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《新着資料紹介》（一部です）  

一般書 

「暮らしのもやもやを、整える」   主婦と生活社 

「超★簡単音感あそび」         井上 明美 

「フェルトで作る大人の花 101 」    PieniSieni 

「おうちで作れる野菜の和菓子」     勝木 友香 

「ネコもよう図鑑」             浅羽 宏 

「使える禅」              枡野 俊明 

「 」  斎藤 道雄 

「思春期の心とからだ図鑑」      

「九州地域学」             千 相哲 他 

「マンガでわかる!世界のすごい爬虫類」  加藤 英明 

「また明日」              群 ようこ 

「 」  角野 栄子 

「赤の大地と失われた花」      

児童書 

「ふしぎないどうどうぶつえん」     くさの たき 

「きつねの時間」            蓼内 明子 

「おばけひめがやってきた!」      むらい かよ 

「将棋の駒はなぜ歩が金になるの?」    高野 秀行 

「頭がよくなるあやとり大百科」      加藤 俊徳 

「 」   今泉 マユ子 

「そらまめくんのおやすみなさい  」  なかや みわ 

「おたすけトミーでばんだよ! 」   いしい ひろし 

「しぶがきほしがきあまいかき」    石川 えりこ 

「どうぶつパンパン」         

「おやさいしろくま」         柴田 ケイコ 

 

《 ふれあいプラザのお知らせ 》 

〇写楽あいら写真展 11 月 9 日(土)～11 月 23 日(土)  

〇カルトン画展 11 月 24 日(日)～11 月 30 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。 

 

 

【中央図書館】特別整理期間 休館のお知らせ 

休館期間：12 月 2 日（月）～12 月 16 日（月） 

上記の期間、中央図書館は特別整理のため休館となりま

す。所蔵している蔵書の点検や館内整理などを行う期間と

なります。みなさまには大変ご迷惑をおかけいたします

が、ご了承くださいますようお願いいたします。 

※加治木図書館、蒲生公民館図書室及び各地区公民館図書

室は通常通り開館します。 

※加治木図書館は、11 月 11 日（月）～11 月 21 日（木）

が、特別整理期間となり休館です。 

中央図書館は 、 12 月 17 日（火）から開館いたします。 

 

 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × ○（ポスト）  

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  １１月                        １２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         

※11月 5日(火)祝日振替休館日 28日(木)資料整理休館日       ※12月 2日(月)～16日(月)特別整理休館日 26日(木)資料整理休館日 

                                   12月 29日(日)～1月 3日(金)年末年始休館 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１１月８日（金） 

※12/13は特別整理期間の為お休みです 

     午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

１１月１６日（土） １２月２１日（土）  

午後３時から おはなしコーナーにて 

※12/7 は特別整理期間の為お休みです 

１１月３日（日）図書館フェスティバルにておはなし会 

  

 休館日 

11/16 の記念日に合わせ、色や模様・表紙が赤や

青などの本などを様々なジャンルで集めています！ 

「特集：渋沢栄一」 

2021 年の大河ドラマ、2024 年より 

新一万円札の顔となる渋沢栄一。あわせて、 

知っておきたい経済やお金の本も展示します。 

「映画原作本」 

シネマウィークにあわせ映画の原作本が勢揃い！！ 

 

開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  

※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープは破損の恐れがありますので、

加治木図書館及び公民館図書室のカウンターへご返却下さい。 



２０１９年１１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 
 

 

１１月１日（金） 

【帽子】 

広島の呉にある帽子店。店と帽子職人の誇りを父から

受け継いだ春平はある日、警備会社に勤める吾朗が落と

していった手紙を拾う。その手紙には、春平の幼なじみの

思いがけない近況が綴られていた。 

出演：緒形 拳 玉山 鉄二 

（2008年／日本／１時間 27分／カラー） 
 

１１月２日（土）          

【グランピーキャットの最低で最高のクリスマス】 

少女クリスタルは、ショッピングモールでサンタから願い

が叶う“お願いコイン”をもらう。信頼できる友達が欲しい願

った直後に。不機嫌顔の猫と少女がタッグを組んで・・・。 

出演： メーガン・シャルパンティエ ダニエル・ローバック 

（201４年／アメリカ／1時間 42分／カラー） 
 

１１月６日（水）・９日（土） 

【ガス燈】（原作：パトリック・ハミルトン） 

叔母を殺害されてしまったポーラは、彼女の遺産を

相続し夫と共に叔母の屋敷で新婚生活を始める。しか

し身辺で奇妙なことが起こり始め・・・。         

出演： シャルル・ボワイエ イングリッド・バーグマン 

（1949年／アメリカ／１時間５４分／モノクロ／字幕） 
 

１１月１３日（水）・１６日（土） 

【ホーム・スイートホーム】 

元オペラ歌手、山下宏は痴呆症。部屋でも街頭でも

力の限り歌い徘徊する毎日。息子夫婦と孫娘達の苦悩

と軋轢は限界に達し、ある決断をする。 

出演： 神山繁 小林稔侍 風吹ジュン 

（2000年／日本／1時間 52分／カラー） 
 

１１月２０日（水）・１１月２３日（土） 

【ラストサムライ】 

明治維新直後の日本、西洋化を目指す中にあって、

最後まで武士としての誇りを捨てず、侍であろうとし

た男たちがいた。 

出演： トム・クルーズ 渡辺謙 真田広之 

（2003年／アメリカ／2時間 ３４分／カラー／字幕） 
 

１１月２７日（水）・１１月３０日（土） 

【ウィニング・パス】 

事故で下半身不随となり、車椅子生活という現実を

受け入れずにいた健太だったが、車椅子バスケの世界

に自分の居場所を見出していく。 

出演： 松山ケンイチ 堀北真希 

（2003年／日本／１時間 48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 

１１月２日（土） 

【ダンボ】           （１時間４分） 

 

１１月９日（土） 

【トムとジェリー】 

「楽しいボーリング」「ここまでおいで」 

「ワルツの王様」「テニスなんて嫌だね」 

   (３０分) 

１１月１０日（日） 

【アニメ世界名作劇場】 

「不思議の国のアリス」        （３０分） 

 

１１月１６日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのサーカスがやってきた」 

「けろけろけろっぴの友達は魔法使い」 

（５０分） 

 

１１月１７日（日） 

【ぼくは王さま ぞうのたまごとにせもの王さま】 

         (５５分) 

１１月２３日（土） 

【うっかりペネロペ 楽しくて大忙し編】 

                    （３０分） 

 

１１月２４日（日） 

【銀河鉄道の夜】           (４８分) 

 

１１月３０日（土） 

【とおるといくえの日本昔ばなし】 

「うらしま太郎」「ねずみの嫁入り」 （２５分） 

 

 

図書館フェスティバル特別上映 
１１月３日（日）９時３０分～ 

「猫侍」 
時は幕末。かつて百人斬りと恐れら

れた剣客・班目久太郎は浪人となり果

てていた。行き場を失った男に舞い込

んだのは、敵対する一家の親分が飼っ

ている「猫」を斬れという仕事。押し入った屋敷に

は、白猫が無垢な瞳で見上げていた。 

出演： 北村一輝 浅利陽介 

（2014年／日本／１時間 40分／カラー） 

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

 10：00～ 

上映 


