
 発行所 姶良市立中央図書館 

2019 年 12 月号 
TEL 0995-64-5600 
図書館ホームページアドレス 

                                      http://lib-aira.jp/ 
   

《新着資料紹介》（一部です） 

一般書 

「哲学の解剖図鑑」               小須田 健 

「100 年前から見た 21 世紀の日本」     大倉 幸宏 

「10 歳若くなる声トレ･のどトレ･歌トレ」 玉澤 明人 

「すぐわかる正倉院の美術」         米田 雄介 

「いちからわかる円山応拳」           岡田 秀之 
「古典の裏」                   松村 瞳 
「紅子」                  北原 真理 

「生命式」               村田 沙耶香 

「ひみつのしつもん」          岸本 佐知子 

「特別ではない一日」           我妻 俊樹他 

「イラストでわかる疲れないカラダの使い方図鑑」        木野村 朱美 

「87 歳と 85 歳の夫婦甘やかさない、ボケさせない」  神津 善行/中村 メイコ          

 児童書 

「お札に描かれる偉人たち」         楠木 誠一郎 

「日本のスゴイ科学者」        日本科学未来館 

「マンボウは上を向いてねむるのか」    澤井 悦郎 

「まよなかのくしゃみたいかい」         中村 翔子 

「チ･ヨ･コ･レ･イ･ト！」          ばん ひろこ 

「みみみみ」                川之上 英子 

「アーサー王のひひひひひまご」    ケネス・クレーグル 

「どこ？」                  山形 明美 

「気象キャラクター図鑑」          筆保 弘徳 

「ギリシャ神話」               橘 伊津姫 

「しろいしろいころわん」        間所 ひさこ 

 

中央図書館特別整理期間 休館のお知らせ 

1２月 2 日（月）～１2 月１６日（月） 
 

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、加治木図書館、

蒲生公民館図書室及び各地区公民館図書室カウンターへ

の返却をお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

大好きなぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しみませんか。 

その後、ぬいぐるみは図書館におとまりします。 

おとまりしたぬいぐるみは図書館で何をするのかな？ 
 

日 時：令和２年 1 月 19 日（日） 

（午後 2 時 30 分～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１8 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（日）～１月３日（金） 
 

 上記の期間は年末年始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(土)以降直接カウンター

への返却をお願いいたします。 

     

 

   
   12 月                        １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 29 30 31

       
※12月 2日（月）～12月 16日（月）特別資料整理休館日        ※1月 14日（火）祝日振替休館日 

※12月 26日（木）資料整理休館日                   ※1月 23日（木）資料整理休館日 

※12月 29日（日）～1月 3日（金）年末年始休館             

☆おはなしだっこの会（乳幼児向けのおはなし会） 

１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 

１２月２１日（土）  

１月 ４日（土）    １月１８日（土） 

午後３時から おはなしコーナーにて 

休館日 開館：9 時  

閉館：平日 19 時 土日・祝日 18 時  
 

【北朝鮮人権侵害問題啓発習慣】 

12月10日～16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

です。拉致問題についての関心と認識を深めましょう。 

【体をあたためて冬を乗り切ろう】 

寒い冬を吹き飛ばす、あったか～い本大特集！ 

【年末年始の準備】 

今年もいよいよラストスパート！年末年始に向け

てのお役立ち本を展示しています。 

 



 ２０１９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 18日（水）・21日（土） 

【 手 紙 】 

小さな町で長年郵便配達員をしている大森恒一

は“一度も手紙を無くした事がない”それが彼の自

負であった。ところがある日、配達するはずの郵便

物が配達バイクごと盗まれてしまう。手紙のひとつ

ひとつには見えない愛情や物語が込められている。

「必ず手紙を届ける」。恒一の命を懸けた捜索が始

まった。 

出演：古谷 一行 風吹 ジュン  丸山 秀美  

（2002 年／日本／１時間４７分／カラー／字幕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月 25日（水）・28日（土） 

【 舞踏会の手帖 】 

夫を亡くしたクリスティーヌは、昔の手帳を手

に、社交界デビューの夜にワルツのお相手をしてく

れた男たちの今の姿を訪ね歩く。7つの話を収めた、

オムニバス映画の最高傑作のひとつ。 

出演：マリー・ベル フランソワーズ・ロゼー 

 フェルナンデル 

（1937 年／フランス／2時間 1０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 

12月１日（日） 

【世界名作アニメ】 

「宝島・にんじん」    (44分) 

 

12月 21日（土） 

【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） 

 

12月 22日（日） 

【クリスマスの鐘・マッチ売りの少女】 

(30分) 

 

 

 

 

 

 

 

12月 28日（土） 

【雪の女王】 

   （63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。         

 


