてい２   

ププッふめつのせっとうだん 

2018年 

日本 

原作：トロル 

声：三瓶 由布子 

10月 29日（火）午後 2時～ 

世界にひとつの 

金メダル  

2013年 

フランス 

カナダ 

ギョーム・カネ 

ピエール・デュラン 

10月 30日（水）午後 2時～ 

続・深夜食堂 
2016年 

日本 

小林 薫 

河井 青葉 

10月 31日（木）午後 2時～ 

シャレード 
1963年 

アメリカ 

オードリー・ヘップバーン 

ケイリー・グラント 

11月 1日（金）午後 2時～ 

帽子 
2008年 

日本 

緒形 拳 

玉山 鉄二 

11月 2日（土）一般午前 10時～/ 親子午後 2時～ 

グランピーキャットの

最低で最高のクリスマス 

2014年 

アメリカ 

メーガン・シャルパンティエ 

ダニエル・ローバック 

ダンボ 
1941年 

アメリカ 

ディズニー 

アニメーション 

11月 3日（日）午前 9時 30分～ 

猫侍 
2013年 

日本 

北村 一輝 

浅利 陽介 
 

 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

シネマウィーク上映プログラム 


