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《新着資料紹介》(一部です) 
一般書 

「ケルベロスの肖像」        海堂 尊 

「空飛ぶ広報室」          有川 浩 

「千鳥舞う」            葉室 麟 

「修羅の宴」            楡 周平 

「虚像の道化師 ガリレオ７」    東野 圭吾 

「平清盛 ３」           青木 邦子 

「鬼談百景」            小野不由美 

「残穢」              小野不由美 

「お友だちからお願いします」    三浦しをん 

「悩むが花」            伊集院 静 

「岳飛伝 １」           北方 謙三 

「高峰秀子のレシピ」        高峰 秀子 

「「超」入門 失敗の本質」     鈴木 博毅 

「すべては今日から」        児玉 清 

「また、あの人と働きたい」     黒岩 功 

「まちの幸福論」          山崎 亮 

「ソードアート・オンライン 10」  川原 礫 

児童書 

「おいもさんがね・・」       とよたかずひこ 

「かいけつゾロリのメカメカ大さくせん」 原 ゆたか 

「ＫＺ事件ノート 消えた自転車は知っている」 藤本ひとみ 

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》 

○あいら写友会発表会 
９月８(土)10:30～９月 14 日(金)16:00 

○坂元未来展 
９月 29 日(土)11:00～10 月 13 日(土)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。 

 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ふれあい講座 
・日時：９月８日(土) 午後１時３０分～３時３０分 

・場所：中央図書館 研修室 

・内容： 「ピラティス&ストレッチ」 

・講師：日本健康体操インストラクター 

コミュニティーヨガインストラクター 

   扇薗 優子氏 

※募集は終了しています。 
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18 日 振替休館日、27 日 資料整理休館日             ９日 振替休館日、25 日 資料整理休館日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

９月１４日（金）、１０月１２日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

 

☆おはなし会   ９月１日(土)、 ９月１５日（土） 

１０月６日(土)、１０月２０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/ 

閉館後にロビーを開放しておはなし会、薩摩琵琶の演奏 

会をおこないます。ぜひご参加ください。＜申込不要＞ 
 

・日時：９月２８日(金) 午後７時～午後８時３０分 

・場所：中央図書館 ふれあいプラザ 

・内容 
 

☽月にまつわる絵本の読み聞かせやパネルシアター等 

☽素話 「おつきさまのはなし」、「三枚のお札」 

    語り ストーリーテリングの会「おはなしの森」所属 

土橋 悦子氏 

☽薩摩琵琶の演奏 

演奏 鹿児島県指定無形文化財保持団体 

    薩摩琵琶同好会龍洋会共研舎道場 

主宰 上川路 直光氏 
 

※閉館後ロビーのみ開館します。閲覧室には入れ 

ませんのでご了承ください。特設「月に関する本 

のコーナー」の本のみ貸出できます。 

利用者カードをお持ちください。 



 平成２４年９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 
９月５日（水）・８日（土）  

【レ・ミゼラブル】       
・ナチス支配下のパリ。アンリ・フォルタンはユダヤ人弁

護士ジマン一家と運命的な出会いを果たす。彼らの逃

亡を助けたアンリは投獄されるが、ジマンに聞いた「レ・

ミゼラブル」の主人公ジャン・ヴァルジャンに自分の人生

を重ね、思いをはせるのだった。そして第二次大戦勃

発。混乱にもまれながら、アンリとジマン一家は数奇な

運命に導かれ…。 

出演：ジャン=ボール・ベルモンド ミシェル・ブジュナー

アレサンドラ・マルティンス 

（１９９５年／フランス／２時間５５分／カラー／字幕） 

９月１２日（水）・１５日（土） 

【アイ・ラヴ・ユー】 

・ろう者の水越朝子は、夫・隆一と娘の愛と幸せな生活

を送っていた。ある日、自分のことでいじめられる愛に

前向きな姿を見せることで愛を勇気づけたいと劇団に

入ることを決意した。         原作：岡崎由紀子   

出演： 忍足亜希子 田中実 岡崎愛 

（２００２年／日本／１時間５１分／カラー）  

９月１９日（水）・２２日（土） 

【三十九夜】 

・主人公の外交官が国際スパイ組織の暗殺事件に巻き

込まれ、数々の危機にあうが、事件を解決していく。ヒッ

チコック監督が影響を受けたと自ら語るバカンの小説を

映画化。 

出演：マデリン・キャロル ロバート・ドーナット 

（１９３５年／イギリス／１時間２３分／モノクロ／字幕） 

９月２６日（水）・９月２９日（土） 

【地下鉄（メトロ）に乗って】 

・いつもと同じ会社からの帰り道。地下鉄を降りて階段を

あがるとそこは昭和３９年の東京だった。 

原作：浅田次郎 

出演：堤真一 岡本綾 大沢たかお 

（２００６年／日本／２時間２分／カラー） 

 

９月１日（土） 

【スプーンおばさん】 

「とんだヒコーキ大成功」「海の歌がきこえる」「く

たびれドライブ」           （30 分）

９月２日（日） 

【わんぱくスパンキー】 

・ロバの子「スパンキー」と母親「ハンキー」が登

場する短編アニメーション。「スパンキー登場」「お

ぼっちゃま子馬」他３編。       （37 分）

９月８日（土） 

【ウルトラセブン】 

・第１１話「魔の山へ飛べ」  

・第１３話「Ｖ３から来た男」     （50 分）

９月９日（日） 

【アンデルセン名作童話集】 

・「はだかの王様」「すずの兵隊さん」「おやゆび姫」

（35 分）

９月１５日（土） 

【楽しいムーミン一家】  

「ニョロニョロの秘密」        （25 分）

９月１６日（日） 

【ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼく】 

・お地蔵さんの力で、いたずら好きの小学５年生「健

児」と頑固者のおじいさん「為五郎」が入れかわる

ことに！               (32 分) 

９月２２日（土） 

【どんぐりの家】（原作：山本おさむ） 

・大きな反響を呼んだ同名の漫画を、原作者自ら脚

本化し、総監督もつとめた作品。聴覚障害だけでな

く他の障害もあわせ持つという重いハンデを背負

った子どもたちとその両親、家族、そして支えよう

とする人々のひたむきな姿を描く。（1時間 50 分）

９月２３日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キキとララのはばたけ！ペガサス」「けろけろけ

ろっぴのぼくらのお姫さま」      （1 時間）

９月２９日（土） 

【アニメ古典文学館】 

「枕草子」              （16 分）

９月３０日（日） 

【トムとジェリー】 

「可愛い花嫁さん」「計算違い」「目茶苦茶ゴルフ」

「人造ネコ」             （30 分）

再上映アンケート 

第２位 

    ※視聴は無料です。 
 


