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《新着資料紹介》(一部です) 
一般書 

「サラダ好きのライオン」      村上 春樹 

「ソロモンの偽証 第１部」     宮部みゆき 

「さくら聖・咲く」         畠中 恵 

「共犯」              深谷 忠記 

「ガス燈酒場によろしく」      椎名 誠 

「神様のカルテ ３」        夏川 草介 

「生きるぼくら」          原田 マハ 

「つむじダブル」          小路 幸也 

「青い島の教室」          池永 陽 

「戦後史の正体」          孫崎 享 

「それ、パワハラです」       笹山 尚人 

「心を上手に操作する方法」     トルステン・ハーフェナー  

「100 円のコーラを 1000 円で売る方法１・２」 永井 孝尚 

「日常を、ここちよく。」      有川真由美 

「毎日おいしい麹・酒粕のお菓子とパン」小田真規子 

「僕とおじいちゃんと魔法の塔 ５」  香月 日輪 

児童書 

「ごちそうがいっぱい」       きむらゆういち 

「でるでるでるぞ」         高谷まちこ 

「わたしはみんなに好かれてる」   令丈ヒロ子 

「のぞいてみよう！厨房図鑑」    学研教育出版 

その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○坂元未来展（スケッチ・油絵） 
９月 29 日(土)11:00～10 月 13 日(土)16:00

○押花作品展示 
10 月 14 日(日)10:00～10 月 28 日(日)16:00 
 

※ふれあいプラザの利用を希望される方は、遠慮なく

職員までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

《図書館フェスティバルのお知らせ》 
 

○日時 １１月３日（土） ９時～１６時 

○場所 姶良市立中央図書館 
 

 

 読書週間での情報提供の場として、古本・雑誌無料配布、

おはなし会、人形劇、映画会とたくさんのイベントを計画

しています。皆さまのご来場をお待ちしております！ 

 

 

 

図書館フェスティバルにて、ビブリオバトルを開催します。

お気に入りの本を通じて人と交流しませんか？お気軽にご参

加ください。※観戦は自由です。 
○日時 １１月３日（土） １４時～１６時 

○場所 姶良市立中央図書館 ふれあいプラザ 

○募集人数 ２５名 

○募集期間 10 月２日（火）～10 月 31 日（水） 

○申込方法 中央図書館に窓口、電話、ＦＡＸで申込む 

ビブリオバトルとは？ 

  好きな本やおすすめの本を持ち寄ってひとり５分ず 

つ紹介します。全員が紹介したら、読みたくなった本 

に投票し、チャンプ本を決定します。 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

○ふれあい講座 
・日時：10 月１3 日(土)午前 10 時 10 分～ 

・集合場所：姶良市立中央図書館 駐車場 

・内容： 「霧島錦江湾国立公園重富干潟フィールドワーク」  

・講師：ＮＰＯ法人くすの木自然館  

理事長 立山 芳輝氏 

※募集は終了しています。 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
                                          休館日 

            １０月                      １１月 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
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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
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９日 振替休館日、25 日 資料整理休館日       22 日 資料整理休館日、23 日 勤労感謝の日、27 日～12 月 6 日特別整理期間 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１０月１２日（金）、１１月９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 ６日(土)、１０月２０日（土）

１１月１７日(土) 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

ビブリオバトル in 姶良市立中央図書館 

参加者募集！！ 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 



平成２４年１０月分 

《水曜名画座》 《親子映画会》 
☆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３日（水）・６日（土）  

【四分間のピアニスト】       
・ピアノ教師として刑務所を訪れたトラウデ・クリューガー

は、ジェニー・フォン・レーベンの才能を見出す。クリュ

ーガーは彼女の指導に残りの人生を捧げる決意をし、

レッスンを始める。 

出演：ハンナー・ヘルツシュプルング モニカ・ブライブト

ロイ 

（２００６年／ドイツ／１時間５０分／カラー） 

１０月１０日（水）・１３日（土） 

【ベン・ハー 上巻】 

・西暦1世紀のはじめ、ユダヤはローマ帝国の支配下に

あった。ベン・ハーとメッサラは幼友達であったが、ロー

マの武人となったメッサラは、ユダヤ人をさげすむように

なる。ベンは、誤ってローマの執政、グロウタスを傷つけ

てしまうが、メッサラはベンを擁護することを拒否し、母と

妹は捕らえられ、ベンは奴隷船に乗せられてしまう。   

出演： ラモン・ノヴァロ メイ・マカヴォイ 

（１９２６年／アメリカ／１時間５分／モノクロ／サイレン

ト）  

１０月１７日（水）・２０日（土） 

【ベン・ハー 下巻】 

・上巻の続き。 

出演：ラモン・ノヴァロ メイ・マカヴォイ 

（１９２６年／アメリカ／１時間１８分／モノクロ／サイレン

ト） 

１０月２４日（水）・２７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／日本／２時間３４分／カラー） 

１０月３１日（水） 

【ハリー・ポッターと秘密の部屋】 

・ダーズリー一家のもとで夏休みを過ごすハリーの前に

“屋敷しもべ妖精”のドビーが現れ、「ハリー・ポッターは

ホグワーツに戻ってはいけない」と警告する。警告を無

視し、ホグワーツに戻ったハリーを新たな冒険が待ち受

けていた。 

出演：ダニエル・ラドクリフ エマ・ワトソン 

（２００２年／アメリカ／２時間４１分／カラー） 

☆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６日（土） 

【スプーンおばさん】 

「気まま名馬チャールズ」「へんそうひつじ番」「ゴ

ローニャのラブストーリー」       (30 分)

１０月７日（日） 

【ハローキティのまほうのリンゴ】 

「ハンギョドンのパラレル大作戦」「未来世界は大

さわぎ」               （37 分）

１０月１３日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「愛の若草物語」           （30 分）

１０月１４日（日） 

【みんなで跳んだ】 

運動会の学年種目「大縄跳び」の練習で、いつもひ

っかかってしまう矢部ちゃん。矢部ちゃんには軽い

障害がある。運動会までは時間がない。勝つことを

選ぶのか、それとも、クラスの和か…。悩み葛藤し、

出した答えは―。           (28 分) 

１０月２０日（土） 

【トムとジェリー】  

「星空の音楽会」「恋のとりこ」「いたずらきつつき」

「お化け騒動」            （30 分）

１０月２１日（日） 

【ズッコケ三人組 ズッコケ時空冒険】 

・壁新聞の事件記者・三人組が、美人の雪子先生の

謎を追っているうち、江戸時代に入っちゃった。そ

こで科学者・平賀源内に会ったよ。さあ、何が起こ

るか…                (57 分) 

１０月２７日（土） 

【ネズミあなのネコの物語】 

・イングランドのはずれの小さな港。防波堤の入り

口は狭かったので、その村は「ネズミあな」とよば

れている。ある年、厳しい冬がやってきて魚が取れ

ずひもじい日々が続いた。これは嵐の大ネコのせい

だと思ったネコのマウザーはトムじいさんと荒れ

くるう嵐の海へと船を出した。（24 分） 

１０月２８日（日） 

【ウルトラセブン】 

第１４話「ウルトラ警備隊西へ 前編」 

第１５話「    〃     後編」 （50 分）

 

再上映アンケート 

第７位 

    ※視聴は無料です。 
  


