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《夏休み期間中の開館時間について》 
  当館では、夏休み期間中、開館時間を次のよう 

に変更します。 

 ★期  間：７月２４日(火)～８月３１日(金)の 

火曜日～金曜日 

 ★開館時間：午前９時～午後７時 

(開館を１時間早めます。) 

  なお、土・日曜日及び祝日開館日の開館時間は、

これまで同様午前９時～午後６時です。 

 

 

《新着資料紹介》(一部です) 
一般書 

「夜の国のクーパー」        伊坂幸太郎 

「信長死すべし」          山本 兼一 

「話虫干」             小路 幸也 

「光」               道尾 秀介 

「悲鳴伝」             西尾 維新 

「媚びない人生」           ジョン・キム 

「社会派ちきりんの世界を歩いて考えよう！ 」 ちきりん 

「上昇思考」             長友 佑都 

「検察の罠」            森 ゆうこ 

「暮らし上手のお弁当」       枻出版社 

児童書 

「ジャッキーのとまとづくり」    あだちなみ 

「知ろう！再生可能エネルギー」    馬上 丈司 

その他、新着資料が入っています。 

 

《地区公民館図書室 図書入替えのお知らせ》
地区公民館図書室（帖佐・脇元・山田・松原・重

富）の図書を、一部入れ替えました。新しい本をご

用意しましたので、ぜひご利用ください。 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

 

○図書館資料を使った自由研究学習会 募集 

  ふしぎに思っていることや、興味のあることについ 

て、図書館の本を使って、夏休みの自由研究にチャレ 

ンジしてみませんか。調べ方やまとめ方など、具体的 

に解説します。 

 ・日  時：７月２４日(火) 午前９時３０分～１２時 

 ・場  所：中央図書館 １階研修室 

 ・対  象：小学４年生～６年生 

 ・募集定員：５０名(先着順) 

・申込期間：７月１日(日)～７月１８日(水) 

・申込方法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館 

図書室、姶良公民館図書室のいずれかに申し込む。 

※電話・FAX 可。申込用紙は姶良市各図書館、各地区 

公民館図書室にあります。ＨＰからもダウンロードで 

きます。 

 

○ふれあい講座 
・日時：７月１４日(土) 午後１時３０分～３時３０分 

・場所：中央図書館 研修室 

・内容：「古典文学を楽しむ～伊勢物語をごいっしょに～」

・講師：県立加治木高校 校長 黒木浩二 氏 

※募集は終了しています。 

○一日司書体験  
７月２５日（水）、２７日（金）、３１日（火）、８月２日（木）

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○水墨画展（若葉会） 
７月５日(木)12:00～７月１９日(木)16:00 

○西姶良書道教室作品展 
7 月 29 日(日)12:00～8 月 5 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。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

７月１３日（金）、８月１０日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会  ７月７日(土)、 ７月２１日（土） 

８月４日(土)、 ８月１８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７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 

７月 4日（水）・7日（土） 

【理由なき反抗】 

・１７歳のジムは両親と絶縁状態。非行に走って警察

に保護され、仲間達と出会う。非行グループに喧嘩

を売られ、崖に向かって車を走らせるゲームをする。 

出演： ジェームズ・ディーン ナタリー・ウッド 

サル・ミネオ 

（1955 年/アメリカ/１時間５１分/カラー/字幕）    

７月 11日（水）・14日（土） 

【紅いコーリャン】 

・親子ほども年の離れた酒屋の主人に嫁がされる

が未亡人となったチウアルは、使用人と結婚し、

子どももできる。営んでいた店も繁盛していた

が、突如として日本軍がやって来て…。 

出演：コン・リー チアン・ウェン 

（1987年／中国／1時間 32分／カラー／字幕） 

７月 16日（月） 

【おくりびと】 午後２時～ 

・東京で所属していたオーケストラが解散し、職を

失った大悟。職を求めて実家のある山形へと帰り、

「旅のお手伝い」と書かれた求人広告を見つける。

しかしそれは、遺体を棺に納める「納棺師」という

仕事だった。 

出演：本木雅弘 広末涼子 山崎努 

（2008年／日本／2時間 11分／カラー） 

７月 18日（水）・21日（土） 

【ホーム・スイート・ホーム】 

・元オペラ歌手、山下宏(７５歳)は痴呆症。部屋で

も街頭でも力の限り歌い徘徊する毎日。息子夫婦

達は限界に達し、ある決断をする。それはグルー

プホームの前に宏を置き去りにする事だった。宏

は一通の手紙を持たされ、一人佇む。 

出演：神山繁 小林稔侍 風吹ジュン 

（2003年／日本／1時間 52分／カラー）  

７月 25日（水）・７月 28日（土） 

【ぼくの村は戦場だった】 

・第二次大戦中、ひとりぼっちとなった 12 歳のイ

ワン少年。ドイツ軍を憎悪するイワンは少年斥候

兵となって活躍したが、その任務は危険極まりな

い。親代わりのホーリン大尉は幼年学校へ入れよ

うとするが、イワンは聞かない。そしてある日…。 

出演： ニコライ・ブルリャーエフ ワレンティ

ン・ズブコフ エフゲーニー・ジャリコフ 

（1962年／ソビエト／1時間 34分／モノクロ／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 

７月１日（日） 

【まんが日本昔ばなし】                             

「みそ買い橋」「言うなの地蔵」「猿地蔵」 

「エビの腰はなぜまがったか」    （23分） 

７月７日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「七つの星」「ウィリアム・テル」    （23分） 

７月８日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのサーカスがやってきた」 

「けろけろけろっぴの友だちは魔法使い」 （50分） 

７月１４日（土） 

【ウルトラセブン】 

・第７話「宇宙囚人３０３」 

・第８話「狙われた街」        （50分） 

７月１５日（日） 

【世界名作アニメ】 

「あしながおじさん」        （42分） 

７月２１日（土） 

【うごくえほんチルビー イチゴ】 

「あしなが」「はなさかうさぎのポッポ」 

「ぼくとクッキー さよならまたね」  （30分） 

７月２２日（日） 

【スプーンおばさん】 

「ルウのしんぱい旅行」「海を見たドン」 

「まちがいラブレター」               （30分） 

７月２８日（土） 

【アフガニスタン・パグマン村の物語】 

「せかいいちうつくしいぼくのむら」  （35分） 

７月２９日（日） 

【トムとジェリー】 

「にわとり婆さん」「ネズミ取り必勝法」 

「パーティー荒し」「猫はやっぱり猫でした」 

 (30分) 

 

 

※視聴は無料です。 


