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《図書館フェスティバルのお知らせ》 
○日 時 平成２７年１１月３日（火） 

 ○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、たくさんの 

イベントを計画しています♪ 
 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「朱子学入門」           垣内 景子 

「綺良のさくら」          今井 絵美子 

「私たち非正規保育者です」     垣内 国光          

児童書 

「グッドジョブガールズ」      草野 たき 

「月にハミング」          マイケル・モーパーゴ 

「ざしきぼっこ」           武田 美穂 
その他、新着資料が入っています。 

 

 
図書館フェスティバルで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 ３０人 ○対象 一般～中学生 

○募集期間 10 月１日（木）～定員になり次第しめきり 

○申込方法 図書館にある申込書を提出(FAX の場合は中央図書館

あて)申込書は、市立図書館ホームページからもダウ

ンロードできます。※電話も可 

 中央図書館 FAX 64-5601 
 

ビブリオバトルとは 
   

 

 

 
 

 

書棚に眠っている本を、古本フリーマーケットで販売しな 

がら、本好き同士の交流をしてみませんか？ 

○時間   ９時～15 時 ○場所 １階玄関前 

○募集区画 先着１０区画（約２ｍ×２ｍ） 

○参 加 費 無料  ※テント等はありません。雨天中止。 

○募集期間 10 月１日（木）から先着順 

○申込方法 中央図書館に来館又は電話☎６４－５６００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
他、おはなし会スペシャル★ボランティアあいあいによるおはなし会★絵本

de オペラ♪（研修室）、本の病院コーナー★ボランティアはなみずき（ふれ

あいプラザ）、クイズラリー（館内）、古本雑誌無料配布（２F 屋上）、出店

（市農産加工グループ・ペコラ）、映画会、あいあい号展示など盛りだくさ

ん！予定は変更になる場合もなります。詳細はチラシ、図書館 HP で！ 

   

      １０月                        １１月 
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21
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29 30  

 13日 祝日振替休館日 22日 資料整理休館日         23日 祝日(勤労感謝の日) 24日 祝日振替休館日 

                               25日～12月４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９日(金）、１１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 １０月３日(土)、１０月１７日(土) 

１１月７日(土)、１１月２１日(土) 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
休館日 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

2015・第 69回「読書週間」 

いつだって、読書日和 

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。 

 

テーマパーク「姶ライブラリー」 
 

姶良市立図書館は、年間を通していろいろな行事を企画

して、皆さまをお迎えしています。11 月 3 日（文化の

日）には、恒例の図書館フェスティバルを賑やかに開催

します。今年も、たくさんのブースで、館員が総力を挙

げて「手作り」の催しや体験・おはなし会など着々と準

備しています。ワクワク楽しいテーマパークへご家族お

そろいでどうぞ！ 

 

 
チャンプには 

景品あり！ 

○時間 ９時 15 分～10 時 15 分、14 時～16 時 

●整理券配布予定 ９時～、13 時 30 分～、14 時 30 分～ 
混み具合により時間変更の場合等もあります。当日の館内掲示をご覧

ください。全６回。参加無料。整理券なくなり次第終了。１階 創作室。 

フェス 

１１／３(火) 

フェス 

１１／３(火) 

フェス 

１１／３(火) 

○時間 １３時 30 分～14 時 10 分（２階視聴覚室） 

大人のためのおはなし会。ただ語られる『すばなし』の世界

をお楽しみください。ボランティアグループあいあい 

 

フェス 

１１／３(火) 

http://lib-aira.jp/


  平成２７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３日（土） 

【落ちた偶像】  ※９/30（水）の再上映 

・大使の息子が崇拝する執事は、妻以外の女性と愛

し合っていた。彼らの仲を妻が疑うようになるが…。                                  

出演：ﾗﾙﾌ･ﾘﾁｬｰﾄﾞｽﾝ ﾐｯｼｪﾙ･ﾓﾙｶﾞﾝ ﾎﾞﾋﾞｰ･ﾍﾝﾘｰ              

（1948年／イギリス／１時間 31分／モノクロ／字幕） 

 

１０月７日（水）・１０日（土） 

【次郎物語】 

・昭和の初め。次郎は母の体が弱かったので、生ま

れるとすぐお浜の家に預けられ、お浜の子供たちと

一緒に自由に育てられていた。母・お民も元気にな

り、次郎を実家に引きとろうとしたがお浜になついて

いる次郎はつれ戻されるたびに逃げ帰るのだった。 

出演：加藤 剛 高橋惠子 

（1987年／日本／1時間 59分／カラー） 

 

１０月１４日（水）・１７日（土） 

【郵便配達は二度ベルを鳴らす】 

・ある町のドライブインにやってきたジーノとレストラン

主人の妻は関係を持つ。二人は保険金を目当てに

夫殺しを計画。ヴィスコンティのデビュー作となった官

能サスペンス。 

出演：ｸﾗﾗ･ｶﾗﾏｲ ﾏｯｼﾓ･ｼﾞﾛｯﾃｨ 

（1942年／イタリア／１時間 5７分／モノクロ／字幕） 

 

１０月２１日（水）・２４日（土） 

【ぼくの伯父さんの休暇】 

・猫も杓子も海へ海へのバカンス・シーズン。ユロ氏

は“いったいどこへ行ったらいいのやら”と駅で右往

左往する。そして海辺に集まったら集まったらで…。

とぼけた味のスケッチ集。 

出演：ｼﾞｬｯｸ･ﾀﾁ ﾅﾀﾘｰ･ﾊﾟｽｺｰ  

（1952年／フランス／１時間 28分／モノクロ／字幕） 

 

 

１０月２８日（水） 

【ヒッチコック特選集 第３逃亡者】 

・ふとしたことからある組織の陰謀に巻き込まれ、無実

の罪で当局に追われる青年の冒険物語。青年の必

死の逃避行によって、話は意外な方向に進展してい

く…。“追われ型”サスペンスの秀作。                                 

出演：ﾉｳﾞｧ･ﾋﾟﾙﾋﾞｰﾑ ﾃﾞﾘｯｸ･ﾃﾞ･ﾏｰﾆｰ              

（1937年／イギリス／１時間 20分／モノクロ／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３日（土） 

【まんが世界昔ばなし】 

「美女と野獣」「金色のしか」 

                   （22分） 

 

１０月４日（日） 

【チルビー】 

「おまえうまそうだな」「つきよのくじら」 

    （22分） 

 

１０月１０日（土） 

【彦一とんちばなし】 

        (18分) 

 

１０月１１日（日） 

【世界名作アニメ あしながおじさん】 

     （42分） 

 

１０月１７日（土） 

【スプーンおばさん】 

「秘密をさぐれ」「となかいロキの大ぼうけん」 

「ご亭主のなやみ」          （25分） 

 

１０月１８日（日） 

【レオ・レオニ５つの名作集】 

「フレデリック」「コーネリアス」 

「ぼくのだ！わたしのよ！」「さかなはさかな」 

「スイミー」 

                   （28分） 

 

１０月２４日（土） 

【ネズミあなのネコの物語】 

 

                   （24分） 

１０月２５日（日） 

【スプーンおばさん】 

「おみまいゲキタイ術」「プリョイセンは好敵手」 

「ようこそワンパク小屋へ」      （25分） 

 

１０月３１日（土）・１１月１日（日） 

 

  

※視聴は無料です。また、予定は変更になる場合があります。 

３１日（土）は図書館フェスティ

バルの準備のため、再上映はお休

みです。 

図書館フェスティバルの準備のため、

親子映画会の上映はお休みです。 


