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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「あなたの空き家問題」       上田 真一 

「血液のがん」           飛内 賢正 

「平和と命こそ」      日野原 重明,宝田 明,澤地 久枝  

「孤独病」             片田 珠美 

「下町ロケット２」         池井戸 潤 

「時のながめ」           高井 有一 

児童書 

「食品添加物キャラクター図鑑」   左巻 健男 

「あの花火は消えない」       森島 いずみ 

「どうぶつことばあそび」      さはら そのこ 

「オオサンショウウオみつけたよ」  にしかわ かんと 

「チョコレートだいすき」      デヴィッド カリ  
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。 

 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。 
 

 
 

 

休館期間：１１月２３日（月）～１２月４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※中央図書館休館中も、返却ポストでの返

却（本のみ）は可能です。 

    蔵書点検とは？ 
   図書館の資料（本・雑誌。AV 資料等）があるべき場所にあ

るか、無くなっていないか、破れたり汚れたりしていないか等

を確認する作業です・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 28 日（月）～1 月 4 日（月） 
 

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５日(火) 

以降直接カウンターへの返却をお願いいた 

します。 
 

 

 

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。 

 

   

      １２月                        １月 
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土
1 2
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10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30  
  ～4日 特別整理休館日  23日 祝日(天皇誕生日)休館日    ～4日 年末年始休館日   12日 振替休館日 

   24日 資料整理休館      28日～1月４日 年末年始休館日       28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１１日(金）、１月８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５日(土)、１２月１９日(土) 

１月１６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 

冬の「名画座」「親子映画会」を楽しみませんか？ 
 

玄関ホールの右のらせん風の階段を上がると、そこに

「映画館」があります。「名画座」が水曜日と土曜日（再

上映）、「親子映画会」が土曜日と日曜日、と毎週上映し

ています。大人向けは、昔懐かしい映画、抱腹絶倒のコ

メディ、心を揺さぶられる物語など、子ども向けは、ア

ニメ映画や日本むかしばなし、名作シリーズなど、豊富

にそろえてありますよ。 

 

居心地のいい、知の館 ～館長の「図書館あれコレ」～

 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

約 17 万冊（中央図書館）の資料を 

すべて点検します。 

←閉架（書庫）も点検 

http://lib-aira.jp/


  平成２７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２日（水）・５日（土） 

 

 

 

 

 

１２月９日（水）・１２日（土） 

 

【ライラの冒険 黄金の羅針盤】 

・両親を亡くした12歳の少女ライラが暮らす寮近辺で

は、子供達の誘拐事件が相次いでいた。ある日、自

分を引き取りたいといった夫人の書斎で子供達の誘

拐リストを見つけたライラは、冒険の旅に出る。 

出演：ダコタ・リチャーズ ニコール・キッドマン  

（2007年／アメリカ／１時間 53分／カラー／字幕） 

 

１２月１６日（水）・１９日（土） 

 

【誰がために】 

・カメラマンだった民郎は亡くなった父の写真館

を継ぐが、満たされない日々を送っていた。ある

日、幼なじみの紹介で出会った亜弥子に惹かれ

る。しかし、幸せの日々も束の間、亜弥子は面識

もない少年に殺されてしまう。やり場のない怒り

と悲しみの中、少年は軽い刑で少年院を出た。断

ち切れぬ思いと少年への復讐心、揺れ動く民郎の

心はどこへ向かうのか…。 

出演：浅野忠信 エリカ 小池鉄平                  

（2005年／日本／１時間 3７分／カラー） 

 

１２月２３日（水）・２６日（土） 

 

 

《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５日（土） 

【氷河ねずみの毛皮】 

                   （24分） 

 

１２月６日（日） 

【トムとジェリー】 

「ピアノ・コンサート」「インディアンごっこ」 

「強敵あらわる」「土曜の夜は」    （30分） 

 

１２月１２日（土） 

【クリスマスの鐘・マッチ売りの少女】 

        (30分) 

 

１２月１３日（日） 

【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１９日（土） 

【スプーンおばさん】 

「子ねずみじんとりがっせん」「おばけのしかえし」      

「カメラでバッチリ！魔法使い」    （30分） 

 

１２月２０日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「クリスマスの贈りもの」「ろばになった旅人」 

 

                 （22分） 

１２月２６日（土） 

【スプーンおばさん】 

「たのまれた贈り物」「流れ星をさがせ」「チンプン

カンプンまちがい伝言」        （30分） 

 

１２月２７日（日） 

【雪の女王】 

 

     （1時間 3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。 

特別資料整理休館のため、 

水曜名画座及び再上映はお休みです。 

１２月２３日（水）が祝日休館日のため、 

水曜名画座及び再上映はお休みです。 


