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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「ひこばえに咲く」         玉岡 かおる 

「新釈にっぽん昔話」        乃南 アサ 

「明治のこころ モースが見た庶民のくらし」 

            小林 淳一、小山 周子 

「介護現場で使える 会話の引き出し便利帖」 

         布施 克彦 

「鉢ひとつで始める果樹づくり」  三輪 正幸 

 

児童書 

「だちょうのたまごにいちゃん」  あきやま ただし 

「四字熟語のひみつ」       青木 伸生 

「げんばくとげんぱつ」      増山 麗奈 

「おやこで作ろう こどもお花部」 髙橋 郁代 

「フルーツケーキいただきます」  岡村 志満子 

 

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》 
○ふれあい講座 

・日時：12 月 14 日(土)午後１時 30 分～３時 30 分 

・場所：姶良市立中央図書館研修室 

・内容：「冬に負けない軽やか体操」 

・講師：日本健康体操士 寺迫 慶子 氏 

※募集は終了しています。 

 
○北朝鮮による日本人拉致問題に関する展示 

毎年 12 月 10 日から 16 日までは、｢北朝鮮人権侵

害問題啓発週間｣です。 

 姶良市立中央図書館では、この期間にアニメ「めぐ

み」の上映や、関連展示を行います。 

 

 

 
 

 

 

 

休館期間：１１月２６日（火）～１２月５日（木） 
 

上記の期間、中央図書館は特別整理のため休館となりま

す。毎年１回このような期間を設けて、蔵書点検や館内整理

などを行います。みなさまには大変ご迷惑をおかけいたしま

すが、ご了承ください。 

 なお、期間中は加治木図書館および蒲生公民館等各図書室

は、平常通り開館していますので、ぜひご利用ください。 
 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × 
○ 

（ポスト） 

 

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

 

※CD・DVD・ビデオテープは壊れるおそれがありますので、加治

木図書館および公民館図書室で返却をお願いいたします。 

※蔵書点検とは、蔵書データと現物との照合作業で、これにより不

明資料の確認や保管場所の確認をするものです。 

 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○拉致問題に関する写真パネル展 

 12 月 10 日(火)10:00～12 月 17 日(火)19:00 

○ぼくのえ わたしのえ展 

 12 月 18 日(水)10:00～12 月 28 日(土)17:00 

 

※ふれあいプラザを利用される方は、職員までご相談くだ

さい。※日程は変更になる場合もあります。 
 

 

 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       １２月                        １月 
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

～５日 特別整理期間   24日 祝日振替休館日          ～３日 年末年始休館日  14日振替休館日 

26日 資料整理休館日  29日～１月３日年末年始休館日     23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） 

１２月１３日(金）、１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 １２月７日(土)、１２月２１日(土) 

１月４日(土)、 １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/ 

 
 

 

 

 
 

中央図書館は 

特別整理のため休館いたします 

特別整理期間中の利用について 

http://lib-aira.jp/


平成２５年１２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 

１２月１１日（水）１４日（土） 

【黄金の腕】 

・「黄金の腕」とあだ名されるカード賭博名手フ

ランキーは，服役中，麻薬治療もかねてドラムを

教わる。出所後，ドラマーとして生きようとする

が，腐れ縁から受けた賭博の間麻薬を打ち続け，

完全なジャンキーとなってしまう。 

全編を貫くバーンスタインのスコアが圧巻。 

出演：フランク・シナトラ エレノア・パーカー 

キム・ノヴァク 

（１９５５年/アメリカ/１時間５９分/モノクロ） 

 

１２月１８日（水）２１日（土） 

【綾小路きみまろ 爆笑!エキサイトライブビデオ ３】 

・中高年のアイドル・綾小路きみまろ 35 周年集

大成のノンストップライブを完全収録。 

出演：綾小路きみまろ  

（２００８年／日本／１時間５分／カラー） 

 

１２月２５日（水）２８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。取り巻

く息子夫婦と孫娘達の苦悩と軋轢は限界に達し、

ある決断をする。それは岩手のグループホーム

「おばんでがんす」の前に宏を置き去りにするこ

とだった。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） 

 

《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 

１２月７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「あめの日は傘にのって」「ゆびぶえをふけ！ルウ

リィ」                （20分） 

 

１２月８日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 36話「必殺の 0.1秒」 

第 37話「盗まれたウルトラ・アイ」   （50分） 

 

１２月１４日（土） 

【スプーンおばさん】 

「あらしを行くバイキング船」「がんこご亭主おお

あばれ」               （20分） 

 

１２月１５日（日） 

【アニメ「めぐみ」】 

～北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12/10～16)～ 

・昭和５２年、当時中学１年生だった横田めぐみさ

んが、北朝鮮当局により拉致された事件を題材に、

家族の苦悩や、賢明な救出活動の模様を描く。                  

（25分） 
 

１２月２１日（土） 

【サンタさんは大いそがし】 

         （12分） 

 

１２月２２日（日） 

【ペンギン物語きらきら石のゆくえ】 

（1時間 14分） 

 

１２月２８日（土） 

【まんが日本昔話 宝のおお釜】 

「宝のおお釜」「雷と月と日」「大年の客」「天福地福」 

                   （50分） 

 

 

※視聴は無料です。 

11 月 26 日（火）～12 月 5 日（木）は特別整理期間で休館となっております。 

映画の上映はありませんので、ご了承ください。 


