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《新着資料紹介》 

一般書 

「八重の桜」            山本むつみ 

「蛟堂報復録 ８」         鈴木 麻純 

「思い出のとき修理します」     谷 瑞惠 

「カジュアル・ベイカンシー １・２」J.K.ローリング 

「鹿児島ふるさとの昔話 ２」    下野 敏見 

「エンジェルフライト」       佐々 涼子 

「私と踊って」           恩田 陸 

「検証尖閣問題」          孫崎 亨 

「iPS 細胞大革命」         朝日新聞科学医療部 

「真田三代風雲録」         中村 彰彦 

「夢をかなえるゾウ ２」      水野 敬也 

児童書 

「ちくわのわーさん」        岡田よしたか 

「ふるさと６０年」         金 斗鉉 

「ルパン最後の恋」         ルブラン 

「ブンダバーと会ったなら」     くぼしまりお

「博物館の一日」          いわた慎二郎 

「ブーブーブーどこいった」      西村 敏雄 

 

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》 

○波濤を越えて（写真展示） 
２月１日(金)12:00～２月 16 日(土)17:00 

 

○「毎月 23 日は子どもといっしょに読書の日」

ポスター展示 
２月 19 日(火)12:00～２月２４日(日)17:00 
 

※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》 

○新春特別講演会  

「八重の桜と姶良 
～新島八重と戊辰戦争からみえてくるもの～」 

日本のジャンヌダルクとよばれた女性「八重」、会津藩と

薩摩藩の歴史的背景が与えたものとは。そして鹿児島や姶

良のつながりは…。 
 

○講師：原口 泉 氏（鹿児島県立図書館長・志學館大学教授）

○日時：平成 2５年２月 17 日（日）14:00～15:45 
○場所：中央図書館 視聴覚室（２階） 

○参加料：無料 

○定員：120 名（先着順） 

※当日 12:30 から受付を開始します。 

 

申込募集 

○本の作り方講座～簡単しかけ絵本を作ろう～ 

基礎的な製本の仕方を学んでみませんか。簡単なポップ

アップのしかけ絵本の作り方も紹介します。 
 

○日時：平成 2５年２月２３日（土）13:00～16:00 
○場所：中央図書館 研修室（１階） 

○受講料：無料 

○対象：４・５歳児以上 ～ 一般 ３０名 

（小学校２年生以下は保護者同伴） 

○申込期間：２月１日（金）～ ２月１９日（火） 

○申込方法：申込用紙に記入の上、中央図書館・加治木図

書館・蒲生公民館図書室にお申し込みください。（電話・FAX

可） 

○持参するもの：スティックのり、30 ㎝定規、鉛筆、コッ

プ（糊付けのときに必要）、色鉛筆・サインペン・クレパス

など本文や絵を描くための道具。 

※表紙をコーティングしますので、表紙を描きあげられる

ように表紙のイメージを膨らませておいてください。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

２月８日（金）、３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  ２月２日(土)、２月１６日（土） 

３月２日(土)、３月１６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２５年２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 

２月２日（土） 【逃亡者】 ＜再上映＞ 

２月６日（水）・９日（土）  

【グランド・ホテル】       
・ベルリンの超一流ホテル《グランド・ホテル》に，人が来

てまた去ってゆく。そして様々なドラマを生む。真面目

に努力を続けてきた人は，いつか必ず報われるという，

ハリウッド映画の基本がここにある。 

出演：グレタ・ガルボ  ライオネル・バリモア 

（１９３２年／アメリカ／１時間５２分／モノクロ） 

２月１３日（水）・１６日（土） 

【ポストマン】 

・郵便局員・海江田龍兵は、妻・泉に先立たれ、二人の

子供を男手一つで育てていた。娘のあゆみが高校では

寮生活をしたいと言うが、龍兵は許さない。二人の溝を

見かねた義母が、あゆみに泉と龍兵の間で交わされた

手紙の束を渡す。一方、龍兵は配達中に、知り合いの

老人が自宅で倒れているのを発見する。彼のポケットに

は投函するはずだった手紙が入っていた。         

出演： 長島一茂 北乃きい 原沙知絵 田山涼成 

（２００８年／日本／１時間５１分／カラー）  

２月２０日（水）・２３日（土） 

【マディソン郡の橋】 

・アイオワ州マジソン郡に点在する、屋根付きの橋を撮

りにやってきた 52 歳のカメラマンは、小さな農場の主婦

と出会い、恋に落ちる。運命の出会いを感じた 2 人だ

が、彼女には夫と 2 人の子供がいる。彼についていく事

を諦めた彼女は、4 日間の思い出を手に生きていくのだ

った…。 

出演：クリント・イーストウッド メリル・ストリープ 

（１９９５年／アメリカ／２時間１５分／カラー／字幕） 

２月２７日（水）・３月２日（土） 

【アンナ・クリスティ】 

・娼婦の生活に疲れ父親のもとに身を寄せていたアン

ナは，父と共に救った水夫と激しい恋に落ちる。彼女は

自身の過去を彼に打ち明けるが…。                

（原作：クレランス・ブラウン） 

出演： グレタ・ガルボ チャールズ・ビッグフォード 

（１９３０年／アメリカ／１時間２９分／モノクロ） 

 

《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 

２月２日（土） 

【ポリスアカデミー】 

「アカデミーはおばけ騒動の巻」 

「ミイラ捜査船の巻」         （43 分）

２月３日（日） 

【トムとジェリー アカデミーコレクション】 

・アカデミー賞受賞＆ノミネート作品１３品！ 

「勝利は我らに」「ネズミとり必勝法」「ただいまお

昼寝中」「ピアノコンサート」「上には上がある」「メ

リー・クリスマス」「あべこべ物語」…他 

                   （100 分）

２月９日（土） 

【銀河鉄道の夜】 

・あなたは遠くはなれていても心と心が通じあう友

達を持っていますか？この物語は、そんな友情で結

ばれた二人の少年が〈ほんとうの幸せとは何か〉を

探して銀河鉄道に乗り、星空の旅をしながら様々な

人と巡り合う、清らかなファンタジーの物語です。

            （48 分）

２月１０日（日） 

【ウルトラセブン】 

・第２０話「地震源Ｘを倒せ」 

・第２１話「海底基地を追え」     （50 分）

２月１６日（土） 

【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」    （30 分）

２月１７日（日） 

※新春特別講演会のため、親子映画会はお休みいた

します。 

２月２３日（土） 

【ポパイ】 

「プリンセスオリーブの舞踏会」「タクシー乗り場」

「ポパイを大統領に」「ポパイの裁判」「ユウレイ

騒動」「オリーブは気まぐれ」「いたずら野ねずみ

くん」「お客様募集中！」「ポパイはチャンピオン」

                   （60 分）

２月２４日（日） 

【スプーンおばさん】 

「消えた宇宙人」「ニアミス・パイロット」「空を

飛べ！パーとピー」他         (60 分) 

            

再上映アンケート 

第８位 

   ※視聴は無料です。 
 


