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昨年も図書館をご利用くださり、 
  誠にありがとうございました。 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「happy money」              Ken Honda 

「逆説の世界史 3」             井沢 元彦 

「日本が消える日」            佐々木 類 

「きのこのなぐさめ」              ローン・リット・ウーン  

「人生ムダなことはひとつもなかった」  橋田 壽賀子 
「反日種族主義」               李 栄薫 
「国境を越えたスクラム」          山川 徹 

「アメリカン・バカデミズム」       ジェイソン・モーガン 

「エフォートレス・マスタリー」     ケニー・ワーナー 

「50 歳からのむなしさの心理学」     榎本 博明 

「弾丸メシ！」              堂場 瞬一 

「バレエ整体ハンドブック」         島田 智史 

「『リサとガスパール』と一緒にひとことフランス語」  荒川 久美子 

「死にゆく人の心に寄りそう」       玉置 妙憂 

「男子が 10 代のうちに考えておきたいこと」      田中 俊之 

「夜はおしまい」             島本 理生 

 児童書 

「わたしのわごむはわたさない」     ヨシタケ シンスケ 

「パンのおうさまとおきさきさま」    えぐち りか 

「こどもかいぎ」             北村 裕花 

「食品ロスの大研究」            井出 留美 

「星に語りて」            山本 おさむ原作 

「きみひろくん」            いとう みく 

「ぼくのまつり縫い」           神戸 遥真 

「銭天堂 12」             廣嶋 玲子 

「もぐらのほったふかい井戸」       安房 直子 

「こまだこさんとゆきだるまさん」   らうさぎ  はる 

 

住所・電話番号に変更はありませんか？ 

 

氏名・住所・電話番号などに変更があった際は、新しい

情報が記載された証明書（運転免許証・保険証等）を

ご持参のうえ、図書館（室）窓口にお越しください。 
 

 

貸出期限の過ぎた本はありませんか？ 

 

ここのところ延滞本が多くなっています。次の方のた 

めにも、期限内の返却にご協力をお願いいたします。 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

〇フォトハイキング友の会  

〇内之浦 道弘 水墨画展   
 

※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。 
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※1月 14日（火）祝日振替休館日                   ※2月 27日（金）資料整理休館日 

※1月 23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） 

１月１０日（金） 

２月１４日（金） 

    午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 

１月４日（土）     １月１８日（土） 

２月１日（土）   ２月１５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  
 

【芥川賞・直木賞】 

第 162 回芥川賞、直木賞の候補作と関連著者の本 

を展示しております。貸出中の本も多くなります 

のでご予約をおすすめします！ 

【はじめての○○】 

新しい年に何か新しいこと始めてみませんか！ 

【カレーの日】 

 1 月 22 日のカレーの日にちなんで 

図書館にあるカレーの本が大集合！ 

今夜はいつもと違うカレーにしてみようかな！？ 



 

２０２０年１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 

１月１日（水） 

 

  

１月８日（水）・１１日（土） 

【次郎長三国志】 

情が厚くて義理堅い東海道一の大親分、清水の次郎

長。大政、小政、森の石松ら子分たちとともに駆け出

しから一家を築きあげるまでの物語。恋女房・お蝶の

姿を瞼に抱き、宿敵・三馬政と一世一代の闘いを繰り

広げる！泣ける泣かせる、超大型・痛快娯楽時代劇。 

出演： 中井貴一 鈴木京香 北村一輝 

（2008年／日本／2時間 6分／カラー） 

 

１月１５日（水）・１８日（土） 

【北北西に進路を取れ】 
スリラー映画が得意のアルフレッド・ヒッチコック

監督の、恋とスリルに満ちたサスペンス・ドラマ。広

告代理店を営むロジャーは、違う男に間違えられて誘

拐され、いわれのない仕事への協力を強要され、断っ

たとたん、事故に見せかけ殺されそうに。国際スパイ

団の陰謀に巻き込まれた男が、NY、シカゴと追われ

ながら、逆に真犯人を追い詰めていく。果たして、彼

が間違われた男の正体とは…。 

出演： ケイリー・グラント エバ・マリー・セイント 

（1959年／アメリカ／2時間 16分／カラー／字幕） 

 

１月２２日（水）・２５日（土） 

【可愛い配当】 

娘のケイを嫁がせて数ヶ月。やっと落ち着きを取り

戻したスタンリー夫婦だったが、ほっとしたのも束の

間、ケイの妊娠、子どもの名付け、若夫婦の新居問題

と悩みはつきない。若き日のエリザベス・テイラーの

美しさと、スペンサー・トレイシーの名演が光る作品。

出演： エリザベス・テイラー スペンサー・トレイシ

ー 

（1951年／アメリカ／１時間 21分／モノクロ／字幕） 

 

１月２９日（水）・２月１日（土） 

【掘った奪った逃げた】 

地下にトンネルを掘り、南フランス・ニース銀行の地下

金庫を破り、まんまと大金を盗み出した実際の強盗事件を

犯人スパジァリの自伝を元に映画化。冒険を求めて、友

人や盗みのプロと共に計画を成功させる過程を、自身も

入獄・脱獄経験のあるジョゼ・ジョヴァンニ監督が、リアル

な犯罪描写で痛快アクションに仕上げている。 

出演： フランシス・ユステール 監督：ジョゼ・ジョヴァンニ 

（1979年／フランス／１時間 ５１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 

１月４日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「みそ買い橋」「言うなの地蔵」 

  （２５分） 

 

１月５日（日） 

【トムとジェリー 魔法の指輪】 

魔法使いに、留守のあいだ「魔法の指輪」を見張

っているように命じられたトム。ところがジェリー

が指輪をみつけて頭にかぶり、抜けなくなってしま

ったからさぁ大変。大都会を舞台に、スリル満点の

追いかけっこが始まった! 

   (１時間２分) 

 

１月１１日（土） 

【とおるといくえの日本昔話６】 

「ぶんぶく茶がま」 

「はちかつぎ姫」 

（２５分） 

 

１月１２日（日） 

【わしも１】 

「わしも登場」「わしものおつかい」 

「わしもの恋人」「わしもの家族旅行」 

「わしものおそうじ」 

（５０分） 

 

１月１８日（土） 

【世界名作アニメ】 

「オズの魔法使い」 

         (４２分) 

 

１月１９日（日） 

【サンリオアニメーション】 

「キキとララの白鳥座のお姫さま」 

「ポチャッコのにんじん畑は大騒ぎ」 

                    （５０分） 

 

１月２５日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「猿地蔵」「エビの腰はなぜまがったか」 

 (２５分) 

１月２６日（日） 

【あらしの夜に５】 

第１３話「ミイがいなくなった日」 

（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。 

年末年始休館のためお休みです。 

※1/４（土） 再上映もありません。 

） 


