
星空
観望会

市立図書館のホームページで、蔵書の検索ができます http://koshi-library.coda.ne.jp/

◆毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、その翌日が休館）
◆毎月末日（末日が土・日・祝日の場合は開館）

5・6月の休館日
◆毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日が休館）
◆毎月末日（末日が土・日・祝日の場合は開館）
5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）
6月7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）・30日（水）
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『ゲゲゲの女房』
武良　布枝 著　実業之日本社

　今春から始まったNHK朝
の連続ドラマ「ゲゲゲの女
房」の原作本。
　著者は漫画家水木しげる
夫人で、夫の人となりを随所
に織り込みながら、極貧の新
婚時代から人気漫画家にな
っていく過程での苦悩や孤
独を、妻の目を通して描き、
人生観として「終わりよけれ
ばすべてよし!!」と現在の心
境をつづっている初エッセ
イ本である。

子ども格差� 尾木　直樹
総理の娘� 石見　隆夫

一般書

十津川警部長良川心中� 西村　京太郎
感応連鎖� 朝倉　かすみ
セシルのもくろみ� 唯川　恵
ボクハ・ココニ・イマス� 梶尾　真治
スギハラ・ダラー� 手嶋　龍一
ナニカアル� 桐野　夏生
スターバト・マーテル� 篠田　節子
あとより恋の責めくれば� 竹田　真砂子
血　戦� 楡　周平
麗しき花実� 乙川　優三郎
僕の明日を照らして� 瀬尾　まいこ
謎斬り右近� 中路　啓太
ももこのまんねん日記� さくら　ももこ
老いてこそ上機嫌� 田辺　聖子

児童書
カエルの知られざる生態� 松橋　利光
せかいいちの名探偵� 杉山　亮
ねこざかなのたまご（絵本）� わたなべゆういち
べべべんべんとう（絵本）　　� さいとうしのぶ
くまさんおでかけ(絵本)　　� 　中川　李枝子

CD
5�years　　　　　　　　　　� 木村　カエラ
ビリーヴ　　　　　　　　　　� オリアンティ
グラミー・ノミニーズ2010
イマージュ　10
マイ・フィギュア・スケート・アルバム　2

『いちばんじゃなくて、いいんだね。』
松野　明美 著　アスコム

　熊本県出身の元マラソン選手、松
野明美さんの自身の半生とダウン
症の息子との絆を描いた子育て記。
　障がいをもつ次男・健太郎くんと
正面から向き合うまでには、多くの
葛藤や苦しみもあったと松野さんは
語ります。
　子育てを通して「人生は人との競
争じゃない、いちばんじゃなくてもい
い」と気付き、少し周囲に甘えること
で、世界が広がっていったという松
野さん。前向きな気持ちになる一冊
です。

『ロスト･シンボル』上･下
ダン･ブラウン 著　角川書店

　「天使と悪魔」、「ダ・ヴィンチ・コ
ード」に続く、ダン・ブラウン待望
の新作。
　ワシントンD.Cを舞台に主人公
ラングドンが、数々の危機を乗り
越えながら、「フリー･メイソン」の
謎を追いかける。スピーディーで
ハラハラドキドキの展開はもとよ
り、フィクションの中に実在の建
造物や史実を巧みに織り交ぜ、読
者を楽しませてくれる技はさすが。
　極上のエンターテインメント小
説をどうぞ。

移動図書館車「ひまわりドンちゃん号」巡回 ※����移動図書館車の貸出し時間は、約20分です。
早めにお越しください。

月　日 巡回地 時　間

5/11日
（火）

灰塚区構造改善センター
合生文化会館
黒松区公民館
上生区禁酒記念碑前

13:30
14:00
14:30
15:00

5/12日
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

5/18日
(火)

みずき台東側公園
みずき台集会所予定地
東須屋区公民館
須屋市民センター
上須屋学習センター

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

月　日 巡回地 時　間

5/19日
（水）

新開水源地
新開区公民館
黒石区公民館
黒石市民センター
農研宿舎A棟前

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

5/25日
（火）

南陽区公園前
西須屋団地区集会所前
県営住宅区5棟前駐車場
榎の本元気な家ひまわり前

13:30
14:00
14:30
15:00

5/26日
（水）

合志中央団地前
みどり館
タカキ畳店駐車場
弘生区集落センター

13:30
14:00
14:30
15:00

月　日 巡回地 時　間

6/1 日
（火）

つどいの広場（わかば）
堀川区公民館
ふれあい館ディセンター
ユトリック区公民館前
北区構造改善センター

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

6/2 日
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

6/8 日
（火）

灰塚区構造改善センター
合生文化会館
黒松区公民館
上生区禁酒記念碑前

13:30
14:00
14:30
15:00

毎週土曜日

受 付 時 間
場　　 所
参 加 費

問い合わせ先

午後7時30分～9時
西合志図書館天文台
無料

西合志図書館

※�雨天・曇天の場合中止します。
　来館前に電話でご確認ください。

☆自宅で観る5月の星空☆
　北の空高くに北斗七星が見えます。この
柄
ひしゃく

杓星の取っ手のカーブを延ばしていくと、う
しかい座のアルクトゥールスが見えます。
　さらにカーブを延ばしていくとおとめ座のス
ピカが見えます。このカーブを春の大曲線と呼
びます。

西合志図書館 合志図書館

5月22日（土）午後1時～
西合志図書館「集会室」
『つみきのいえ』
『はじめましてトーマス』

毎週土・日曜日　午後 2時～　
5月8･9･15・16・23・29・30日
6月5･6･12・13・19・20・27日
西合志図書館「おはなしの部屋」

と　 き
ところ
題　 名

と　 き

ところ

○マインドシアター（入場無料）

○おはなし会（入場無料）

毎週土曜日　午後2時30分～
5月15・22・29日
6月5・12・19日
合志図書館「おはなしコーナー」

と　 き
 

ところ

○ふれあいおはなし会（入場無料）

西 合 志 図 書 館 （☎２４２－５５５５）
合 志 図 書 館 （☎２４８－５７５４）
泉ヶ丘市民センター図書館 （☎２４７－１３１５）

　蔵書点検とは、図書館資料を1点ずつ全て確認することで、不明資料などの資料状態を把握し、図書館運営をスムーズにする
作業です。休館中はご迷惑をお掛けしますが、ご理解くださいますようお願いします。

期間　6月21日（月）～30日（水）　点検館　合志図書館・泉ヶ丘市民センター図書館　※�西合志図書館は通常どおり開館します。

蔵書点検に伴う臨時休館のお知らせ

図書館掲示板

第6回「創作どうわえほん」募集
　手づくりによる、愛情あふれる未
発表の「どうわえほん」作品を募集し
ています。詳しい募集内容は西合志
図書館までお問い合わせください。 ※応募作品の返却はできません。

※ジュニア賞は中学生以下を対象とします。　

問い合わせ先　西合志図書館

特選3万円　1席2万円　2席1万円
ジュニア賞　図書カード5千円
（各賞とも受賞者は1人です）

9月30日（木）
10月下旬

締切り日
発 表

賞 金
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