
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/

6・7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）

6月14日（月）・21日（月）・28日（月）・30日（水）
7月5日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月）
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『もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの「マネジメント」を読んだら』
岩崎　夏海 著　ダイヤモンド社

　公立高校野球部のマネージ
ャーみなみが、偶然手にしたドラ
ッカーの経営書「マネジメント」
の教えをもとに仲間と力を合わ
せて甲子園を目指す青春物語。
　表紙はいわゆる“萌え”系であ
るが、「マネジメントの巨匠」とも
呼ばれたピーター・F・ドラッカ
ーが遺した名著『マネジメント』
のエッセンスを小説で学べる本
格的な１冊。

一般書 児童書

1Ｑ84　BOOK3…………………………… 村上　春樹
とんび………………………………………… 重松　清
モニタールーム……………………………… 山田　悠介
イノセント・ゲリラの祝祭……………… 海堂　尊
かーかん、はあい　子どもと本と私……… 俵　万智
幸せ上手…………………………………… 渡辺　淳一
山頭火の謎………………………………… 藤岡　照房
藤重の橋（上・下）…………………………… 澤田　ふじ子
冥談………………………………………… 京極　夏彦
毎日かあさん6……………………………… 西原　理恵子
親子でつくるカンタンかわいいおままごと…… MaＭan
龍馬のすべて………………………………… 平尾　道雄
池上彰の親子で新聞を読む！……………… 池上　彰

いとしのウルトラマン（絵本）……………… 宮西　達也
エディのやさいばたけ……………………… サラ・ガーランド
ほんとのおおきさ水族館…………………… 松橋　利光
NHKダーウィンが来た！7
青い目の王子………………………………… 三田　誠広
新13歳のハローワーク… ………………… 村上　龍

CD
元祖爆笑スーパーライブ第０集…………… 綾小路きみまろ
カバーズ2…………………………………… ジェロ
ドラえもん/テレビ主題歌大全集
ウクレレジブリ

『雑談力が上がる話し方』
斎藤　孝 著　ダイヤモンド社

　世の中、雑談力が実は苦手と
思っている人は意外と多いので
はないだろうか？
　もっと気楽に打ち解けて言葉
をつなげられたらと思う人に、こ
の本はちょっとしたコツやルー
ル、そして訓練すれば誰でもうま
くなると教えてくれる。雑談のい
つでもサクッと切り上げられるそ
の気楽さが、場を和ませ相手との
「気持ちのいい空気」を作る。雑
談力はコミュニケーション力で
あり、生き方である。

『わたしとあなたと、黒い犬』
マシュー&エインズリー･ジョンストン 共著　メディア総合研究所

　うつ病患者を支える人たちへのメッセ
ージ絵本。うつ病を抱えた夫による「ぼ
くのなかの黒い犬」に続く作品で、今度
は妻も加わり、支える
側からその対処法を
発信している。同じ悩
みを持つ人たちへの
取材と自らの体験と
に裏打ちされた多くの
アイディアは、具体的
で分かりやすい。子ど
もたちへ伝えるときに
も、助けになる一冊。

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

6/9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

6/15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

6/16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

6/22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

6/23日
（水）

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

7/6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

月　日 巡回地 時　間

7/7日
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

7/13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

7/14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

☆自宅で観る6月の星空☆
　南の空高くにうしかい座のアルクトゥ
ールス、おとめ座のスピカ、しし座のデ
ネボラを結ぶ春の大三角が見えます。
　東の空から、こと座、さそり座など夏
の星座が見えるようになってきました。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　6月26日（土）午後2時～
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　名　『ゲゲゲの鬼太郎 日本爆裂 劇場版』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　毎週土・日曜日　午後2時～　
　　　　　6月12・13・19・20・27日
　　　　　7月3・4・10・11・17・18・25・31日
　ところ　西合志図書館「おはなしの部屋」

毎週土曜日

受付時間　午後7時30分～9時
場　　所　西合志図書館「天文台」
参 加 費　無料
※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。

○部分月食観望会（入場無料）
　と　き　6月26日（土）
　　　　　午後7時30分～9時
　　　　　（雨天・曇天時中止の場合あり）
　内　容　月が欠け始めてから昇ってきます。
　　　　　�午後8時38分頃、月食が最大になります。

○七夕特別講演会（入場無料）
　と　き　7月7日（水）
　　　　　午後7時30分～9時
　　　　　（雨天・曇天時中止の場合あり）
　内　容　�七夕ゆかりのおり姫星や彦星を中心に、

初夏の星空を観察します。

合志図書館
○ふれあいおはなし会（入場無料）
　と　き　毎週土曜日　午後2時30分～
　　　　　6月12・19日
　　　　　7月3・10・17・24・31日
　ところ　合志図書館「おはなしコーナー」

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）

雑誌の還元について

蔵書点検のため、6月21日（月）～30日（水）は合志図書館・泉ヶ丘市民センター図書館を休館します。

西合志図書館

問い合わせ先

　「夏休みスペシャルおはなしかい」を手伝ってくれる
小学生（高学年）と中学生のスタッフを募集します。
　パネルシアターや読み聞かせを図書館の職員と一
緒にしてみませんか？
申込期限　6月25日（金）まで
対　　象　小学5・6年生～中学生（市内在住）
募集人数　6人程度
内　　容　�8月20日（金）午後2時から西合志図書館で行なうおはなし会で、パ

ネルシアターや絵本の読み聞かせなどを行ないます。詳しくは図書
館にお尋ねください。

●申し込み・問い合わせ先　西合志図書館

　7月から保存期限が過ぎた雑
誌の還元（リサイクル）を行ない
ます。
　必要な人は、どうぞお持ち帰り
ください。

実施日　7月から随時
ところ　西合志図書館ロビー
　　　　（�合志図書館・泉ヶ丘市

民センター図書館は
すでに実施済み）

対 象雑誌　�保存期限の切れた週刊
誌・隔週刊誌

●問い合わせ先　西合志図書館

「夏休みスペシャルおはなしかい」
ボランティア大募集

図書館掲示板
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