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新年明けましておめでとうございます 
いつも姶良市立図書館をご利用いただきありがと

うございます。今年も職員一同、皆様のご期待に応

えられますよう励んでまいります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

《新着資料紹介》 

一般書 

「謎解きはディナーのあとで ３」  東川 篤哉 

「冷血 上・下」          高村 薫 

「下に見る人」           酒井 順子 

「噂の女」             奥田 英朗 

「神去なあなあ夜話」        三浦しをん 

「マリアージュ・マリアージュ」   金原ひとみ 

「けさくしゃ」           畠中 恵 

「心がわり」            諸田 玲子 

「黒王妃」             佐藤 賢一 

「夫婦の散歩道」          津村 節子 

「ノーベル平和賞で世の中がわかる」 池上 彰 

「拉致と決断」           蓮池 薫 

「オレと O・N」          野村 克也 

「いのちの使い方」         日野原重明 

「動乱のインテリジェンス」     佐藤 優 

「これが物理学だ！」        ウォルター・ルーウィン 

「私はホロコーストを見た 上・下」 ヤン・カルスキ 

「スタンフォードの自分を変える教室」ケリー・マクゴニガル 

「ぼくはお金を使わずに生きることにした」 マーク・ボイル 

児童書 

「あいうえおのほん」        内田麟太郎 

「もりのメゾン」          原 優子 

「そらのたび」           工藤ノリ子 

「おしりたんてい」         トロル 

「きょうりゅうのたまごにいちゃん」 あきやまただし 

「№6 beyond」          あさのあつこ 

その他、新着資料が入っています。 

 

 

《今月の図書館行事のお知らせ》 

○本と遊ぼう 全国訪問おはなし隊 
 

たくさんのおはなしをのせて講談社ブックキャラ 

バンカーがやってきます。おはなし会もあります。 
 

○日時：平成 2５年１月２０日（日）10:30～11:35 

○場所：中央図書館 玄関前、研修室 

 

10:30～11:00 おはなし会  

11:05～11:35 キャラバンカー見学 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○平成 24 年度「家庭の日」絵画・ポスター・ 

標語の児童生徒の入賞作品展示 
１月８日(火)12:00～１月 18 日(金)14:00 

 

○姶良地域児童作品展 
1 月 19 日(土)10:00～1 月 26 日(土)15:00  

 

※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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１～３日 年始休館日、14 日成人の日、15 日振替休館日、24 日 資料整理休館日      12 日 振替休館日、28 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） 

１月１１日（金）、２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  １月５日(土)、１月１９日（土） 

２月２日(土)、２月１６日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

み ん な で 遊 び

にきてね！ 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 



 平成２５年１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 
１月９日（水）・１２日（土）  

【かあちゃん】       
・天保末期。江戸下層階級の暮らしは困窮していた。泥

棒，勇吉は，一家総出で働いて，お金を貯め込んでい

るという噂のおかつの家に侵入する。しかしその金は，

長男・市太の仕事仲間で，盗みを働いたために牢屋に

入れられている源さんが，牢から出てきた時のためのも

のだった。そのままおかつの元で暮らすことになった勇

吉は，人間を心底愛するおかつの気持ちに触れる。 

（原作：山本周五郎）

出演： 野川由美子 嘉島典俊 織本順吉 本田博太

郎 

（２０００年／日本／１時間／カラー） 

１月１６日（水）・１９日（土） 

【ジャズ・シンガー】 

・家業を継ぐことを嫌い，ショウビジネスの世界に飛び込

む青年。父との対立の背景にミュージカルスターとして

成功した青年と父との和解を描く。             

出演： アル・ジョルスン メイ・マカヴォイ 

（１９２７年／アメリカ／１時間２８分／モノクロ）  

１月２３日（水）・２６日（土） 

【スープ・オペラ】 

・３０数年いっしょに暮らした叔母が家を出て、ルイの心

にぽっかりと穴があく。ある日、変なおじさん・トニーさん

が家にころがりこんでくる。さらに妙に明るい若者・康介

も同居することに。そしてルイの人生は輝きをましてい

く。                   （原作：阿川佐和子） 

出演： 坂井真紀 西島隆弘 加賀まりこ 平泉成 

（2010 年／日本／１時間５９分／カラー） 

１月３０日（水）・２月２日（土） 

【逃亡者】 

・妻殺しの汚名を着せられ、死刑判決を受けた医師リチ

ャード・キンブルは護送中の事故に便乗して脱走する。

連邦捜査官ジェラードの執拗な追跡をかわしながら、無

実の罪を晴らすため奔走する。 

出演： ハリソン・フォード トミー・リー・ジョーンズ 

（１９９３年／アメリカ／約２時間１１分／カラー／字幕） 

 

１月５日（土） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「もも太郎」「かさじぞう」      （25 分）

１月６日（日） 

【アンデルセン名作童話集】 

「かえるの冒険」「あるおかあさんの物語」「火うち

ばこと兵隊さん」           （35 分）

１月１２日（土） 

【ウルトラセブン】 

・第１８話「空間Ｘ脱出」  

・第１９話「プロジェクト・ブルー」  （50 分）

１月１３日（日） 

【トムとジェリー 魔法の指輪】 

・ネコのトムは、魔法使いから「魔法の指輪」の見

張りを頼まれます。ネズミのジェリーがその指輪を

見つけてかぶったところ、抜けなくなってしまいま

す。そのまま逃げるジェリーと追いかけるトム。お

なじみの追いかけっこの始まりです！       

（約 1時間 2 分）

１月１９日（土） 

【アニメ世界名作劇場】  

「小公女セーラ」           （30 分）

１月２０日（日） 

【スプーンおばさん】 

「ルウリィのホカホカ料理」「子ねずみのスーイス

イ作戦」「かえるのおしゃれ体操」    (30 分)

１月２６日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティの夢どろぼう」「アヒルのペックル

の秘宝を探せ！！」          （50 分）

１月２７日（日） 

【スプーンおばさん】 

「おかしな結婚記念日」「大好き！ゆうかい犯」「あ

けてびっくりご用心！」        （30 分）

 

 

 

 

 

 

 

 

再上映アンケート 

第６位 

   ※視聴は無料です。 
 


