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10月27日から11月9日は読書週間です。涼しくて過ごしや

すいこの季節に、ゆったりと読書を楽しんでみませんか！そして、期

間中の１１月３日（木）には、姶良市立中央図書館にて、毎年恒例の

図書館フェスティバルが開催されます！どうぞお越しください♪ 

 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「明日の食卓」            椰月 美智子 

「反社会品」              久坂部 羊 

「『断薬』のススメ」           内海 聡 

「Ｔｏｍｙの晩酌ごはん」         Ｔｏｍｙ 

「ツバメの謎」              北村 亘

「100 歳までボケない手指体操」     白澤 卓二 

児童書 

「たのしいひっこし」        岡田 よしたか 

「アレハンドロの大旅行」      きたむら えり 

「レッド・フォックス」 チャールズ・Ｇ・Ｄ・ロバーツ 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○ 龍桜高等学校 モードビジネス科 

ファッションビジネスコース 作品展 
10 月 18 日（火）～10 月 21 日（金）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を楽しみませんか！

参加者募集中！！ ※観戦は自由です。 

○時  間 14 時～16 時 

○場  所 １階研修室 

○募集人数 20 人程度   ○対象 中学生～一般 

○募集期間 10 月１日（土）定員になり次第締切り 

○申込方法 図書館にある申込書を提出。※電話・FAX 可 

(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。 

中央図書館 電話 64-5600 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（土）から先着順 

○申込方法 中央図書館に来館又は電話☎６４－５６００ 

 

 

    おはなし会スペシャル   午前 10 時 15 分～11 時 

おはなし（すばなし）を語る会 午前 11 時 20～正午 

 

 ボランティアあいあいによる、2 つの 

おはなし会。絵本等の読み聞かせと、大 

人の方にむけた『すばなし』。 

心地よい季節の中で、おはなしの世界に 

浸ってください！ 
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 ※ 11日 祝日振替休館日  ※27日 資料整理休館日      ※11月 21日～12月 2日の期間は特別整理期間のため休館                  
 

☆ おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１０月１４日（金） １１月１１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１日(土)、１０月１５日(土) 

１１月５日(土)、１１月１９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 

【ミステリー記念日】 
10 月 7 日はミステリー記念日です。秋の夜長の読書

にスリリングなミステリー小説はいかがですか？ 
【コーヒーの日】 
10 月 1 日はコーヒーの日。美味しい入れ方や飲み方

など、コーヒーの知識を深めてみませんか。 
【山菜・薬草・毒草特集】 
自然豊かな風景を楽しみながら、植生する植物の名前

や効能、料理法などが分かる本を集めました。 
【ハロウィン特集】 

 図書館の本を読んで、ハロウィンを楽しもう！ 
 

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。 

 

 参加賞
あり！ 

フェス 

１１／３(木) 

フェス 

１１／３(木) 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

 
 

 

 

 

 

フェス 

１１／３(木) 

http://lib-aira.jp/


  平成２８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１日（土） 

 

 

１０月５日（水）・８日（土） 

【鶴は翔んでゆく】 

・建築家ボリスとベロニカは恋人同士だが、ボリスに

出征命令がくる。残されたベロニカは両親を亡くし、

無理やりいとこのマルクと結婚する。そこにボリスの戦

死の知らせが届くも、彼女は信じられずひたすら彼の

帰還を待っていた。 

出演： タチアナ・サモイロワ アレクセイ・バターロフ 

（1957年／ソ連／1時間 36分／モノクロ／字幕） 

 

１０月１２日（水）・１５日（土） 

【風の子どものように】 

・小豆島に住む木下家の元へ、突然、祖父の重幸が

ギリシャからやってきた。しかしマイペースな重幸は、

家族の心配をよそに、街の人たちにギリシャのダンス

を教えたり、若者と大ゲンカしたり、次々と騒動を起こ

す。ついには美しい老婦人と恋に落ち、家出する。 

出演： 犬塚弘 姿晴香 岸田今日子 

（1992年／日本／1時間 50分／カラー） 

 

１０月１９日（水）・２２日（土） 

【巴里のアメリカ人】 

・ジェリーは第二次大戦でパリに来て以来、戦後も絵

の勉強に精を出している画家。金持ち娘が絵を買っ

てくれるのだが、どうも絵より彼の方に興味があるらし

い。ところが、一緒に出かけたクラブでジェリーは美し

いパリジェンヌに一目惚れしてしまう。 

出演： ジーン・ケリー レスリー・キャロン  

（1951年／アメリカ／１時間 53分／カラー／字幕） 

 

１０月２６日（水）・２９日（土） 

【ソフィーの世界】 

・14歳のソフィーの元に、ある朝不思議な手紙が届い

た。手紙の差出人・アルベルトに誘われ、時空を超え

た「自分探し」の旅が始まる。多くの歴史的事件に立

ち会うソフィー。旅の行く手にあるものは？ 

出演： シルエ・ストルスティン アンドリン・サザー 

（1999年／ノルウェ-／1時間４７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 

 

１０月１日（土） 

 

 

１０月２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８日（土） 

【まんがイソップ物語】 

「きこりとヘルメス」「ライオンとウサギ」 

「シカとぶどうの木」「うそつきの羊飼い」 

「イノシシとキツネ」「おばあさんと医者」(66分) 
 

１０月９日（日） 

【１０ぴきのかえる】 

「10＋1ぴきのかえる」 

「ぎろろんやまと 10ぴきのかえる」   （40分） 
 

１０月１５日（土） 

【アンデルセン名作童話集】 

「はだかの王様」「すずの兵隊さん」 

「おやゆび姫」             (35分) 
 

１０月１６日（日） 

 

 

１０月２２日（土） 

【グリム名作童話集】 

「金色のがちょう」「死神のくれた仕事」 

「おやつの前におばけ退治」       (35分) 
 

１０月２３日（日） 

【１４ひきのかぼちゃ】 

・おじいさんが持っていた生命の種。みんなでまい

て大事に育て、りっぱなかぼちゃになりました。 

（28分） 

１０月２９日（土） 

【野生のさけび】 

「金色の足あと」「森の王者」      (49分) 
 

１０月３０日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのハッピー！仮装大会」 

「宇宙防衛隊たあ坊のしんきろう星を救え！」 

(60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。 

ふれあい講座のため、再上映はお休みです。 

研修会準備のため、親子映画会はお休みです。 

ふれあい講座のため、親子映画会はお休みです。 


