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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「まちの本屋」            田口 幹人 

「早春賦」              山口 恵以子 

「子どもの着ぐるみ服」        野木 陽子 

「おべんとうと日本人」        加藤 文俊 

「黒島を忘れない」          小林 広司 

「孤独のグルメ」         久住 昌之,谷口 ジロー 

「がんのＰＥＴ検査がわかる本」    安田 聖栄 

「山川さん、黒斎さん、いまさらながらスピリチュアルって何ですか？」     

山川 紘矢,山川 亜希子,雲 黒斎 

児童書 

「子どもばやしのお正月」       さげさか のりこ 

「ここで土になる」          大西 暢夫 

「紙ひこうきクラフトスクール」    クリストファー・Ｌ・ハーボ 

「池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー」  池 上  彰 

「なりたて中学生 中級編」      ひこ・田中 

「ヘルシーせんたい ダイズレンジャー」  やぎ たみこ 
その他、新着資料が入っています。 

 

 

 

 

 
○日 時：１月 30 日(土)午後１時 30 分～午後４時 

○場 所：中央図書館 研修室 

○対 象：小学生～一般 

※小学２年生以下は保護者同伴。 

○募集定員：30 名(参加料無料) 

○持参するもの：スティックのり、定規、鉛筆、はさみ、サイ

ンペン、表紙に使いたい素材(布、和紙など) 

○申込期間：1 月 9 日(土)～1 月 26 日(火) 

○申込方法：各図書館(室)にある申込書を提出してください(ＦＡ

Ｘ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。「あいら図書館」で検索。 

ＦＡＸ 0995-64-5601 
 

 

《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(火)から２月３日(水)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》 
○写真展示（フォトハイキング友の会） 

 1 月１６日(土)９:30～1 月 30 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。 
 

   

      １月                        ２月 
日 月 火 水 木 金 土

1 2
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24/31 25 26 27 28 29 30  

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
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28 29  

  ～4日 年末年始休館日 12日 振替休館日           ※11日（建国記念の日）開館日 

   28日 資料整理休館                          25日 資料整理休館 

 
 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１月８日(金）、２月１２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１６日(土) 

２月６日(土)、２月２０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 

～思いを声にのせて～ 
 

中央図書館では、独居の視覚障害者向けに市報を朗読

し、カセットテープに録音する朗読ボランティアグルー

プ「なでしこ」さんが活動しています。平成 9 年発足以

来、小粒ながらも〝なでしこ″の芯の強さで、現在も続

いています。毎月 2 回、中央図書館朗読室で、会員 5 名

が心を込めて朗読（音声訳）し、読みたくても読めない

方々へ「声の情報」を届けて、サポートしています。 

 

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/ 

 
 

 

 

 

 

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。 

豆本とは手のひらサイズの小さな本です。 

自分だけの一冊を作ってみませんか。 

 

http://lib-aira.jp/


  平成２８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６日（水）・９日（土） 

【枯葉～夜の門～】 

・ナチスから解放された後のパリを舞台とし、人々の

心の中の愛憎を描いたメロドラマ。 

出演：イヴ・モンタン ピエール・ブラッスール 

（1946年／フランス／1時間 40分／モノクロ／字幕） 

 

１月１３日（水）・１６日（土） 

【魔人ドラキュラ】 

・イギリスの弁護士・レンフィールドは、トランシルヴァ

ニアのドラキュラ伯爵に招かれ、ロンドンの土地購入

を相談された。しかし実は伯爵の正体はドラキュラ

で、レンフィールドは下僕とされ、ロンドンの闇に吸血

鬼が暗躍する。 

主演のベラ・ルゴシはこの役で、貴族的で二枚目なド

ラキュラ像を作り上げた。 

出演: ベラ・ルゴシ デヴィット・マナーズ  

（1931年／アメリカ／1時間 15分／モノクロ／字幕） 

 

１月２０日（水）・２３日（土） 

【ＪＦＫ １】 

・１９６３年１１月ダラスで起きたケネディ大統領暗殺事

件はオズワルドという男の単独犯行として解決された

かにも見えた。しかしこの事件は多くの疑問と矛盾を

残していた。不透明なベールに隠された本当の犯人

は誰なのか。そして、その動機は。 

出演：ケビン･コスナー シシ―・スペイセク 

（1991年／アメリカ／1時間 50分／カラー／字幕） 

 

１月２７日（水）・３０日（土） 

【ＪＦＫ ２】 

・同上 

出演：ケビン･コスナー シシ―・スペイセク 

（1991年／アメリカ／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９日（土） 

【ムーミン谷の彗星】 

                   （74分） 

 

１月１０日（日） 

【まんが世界昔ばなし】 

「十二の月」「北風のくれたテーブルかけ」 

（22分） 

 

１月１６日（土） 

【チルビー】 

「すみっこのおばけ」「だいすきのたね」 

「くまくんのあくび」 

（28分） 

 

１月１７日（日） 

【みんなの童話】 

「ねむり姫」「幸福の王子」 

                                      （24分） 

 

１月２３日（土） 

【スプーンおばさん】 

「たたかえ！バイキング」「スケートは楽し」 

「むし歯に泣いたバスケット」 

                   （25分） 

 

１月２４日（日） 

【注文の多い料理店】 

                   （23分） 

 

１月３０日（土） 

【まんが日本昔ばなし】 

「にせ本尊」「きつね女房」 

「としがみさま」「すりばちをなめた猫」 

                  （50分） 

 

１月３１日（日） 

【スプーンおばさん】 

「パーとピーのだいぼうけん」「おとしものに手を

出すな」「子ねずみさまのお通りだい」 

                    （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。 


