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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。 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「脱！スマホのトラブル」        佐藤 佳弘 

「アフター更年期からの不調を治す 50 の習慣」     浜中 聡子                   

「教職とは？」               「教職とは？」編集委員会 

「ザ・キー (上・下)」            サイモン・ドイン 
「流転の細胞」              仙川 環 
「トロピカルプランツの育て方」        三輪正幸ほか 
「こどものてんかん」                皆川 公夫 
「安心・安全 植物の病害虫 症状と防ぎ方」        高橋 孝文 
「取り分け＆持ち寄り大皿レシピ」      大庭 英子 
   

児童書 

「昭和のダジャレ 平成のギャグ」      林家 三平 

「少年野球 絶対！勝てる、うまくなる！」   小野寺 信介 

「歯のしくみ 口のしくみ」            阿部 伸一 

「妖怪交通安全」                       広瀬 克也 

「ダッシュ！」                       村上 しいこ 

「ぼくたちけっこうすごいかも」     いとう ひろし 

「かむさりやまのおまじない」         三浦 しをん 
 

その他、新着資料が入っています。 
 

 

ぞくぞくこわ～いおはなし会 
～語り継がれる民話の世界～ 

 

・日 時：８月 29 日(金)午後２時～３時 

・場 所：中央図書館 ２階 視聴覚室 

・対 象：主に小学生および保護者 

・募集定員：１１０名（先着順） 

・申込期間：８月１日(金)９時～定員になり次第終了 

・申込方法：中央図書館に申込用紙を提出（来館のみ） 

・内 容 

こわい話をテーマにした絵本の読み聞かせや 

ブラックパネルシアターなど 

 

 ※内容は変更になる場合があります。 

 ※申込用紙と引き換えに入場券をお渡し 

します。当日は必ず入場券をご持参ください。 

申込用紙は中央図書館カウンターにあります 

     

 

《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 

開催中～８月３日(日)18:00 

○原爆パネル展 

８月６日(水)10:00～８月９日(土)18:00 

○西姶良書道教室展 

 ８月 10 日(日)12:00～８月 17 日(日)15:00 

○あいら写友会写真展 

 ８月 2３日(土)９:00～９月６日(土)16:00 

 

※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 
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 ※ 28日 資料整理休館日                  ※ 16日 祝日振替休館日  23日 祝日開館日（秋分の日） 

                    25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８日（金）、９月１２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 ２日(土)、８月１６日(土) 

        ９月 ６日(土）、９月２０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２日（土） 

【堀った奪った逃げた】 

※再上映 

 

８月６日（水）・９日（土） 

【雨の朝パリに死す】 

・第一次世界大戦を背景としている F・スコット・

フィッツジェラルドの短編『バビロン再訪』の舞

台を第二次世界大戦後に置き換え，映画化したも

の。１人の美しい女性ヘレンの自由奔放な生き方

と悲劇的な最期が描かれる。 

出演：エリザベス・テイラー  ヴァン・ジョンソ

ン 

（1954 年／アメリカ／１時間 56 分／カラー） 

 

８月１３日（水）・１６日（土） 

【風の子どものように】 

・瀬戸内海の小豆島に住む娘夫婦と孫たちの所

へ、ギリシヤからおじいちゃんがやってくる。情

熱的で型破りなこのおじいちゃんが家族と同居

し、次々と騒動を巻き起こす。 

出演：犬塚弘、姿春香、頭師佳孝 

（2002 年／日本／１時間 52 分／カラー） 

 

８月２０日（水）・２３日（土） 

【小公女】 

・母親を亡くし，父親のクルー大尉の愛情を受け

て育ったセーラ。インドで裕福に暮らしていた

が，父が戦地に赴くことになり，ニューヨークの

厳格な寄宿学校に入学する。ある日，セーラは父

親が亡くなったことを知る…。 

出演： シャーリー・テンプル イアン・ハンタ

ー 

（1939 年／アメリカ／１時間 31 分／カラー） 

 

８月２７日（水）・３０日（土） 

【うず潮】 

・孤島での，誰にも邪魔されない一人暮らし。そ

んな彼のもとに天衣無縫で可愛らしい美女が転

がり込んでくる。喧嘩の絶えない二人だが，次第

に愛が芽生えていく。 

出演： イヴ・モンタン カトリーヌ・ドヌーヴ                 

ルイジ・バヌッチ 

（1975 年／フランス／１時間 47 分／カラー） 

《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２日（土） 

【スプーンおばさん】 

「名犬ブービィ」「ゴローニャの屋根裏サーカス」 

「フロッガーすいえい教室」      （25分） 

 

８月３日（日） 

【劇場版アニメ忍たま乱太郎】 

「忍術学園全員出動！の段」       （78分） 

 

８月９日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「はだかの王様」「ねずみの嫁入り」  （22分） 

 

８月１０日（日） 

【楽しいムーミン一家】 

「おばけ島へようこそ」        （25分） 

 

８月１６日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ルウのしんぱい旅行」「海を見たドン」 

「まちがいラブレター」        （25分） 

 

８月１７日（日） 

【ねずみくんのチョッキ】 

「ねずみくんのチョッキ」「りんごがたべたいねず

みくん」「コップをわったねずみくん」「また！ねず

みくんのチョッキ」「ねずみくんとブランコ」「ねみ

ちゃんとねずみくん」          （38分） 

 

８月２３日（土） 

【クロがいた夏】            (70分) 

 

８月２４日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「ロビンフッドのぼうけん」 

「洋服がごはんをたべた話」       （50分） 

 

８月３０日（土） 

【せかいいちうつくしいぼくのむら】  （16分） 

 

８月３１日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「やっぱりママがすき」 

「けろけろけろっぴの空をとべたら」   （60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。 


