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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「化土記」              北原 亞以子 

「探偵ブロディの事件ファイル」    ケイト・アトキンソン 

「トッシー伊藤の驚きの介護レク」     伊藤 利雄 

「本屋はおもしろい！！」         洋泉社 

「東京オリンピックと新幹線」   東京都江戸東京博物館 

「ウドウロク」            有働 由美子 

 

児童書 

「マララ」              マララ・ユスフザイ 

「犬をかうまえに」          赤羽じゅんこ 

「どうぶつたいじゅうそくてい」      聞かせ屋。けいたろう 文 高畠 純 絵  

「うそだあ！」           サトシン 作 山村 浩二 絵  

「４・５・６さいの きもちをつたえることばのえほん」   木坂 涼 

「日本にしかいない生き物図鑑」     今泉 忠明 

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》 
○北朝鮮による日本人拉致問題に関する展示 

毎年 12 月１０日～１６日までは、｢北朝鮮人権侵害

問題啓発週間｣です。 

 姶良市立中央図書館では、この期間にアニメ「めぐ

み」の上映や、関連本の展示を行います。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○ぼくの絵わたしの絵展 

 12 月１７日(水)10:00～12 月 28 日(日)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。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

休館期間：１１月２３日（日）～１２月５日（金） 
 

上記の期間、中央図書館は特別整理のため休館となります。毎年

１回このような期間を設けて、蔵書点検や館内整理などを行いま

す。みなさまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださ

い。 

 なお、期間中は加治木図書館および蒲生公民館等各図書室は、平

常通り開館していますので、ぜひご利用ください。 

 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × 
○ 

(ポスト) 

 

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

※CD・DVD・ビデオテープは壊れるおそれがありますので、加治

木図書館および公民館図書室で返却をお願いいたします。 

※蔵書点検とは、蔵書データと現物との照合作業で、これにより不

明資料の確認や保管場所の確認をするものです。 
 

 

《年末年始休館のお知らせ》 
12 月 29 日（月）～1 月 3 日（土） 

 

上記の期間は休館となりますので、返却の際は返却ポ

ストをご利用ください。 

なお、ＡＶ資料（ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ）は壊れるお

それがありますので、１月４日(日)以降、直接カウンタ

ーへの返却をお願いいたします。 

 

 

 

図 書 館 カ レ ン ダ ー  休館日 

       １２月                        １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 31  

～5日 特別整理期間    23日 祝日振替休館日          ～3日 年末年始休館日  13日振替休館日 

25日 資料整理休館日  29日～１月３日年末年始休館日      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） 

１２月１２日(金）、１月９日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会 １２月６日(土)、１２月２０日(土) 

 １月１７日(土) 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

 

中央図書館は 

特別整理のため休館いたします 

特別整理期間中の利用について 

本年も当館をご利用いただきありがとうござい

ました。来年もよろしくお願いいたします。 《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１２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 
 

１２月３日（水）・６日（土） 

 

 

 
※１２月３日（水）が蔵書点検期間中のため。 

 

１２月１０日（水）・１３日（土） 

【ソフィーの世界】 

・１４歳のソフィーは、ノルウェーに母親と２人で暮らす

ごく普通の少女。ある日ソフィーの元に「あなたはだ

れ？」と書かれた不思議な手紙が届く。その翌日も手

紙が届き、それには「世界はどこからきた？」とだけ書

かれていた。やがて彼女は手紙の差出人、アルベル

トと対面する。そして彼を案内役に、彼女は壮大な時

空を超える旅に出る。 

出演:シルエ･ストルスティン アンドリン･サザー 

（1999年/ノルウェー/1時間 47分/カラー/字幕） 

 

１２月１７日（水）・２０日（土） 

【夢のまにまに】 

・映画学校の学院長・木室創は、才能ある一人の学

生・村上大輔のことが気になっていた。ある日、大輔

は戦没画学生の記録を目にし、木室の前から消息を

絶ってしまう。一方、木室の自宅では妻のエミ子が戦

争で心の傷を負ったまま塞ぎ込んでいた。そんな時、

木室に精神病院に入院中の大輔から手紙が届く。 

出演： 長門裕之 有馬稲子 井上芳雄 

（2008年/日本/1時間 46分/カラー） 

 

１２月２４日（水）・２７日（土） 

【ありがとうハーナ】 

・原因不明の病気にかかった美樹は、徐々に視力を

失っていきそのショックで部屋に閉じこもってしまう。

そんな姉を心配し、励ます弟の拓と愛犬ハーナ。ある

日、美樹は自分の目が回復しないことを知り、絶望し

家を飛び出した。駆け出す美樹の目の前に一台の

車。突然、ハーナが美樹の前に飛び出し身がわりに

なって跳ねられてしまい…。 

出演： 河原崎長一郎 大川栄子 石関賢太郎 

（1989年/日本/45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 

１２月６日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ハンバーグへ大ジャンプ」「船のりアルフは見

た！」「目ざまし大そうどう」      （25分） 
 

１２月７日（日） 

【アンデルセン名作童話】 

「マッチうりの少女」「雪の女王」    （35分） 

 

１２月１３日（土） 

【アニメ めぐみ】 

～北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12/10～16)～ 

・昭和５２年、当時中学１年生だった横田めぐみさ

んが、北朝鮮当局により拉致された事件を題材に、

家族の苦悩や、賢明な救出活動の模様を描く。 

（25分） 

 

１２月１４日（日） 

【世界の童話】 

「ピーターパン」「そんごくう」「もも太郎」 

（40分） 

 

１２月２０日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ピンチ！空中せんそう」「とんでもニューファッ

ション」「思い出ショートカット」    （25分） 

 

１２月２１日（日） 

【素敵で小さなお話】 

「ボクの味方は強いワニ」「夢の中のあなたとわた

し」「本に棲むこわい魔物」       （40分） 

 

１２月２７日（土） 

【世界名作アニメ】 

「家なき子」「アンクルトムの小屋」   （44分） 

 

１２月２８日（日） 

【14ひきのこもりうた】 

・夕方です。おふろに入って、夕食のシチューを食

べて、そろそろねる時間。こもりうたも流れて…。 

                  （28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。   

水曜名画座および水曜名画座の再上映は

ありません。 


