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《新着資料紹介》（一部です） 

一般書            

「沈黙法廷」             佐々木 譲 

「黒い司法」           ブライアン・スティーブンソン 

「運命を切りひらくもの」     北方  謙三 ,福島  智 

「飛行機ダイヤのしくみ」        杉江 弘 

「漬けるおかず」         ワタナベ マキ 

「グルテンフリーのパンと麺とおやつ」    大越 郷子 

「タイムマシンでは、行けない明日」  畑野 智美 

「百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド」  大内 信一 

「やさしい、いけばなの基本」     竹中 麗湖 

「森の人々」           ハニヤ・ヤナギハラ  

児童書 

「１０ねこ」             岩合 光昭 

「ゆきみちさんぽ」         えがしら みちこ 

「はしれ！ちんちんでんしゃ」     後藤 英雄 

「ゆき、まだかなあ」    マーシャ・ダイアン・アーノルド  

「ぜったいひとつだからね」    ローレン・チャイルド 

「くまくん、はるまでおやすみなさい」 ブリッタ・テッケントラップ 

「よむプラネタリウム 冬の星空案内」    野崎 洋子 

「円周率の謎を追う」         鳴海 風 

「小学生でもわかるプログラミングの世界」   林 晃           

「指きりは魔法のはじまり」      富安 陽子 

「ひみつの妖精ハウス」     ケリー・マケイン 
その他、新着資料が入っています。 

 

《ふれあいプラザのお知らせ》 
○３万人の写真展（フォトハイキング友の会） 

 1 月 21 日(土)９:30～2 月 4 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。 

 

 

 

 

 
 

 

○日 時：１月 28 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：はさみ、スティックのり、筆記用具、絵が描け

るもの（色鉛筆、サインペン、クレヨン等）、表紙に使

いたい素材(布、和紙等) 

○申込期間：1 月 11 日(水)～1 月 24 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 
 

 

 

 
 

   

      １月                        ２月 
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

 ※～3日 年末年始休館日 9日祝日（成人の日）休館日     ※23日 資料整理休館 

   10日祝日振替休館日 26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１３日(金）、２月１０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７日(土)、１月２１日（土） 

２月４日(土)、２月１８日（土） 

        午後３時から おはなしコーナーにて 

【スター誕生！】 

小惑星「airashi」（アイラシ）が誕生。 

惑星や星についてもっと調べてみませんか？ 

【戦国を生きた女性たち】 

２０17 年の大河ドラマ「おんな城主 直虎」にちなみ、

戦国の世を生きた女性たちの本を展示します。 

【世界で 1 冊だけの本を作ってみませんか？】 

自分だけの絵本や本を手作りしよう！簡単なものから

しかけのあるものまで取りそろえています。 

【にわとりやひよこが出てくる本】 

今年の干支「とり」が出てくる絵本を読もう。 

図 書 館 カ レ ン ダ ー 
休館日 

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。 手作りのオリジナル絵本を作りませんか？物語を作り出

す楽しさを味わってください！！フェルトで作ったしお

りが主人公となって、絵本の世界を冒険します。 

 

 

 

自分だけの一冊を作ってみませんか。 

 

《姶良市立図書館ホームページ》 

http://lib-aira.jp/ 
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  平成２９年１月 

《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４日（水）・７日（土） 

【風の丘を越えて －西便制－】  

・ある村にパンソリの歌い手、ユボンが現れた。彼は

村の女性と恋に落ち、子供が出来るが、お産に失敗

し、母子共に亡くなってしまう。残されたユボンは、女

性の遺児ドンホと養女ソンファを連れ、再び旅に出

る。ソンファとドンホは鼓手と歌い手として成長する

が、パンソリは時代から疎外され始めていた 

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） 

 

１月１１日（水）・１４日（土） 

【ヒッチコック特選集 バルカン超特急】 

・雪で立ち往生した列車の乗客たちは、駅のそばの

ホテルに泊まるはめになる。老婦人、クリケット好きの

2 人連れ、弁護士、作曲家などが一夜を過ごすが、

殺人事件が発生。翌朝、列車に戻った乗客たちは旅

を続けるが、今度は疾走する密室の中から老婦人が

突然消えてしまう。 

出演：ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾛｯｸｳｯﾄﾞ ﾏｲｸﾙ･ﾚｯﾄﾞｸﾞﾚｲｳﾞ 

（1938年／イギリス／1時間 34分／モノクロ／字幕） 

 

１月１８日（水）・２１日（土） 

【死者の書】 

・川本喜八郎が企画と監督を務めた人形アニメーショ

ン。8 世紀半ばの奈良。藤原南家の郎女（いらつめ）

は、父から送られてきた「称賛浄土教」の写経を始め

ていた。春分の日、郎女は、二上山の峰の間に日が

沈む瞬間、そこに俤（おもかげ）人の姿を見る。 

出演：宮沢りえ 観世銕之丞 

（2005年／日本／1時間 10分／カラー） 

 

１月２５日（水）・２８日（土） 

【裁きは終わりぬ】  

・愛人がガンで苦しんでいるのを見て安楽死させたエ

ルザ。安楽死裁判が始まるが、エルザを裁くのは仕

事も環境も違う７人の裁判員だった。 

出演：クロード・ノリエ レイモン・ビュシエール  

（1950年／フランス／1時間 46分／モノクロ／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（日） 

【みんなで跳んだ】 

              

（28分） 
 

１月１４日（土） 

【まめうしくん】 

「まめうしのおとうさん」「まめうしのおかあさん」 

「まめうしとまめじい」         (30分) 
 

１月１５日（日） 

【新美南吉傑作童話集】 

「ごん狐」「手袋を買いに」 

「でんでんむしのかなしみ」「おじいさんのランプ」 

 (51分) 
 

１月２１日（土） 

【チルビー】 

「そのつもり」「駅のおかあちゃん」 

「リュックのおしごと」 

    (22分) 
 

１月２２日（日） 

【いたずら子ネコ ６つのおはなし】 

 

                    (45分) 

１月２８日（土） 

【雪の女王】 

雪の女王にさらわれたカイを助けるため、旅に出た

少女・ゲルダ。さまざまな人々に助けられ、氷の宮

殿へ向かいます。 

                                   (63分) 
 

１月２９日（日） 

【世界名作アニメ オズの魔法使い】 

ドロシーは子犬のトートーといっしょにたつまき

にまきあげられて、オズという魔法の国に飛ばされ

てしまいました。 

（42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。 

 


