
                                 

発行所 姶良市立中央図書館 
                                       平成２8 年 １１月号 

℡０９９５－６４－５６００ 

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「父へ母へ。100 万回の『ありがとう』」 『PHP』編集部編 

「町の未来をこの手でつくる」      猪谷 千香 

「豆大福と珈琲」            片岡 義男 

「マグカップケーキ」          本間 節子 

「刀装具ワンダーランド」        川見 典久 

児童書 

「マルの背中」             岩瀬 成子 

「くらのそとのお針箱」        水沢 いおり 

「ぐるぐるぐる」           内田 麟太郎 
 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○毎月２３日は子どもといっしょに読書の日 

啓発ポスター巡回展 
1１月４日（金）～1１月１1 日（金） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
上記期間をシネマウィークと題して、過去の上映会で反

響の大きかった作品、心に残る作品等を上映します！最

終日は、インド映画「きっと、うまくいく」を当館初上

映！詳しくは裏面の案内をご覧ください。 

 

 

 

中央図書館、休館のご案内 
～特別整理期間（蔵書点検）のため～ 

休館期間：11 月 21 日（月）～12 月 2 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、所蔵している蔵書の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、

ご了承くださいますようお願いいたします。 

 貸出 返却 開館日・時間 

中央館 × 
○ 

（ポスト） 

 

加治木図書館 

蒲生公民館図書室 
○ ○ 

火～日 

9:00～17:00 

地区公民館図書室 ○ ○ 
月～金 

9:00～17:00 

 なお、加治木図書館及び蒲生公民館等各図書室は、平常

通り開館していますので、ぜひご利用ください。 

特別整理期間の利用について 

※ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオテープは壊れる恐れがありますので、加

治木図書館及び公民館図書室のカウンターへ返却をお願いいたし

ます。 

※蔵書点検とは、蔵書データと現物との照合作業で、これにより

不明資料の確認や保管場所の確認をするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 
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 ※11月 21日～12月 2日の期間は特別整理期間のため休館   ※22日 資料整理休館日 23日 祝日（天皇誕生日）休館 

12月 29日～1月 3日 年末年始休館日 

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１１月１１日（金） １２月９日（金） 

  午前１１時から 図書館１階 研修室にて 

☆おはなし会  １１月５日(土)、１１月１９日(土) 

１２月３日(土)、１２月１７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 

休館期間にともなう貸出冊数増冊のお知らせ 
  

長期休館にともない、中央図書館貸出冊数の増

冊をおこないます。 

期間：１１月 8 日（火）～１１月２０日（日） 

貸出冊数：図書資料（本）１０冊まで 

※雑誌・ＡＶ資料は平常通り２点までです 

対象館：中央図書館のみ 

【パープルリボン】 

11 月 12 日～25 日は「女性に対する暴力をなくす 

運動」週間です。この機会に考えてみませんか。 

【寒い冬がやってくる！】 

あっという間に寒い冬がやってきます。少しずつ冬 

支度を始めませんか！ 

【シネマウィーク】当館初の行事！ 

映画の原作本を集めてますので、ぜひご覧ください。 

http://lib-aira.jp/


  平成２８年１１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 
 

１１月５日（土） 

【暗くなるまで待って】 

・夫が謎の女から預かった人形には麻薬が縫い込ま

れていた。やがて夫の留守中に見知らぬ男達がアパ

ートを訪れ、妻は恐怖のどん底に突き落とされる。 

出演： オードリー・ヘプバーン アラン・アーキン 

（1967年／アメリカ／1時間 48分／カラー／字幕） 

 

１１月９日（水）・１２日（土） 

【ブラス！】 

・1992 年、イングランドの町グリムリーは炭鉱閉鎖問

題で揺れ、人々は生きる希望さえも失いかけていた。

そんな時彼らの心を１つにしたのは、炭鉱夫の仲間

達で結成された、百年の伝統を誇る名門ブラスバン

ド「グリムリー・コリアリー・バンド」の音楽への情熱とそ

の響きだった。 

出演：ピート・ポスルスウェイト ユアン・マクレガー  

タラ・フィッツジェラルド 

（1996年／イギリス／1時間 48分／カラー／吹替え） 

 

１１月１６日（水）・１９日（土） 

【裸足のギボン】 

・見た目は 40歳、でも心は少年のように純粋なギボン

は、貧しくても楽しく幸せに暮らしていた。ある日、町

のマラソン大会で入賞し、全国大会への参加を勧め

られたギボンは、母に入れ歯を買うために走る練習

に邁進する。実話を元に描かれたヒューマンドラマ。 

出演： シン・ヒョンジュン キム・スミ 

（2006年／韓国／1時間 40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 

 

１１月５日（土） 

【アニメ世界名作劇場】 

「愛の若草物語」           （30分） 

 
 

１１月６日（日） 

【クロエ・グレース・モレッツ 

ジャックと天空の巨人】 

・平凡な少年ジャックが、偶然手に入れた豆を窓から投げ

ると、次の朝には天空まで伸びる巨大な豆の木になって

いた。ジャックは豆の木に登ってみることにしたのだが

…。               

（１時間 34分） 
 

１１月１２日（土） 

【ねぎぼうずのあさたろう 巻之一】 

第一話「旅立ちのとうげ」        (25分) 
 

１１月１３日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 巻之一】 

第二話「出会いの宿場町」        (25分) 
 

１１月１９日（土） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「キキとララのはばたけ！ペガサス」   (30分) 
 

１１月２０日（日） 

【スーパーマン １】 

「生き返った古代恐竜」他 3話      (33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。 

 

●図書館フェスティバル特別上映 
３日（木）【１００回泣くこと】 午前 9時 30分～ 

●シネマウィーク開催：11月４日～11日 
４日（金）【蝉しぐれ】 午後 2時～ 

５日（土）【暗くなるまで待って】 午前 10時～ 

【愛の若草物語】 午後 2時～ 

６日（日）【ジャックと天空の巨人】 午前 11時・午後 2時～ 

８日（火）【キング・コング】 午後 2時～ 

９日（水）【ブラス！】 午後 2時～ 

1０日（木）【そして父になる】 午後 2時～ 

 

シネマウィークを開催し、懐かしい作品から流行のインド映画まで様々な映画を期間中毎日上映！ 

シネマウィーク開催 

11日（金）【きっと、うまくいく】 

大学時代の親友３人が織り成す感動
ドラマ。超難関理系大学・ICE に通うラ
ンチョー、ファルハーン、ラジューの“３
バカトリオ”が巻き起こす珍騒動と、行
方不明となったランチョーを探す１０年
後の彼らの姿を同時進行で描く。 
元気になれる前向きコメディ！ 

                  午後 2時～ 

11月 23日（水）・26日（土）・27日（日）・30日（水）は休館日（特別整理期間）のため、映画会はお休みです 

２日（水）は、フェスティバル

準備のため映画はお休みです 


