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《新着資料紹介》 

一般書 

「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」 

村上 春樹 

「さらば南紀の海よ」       西村 京太郎 

「杉下右京の秘密」        碇 卯人 

「日本が震えた皇室の肉声」    文藝春秋 

「ミセス・ケネディ」       クリント･ヒル 

「日本全国地図の謎」       浅井 建爾 

「食材別選べる保存＋おいしい節約レシピ」 

                      検見崎  聡美 

児童書 

「ノウサギとハリネズミ」       はた こうしろう 

「ゴリラでたまご」        内田 麟太郎 

「ねこの郵便屋さん」       中村 翔子 

「まじょ子は恋のキューピット」  藤 真知子 

「スターリンの鼻が落っこちた」  ﾕｰｼﾞﾝ･ｲｪﾙﾁﾝ 

「ぼくのサイ」          ｼﾞｮﾝ･ｴｲｼﾞｰ 

 

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》 
○隆舞会書道展 

５月８日(水)１０:０0～５月２２日(水)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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ふれあい講座受講生募集のお知らせ》 

6 月 １日（土） 
薩摩剣士隼人に学ぶ  

薩摩いろは歌の教え 

7 月 1３日（土） 防災体験と防災カッパつくり 

9 月１４日（土） 消費者トラブルに備える 

10 月 1２日（土） 
大切な家族が 

 認知症になったら 

11 月 ９日（土） 焼酎の話と酒造蔵見学 

1２月１４日（土） 冬に負けない軽やか体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    図 書 館 カ レ ン ダ ー   休館日  
           ５月                        ６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
23／30 24 25 26 27 28 29  

３日 憲法記念日、４日 みどりの日、23日 資料整理休館日   27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） 

５月１０日（金）、６月１４日（金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ５月１８日(土)、６月１日（土） 

６月１５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》 

《５月連休中の開館・休館日のお知らせ》 

１日(水)～５日(日)の予定は次のとおりです。お間違

えのないようお越しください。 

○１日(水)・２日(木) 開館 １０:００～１９:００ 

○３日(金)・４日(土) 休館 

○５日(日)  開館 ９:００～１８:００ 

※変更がある場合があります。 

○場所 中央図書館 研修室または視聴覚室など 

○時間 午後１時３０分～午後３時３０分 

○対象者 １８歳以上の姶良市在住者で、おおむね全講座

をとおして受講できる見込みのある方 

（利用者カードをお持ちの方は市外の方も受講可能です） 

○定員    ４０人程度  

○募集期限  ５月２４日（金）必着 

○申込方法  市立図書館にある申込書に必要事項を記入

し、中央図書館・加治木図書館・蒲生公民館図書室いず

れかのカウンターにお出し下さい。電話・郵送・ＦＡＸ

可。 

※募集案内は、市立図書館ホームページからもダウンロー

ドできます。  

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

４月１９日～５月５日の期間は 

貸出冊数の増冊をおこないます！！ 

図書資料の貸出冊数 
１０冊まで 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２５年５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 

５月１日（水） 

【一命】 （原作：滝口康彦） 

・江戸時代の初め、大名の御家取り潰しが相次ぐ事態と

なり、困窮した浪人の間で「狂言切腹」が流行。ある日、

津雲半四郎という１人の侍が、名門・井伊家の門前に現

れ、切腹を願い出る。 

出演：市川海老蔵 瑛太 満島ひかり 役所広司  

（2011年／日本 ／2時間 7分／カラー） 

５月８日（水）・１１日（土） 

【母（ＭＡＴ）】 

・貧困の中で生きる母が、革命運動に参加する息子の

影響で、社会の矛盾、改革の意識に目覚めていく。ゴ

ーリキーの同名小説をプドフキンが映画化、ソ連サイレ

ント時代の名作の 1本。 

出演：ニコライ・バターロフ ヴェラ・バラノフスカヤ 

（1926年／ソ連／1時間 26分／モノクロ／サイレント） 

５月１５日（水）・１８日（土） 

【ミラーを拭く男】 

・生真面目な性格のサラリーマン、皆川勤は、定年目前

に交通事故を起こしてしまう。被害者の少女はかすり傷

程度で済んだが、彼女の祖父は執拗に皆川家を訪れ、

怒鳴り散らした。ある日、勤は家族に何も告げずに会社

を辞め、市内のカーブミラーを拭くようになる。 

出演：緒方拳 栗原小巻 津川雅彦 

（2003年／日本／1時間 57分／カラー） 

５月２２日（水）・２５日（土） 

【次郎物語】 （原作：下村湖人） 

・昭和初期、本田家の次男、次郎は、母の体調不良の

ため、生まれてすぐに里子に出された。その後、母が快

復したため家へ戻されたが…。 

出演：加藤剛 高橋惠子 伊勢将人 

（1987年／日本／1時間 59分／カラー） 

 

５月２９日（水）・６月１日（土） 

【オペラ座の怪人】  

・１９世紀末。パリ･オペラ座では、謎の怪人が住み着

き、支配人を脅していると噂されていた。若手女優クリス

ティーヌは、楽屋の裏から聞こえる「天使の声」に導か

れ、歌手として成功を収める。しかしその声の主こそ、オ

ペラ座の地下水路に住み着いた怪人、エリックであっ

た。クリスティーヌに恋したエリックは彼女を連れ去り、ク

リスティーヌの恋人ラウルは彼を追って地下へと入る。                       

出演： ロン・チャーニー メアリー・フィルピン                   

（1925 年／アメリカ／1 時間 15 分／モノクロ／サイレン

ト） 

《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 

５月５日（日） 

【エリック・カールコレクション はらぺこあおむ

し】                             

「はらぺこあおむし」「だんまりこおろぎ」「パパ、

お月さまとって！」「ごちゃまぜカメレオン」「うた

がみえる、きこえるよ」       （約 33分） 

５月１１日（土） 

【スプーンおばさん】 

「はらはらショッピング」「こりごりゆうれい屋敷      

「ルウリィのナイス・キック」       （30分） 

５月１２日（日） 

【まめうしくん】              

「まめうしのおとうさん」「まめうしのおかあさん」

「まめうしとまめじい」        （30分） 

５月１８日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ふしぎめがねで何を見た」「人形つかいルウリィ」      

「あこがれ!さすらい旅行」       （30分） 

５月１９日（日） 

【ロビンソン・クルーソー 無人島の冒険】 

・大自然の中で成長していくロビンソンの姿を描

く。                 （40分） 

５月２５日（土） 

【トムとジェリー】 

「ショックで直せ」「共同作戦」「ジェリーと金魚」

「玉つきゲームは楽しいね」      （30分） 

５月２６日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 26話 超兵器 R1号             

第 27話 サイボーグ作戦       （50分） 

 

※５月４日（土）は祝日休館のため映画会はありま

せん。 

 

 

  

   ※視聴は無料です。 

再上映アンケート 

第６位 


