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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「13 歳からのジャーナリスト」      伊藤 千尋 

「武器が語る日本史」          兵頭 二十八 

「哲学の解剖図鑑」            小須田 健 

「老老相続」               奥原 玲子 
「ORIGINS」            ｵﾘｳﾞｨｴ・ｸﾞﾘｭｰﾈｳﾞｧルト  

「女子アスリートの「食事と栄養」」    佐藤 郁子 

「旅客機から見る日本の名山」        須藤 茂 

「医者がすすめる薬膳ひとり鍋」      工藤 孝文 

「直筆の漱石」              川島 幸希 

「向田邦子の本棚」            向田 邦子 

「桃源」                 黒川 博行 

「勿忘草の咲く町で」           夏川 草介 

「気がつけば、終着駅」          佐藤 愛子 

「にっぽん聖地巡礼の旅 あずま下り編」  玉岡 かおる 

「いつかは行きたい一生で一度だけの旅 BEST500 」ナショナルジオグラフィック 

「中央駅」              キム・ヘジン 

児童書 

「蒲生氏郷」               加来 耕三 

「となりの難民」             織田 朝日 

「道路のひみつ図鑑」        ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴﾃｨﾌﾞ 

「清少納言と紫式部」           福家 俊幸 

「アドリブ」                佐藤 まどか 

「はじめまして、茶道部！」          服部 千春 

「たのしいのりものずかん」        小賀野 実 

「ぱんぱんあーん」          すとう あさえ 

「ひとりぼっちのモンスター」        ｱﾝﾅ ｹﾝﾌﾟ 

「うれしいひのいただきまあす」     わだ ことみ 

「ひみつの妖精ハウス」          ｹﾘｰ・ﾏｹｲﾝ 

「ライオンとタカとアリになった男の子」  菱木 晃子 

「きょうりゅうたちもペットをかいたい」 ｼﾞｪｲﾝ・ﾖｰﾚﾝ 

「チョコレートウォーズ」              エリス・ドラン 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
〇 内之浦 道弘 水墨画展 

～２月 9 日（日） 
 

※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。 

 

 
【芥川賞】 

  「背高泡立草」古川 真人 
             （1 月 24 日刊行予定） 

         【直木賞】 

「熱源」 川越 宗一 

【絵本屋さん大賞】 

「なまえのないねこ」  竹下 文子 

 
 

 

 

 

あいあいグループは、中央図書館でおはなし会を 

実施してくださっています。 

〇毎月第 1・3 土曜日（午後 3 時～）※幼児から小学生向け 

〇毎月第 2 金曜日  （午前 11 時～） ※乳幼児向け 

 

本が好きな方、読みきかせに興味のある方、 

一緒に活動してみませんか！未経験者・学生 

・男性の方も大歓迎です！興味のある方は、 

カウンターへお申し出ください。 

 

 

【日本の暦、世界の暦】 

 2020 年は閏年です。閏年についての本をご紹介！ 

【歌舞伎の本】 

 2 月 20 日は「歌舞伎の日」。この機会に、歌舞伎の 

世界に足を踏み入れてみませんか？ 

【確定申告】 

 確定申告期間は、2 月 17 日から 3 月 16 日です。 

準備はお早めに！ 

【季節の絵本】 

 節分にバレンタインデーなど季節の絵本が大集合！ 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月１４日（金） 

３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 

２月１日（土） ２月１５日（土） 

３月７日（土） ３月２１日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 休館日 



２０２０年２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 

２月１日（土） ※１月２９日（水）の再上映 

【掘った奪った逃げた】 

地下にトンネルを掘り、南フランスの銀行の地下金庫か

ら大金を奪い、逃げた。犯人の自伝を元にした映画。 

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） 

 

２月５日（水）・８日（土） 

【GOING WEST 西へ・・・】 

１人のおばあちゃんが夫の形見のミニ・クーパーに

乗り、初恋の人に会うため松山へ―。旅の途中、若い

カップルを同乗させることになったが…。 

出演：淡島千影 大沢樹生 藤谷美紀 

（1997年／日本／1時間 38分／カラー） 

 

２月１２日（水）・１５日（土） 

【第三の男】 

第二次世界大戦直後、廃墟になったウィーンに、親

友ハリーを訪ねてきたアメリカ人作家のホリーは、到

着早々ハリーの死を知らされ愕然とする。ハリーの死

因がふに落ちなかったホリーは、様々な人物に聞き込

みを開始する。 

出演： ジョゼフ・コットン オーソン・ウェルズ 

（1949年／イギリス／１時間 45分／モノクロ／字幕） 

 

２月１９日（水）・２２日（土） 

【信さん 炭鉱町のセレナーデ】 

昭和 38 年、美智代は故郷である福岡の炭坑町に、小

学生のひとり息子・守とともに帰ってくる。ある日、信一とい

う少年が、いじめられていた守を助けてくれる。親を早くに

亡くした信一は町の厄介者だったが、美智代は息子を守

ってくれた信一に優しく接し、やがて信一は美智代に淡い

恋心のようなものを抱くようになる。 

出演：小雪 池松壮亮 石田卓也 

（2010年／日本／１時間 48分／カラー） 

 

２月２６日（水）・２９日（土） 

【ほがらかに鐘は鳴る】 

今年もチロルの山荘に、ウィーン少年合唱団がやって

きた。合唱団のミハエル少年は土地の大地主ワルテンベ

ルク氏を紹介される。実はミハエルは、ワルテンベルク氏

の駆け落ちした娘の息子だった。 

出演：ミハエル・アンデ ウィリ・ビルゲル 

（1959年／オーストリア／１時間 33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 

２月１日（土） 

【あらしの夜に５】 

第１４話「おばあちゃんのともだち」 

（２５分） 

 

２月２日（日） 

【サンリオアニメ】 

「キキとララのママってすてき！」 

「バッドばつ丸のオレのポチは世界一／男度胸の思

いやり」 

  （６０分） 

２月８日（土） 

【わんぱくスパンキー】 

（３７分） 

２月９日（日） 

【まんが日本昔話】 

「かじ屋のばばあ」「百合
ゆ り

若
わか

大臣
だいじん

」 

（２５分） 

２月１５日（土） 

【スプーンおばさん】 

「いじわるご亭主」「やまねこピュータロー」 

「あわてかくれんぼ」他 

 （２５分） 

２月１６日（日） 

【人形劇 長ぐつをはいたねこ】 

         （３５分） 

２月２２日（土） 

【スプーンおばさん】 

「あこがれ海ぞく船」「おお当たり！お天気占い」 

「しんせつ怪じゅうカーポ」 

                   （２５分） 

２月２３日（日） 

【チルビー イチゴ】 

「あしなが」「はなさかうさぎのポッポ」 

「さよならまたね」 

 （２７分） 

２月２９日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「大蔵
だいぞう

と天狗
て ん ぐ

どん」「蛸
たこ

薬師
や く し

」 

（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。 


