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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「ふせんの技 100」           舘神 龍彦 

「英 EU 離脱!日本は円高に対処できるか」野口 悠紀雄 

「五〇歳からの勉強法」          和田 秀樹 

「365 日のサラダ」          金丸 絵里加 

「乳がんと生きる」       毎日新聞生活報道部 

「おいしくて大満足!減塩&低カロリーのダイエット鍋」 

今泉 久美 

「つくって楽しむわら工芸」        瀧本 広子 

「ヴィジョンズ」            宮部 みゆき 

「青光の街」              柴田 よしき 

「スマイリング！」            土橋 章宏 

児童書 

「13 歳までにやっておくべき 50 の冒険」 

ピエルドメニコ バッカラリオ 

「ただしいもちかたの絵本」 WILL こども知育研究所 

「パンダなりきりたいそう」     いりやま さとし 

「フランドン農学校の豚」         宮沢 賢治 

 

 

ぬいぐるみおとまり会 
大好きなぬいぐるみが図書館におとまりします。みんな

が帰った図書館でぬいぐるみ達は何をするのかな？ 

 

日 時：平成 29 年 1 月 5 日（木） 

（午後 2 時 30 分からおはなし会） 

場 所：姶良市立中央図書館 1 階研修室 

対 象：姶良市在住の未就学児 

人 数：10 家族（一家族につき、ぬいぐるみ 1 体） 

申込期間：12 月 9 日（金）～21 日（水） 

定員になり次第終了 

申込方法：中央図書館・加治木図書館・蒲生図書室 

にある申込用紙を提出（来館のみ） 

 

年末年始休館のお知らせ 
１２月２９日（木）～１月３日（火） 

 

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４日(水)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 
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  ※12月１日、2日は特別整理期間のため休館         ※9日祝日（成人の日）休館日  10日祝日振替休館日 

22日資料整理休館  23日祝日（天皇誕生日）休館日     26日資料整理休館日    

※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） 

１２月９日（金）、 １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  １２月３日(土)、１２月１７日(土) 

１月７日(土)、 １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 

【飾り物の世界】・【大掃除】 

室内で過ごすことの多いこの季節、家の中に彩りを。 

年末に向けて、掃除の本も紹介しています。 

【メッセージカード】 

たいせつなあの人に、クリスマスカードや年賀状を 

自作して送ってみませんか？ 

【人権週間】 

12 月 4 日～12 月 10 日は人権週間です。「思いやり 

の心・かけがえのない命」についてもう一度考えてみ 

ませんか。 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 

http://lib-aira.jp/


  平成２８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７日（水）・１０日（土） 

【三十九夜】 

・主人公の外交官が国際スパイ組織の暗殺事件に巻

き込まれ、数々の危機にあうが、事件を解決してい

く。ヒッチコック監督が影響を受けたと自ら語るバカン

の小説を映画化。 

出演：マデリン・キャロル ロバート・ドーナット 

（1935年／イギリス／1時間 23分／モノクロ／字幕） 

 

１２月１４日（水）・１７日（土） 

【鉄人２８号】 

・ある日、正太郎の住む大都会・東京に突如、巨大ロ

ボット・ブラックオックスが現れ、街を破壊して去った。

その直後、綾部と名乗る老人がロボットの鉄人 28 号

の存在を告げる。 

出演：池松壮亮 蒼井優 薬師丸ひろ子 

（2005年／日本／1時間 54分／カラー） 

 

１２月２１日（水）・２４日（土） 

【ムムー】 

・19 世紀のロシア。郊外の貴族邸に雇われた、貧しく

耳の不自由な門番ゲラーシム。彼の生きがいは、子

犬のムムーだった。洗濯女タチアーナと恋に落ちる

が、彼に情欲を抱く女主人の嫉妬で破局。ムムーと

の平穏な生活もつかの間、さらなる不幸が彼を襲う。 

出演：リュドミーラ・マクサーコワ アンドレイ・マルトゥ

イノフ エレーナ・コーリコワ 

（1998年／ロシア／1時間 41分／カラー／字幕） 

 

１２月２８日（水） 

【ジキル博士とハイド氏】  

・研究に没頭していた医師のジキル博士。彼は精神

を善と悪に分離する薬を作りあげた。自ら善と悪に分

離するが・・・。 

出演：フレデリック・マーチ ミリアム・ホプキンス 

（1932年／アメリカ／1時間 38分／モノクロ／字幕） 

 

 

 

１月４日（水）・７日（土） 

【風の丘を越えて －西便制－】  

・パンソリの歌い手の男、ユボンの物語。 

出演：オ・ジョンヘ キム・ミョンゴン キム・ギュチョル 

（1993年／韓国／1時間 53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 

１２月３日（土） 

【天人女房】 

日本の昔話「天人女房」の人形劇映像。 （20分） 

 
 

１２月４日（日） 

【サンリオキャラクターアニメーション】 

「ハローキティのまほうのリンゴ」 

「ハンギョドンのパラレル大作戦未来世界は大さわぎ」              

（60分） 
 

１２月１０日（土） 

【世界の童話】 

「青いとり」「ゆきの女王」「ゆきおんな」        

(22分) 
 

１２月１１日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 巻之二】 

「謎のゆうれい屋敷」「おまんじゅうは恋の味」 

(51分) 
 

１２月１７日（土） 

【名探偵コナン 防犯ガイド】 

    (26分) 
 

１２月１８日（日） 

【ねぎぼうずのあさたろう 巻之二】 

「弁天様のくれた赤ん坊」「きゅうべえと磯菊の花」      

(51分) 

１２月２４日（土） 

【ハリーポッターと秘密の部屋】 

                                (2時間 41分) 
 

１２月２５日（日） 

【まんが世界昔話】 

「クリスマスの贈り物」 

「ろばになった旅人」          (22分) 

 

 

 

 

１月７日（土） 

【みんなの童話】 

「こぶとりじいさん」「彦一とんちばなし」(24分) 

 

 １月８日（土） 

【みんなで跳んだ】   

        (28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。 

１２月２９日（木）～１月３日（火）は、年末年始休館のため映画はお休みです。 
 

年末年始休館のため再上映

はお休みです。 


