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新年明けましておめでとうございます 
 

 

 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「店長がいっぱい」          山本 幸久 

「鳳雛の夢」             上田 秀人 

「「おひとり」を不安０で生き抜く女子貯金」    横山 光昭  

「ニッポン弁当」          猪本 典子 

「手作り燻製ハンドブック」     燻製道士 

「はなべろ読書記」         高山 なおみ 

「とっておきのひと鉢づくり」    明るい部屋 

「はじめよう！バードウォッチング」    秋山幸也・神戸宇孝 

「トクする相続＆かしこい贈与 2015」日本実業出版社 

「ニッポンの名湯」         枻出版社 

「認知症を防ぐ「思い出し」トレーニング」    河野 和彦 

 

児童書 

「縄文人のくらし大研究」      岡崎 務 

「日本にしかいない生き物図鑑」   今泉 忠明 

「ほんとうの「ドラッグ」」     近藤 恒夫 

「さよならを待つふたりのために」  ジョン・グリーン           

「びんのなかのともだち」      垣内 磯子 

「ひつじ郵便局長のひみつ」     小手鞠 るい 

「心理テスト＆名前うらない」    真央 侑奈 

「がんばれ！名犬チロリ」       おおき とおる 

「やきざかなののろい」             塚本  やすし 

「イーラちゃんはおうさま」          しまだ ともみ 

 

その他、新着資料が入っています 

 

 

 

 

 

楽しいおはなしをたくさんのせて、講談社ブックキャラバン

カーがやってきます。おはなし会もあります。ぜひ遊びにき

てください。たくさんの方のお越しをお待ちしています。 
 

日時：平成 27 年 1 月 2４日(土)  
場所：中央図書館 玄関前、研修室 

 

 

 

 
加治木図書館休館のお知らせ 

 

 

加治木図書館は、特別整理のため下記の期間中休館いた

します。 
 

休館期間 １月 26 日(月)から２月３日(火)まで 

 

※中央図書館、蒲生公民館図書室、各地区公民館分室は 

平常どおり開館しています。 

 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○１マイル写真展「波涛を超えて」（波涛会） 

 1 月６日(火)10:00～1 月 16 日(金) 

○写真展示（フォトハイキング友の会） 

 1 月１7 日(土)10:00～1 月 31 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 

       １月                        ２月 
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
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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

 
～３日 年末年始休館日  13日振替休館日            ※11日 （建国記念の日）開館日 

22日 資料整理休館日                                    26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） 

１月９日(金）、２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  １月１７日(土) 

２月７日(土)、 ２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/ 

 
 

 

 

 
 

14:30～15:00 キャラバンカー見学 

15:05～15:35 おはなし会 

いつも姶良市立図書館をご利用いただき 

ありがとうございます。本年も皆様の 

ご来館をお待ちしています。 

http://lib-aira.jp/


  平成２７年１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 

 

１月７日（水）・１０日（土） 

【大地のうた】 

・ビフティブシャーン・バナールジの小説『パテル・パ

ンチャリ』の三部作構成の完結編。身寄りを失ったオ

プーは、安アパートで作家修行をする。ひょんなこと

から結婚をするが、早産により妻を突然に亡くす。 

出演：シュビル・バナージ  カヌ・バナージ 

（1955年／インド／2時間 5分／モノクロ／字幕） 

 

１月１４日（水）・１７日（土） 

【黄金花】 

・一癖も二癖もある老人達の集まる「浴陽荘」その中

の一人、植物学者の牧博士はある日、裏山の泉で長

年探し求めていた奇跡の花「黄金花」を偶然見かけ

る。仲間達と陽気に騒ぐ中で牧博士は欲望を曝け出

し、酒に酔い、さらには若い頃の自分と邂逅を果たす

が…。 

出演:原田芳雄 松坂慶子 川津祐介  

（2009年／日本／1時間 19分／カラー） 

 

１月２１日（水）・２４日（土） 

【ジャイアンツ（特別版） １】 

・テキサスの大牧場に東部から嫁いできた若妻のレ

ズリー。厳しい生活の中に彼女は自分の意志を大切

に生きていこうとする。やがてそんな彼女に想いを抱

くジェットは石油を掘り当て、富と名声を得る… 

出演：ジェームス・ディーン ロック・ハドソン 

（1956年／米国／1時間 50分／カラー／字幕） 

 

１月２８日（水）・３１日（土） 

【ジャイアンツ（特別版） ２】 

・同上 

出演：ジェームス・ディーン ロック・ハドソン 

（1956年／米国／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 

１月４日（日） 

【スプーンおばさん】 

「大もの魚つり」「ちえくらべ宝さがし」「ブービィ

の身がわり術」            （25分） 

 

１月１０日（土） 

【トムとジェリー】 

「上には上がある」「恐怖の白ネズミ」「おしゃべり

子ガモ」「ジェリーとジャンボ」 

（30分） 

 

１月１１日（日） 

【アニメ世界名作劇場】 

「あらいぐまラスカル」 

（30分） 

 

１月１７日（土） 

【負けへんで！6年 3組の阪神大震災】 

6300人もの尊い命を奪った阪神淡路大震災。地震か

ら卒業までを描く、６年３組「心」の記録。   

                                      （23分） 

 

１月１８日（日） 

【狼森とざる森、ぬすと森】 

昔、岩手山に狼森、ざる森、ぬすと森ができました。

ある年の秋、百姓たちが暮らし始め何をするにも森

の許しをもらいました。        （20分） 

 

１月２４日（土） 

【スプーンおばさん】 

「とんだヒコーキ大成功」「海の歌がきこえる」 

「くたびれドライブ」         （25分） 

 

１月２５日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのとまった大時計
ビックベン

」「けろけろけろ

っぴのがんばれ！けろっぴーず」 

                  （60分） 

 

１月３１日（土） 

【とおるといくえの日本昔ばなし】 

「かちかち山」「やまんばと牛かた」 

                    （25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。 


