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《新着資料紹介》(一部です) 

一般書 

「相田家のグッドバイ」       森 博嗣 

「あなたの本」           誉田 哲也 

「日本の文脈」           内田 樹 

「史記 ７」            北方 謙三 

「マツリカ・マジョルカ」      相沢 沙呼 

「エンプティスター」        大崎 善生 

「散り椿」             葉室 麟 

「哀しみの星」           新堂 冬樹 

「浅草妖刀殺人事件」        風野真知雄 

「脳は平気で嘘をつく」       植木 理恵 

「酒粕のおいしいレシピ」      なかじ 

「人生で本当に大切なこと」     王 貞治 

 

児童書 

「シールの星」           岡田 淳 

「キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん」   三田村信行 

「あやとユキ」           いながきふさこ 

「おばあちゃんと花のてぶくろ」   セシル・カステルッチ 

 

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》 

○隆舞会（書 展示） 
５月１０日(木)10:00～５月２３日(水)19:00 

※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。 

 

 

《５月連休中の開館・休館日のお知らせ》 
 １日(火)～５日(土)の予定は次の通りです。お間違えの

ないようお越しください。 

 ○１日(火)・２日(水) 開館 10:00～19:00 

 ○３日(木)・４日(金) 休館 

○５日(土) 開館 9:00～18:00 

 

《ふれあい講座募集のお知らせ》 

6 月 9 日（土）
楽しみや生きがいを求めて  

～６０歳からの生き活きﾗｲﾌ～

7 月 14 日（土）
古典文学を楽しむ 

～伊勢物語をごいっしょに～ 

9 月 8 日（土） ピラティス＆ストレッチ 

10 月 13 日（土）
霧島錦江湾国立公園  

重富干潟フィールドワーク 

11 月 10 日（土）
知っているようで知らないお

金のはなし 

1２月 ８日（土） ラッピングのいろいろ 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

５月１１日（金）、６月８日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ５月５日(土)、 ５月１９日（土） 

６月２日(土)、 ６月１６日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

４月２４日～５月５日は貸出冊数の 

増冊をおこないます！！ 

図書資料の貸出冊数 
１０冊まで 

※変更がある場合があります。 

○場所 中央図書館 研修室または視聴覚室など 

○時間 午後１時３０分～午後３時３０分 

○対象者 １８歳以上の姶良市在住者で、おおむね全講座

をとおして受講できる見込みのある方 

（利用者カードをお持ちの方は市外の方も受講可能です） 

○定員    ４０名程度  

○募集期間  ５月２７日（日）必着 

○申込方法  市立図書館にある申込書に必要事項を記入

し、中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室いず

れかのカウンターにお出し下さい。郵送・ファックス可。

※募集案内は、市立図書館ホームページからもダウンロー

ドできます。  

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 



 平成２４年５月分 

《水曜名画座》 《親子映画会》 
☆日 時 毎週水曜日 午後 ２時～ ☆日 時 毎週土曜日 午後 ２時～ 

毎週土曜日 午前１０時～＜再上映＞      毎週日曜日 午前１１時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館 ２階視聴覚室            午後 ２時～ 

☆場 所 姶良市立中央図書館２階視聴覚室 
５月２日（水）・５日（土）  

５月５日（土） 【米百俵 小林虎三郎の天命】 
【スプーンおばさん】 ・越後長岡藩は戌辰戦争で政府軍に敗れ，人々は苦し

みにあえいでいた時，教育こそ人間形成の要諦という

理想を掲げ，あえて救援米「米百俵」を換金し，学校設

立に投じた。明治三年のことである。 

「ピンチ！空中せんそう」「とんでもニューファッ

ション」「思い出ショートカット」 

               （30 分）
出演：中村喜葎雄 眞行寺君枝 

５月６日（日） （１９９３年／日本／１時間３８分／カラー） 
【トムとジェリー】 

５月９日（水）・１２日（土） ・「ジェリーの日記」「ごきげんないとこ」「淋しが

りや」「こわいお手伝いさん」      （30 分）【河は呼んでる】 

・デュランス河のダム建設工事を背景とした，１人の少女

の成長物語。            （原作：ジャン・ジオノ）
５月１２日（土） 

【ウルトラセブン】 出演：パスカル・オードレ シャルル・ブラヴェット

モンコルビエ ジェルメーヌ・ケルジャン ・第３話「湖のひみつ」  

・第４話「マックス号応答せよ」    （50 分）（１９５８年／フランス／１時間３４分／カラー 字幕）  

５月１３日（日） ５月１６日（水）・１９日（土） 
【ムーミン谷の彗星】 【ブラス！】 
・「この世はほろびる」というおそろしい星のうわ

さを聞いたムーミン，スニフ，ミーは天文台へと向

かいますが…。       （1 時間 14 分） 

・１９９２年，イングランドの町グリムリー。町は炭鉱閉鎖

問題で揺れ，人々は生きる希望さえも失いかけていた。

そんな時，彼らの心を1つにしたのは，炭坑夫の仲間達

で結成された，百年の伝統を誇る名門ブラスバンド,グリ

ムリー・コリアリー・バンドの音楽への情熱とその響きだ

った…。 

５月１９日（土） 

【アニメ世界名作劇場】  

「トム・ソーヤーの冒険」       （30 分）
出演：ピート・ポスルスウェイト ユアン・マクレガー タ

ラ・フィッツジェラルド ５月２０日（日） 
（１９９６年／イギリス／１時間４８分／カラー 吹き替え） 【グリム名作童話集】 

「おおかみと七ひきの子やぎ」「がちょう番の娘」

「いばら姫」              (35 分)
５月２３日（水）・５月２６日（土） 

【ウィニング・パス】 

５月２６日（土） ・事故で下半身不随となり，車椅子生活という現実を受

け入れられずにいた健太だったが…。 【サンリオキャラアニメ】 
出演：松山ケンイチ 堀北真希  「人形アニメーション キティとミミィのあたら

しいかさ」「けろけろけろっぴのぼくたちのたから

もの」「バッドばつ丸のオレは優等生」  （55 分）

（２００３年／日本／１時間４８分／カラー） 

５月３０日（水）・６月２日（土） 

【風の丘を越えて ―西便制―】 ５月２７日（日） 

【手塚治虫アニメワールド】 ・ある村にパンソリの歌い手，ユボンが現れた。彼は村

の女性と恋に落ち，子供が出来るが，お産に失敗し，母

子共に亡くなってしまう。残されたユボンは，女性の遺

児ドンホと養女ソンファを連れ，再び旅に出る。ソンファ

とドンホは鼓手と歌い手として成長するが，パンソリは時

代から疎外され始めていた。 

「緑の猫」              （24 分）

 

出演：オ・ジョンヘ キム・ミョンゴン キム・ギュチョル 

（１９９３年／韓国／１時間 53 分／カラー 字幕） 

※視聴は無料です。 
 


