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《新着資料紹介》（一部です） 
一般書 

「孤独の力」            五木 寛之 

「壁と孔雀」            小路 幸也 

「報道されない中東の真実」     国枝 昌樹 

「補聴器の必要な人、不要な人」   神崎 仁 

児童書 

「どうぶつしんちょうそくてい」 聞かせ屋。けいたろう文 高畠 純絵 

「ようかいガマとのおエドでうちゅうじん」よ し な が こ う た く 作 

「東北の漁業」            坂本 一男監修 

「いのちの花」              綾野 まさる 

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》 

○姶良カラーメイト洋画作品展 

９月 19 日(金)10:00～10 月３日(金)17:00 

○ガーデンの風～今を生きる～（リハケアガーデン加治木） 

10 月 4 日(土)～10 月 12 日(日) 

※日程は変更になる場合もあります 
 

《図書館フェスティバルのお知らせ》 
○日時 平成２６年１１月３日（月） 

 ○時間 午前９時 ～ 午後４時 

 ○場所 姶良市立中央図書館 

 

 読書週間の情報提供の場として、古本・雑誌無料配

布、おはなし会、工作とたくさんのイベントを計画し

ています。皆さまのご来場をお待ちしております。 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 図書館フェスティバルにて、ビブリオバトルを開催します。

お気に入りの本を通じて、いろいろな人と交流しませんか？ 

お気軽にご参加ください。※観戦は自由です。 
○時間 14 時～16 時 ○場所 １階研修室 

○募集人数 2５人 

○募集期間 10 月１日（水）～10 月 31 日（金） 

○申込方法 中央図書館に申込む(窓口、電話、ＦＡＸ可) 

 中央図書館 電話 64-5600 FAX 64-5601 

ビブリオバトルとは？ 
   

 

 

 
 

 

○時間 10 時 30 分～11 時 30 分○場所 ２階視聴覚室 

○募集人数 110 人 ○募集期間 10 月 15 日（水）～ 

○申込方法 申込書を中央図書館、加治木図書館、蒲生図

書室に提出。申込書は図書館にあります。（公式 HP からも） 

※中央図書館のみＦＡＸ受付可 FAX64-5601（受付確

認の電話をいたします。） 

 

 

○時間①13 時 30 分～②14 時 30 分～③15 時 30 分～ 

○場所 １階ふれあいプラザ○募集人数 各回１８人 

○当日受付 ○講師 丸谷卓也氏 

 

 

○時間 14 時～16 時 ○場所 １階創作室 

○当日受付 ○材料なくなり次第募集しめきり 

 

他、おはなし会スペシャル（研修室）、本の病院コーナー（開

架入口）、クイズラリー（館内）、古本雑誌無料配布（玄関

前）、出店（市農産加工グループによる）、あいあい号展示

など盛りだくさん！詳細はちらし、図書館 HP で。 
 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       １０月                        １１月 
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
1
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14日 祝日振替休館日    23日 資料整理休館日        4日 祝日振替休館日   23日祝日(勤労感謝の日)休館 

                              25日～12月 5日特別整理期間 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１０月１０日(金）、１１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 １０月４日(土)、 １０月１８日(土) 

１１月１日(土)、 １１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》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

ビブリオバトル in姶良 参加者募集！！ 2014・第 68回「読書週間」 

めくる めぐる 本の世界 

10／27 ～ 11／9 
 

好きな本やおすすめの本を持ち寄ってひとり５分ずつ紹介

します。全員が紹介したら、読みたくなった本に投票し、チャ

ンプ本を決定します。 

 

大人のための朗読会 

～弦楽四重奏の調べとともに～ 

チョークアートにチャレンジ！みんなで作ろう絵本の部屋 

工作｢スライム時計をつくろう｣ 

http://lib-aira.jp/


  平成２６年１０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
１０月１日（水）・４日（土） 

【エデンの東】 

・兄、アロンは温厚で真面目な性格で父親に気に入

られているが、弟、キャルは気難しい暴れ者。父親か

らも煙たがられ、何をやってもうまくいかない彼に唯

一優しく接してくれたのがアロンの婚約者だった。 

出演： ジェームズ・ディーン ジュリー・ハリス 

（1954年／アメリカ／1時間 55分／カラー／字幕） 

１０月８日（水）・１１日（土） 

【シラノ・ド・ベルジュラック】 

・舞台は１７世紀半ばのパリ。近衛騎士シラノ・ド・ベ

ルジュラックは文武両道の才人だった。権力に媚び

ず虚栄を憎む彼は、多くの敵を作り、貴族でありなが

ら貧困に甘んじていた。しかし、そのことは彼にとって

問題ではなかった。そんな彼にも悩みがあった…。 

出演： ホセ・ファラー メイラ・パワーズ 

（1950年／アメリカ／1時間 52分／モノクロ／字幕） 

１０月１５日（水）・１８日（土） 

【おにぎり】 

・東京から駆け落ちしてきた若いカップルは、訳

ありな人々が共同生活している農家に身を寄せ

る。不便な田舎暮らしから一度は逃げ出そうとす

る二人だが、「大日本生き残り隊」としてコメ作

りを通し、悩みながらも成長していく。 

出演：吉永雄紀 大貫あんり 永島敏行 

（2004年／日本／2時間／カラー） 

１０月２２日（水）・２５日（土） 

【暗くなるまで待って】 

・夫が謎の女から預かった人形には麻薬が縫い込ま

れていた。やがて夫の留守中に見知らぬ男達がアパ

ートを訪れ、妻は恐怖のどん底に突き落とされる…。 

出演：オードリー・ヘプバーン アラン・アーキン  

（1967年／アメリカ／1時間 48分／カラー／字幕） 

１０月２９日（水）・１１月１日（土） 

【ほがらかに鐘は鳴る】 

・今年もチロルの山荘に、ウィーン少年合唱団がやっ

てきた。合唱団のミハエル少年は土地の大地主ワル

テンベルク氏を紹介される。実はミハエルは、ワルテ

ンベルク氏の駆け落ちした娘の息子だった。 

出演： ミハエル・アンデ ウィリ・ビルゲル 

（1959年／ドイツ／1時間 33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 

１０月４日（土） 

【スプーンおばさん】 

「いじわるご亭主」「やまねこピュータロー」 

「あわてかくれんぼ」         （25分） 
 

１０月５日（日） 

【楽しいムーミン一家】 

「ニョロニョロの秘密」        （25分） 

 

１０月１１日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「ドン・キホーテ」「うさぎにまけたとら」（22分） 

 

１０月１２日（日） 

【いたずら子ネコ ６つのおはなし】 

「子リスのお手紙」「にぎやかなおひっこし」 

「赤ちゃんどっち」「いたずら子ネコ」 

「うさぎショーは大騒ぎ」「森の魔物をやっつけろ」                  

（45分） 

 

１０月１８日（土） 

【スプーンおばさん】 

「あこがれ海ぞく船」「大当り！お天気占い」 

「しんせつな怪じゅうカーポ」     （25分） 

 

１０月１９日（日） 

【スーパーマン】           

「黄金列車を救え！」「恐怖の弾丸自動車」 

「モノコア島大ふんか」「秘密の捜査官」 （33分） 

 

１０月２５日（土） 

【とおるといくえの日本の昔ばなし】 

「さるかに合戦」「天狗の羽うちわ」   （25分） 
 

１０月２６日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのハッピー！仮装大会」 

「宇宙防衛隊たあ坊のしんきろう星を救え！」 

（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。 


