
                                Ｖｏｌ．Ｈ２３－１２ 

発行所 姶良市立中央図書館 
                                       平成２４年  ３月号 

０９９５－６４－５６００ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー    休館日 
 

            ３月                      ４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 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 25 26 27 28
29 30

20 日 春分の日                         29 日 昭和の日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

３月９日（金）、４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  ３月３日(土)、 ３月１７日（土） 

４月７日(土)、 ４月２１日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

 

長らくお待たせいたしました！ 

 

 
 

平成２４年３月に図書館システムが統合されました 
① ひとつの利用者カードで市立図書館全館の利用が可能になりました。 

※中央・加治木の両方のカードをお持ちの方は、カウンターで統合作業をいたします。 

② 市立図書館のどこからでも、返却・予約・検索ができます。 
両方のカードを持

ってご来館下さい。
③ ホームページがリニューアルしました。 
 

また、貸出冊数が変更になりました。 

 図書資料(本) 雑誌資料 視聴覚資料 

中央図書館 ５冊以内 ２冊以内 ２点以内 

加治木図書館 ５冊以内 ３冊以内 １点以内 

各公民館図書室 各５冊以内 各２冊以内  

移動図書館 ５冊以内 ２冊以内  

全館合計 １５冊以内 ７冊以内 ３点以内 

※場所の組み合わせは自由です。（例：本を、蒲生公民館５冊+姶良公民館５冊+移動図書館５冊＝15 冊） 

※視聴覚資料は、所蔵館のみの貸出になります。

３月から蒲生公民館図書室の利用が変わります 

開室日・開室時間 火～日 9:00～17:00（12:00～13:00 閉室） 

休室日 毎週月曜日と国民の祝日、年末年始 

利用方法 貸出には利用者カードが必要です。利用登録の際に発行します。利用登録

にはご本人様を確認できる書類（運転免許証・健康保険証・学生証等）が

必要になります。 

すでに蒲生公民館図書室で利用登録されて

いる方は、今までの登録情報は無効になりま

す。

古本コーナー 
特別整理期間に整理した本などを、

ご来館の皆様に無料配布いたします。

冊数制限・手続きはありません。 

新しく登録の手続きが必要になりますの

で、ご本人様を確認できるものをお持ちくだ

さい。（中央・加治木のカードをお持ちの方は、

新規の登録手続きは必要ありません） 
お気軽にお立ち寄りください。 

場所：中央図書館１階ロビー ※蒲生公民館図書室の雑誌・絵本コーナーは、
２階に移動いたしました。 



 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
《姶良市立図書館ホームページ》 

○県民の森を彩る桜たち（写真パネル展） 
http://lib-aira.jp/

 平成２４年３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 

３月７日（水）・１０日（土） 

【尼僧物語】 

・医師の娘ガブリエルはベルギーの修道院に尼僧と

して入るが、次第に医療の使命と宗教戒律との矛盾

に苦しむようになる。やがて第二次大戦がはじまり、

父親がドイツ軍の銃弾に倒れたことを知らされる。あく

まで中立の立場で病院で働くことを求められるが…。

出演： オードリー・ヘプバーン ピーター・フィンチ 

（1958 年/アメリカ/2 時間 32 分/カラー/字幕） 

３月１４日（水）・１７日（土） 

【ステラ・ダラス】 

・上流社会に憧れるお人よしのステラは、育ちのいい

青年と結婚して上流社会に仲間入りし、女の子をもう

ける。しかしステラの娘の幸福を思う行動が裏目に出

て人々の笑い者になり、娘は恥ずかしくてたまらな

い。やがて娘が良家の息子と結婚することになり…。

出演： バーバラ・スタンウィック ジョン・ボールズ 

（1937 年／アメリカ／1 時間 45 分／モノクロ／字幕）

３月２１日（水）・２４日（土） 

【アガサ 愛の失踪事件】 

・ミステリーの女王アガサ･クリスティが実際に起こした

失踪事件。アガサの新作ミステリーの出版宣伝を兼

ねた昼食会が催された。翌日、アガサは夫アーチー

から離婚を言い渡される。そしてその夜アガサは失

踪した。空白の 11 日間に彼女が体験したものは？ 

出演：ダスティン・ホフマン バネッサ・レッドグレーブ 

（1979 年／アメリカ／1 時間 39 分／カラー／字幕） 

３月２８日（水）・３１日（土） 

【パーフェクト・ワールド】 

・脱獄囚ブッチは少年フィリップを人質に逃走を続け

ていた。彼らを追跡するのは、かつて少年時代に犯

罪を犯したブッチを劣悪な家庭環境から守るために

少年刑務所に送った男、レッド・ガーネットだった。愛

情を知らずに育ったフィリップは逃亡の途中、ブッチ

と次第に心通わせていく。二つの孤独な魂が一つに

なった今、二人が目指すのは“完全な楽園（パーフェ

クト・ワールド）”。だが追っ手は確実に彼らに迫る！ 

出演： ケビン・コスナー クリント・イーストウッド  

（1993 年／アメリカ／2 時間 18 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

３月３日（土） 

【うごくえほんチルビー パパ、かっこいい】 

「おまえ、うまそうだな」 

「つきよのくじら」           (22 分）

３月４日（日） 

【トムとジェリー】 

「ピアノ・コンサート」「インディアンごっこ」 

「強敵あらわる」「土曜の夜は」     （30 分）

３月１０日（土） 

【ウルトラセブン】 

「第 48 話 史上最大の侵略 前編」 

「第 49 話 史上最大の侵略 後編」     （50 分）

３月１１日（日） 

【アニメ文学館 明智小五郎】 

「屋根裏の散歩者」「心理試験」「赤い部屋」（75 分）

３月１７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ふくろうときょうだい」「コロンコロン松ぼっく

り」「あっちこっち鬼ごっこ」      （30 分）

３月１８日（日） 

【グリム名作童話集】 

「ブレーメンの音楽隊」「巨人退治のペテル」 

「星のコスモス」           （35 分）

３月２４日（土） 

【椋鳩十 野生の叫び】 

「底なし谷のカモシカ」 

「子ジカのホシタロウ」         （49 分）

３月２５日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「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）

３月３１日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「かぐまのちから石」「白狐の湯」 

「念仏天狗」「猫檀家」         （50 分）

 

３月１日(木)1１:00～３月１５日(木)15:00  

○水墨画 美友会 
３月１６日(金)12:00～３月３１日(土)1６:00 


