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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「ラオス 山の村に図書館ができた」 安井 清子 

「透明カメレオン」         道尾 秀介 

「雨に泣いてる」           真山 仁 

「はじめてのオーブン陶芸」     伊藤 珠子 

「はじめての出生前診断」      中西 恵里子 

児童書 

「看護師の一日」      WILL こども知育研究所 

「トイレこちゃん」         あさの ますみ 

「ゆうれい回転ずしたまご焼きのひみつ」佐川 芳枝 

「ぼく、おおきくなるからね！」   くすのき  しげのり 

 

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》 
○３月館内展示 
一般書 

【新生活応援】 

【自殺対策強化月間関連】 

【３月３日耳の日関連】 

【東日本大震災関連】 

児童書 

【ひな祭りや卒園・卒業に関する本】 

【季節の絵本】 など展示予定です。 

※展示内容が変更になる場合もあります。 

 

《ふれあいプラザ展示のお知らせ》 

○あいら写友会写真展示 

 3 月７日(土)９:00～３月 20 日(金)1７:00 

○県民の森 桜フェスティバル 

 3 月 22 日(日)10:00～３月 31 日(火)16:00 

※日程は変更になる場合もあります。 

 

 

 

 
 

《図書館からのお知らせ》 
 

姶良市立図書館ボランティアグループ 

あいあい（読み聞かせ）会員募集中！ 
 

「あいあい」は毎月第１・３土曜日、第２金曜日に中央図

書館で絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。本に興

味のある方、絵本が好きな方、読み聞かせをしてみたい方、

一緒に活動してみませんか。未経験者・学生・男性も大歓

迎です。 

 

【応募方法】3 月 3１日(火)までに中央図書館にある「ボ

ランティア参加申込書」をご提出ください。 

※ボランティア保険加入が必要になります。ご不明な点は

姶良市立中央図書館にお問い合わせください。 
 

 

 
 

 
 

平成２７年４月１日から 

リクエスト本の扱いが変わります。 
 

① リクエストは選書の参考とさせていただきます。 
 

② ひと月に５冊までリクエスト可能です。（本のみ） 
 

③ 購入の可否についてはご連絡しません。 
※リクエストにより購入した本は、新着図書コーナーに

並べます（購入から３カ月程度。その後は通常の配架）。

購入したリクエスト本のリストを館内掲示いたします。 

★リクエスト本の購入結果については、上記リストか、 

図書館内検索機、または図書館ホームページ蔵書検索で

ご確認ください。 

 

※リクエストされた本は必ず購入できるとは限りません。 

また、購入後入荷までに数カ月かかるものもあります。 

ご了承ください。 

※リクエストサービスの変更に伴い『予約票』と『リクエス

ト票』が別々の用紙になります。記入間違いにご注意ください。 
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※21日 春分の日                      ※23日 資料整理休館日 

26日 資料整理休館日                                    29日 昭和の日 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

３月１３日(金）、４月１０日(金） 

 午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  ３月７日(土) 

４月４日(土)、１８日（土） 

       午後３時から おはなしコーナーにて 

 

本のリクエストサービスについて 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 
 

http://lib-aira.jp/


  平成２７年３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 

 

３月４日（水）・７日（土） 

【真夏の夜の夢】 

・ある夏の夜、森の妖精パックがほんの気まぐれから

振りまいた恋の媚薬で巻き起こったラブ・ハプニン

グ。翌日に婚礼を控えた恋人たちは、別々の相手に

魅せられ、妖精の女王タイターニアまでもが、一角獣

にされた職人に一目惚れ…。原作は、かの有名なシ

ェイクスピアの傑作喜劇。 

出演：リンゼイ・ケンプ マヌエラ・バルガス インクレ

ティブル・オーランド 

（1983年／スペイン／１時間 1８分／カラー／字幕） 

 

３月１１日（水）・１４日（土） 

【Give and Go ギブアンドゴー】 

・怪我が原因でチームを離れうらぶれた生活を送っ

ているハーフの青年ケニーは、バスケットボールが好

きな聴覚障害を持った少女夏希と出会う。現在のチ

ームにうまく溶け込めない夏希に、ケニーは新しいチ

ームを自分たちで作ろうと提案する。 

出演：橋本愛 能年玲奈   

（2008年／日本／1時間 10分／カラー） 

 

３月１８日（水） 

【大樹のうた】 

・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：ショウミットロ・チャタージ シャルミラ・タゴール  

（1959年／インド／1時間 45分／モノクロ／字幕） 

 

３月２５日（水）・２８日（土） 

【８０日間世界一周】 

・１８７２年のロンドン。まだ飛行機もない時代にある紳

士が「８０日間あれば世界一周できる」と言ったことか

ら、２万ポンドをかけた大冒険が始まる。 

出演：ダグラス・フェアバンクス ジュラン・ジョンストン 

（1956年／アメリカ／2時間 46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 

３月１日（日） 

【森は生きている】 

真冬にあるはずのない春の花を探しに来た少女は

森で１２か月の兄弟たちと出会う。   （49分） 

 

３月７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「ルウリィのホカホカ料理」「子ねずみのスーイス

イ作戦」「かえるのおしゃれ体操」    (25分) 

 

３月８日（日） 

【ズッコケ３人組 ズッコケ時空冒険】 

                   （57分） 

 

３月１４日（土） 

【スプーンおばさん】 

「おかしな結婚記念日」「大好き！ゆうかい犯」 

「あけてびっくりご用心！」      （25分） 

 

３月１５日（日） 

【ウルトラセブン】 

・第１話「姿なき挑戦者」  

・第２話「緑の恐怖」         （50分） 

 

３月２１日（土） 

 

 

３月２２日（日） 

【チップとデール】 
「リスの朝ごはん」「リスの冬支度」 「リスのオモチャ

合戦」「リスのいたずら合戦」など計８話  （53分） 

 

３月２８日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのふしぎなみずうみ」「けろけろけ

ろっぴのよわむし王子の大冒険」    （50分） 

 

３月２９日（日） 

【トムとジェリー】 

「にわとり婆さん」「ネズミ取り必勝法」「パーテ

ィー荒し」「猫はやっぱり猫でした」  (30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。 

祝日休館日のため、親子映画会はお休みです。 

３月２１日（土）祝日休館日のため、 

再上映はお休みです。 


