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４月２３日の「子ども読書の日」に合わせて、姶良市

内の小、中学校で実施した「ものがたりレシピをいた

だきます！」に関する本を展示しています。ぜひ、ご

利用ください！ 

《貸出冊数の増冊のお知らせ》 
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 23 日(水)～５月２日(金)、 

５月 ５日(月)※中央図書館のみ 

○貸出冊数 

 図書資料(本)平常５冊 → １０冊まで 

※雑誌、ＡＶ資料は平常どおり２点までです。 

 
 ４月 23 日～５月 12 日はこどもの読書週間です。ゴールデ

ンウィークのこの増冊期間に、ぜひご利用ください。 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「みんなの猫式生活」         猫式生活編集部 

「「産む」と「働く」の」教科書」 齊藤  英和・白河  桃子              

「あのとき、この本」              「この絵本が好き！」編集部 

「腎臓病の最新治療」            川村 哲也・湯浅 愛 

 
児童書 

「あのね・・・」                 エマ・ドッド 文・絵 

「９９９ひきのきょうだいのおとうと」 

木村 研 文 村上 康成 絵 

「だいすきなおばあちゃん」       日野原 重明 文 岡田 千晶 絵  

「世界のともだち フランス」     MIKA POSA 写真・文                                 

 

その他、新着資料が入っています。 
 

 

《５月連休中の開館・休館日のお知らせ》 

１日(木)～６日(火)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(木)・２日(金) 開館 １０:００～１９:００ 

○３日(土)・４日(日) 休館 

○５日(月)  開館 ９:００～１８:００ 

○６日(火) 休館 

 
《ふれあい講座受講生募集のお知らせ》 

6月 ６日（金） 薩摩焼と姶良 

7月 ４日（金） 
食の情報ウソホント 

～身近な飲食物からｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄまで～ 

9月 ５日（金） 
かしこい遺産相続の手続きと遺言書

作成 

10 月 ３日（金） 
古代からルネサンスの人が読む 

：音読から黙読へ 

 

 
 

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 24 25 26 27 28
29 30  

 ※ 3日 憲法記念日、 4日 みどりの日、6日 振替休館日  ※26日 資料整理休館日 

22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９日(金）、６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  ５月１７日(土)、 

        ６月 ７日(土）、６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/ 

 
 

 

 

 
 

いつもいっしょ、本といっしょ。 

２０１４・第５６回こどもの読書週間 

４／２３～５／１２ 

※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 

○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２９日（木）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。  

http://lib-aira.jp/


  平成２６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７日（水） 

【イタリア旅行】 

・イタリア旅行中に破局の危機を迎えながらも，

名所を巡る中で最後には絆を取り戻す夫婦の物

語。 

出演：イングリッド・バーグマン アレックス・

ジョイス 

（１９５３年/イタリア/１時間２３分／モノクロ） 

 

５月１４日（水）１７日（土） 

【ぼくたちと駐在さんの７００日戦争】 

・イタズラをすることに生きがいを感じていたマ

マチャリたちは気ままな高校生活を送っていた。

ところが、やられたらやり返すという大人気ない

駐在さんの登場により、両者の熱き闘いが勃発す

るのであった。 

出演：市原隼人 佐々木蔵之介 

（２００８年／日本／１時間５０分／カラー） 

 

５月２１日（水）２４日（土） 

【イースター★パレード】 

・ダンサーであるドンは，パートナーのナディー

ンが引き抜かれたことを知り、酒をあおってい

た。彼は悔しさのあまり、親友にどんな酒場の踊

り子でもナディーンくらいのパートナーにすぐ

にしてみせると言い、名刺を渡す。 

出演：ジュディ・ガーランド フレッド・アステ

ア 

（１９４８年／アメリカ／１時間４４分／カラー） 

 

５月２８日（水）３１日（土） 

【原節子 十六歳 ～新しき土～】 

・当時１６歳だった原節子が主演を輝かしく演じ

る、日本初の合作映画「新しき土」。ヨーロッパ

留学をしていた青年は、船中で知り合ったドイツ

人女性と共に帰国した。絶望した彼の婚約者は、

花嫁衣装のまま火山の火口へ投身自殺を図ろう

とする。 

出演：原節子 早川雪州 ロート・エヴェラー 

（１９３７年／日本・ドイツ／１時間４６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 

５月１１日（日） 

【ミッキーマウス】 

「ミッキーのお化け退治」「ミッキーの造船技師」

「ミッキーの猛獣狩り」「ミッキーとはらぺこオウ

ム」                 （32分） 

 

５月１７日（土） 

【チルビー おおきくな～れ！】 

「あっちゃんのはたけ」「きいちゃんのひまわり」 

（18分） 

 

５月１８日（日） 

【スプーンおばさん】 

「あらら小さくなっちゃった」「なくなったぼうし」

「ドッキリいちごとり」        （30分） 

 

５月２４日（土） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「花さかじいさん」「かぐや姫」     （25分） 

 

５月２５日（日） 

【世界名作アニメ オズの魔法使い】 

（42分） 

 

５月３１日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ハチャメチャペンキぬり」「こんちには森の女の

子」「子ウサギいたずら作戦」      （30分） 

 

  

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

※５月３日（土）・４日（日）は祝日休館、 

５月１０日（土）は図書館講演会のため、 

映画会はありません。 


