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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(水)～８月 29 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。 

 

《『島津戦記 九州統一編 ①』好評貸出中！！》 
戦国最強の名将・島津四兄弟（義久・義弘・歳久・家久）を題材

にした漫画です。三州（薩摩・大隅・日向）平定や九州統一のほ

か、日新公いろは歌なども盛り込まれ充実の内容となっておりま

す。ぜひ、ご一読ください。 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「西郷隆盛伝説の虚実」        安藤 優一郎 

「夫婦のルール」           三浦 朱門           

「林業男子」             山﨑 真由子 

児童書 

「くろくまくんどんないろ？」   たかい よしかず 作・絵  

「はじめはタマゴ」       Ｌ・Ｖ・シーガー 作 

「学校で役立つ新聞作り・活用大事典」 関口 修司 監修 

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》 

○アジア子ども絵日記パネル展「伝えたいな、私の生活」 

アジアのすばらしい自然や文化、家族との絆がいきいき

と描かれています。 

７月 11 日(金)～８月３日(日) 
※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。 

《ふれあい講座のお知らせ》 

・日時：７月４日(金)午後１時３０分～３時３０分 

・場所：中央図書館 

・内容：「食の情報ウソホント」～身近な飲食物から

サプリメントまで～ ※募集は終了しています。 
 

《英語絵本の読み聞かせ》（出張講座） 
 

 ・日 時：７月 12 日(土)午後２時～３時 

・場 所：中央図書館 １階 研修室 

・対 象：３歳～小学生程度の子ども※保護者付き添い 

※※募集は終了しています。 
 

《グッチ―先生の夏休み理科教室 募集》 
 

             

 ～ドライアイスの不思議な世界～ 

 ・日 時：７月 26 日(土)午前 10 時～12 時 

・場 所：中央図書館 １階 研修室 

・対 象：小学生の親子 

・募集定員：25 組程度（先着順） 

※レクレーション保険に加入します。 

当日一人 50 円～100 円程度必要です。 

・申込期間：７月８日(火)午前 10 時～定員になり次第終了 

・申込方法：来館・電話（中央図書館のみ） 

 ※中央図書館０９９５－６４－５６００ 
 

《図書館資料を使った自由研究学習会 募集》 
 

  ふしぎに思っていることや、興味のあることについ

て、図書館の本を使って、夏休みの自由研究にチャレン

ジしてみませんか。調べ方やまとめ方など、具体的に解

説します。 

 ・日 時：７月 23 日(水)午前９時 30 分～12 時 

・場 所：中央図書館 １階 研修室 

・対 象：小学４年生～６年生 

・募集定員：50 名（先着順） 

・申込期間：７月１日(火)～７月 18 日(金)（先着順） 

・申込方法：中央図書館、加治木図書館、蒲生公民館図書

室のいずれかに申し込む。 

 ※ＦＡＸ・郵送可。(郵送の場合７月 18 日(金)必着) 

※申込用紙は姶良市各図書館にあります。ＨＰからもダ

ウンロードできます。 
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☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

７月１１日(金）、８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  ７月 ５日(土)、７月１９日(土) 

        ８月 ２日(土）、８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/ 

 
 

 

 

 
 

http://lib-aira.jp/


  平成２６年７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 

７月２日（水）・５日（土） 

【拝啓、検察官閣下殿】 

・ロシアの田舎町を薬の行商で回っている男、ゲ

オルギーが、ひょんなことから検察官に間違えら

れて大騒動が巻き起こる。 

出演：ダニー・ケイ バーバラ・ベイツ 

 （1949年／アメリカ／1時間 42分／カラー／字幕） 

 

７月９日（水）・１２日（土） 

【ＧＯＩＮＧ ＷＥＳＴ 西へ・・・】 

・１人のおばあちゃんが夫の形見のミニ・クーパ

ーに乗り、初恋の人に会うため松山へ。旅の途中、

若いカップルを同乗させることになったが…。 

出演：淡島千影 大沢樹生 藤谷美紀  

（1997年／日本／１時間 38分／カラー） 

 

７月１６日（水）・１９日（土） 

【嘆きの天使】 

・カタブツ教師ラートはキャバレー・ブルーエン

ジェルのローラに入れ揚げ、結婚する。そして、

共に旅興業に出かけるようになる。 

出演：エミール・ヤニングス マルレーネ・ディ

ートリッヒ 

（1930年／ドイツ／1時間 35分／モノクロ／字幕） 

 

７月２３日（水）・２６日（土） 

【ドルフィンブルー フジ、もういちど宙（ｿﾗ）へ】 

・世界最大級の沖縄美ら海水族館にやってきた新

任獣医は、尾びれを失ったイルカのフジを救うた

め、タイヤメーカーのブリヂストンに人工尾びれ

を作って欲しいと単身交渉に向かう。そして、世

界初の人工尾びれプロジェクトが始動した。 

出演：松山ケンイチ 高畑充希 西山茉希  

（2007年／日本／１時間 45分／カラー） 

 

７月３０日（水）・８月２日（土） 

【堀った奪った逃げた】 

・地下にトンネルを掘り、南フランス・ニース銀

行の地下金庫を破り、大金を奪い、そして逃げ

た・・・。犯人の自伝を元にした映画で、自身も

入獄・脱獄歴のある監督が、リアルな映像を作り

出している。 

出演：フランシス・ユステール 

（1979年／フランス／１時間 51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 

７月５日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ナイスデーはハート型」「ふしぎオルガンの名演

奏」「もくげき者がいた」 

                 （25分） 

７月６日（日） 

【おれたち、ともだち】 

キツネは 1 時間 100 円で「ともだちや」をはじめた。

オオカミと楽しく遊んだ後にお代を請求するけれ

ど…。キツネとオオカミのゆかいな友情物語。 

            （52分） 

 

７月１２日（土） 

【わんぱくスパンキー】 

        （37分） 

 

７月１３日（日） 

【世界名作アニメ】 

「ピノキオの冒険」       

（44分） 

 

７月１９日（土） 

【スプーンおばさん】 

「べんりな宝もの」「かいぶつゲントウダー」「トン

ガルがかえした卵」          （25分） 

 

７月２０日（日） 

【ウルトラセブン】 

第 48話「史上最大の侵略 前編」 

第 49話「史上最大の侵略 後編」    （50分） 

 

７月２６日（土） 

【サンリオアニメ】 

「星のダンスシューズ」 

「アヒルのペックルの水泳大会は大騒ぎ」 （50分） 

 

７月２７日（日） 

【おじゃる丸 満月ロード危機一髪】 

ヘイアンチョウと月光町をつなぐ満月ロードがせ

まくなり、月夜が池の水も減っている。このままだ

と帰れなくなる! おじゃる丸たちの冒険が始まる。                              

（50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。 

 


