
                                Ｖｏｌ．Ｈ２３－１０ 

発行所  姶良市立中央図書館 
                                       平 成 ２４年 １月 号 

０９９５－６４－５６００ 

 

 

新年明けましておめでとうございます 
 姶良市立中央図書館も、姶良市が誕生して初めての

お正月を迎えました。今年も職員一同、住民の皆様

のご期待に応えられますよう励んでまいります。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) 

「女ぎらい」            上野 千鶴子 

「死ぬときに人はどうなる１０の質問」大津 秀一 

「基本定石事典(上・下)」            高尾 紳路 

「合格する小論文技術習得講義」   牛山 恭範 

「PRIDE」             石田 衣良 

「マルドゥック・スクランブル」   冲方 丁 

「信玄の軍配者」          富樫 倫太郎 

「ピスタチオ」           梨木 香歩 

「かたちだけの愛」         平野 啓一郎 

「課長力」             遠藤 功 

「空想科学読本９」         柳田 理科雄 

「１つのボウルで作るお菓子」    大森 いく子 

「育児ばかりでスミマセン。」    望月 昭 

「Kawasaki Style」            繁昌 良司 

「川崎宗則写真集」         繁昌 良司 

「長い廊下がある家」        有栖川 有栖 

「竜馬伝４」            福田 靖 

「追悼者」             折原 一 

「つるかめ助産院」         小川 糸 

「そうはいかない」         佐野洋子 

「戦国を終わらせた女たち」         童門 冬二 

「知覧」                           西山 慶尚 

「錨を上げよ(上・下)」             百田 尚樹 

「三国志第９巻」                  宮城谷 昌光 

「キマイラ９」                    夢枕 獏 

「奇縁まんだら 続の２」          瀬戸内 寂聴 

  

その他、新着資料が入っています。 

 

 

～リクエストの窓から～ 
リクエスト本を読まれた方からの感想より抜粋 

 

「僕とエリーの四部休符」：生嶋 マキ 

 ほほえましい父と子、悲しい恋の物語がエリーが亡くな

ってから送られてきた。涙が出て仕方がない位、ついつい

次はどうなるのかと一気に読んでしましました。 

 

「幻影の天守閣」：上田 秀人 

 主人公が新しい任務に就くとその役割・内容を詳しく解

説し、主人公と共に知ることができ話に入っていけます。

いつも楽しみにしています。 

 

「飢えたピラニアと泳いでみたい」：リチャード・コンフ 

 いろんな生物がいてそれを違う方向から見る人たちも沢

山いる。見方によって同じ生き物も違って見えてくるとい

うことに気づかされた。 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○文字アート 

４日(火)１２：００～１３日(木)１２：００  

○押し花展 

１５日(土)１２：００～２９日(土)１３：００ 

 

※ふれあいプラザを利用希望される方は、遠慮な 

く職員までご相談ください。 
 
   

《姶良市立中央図書館ホームページ》 
姶良市役所  http://www.city.aira.lg.jp/ 

「市政情報(タブ)」→「文化・スポーツ施設」 

→「姶良市立中央図書館の詳細」 

→「図書館蔵書検索へＧＯ！」 

※蔵書検索メインメニュー※ 

http://tosyokan.town.aira-aira.kagoshima.jp/ 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

1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１５日(土) 
        ２月５日(土)、２月１９日(土) 

午後３時から おはなしコーナーにて 

 

 



 平成２４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４日（水）・７日（土） 

【次郎長三国志】 

・情が厚く，義理堅い大親分・清水の次郎長。子分た

ちと共に，駆け出しから一家を築きあげるまでの物

語。泣ける，泣かせる，超大型，痛快娯楽時代劇。 

原作：村上元三 

出演：中井貴一 鈴木京香 木村一輝 

（２００８年／日本／２時間６分／カラー） 

 

１月１１日（水）・１４日（土） 

【リリー・マルレーン】 

・ナチ支配下のドイツ。ビリーの歌う「リリー・マルレー

ン」は敵味方双方の兵士から愛唱され大人気となる。

しかしユダヤ人の恋人は彼女をナチのマスコットと非

難する…。ララ・アンデルセンの自伝をもとに，戦時下

に生きる女の心の葛藤を描く。 

出演：ハンナ・シグラ ジャンカルロ・ジャンニーニ      

メル・フェラー 

（１９８１年／西ドイツ／２時間／カラー）   

 

１月１８日（水）・２１日（土） 

【伊豆の踊子】 

・男子学生と踊り子との恋，そして別れを描いた川端

康成の名作を映画化。 

出演：田中絹代 大日向伝 小林十九二 若水絹子 

（１９３３年／日本／１時間３４分／モノクロ）  

 

１月２５日（水）・２８日（土） 

【裸足のギボン】 

・見た目は 40歳、でも心は少年のように純粋なギボン

は，貧しくても楽しく幸せに暮らしていた。ある日，町

のマラソン大会に飛び入り参加をして入賞する。 

出演：シン・ヒョンジュン キム・スミ 

（２００６年／韓国／１時間４０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７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「びしょぬれゆうびん屋」「らくらくせんたく機」

「しかえし水でっぽう」        （30分） 

 

１月８日（日） 

【まんが日本昔ばなし】 

「宝のおお釜」「雷と月と日」「大年の客」「天福地 

福」                 （50分） 

 

１月１４日（土） 

【ウルトラセブン】 

「第 46話 ダン対セブンの決闘」 

「第 47話 あなたはだぁれ？」      （50分） 

            

１月１５日（日） 

【新潮社文庫 アニメ文学館】 

「ホームタウンの事件簿」「天からの声」 （50分） 

原作：赤川次郎 

 

１月２１日（土） 

【うごく絵本シリーズ チルビーメロン】 

「そのつもり」「駅のおかあちゃん」「リュックの 

おしごと」             （約 22分） 

 

１月２２日（日） 

【アニメ世界名作劇場】   

「あらいぐまラスカル」        （30分） 

 

１月２８日（土） 

【トムとジェリー】 

「台所戦争」「仲良し同盟」「なかよし」「トムのガ

ールフレンド」            （30分） 

 

１月２９日（日） 

【サンリオキャラアニメ】 

「キキとララのお姫さまになりたい」「ポチャッコ

のわくわくバースデー」            （50分）   

 

 

 ※視聴は無料です。 



   

 

 

 

 

 

 


