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《夏休み期間中の開館時間について》 
  当館では、夏休み期間中、開館時間を次のよう 

に変更します。 

 ★期  間：７月２３日(火)～８月３０日(金)の 

火曜日～金曜日 

 ★開館時間：午前９時～午後７時 

(開館を１時間早めます。) 

  なお、土・日曜日及び祝日開館日の開館時間は、

これまで同様午前９時～午後６時です。 

 

 

《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「月神」             葉室 麟 

「総理の夫」           原田 マハ 

「合同会社設立のすゝめ」     伊藤 健太 

「おれたちを笑うな！」      椎名 誠 

「生きることをあきらめない」   関  裕子 

「虚妄の三国同盟」        渡辺 延志 

「一流の男のボディケア」     原田 忠 

「はじめてのルーヴル」      中野 京子 

 

児童書 

「テラプト先生がいるから」        ロブ・ブイエー 

「少年口伝隊一九四五」      井上 ひさし 

「英語でもよめるスイミー」    レオ＝レオニ 

「いもほりバス」         藤本 ともひこ 

「１はゴリラ」          ｱﾝｿﾆｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ 

「ならびました」         五味 太郎 

「トリック迷路」         永井もりいち 

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》 

 
 

真夏の夜のおはなし会 

～日本のこわい話・不思議な話～ 
 

 

  閉館後に視聴覚室を開放しておはなし会を行います。

ぜひご参加ください。〈申込不要〉 

 

 ・日 時：８月２３日(金)午後７時３０分～８時３０分 

・場 所：中央図書館 視聴覚室（２階） 

・対 象：子ども～一般（子どもは保護者同伴） 

・定 員：１２０名（先着順） 

・内 容 

日本のこわい話、不思議な話をテーマにした絵本の読

み聞かせや素話、ブラックパネルシアターなど 

 
 ※入場整理券を当日の午後 6 時３０分より１階カウンター

にて配布いたします。 

 ※午後７時以降は閲覧室には入れません。特設「日本のこわ

い話・不思議な話に関する本展示コーナー」の本のみ貸出

できます。（貸出の際は利用者カードをお持ちください。） 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 

○西姶良書道教室展示会 

 ８月４日(日)10:00～８月８日(木)15:00 

○原爆展（パネル展示） 

 ８月 9 日(金)1０:00～８月 13 日(火)17:00 

○あいら写友会写真展 

 ８月 31 日(土)11:００～９月 14 日(土)14:００ 

※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 

       ８月                        ９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  

22日 資料整理日休館日                   17日 祝日振替休館日 23日 祝日開館 

24日 祝日振替休館日 26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） 

８月９日(金）、９月１３日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ８月３日(土)、８月１７日(土) 

９月７日(土)、９月２１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/ 

 
 

 

 

 
 

http://lib-aira.jp/


  平成２５年８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 

８月７日（水）・１０日（土） 

【真珠湾攻撃】 

・1941 年 12 月 7 日。日本の爆撃機が真珠湾に激

しい攻撃を加えてきた。不意をつかれた米軍はな

すすべもなく、戦艦は轟音をあげて撃沈され、多

くの兵士が戦死する。 

出演：ウォルター・ヒューストン ハリー・ダヴ

ェンポート 

（１９４３年/アメリカ/1時間２２分/モノクロ） 

８月１４日（水）・１７日（土） 

【父と暮らせば】 

・原爆投下から３年、図書館に勤める美津江は、

愛する人々を原爆で失い、一人生き残った負い目

を背負いながら暮らしていた。そんな彼女の前

に、原爆の資料集めに力を注ぐ青年・木下が現れ

る。惹かれあう二人だが、自分だけ幸せになれな

いと、美津江は恋心を押えようとする。そんな彼

女の前に現れたのは・・・。 

出演：宮沢りえ 原田芳雄 浅野忠信 

（２００４年／日本／１時間３９分／カラー） 

８月２１日（水）・２４日（土） 

【Ａ .Ｉ .】 

・デイビッドは母親を愛するようプログラムされ

た少年型のロボット。不治の病に冒されていた息

子を持つ夫婦のもとに送られたが，息子の病が奇

跡的に治ると捨てられてしまう。母の愛を求め，

さまようデイヴィッドの心の旅が始まった。 

出演 ：ハーレイ・ジョエル・オスメント                

ジュード・ロウ フランシス・オーコナー 

（２００１年／アメリカ／２時間２３分／カラー） 

８月２８日（水）・３１日（土） 

【ベニスに死す】 

・静養のため、水の都ベニスに来たドイツの老い

た大作曲家は、ふと見かけたギリシャ彫刻のよう

に美しいポーランドの少年の容姿に、彼が長い間

求めていた精神的な美と官能的な美との完全な

結合を見いだし、恍惚と苦悩、喚起と絶望に震え

る。作曲家・グスタフ・マーラーをモデルにした

といわれているマンの短編小説の映画化。 

出演：ダーク・ボガード ビョルン・アンドレセ

ン シルバーナ・マンガーノ 

（１９７１年／イタリア／２時間１０分／カラー字幕） 
 

《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 

８月３日（土） 

【スプーンおばさん】 

「虹のすべりだい」「がらくた自動車レース」 

「パーティは大さわぎ」         (30分) 

８月４日（日） 

【アニメ名作シリーズ】 

「ピノキオ」             （86分） 

８月１０日（土） 

【夏服の少女たち】 

          (30分） 

８月１１日（日） 

【トムとジェリー】 

「楽しいボーリング」「ここまでおいで」「ワルツの

王様」「テニスなんて楽だね」      （30分） 

８月１７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「らくがきにご用心」「ねらわれた魔法のスプーン」

「ひとりぼっちじゃつまらない」    （30分） 

８月１８日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 32話 「散歩する惑星」 

第 33話 「侵略する死者たち」     （50分） 

８月２４日（土） 

【花さき山】 

          （20分） 

８月２５日（日） 

【ジャングル大帝】 

「故郷」               （24分） 

８月３１日（土） 

【魚が空をとんだよ】 

         （25分） 

 

 

 

※視聴は無料です。 


