
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/

7・8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）

7月5日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月）
8月2日（月）・9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）・31日（火）
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『裁判員　もうひとつの評議』
小杉　健治 著　日本放送出版協会

　裁判員制度が施行され
てから1年。選ばれる可能
性は誰にでもあるが、その
実態を知ることは難しい。
本書では裁判員裁判の知
られざる真実の姿が、裁
判員の視点からリアルに
描き出される。「死刑。この
判決は、本当に正しかった
のか？」判決にかかわっ
た裁判員たちの心の葛藤
や苦悩を描ききる、リアル
な司法ミステリー。�

一般書 児童書

ソルハ ……………………………………… 帚木　蓬生
不等辺三角形……………………………… 内田　康夫
京都駅0番ホームの危険な乗客たち …… 西村　京太郎
0～1歳脳を育むふれあい育児 ………… 久保田　競
原点………………………………………… 原　辰徳
シングル介護 ……………………………… おち　とよこ
トリセツ・カラダ ………………………… 海堂　尊
「こうのとりのゆりかご」が問いかけるものちいさな言葉 … 俵　万智
朝イチでメールは読むな! ……………… 酒巻　久
なぜ9割もリピーターになるのか ……… 和田　佳子
おしゃれが好きな女の子の服 …………… まの　あきこ
自転車カスタム&ドレスアップBOOK
6%の明日　もう一度あなたのお母さんになりたい … キャシー　中島

えいご・のはらうた ……………………… 工藤　直子
パンパカパーンふっくらパン …………… 野中　柊
異常気象のサバイバル　1 ……………… ゴムドリco.
なぞなぞびっくり大百科 ………………… ながた　みかこ
ぶらんこギーコイコイコイ（絵本） ……… 角野　栄子
あかちゃんだっこ（絵本） ………………… いしかわこうじ

CD
小林愛実デビュー ………………………… 小林　愛実
倖田夾未BEST～Third　universe～＆8thA
……………………………………………… 倖田　夾未
こどもベスト図鑑16～このこえなあに、このおとなあに～

『知識ゼロからのダーウィン進化論入門』
佐倉　統 著　幻冬舎

　何となく知っているつもりの
「進化論」。タイトル通り何の予
備知識がなくても、ダーウィンの
人となりから進化論発表後の出
来事まで、分かりやすく一気に読
むことができます。
　宗教や人権問題など多彩な
要素を含んでいる進化論は、い
まだ私たちに問題を投げかけて
いるようです。ダーウィンの母方
の祖父が陶磁器の老舗ウエッジ
ウッドの創始者だったなど、豆知
識も豊富な一冊です。

『預言』
ダニエル・キイス　著　早川書房

　世界的ベストセラー「アルジ
ャーノンに花束を」の著者、ダニ
エル・キイスが12年ぶりに執筆
した待望の新作小説。
　若く美しく心を病んだ一人の
女性が、偶然に記憶の中に封じ
込められたテロリストの預言め
いた暗号により激動の渦へと投
げ込まれる。
　緊張と波乱に満ちた世界情勢
を見つめ続けてきた著者が9・
11以後の崩れていく世界を映し
出す物語。

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

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

7/21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

7/27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
榎ノ本元気な家ひまわり前

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

7/28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

8/3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

8/4日 
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

8/10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

8/11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7月の星空☆
　７月といえば七夕、東の空に織り姫（こ
と座のベガ）、彦星（わし座のアルタイ
ル）が見えます。
　南の空には赤い１等星アンタレスを
含むＳ字型のさそり座が見えます。その
となりには、いて座も見えます。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　7月24日（土）午後2時～
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　名　『崖の上のポニョ』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　毎週土・日曜日　午後2時～
　　　　　7月10・11・17・18・25・31日
　　　　　8月1･7・8・14・15・21・22・29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。

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～
　　　　　７月3・10・17・24・31日
　　　　　8月7・14・21・28日

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）

第4回合志市童話発表大会

暗幕の寄贈がありました!

ペルセウス座流星群観望会（入場無料）

7月10日（土）・11日（日）は、参議院議員通常選挙のため泉ヶ丘市民センター図書館は休館します。               

西合志図書館問い合わせ先

合志市立図書館まつり　作品募集！
　平成22年度合志市立図書館まつりの『読書感想文』
『わたしのすすめる本』の作品を募集します。感動を文
にしてみませんか?

募集作品　①読書感想文　②わたしのすすめる本

募集規定　縦書きで、400字詰め原稿用紙3枚以内
　　　　　文章の最初に（題・行政区名・氏名）を記入
　　　　　�文章の最後に出典（書名・著者名・出版社

名）を記入

募集資格　市内在住者

募集期限　9月10日（金）午後6時まで
　　　　　　�※�入選者は、11月開催の「文化フェステ

ィバル」で表彰します。

応募・問い合わせ先
　西合志図書館・合志図書館
　※�小・中学生には別に『本の帯』の募集をしています。
　　詳しくはお問い合わせください。

　合志市内の小学校から選ばれた子どもたちが表現豊かに童
話を語ります。入場・鑑賞無料です。

と　き　7月29日（木）午前9時開会

ところ　ヴィーブル「文化会館」

問い合わせ先　西合志図書館・合志図書館

　合志ライオンズクラブ（青木建二会長）から暗幕1枚の寄贈が
ありました。5月開催の子ども読書まつりのブラックパネルシアタ
ーに使用させていただきました。今後も図書館事業などに活用さ
せていただきます。ありがとうございました。

と　き　8月13日（金）
　　　　　午後7時30分～9時（雨天・曇天時中止の場合あり）

内　容　�7月20日から8月20日の間に出現するペルセウス座
流星群、今年は13日が最も多く現れます。

図書館掲示板
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