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《新着資料紹介》(一部です) 
一般書 

「チョコレートＴＶ」        水野 宗徳 

「気分上々」            森 絵都 

「秋霧の街」            柴田 哲孝 

「田中慎弥の掌劇場」        田中 慎弥 

「ふたり、幸村」          山田 正紀 

「十二単を着た悪魔」        内館 牧子 

「霖雨」              葉室 麟 

「うふふな日々」          あさのあつこ 

「不登校児再生の島」        奥野 修二 

「syunkon カフェごはん２」     山本 ゆり 

「Skype 完全活用術」        花岡 貴子 

「100 の思考実験」         ジュリアン・バジーニ 

「つらいから青春だ」        キム・ナンド 

「六つの精進」           稲盛 和夫 

「老婆は一日にして成らず」     綾小路きみまろ 

「既卒なんてこわくない！」     秋庭 洋 

「日本の試練」           櫻井よしこ 

「山田さんちの家庭の税金」     湊 義和 

「絶対解決 iPhone で困った！」   Studio ノマド 

 

児童書 

「ゆめのスカイツリー」       谷川俊太郎 

「みどりのカーテンをつくろう」    菊本るり子 

「まじょ子とサーカスの国の王子様」 藤 真知子 

「これなあに？」          みやにしたつや 

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》 

○増田芳文 水彩展 
６月１日(金)10:00～６月１０日(日)18:00 

○彫刻 絵画展示（蒲生ふるさと交流館） 
６月１３日(水)10:00～６月２７日(水)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。 

 

 

《６月１日からＷＥＢサービス 

（インターネット予約サービス）を開始します！》

 これまで図書館の窓口で受け付けていた予約サービス

が、ご自宅のパソコンや携帯電話から直接できるように

なります。 

  ＷＥＢサービスを利用するために、 

 ①利用者資格者は、中学生以上とします。 

 ②ご本人様による申請が必要です。（受付６／１～） 

 

中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室・姶良公

民館図書室で手続きをしてください。手続きの際、市立図

書館利用者カードと本人確認できるもの（免許証・保険証・

学生証・住基カード等）が必要です。 

 

 

《姶良市立図書館 公開講座のお知らせ》 

心も身体も生き活きしたあなたの第２のライフ 

プランを今から描いておきませんか。 

講和：「楽しみや生きがいを求めて 

     ～６０歳からの生き活きライフ～」 

期日：平成２４年６月９日（土） 

場所：中央図書館 ２階視聴覚室 定員８０名 

時間：受  付 午後１時００分～午後１時３０分 

   開講行事 午後１時３０分～午後１時４５分 

   講  和 午後１時４５分～午後３時１５分 

講師：畑中 敏己 氏 

（主な経歴 皇徳寺中学校長など。姶良市在住。） 

※この講座は、姶良市立図書館ふれあい講座の第１回講座

を市民に公開して行うものです。 
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                      17 日 振替休館日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

６月８日（金）、７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  ６月２日(土)、 ６月１６日（土） 

７月７日(土)、 ７月２１日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/



 平成２４年６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 
６月６日（水）・９日（土）  

６月２日（土） 【愛のアルバム】 
【スプーンおばさん】 ・幼い頃から育ててきた養女を６歳で亡くし，生活に張り

を失った１組の夫婦。妻がとうとう離婚を決め家を出よう

としたその時，彼女はそばにあったレコードをかけた。２

人を結ばせた懐かしい曲のメロディを聞き，彼女は昔の

ことを回想し始める―。 

「名犬ブービィ」「ゴローニャの屋根裏サーカス」

「フロッガーすいえい教室」 

               （30 分）

６月３日（日） 出演：アイリーン・ダン ケーリー・グラント  
【ウルトラセブン】 （１９４１年／アメリカ／２時間／モノクロ） 
・第５話「消された時間」 

６月１３日（水）・１６日（土） 
・第６話「ダークゾーン」       （50 分）

【迎春花】 

・ハルビンを舞台にした李香蘭主演の不朽の名作。日

本の建設会社に赴任してきた支店長の甥と，その会社

に勤める女性，支店長の娘，三人の青春物語。      

６月１０日（日） 

【動く絵本シリーズ チルビー レモン】 

「もったいないばあさん」「きいちゃんとゆきだる

まちゃん」「うさぎくんのぼうし」    （20 分）出演：李香蘭 木暮実千代 近衛敏明 

（１９４２年／日本／１時間１４分／カラー）  
６月１６日（土） 

６月２０日（水）・２３日（土） 【アニメ世界名作劇場】  
【植村直己物語】 「みつばちマーヤの冒険」       （30 分）
・冒険家，植村直己の半生を再現したヒューマン・

ドキュメンタリー映画。     （原作：植村直己） ６月１７日（日） 

【トムとジェリー】 出演：西田敏行 倍賞千恵子 若林豪 
「上には上がある」「恐怖の白ネズミ」「おしゃべ

り子ガモ」「ジェリーとジャンボ」    (35 分)
（１９８６年／日本／２時間２０分／カラー） 

６月２７日（水）・３０日（土） 
６月２３日（土） 【踊る大紐育】 
【まんが日本昔ばなし】 ・ニューヨークで24時間休暇をもらった水兵のゲイビイ，

チップ，オジイは張り切って観光に出かけた。ゲイビイ

は地下鉄のポスターで見かけた女性（アイヴィ）に一目

惚れ，みんなで彼女を探すことになる。そんな中，博物

館の教授・クレアにオジイが見初められ，チップはタクシ

ー運転手ヒルデから熱を上げられる。３人の恋の行方

は？！ 

「はなたれ小僧さま」「山伏石」「木仏長者」「夢地

蔵」                 （55 分）

６月２４日（日） 

【サンリオキャラアニメ】 

「ハローキティのふしぎなみずうみ」「けろけろけ

ろっぴのよわむし王子の大冒険」    （24 分）出演：ジーン・ケリィ フランク・シナトラ ヴエラ・エレン 

（１９４９年／アメリカ／１時間３７分／カラー） ６月３０日（土） 

【グリム名作童話集】  
「しらゆき姫」「わらと炭とそらまめ」「つぐみのく

ちばしの王子」            （24 分）

 
６月９日は姶良市立図書館 公開講座のため親

子映画会はありません。 
（水曜名画座再上映は通常通り行います。） 

※視聴は無料です。 
 


