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《新着資料紹介》 

一般書 

「桜ほうさら」           宮部みゆき 

「一路 上・下」          浅田 次郎 

「パン屋を襲う」          村上 春樹 

「統計学が最強の学問である」    西内 啓      

「正義のセ １」          阿川佐和子 

児童書 

「おみまい、おことわり？」     ボニー・ベッカー 

「親子で楽しむあやとりずかん」   有木 昭久 

「もっと知りたい！お年よりのこと １～５」 服部万里子 

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》 
○有馬弘貴・貴大・春美 親子展 

4 月 2 日(火)13:00～４月１４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。 
 

============================================= 

《貸出冊数の増冊のお知らせ》 
ゴールデンウィーク期間中の休館に 

ともない、貸出冊数を増冊します。 

(中央図書館・加治木図書館・各公民館図書室) 

○貸出冊数増冊期間：４月１９日(金)～５月２日(木) 

 ・５月５日（日）※中央図書館のみ 

○貸出冊数：図書資料（本）１０冊まで  

※雑誌・ＡＶ資料は平常通り２点までです。 

============================================= 

 

 

 

 

《４月２日から 

「おサイフケータイ®」機能の付いた 

携帯電話での貸出サービスが始まります！》 

 「おサイフケータイ®」機能の付いた携帯電話をお持 

ちの方は、事前に登録しておくことで、携帯電話を 

利用者カードの代わりにご利用いただけます。 

＜登録手続き及び利用方法＞ 

１ 登録手続きのできる図書館は次のとおりです。 

  ・中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室 

２ ４月２日から開始します。 

３ 図書館カウンターに利用申込書を提出してくださ 

い。 

※持参するもの  

①図書館利用者カード 

②住所・氏名・生年月日が確認できる証明書 

（運転免許証・学生証・保険証・住基カード等） 

③おサイフケータイ®機能のついた本人の携帯電話 

４ 手続きを済まされた方は、貸し出しの際カウンタ 

ーで携帯電話を機械にかざして下さい。従来どおり 

利用者カードでの貸し出しもできます。  

５ 移動図書館車での利用はできません。 

 

《姶良公民館図書室 休室のお知らせ》 
これまでご利用いただいていました姶良公 

民館図書室は、公民館の大規模改修工事に伴い、 

３月３０日（土）から休室いたします。中央図書館または

他の市立図書館・図書室をご利用ください。 

 

《地区公民館図書室 資料整理のお知らせ》 
姶良公民館図書室休室に伴い、地区公民館図書室の資料

整理をおこなっております。ご利用の皆様にはご迷惑をお

かけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

○期間 平成２５年４月３０日まで 

※期間中は、一部の資料が貸出できません。 
 

    図 書 館 カ レ ン ダ ー   休館日  
            ４月                       ５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  

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  

25日 資料整理休館日、30日 振替休館日       3日 憲法記念日、4 日みどりの日、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） 

４月１２日（金）、５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  ４月６日(土)、４月２０日（土） 

５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/ 

 
 

 

 

 
 

《４月２日から 
「おサイフケータイ®」機能の付いた 
携帯電話での貸出サービスが始まります！》 

http://lib-aira.jp/


  平成２５年４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 

４月３日（水）・６日（土） 

【キング・コング】 

・芝居小屋が閉鎖になり、路頭に迷うアンに、映画監

督のデナムが、幻の島で冒険映画を撮ろうと声をか

けた。しかし、上陸した島で原住民に襲われ、クルー

が次々命を落とし、アンは巨大な野獣、キング・コン

グに連れ去られる。やがてアンは、コングと心を通わ

せるようになるが、コングは生け捕られて、見世物にさ

れる。コングは拘束具を壊し脱走、ニューヨークの街

を破壊し始める。 

出演：フェイ・レイ ロバート・アームストロング  

（1933年／アメリカ ／1時間 40／モノクロ／字幕） 

４月１０日（水）・１３日（土） 

【黄金花】 

・老人ホーム「浴陽荘」には、植物学者の牧草太郎博

士をはじめ、物理学者や役者、自称映画女優ら、個

性豊かな老人たちが身を寄せ合って暮らしている。

ある日、80 歳を迎えた牧の誕生会が開かれた。人生

の大半を研究に費やし、遊びも酒も女も、すべてを犠

牲にして生きてきた牧博士の、最期の一日が始まる。 

出演：原田芳雄 松坂慶子 川津祐介 

（2009年／日本／1時間 19分／カラー） 

４月１７日（水）・２０日（土） 

【０（ゼロ）からの風】 

・最愛の夫に先立たれ、一人息子の零と暮らす圭

子。そんな二人に、突然、悲劇が起きた。大学に入

学したばかりの零が飲酒運転の車にはねられ死んで

しまった。零を奪った加害者は飲酒運転かつ無免

許。しかも再犯だというのにたった数年の懲役という

判決が下った。圭子は刑法の厳罰化に向けて立ち

上がった。自分と同じ悲しみを背負う人を一人でも増

やさないために、零の命を繋げていくために…。 

出演：田中好子 杉浦太陽 豊原功補  

（2007年／日本／1時間 51分／カラー） 

４月２４日（水）・２７日（土） 

【フランケンシュタイン】 

・生命創造に野心を燃やす科学者フランケンシュタイ

ンは、つぎはぎだらけのモンスターに生命を与えるこ

とに成功する。だが…。メアリー・シェリーの書いた古

典的怪奇小説を映画化。 

出演： ボリス・カーロフ コリン・クライブ メイ・クラーク 

（1931年／アメリカ／1時間 9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 

４月６日（土） 

【アニメ世界名作劇場】                             

「愛少女ポリアンナ」         （30分） 

４月７日（日） 

【ウルトラセブン】 

・第２４話「北へ還れ！」 

・第２５話「零下１４０度の対決」   （50分） 

４月１３日（土） 

【スプーンおばさん】 

「秘密をさぐれ」「となかいロキの大ぼうけん」「ご

亭主のなやみ」             （30分） 

４月１４日（日） 

【おれたち、ともだち！】 

「ともだちや」「ともだちくるかな」「あしたもとも

だち」「ごめんねともだち」       （52分） 

４月２０日（土） 

【スプーンおばさん】 

「おみまいゲキタイ術」 「プリョイセンは好敵手」

「ようこそワンパク小屋へ」      （30分） 

４月２１日（日） 

【ジャングル大帝】 

「約束」               （24分） 

４月２７日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのロンドンにおりた宇宙人」「けろ

けろけろっぴの空とぶゆめの船」    （60分） 

４月２８日（日） 

【トムとジェリー ワイルドスピード】 

（40分） 

 

   ※視聴は無料です。 

再上映アンケート

第７位 


