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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/

8・9月の休館日
◆毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館）
◆毎月末日（末日が土・日・祝日の場合は開館）

8月9日（月）・16日（月）・23日（月）・30日（月）・31日（火）
9月6日（月）・13日（月）・21日（火）・27日（月）・30日（木）
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『図説　ショパン』
伊熊　よし子 著　河出書房新社

　今日でも世界中の音楽
愛好家を魅了してやまない
『ショパン』。その素顔を知
り、作品に込められたヒュ
ーマンな感情表現の魅力
に浸ると、哀愁・慟哭(どう
こく)・恋心・憧憬(どうけい
)など多彩な表現に出会い、
「ピアノの詩人」と呼ばれる
理由が納得できる。カラー
写真や図版が多く、臨場感
に満ちている。生誕200年
の今年、読んでみたい本。

一般書 児童書

世界のニュースの基礎知識 ……………… 池上　彰
絵本処方箋………………………………… 落合　恵子
がんと一緒に働こう! …………………… CSRプロジェクト
荻原式デフレに負けない貯金術 ………… 荻原　博子
禁煙ごはん ………………………………… 阿部　眞弓
いつも上を向いて ………………………… マイケル・J・フォックス
おくりびと第二章 ………………………… 小山　薫堂
子どもが育つ論語の言葉 ………………… 齋藤　孝
討ちて候（上・下） ………………………… 門田　泰明
火群のごとく ……………………………… あさの　あつこ
小暮写眞館………………………………… 宮部　みゆき
憚りながら ………………………………… 後藤　忠政
夜行観覧車………………………………… 湊　かなえ
かわいい写真でつくる手紙と雑貨

ぼくんちのテディベア騒動 ……………… クリス・ダレーシー
ザバ～ン!オ・ド・ロ・キ海百科
Q&A式しらべるサッカー　1
きかんしゃトーマス伝説の英雄（絵本）
ピッキーとポッキーのかいすいよく（絵本）
パンダコパンダ（紙芝居）

CD
ヴォーカリスト4 ………………………… 徳永　英明
JUJU ……………………………………… JUJU
龍馬伝1　NHK大河ドラマ/オリジナルサウンドトラック
No　Reason　2 ………………………… 高橋　真梨子
レイモンドVレイモンド …………………… アッシャー

『江戸の暮らし　完全版』
双葉社

　庶民が作り上げた文化が
開花し、世界に類を見ないほ
どの華やぎと賑わいに溢れて
いた江戸時代。実際に見るこ
とはできない当時の町並みと
生活スタイルを浮世絵とCG
で再現したビジュアルブッ
ク。
　長屋の間取りから庶民の
食文化、年中行事など見事に
再現され、時代小説を読む際
のガイド本としてもオススメ
の1冊。

『母―オモニ―』
姜尚中　著　集英社

　在日韓国人二世で政治学
者である著者の初の自伝的小
説。遺品の中から見つかった
テープは、文字の書けなかった
母から息子への遺言であった。
「オモニが字ば知っとったら、
いろんなもんば書いて残しとく
ばってんね」と語る母の生涯を
綴っている。
　激動の時代を「在日」として
生きてきた親子二代の軌跡を
辿り、母とは、そして家族とは何
かを問う話題作。

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

8/10
(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
（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

8/17
(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

月　日 巡回地 時　間

8/18
（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

8/24 
（火）

つどいの広場（わかば）
堀川区公民館
ふれあい館デイセンター
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

9/1
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

月　日 巡回地 時　間

9/7
(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

9/14
(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

9/15
（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8月の星空☆
　頭の真上にこと座のベガが見えます。その南東
側にわし座のアルタイル、北東側にはくちょう座
のデネブが見えます。この3つの星を結ぶ三角形
を夏の大三角と呼びます。
　天の川は北の空から、夏の大三角を通って南の

いて座、さそり座の辺りを通っています。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　8月28日（土）午後2時～
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　名　『トムとジェリー　テイルズ3』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　毎週土・日曜日　午後2時～
　　　　　8月14・15・21・22・29日
　　　　　9月4・5・11・12・18・19・26日
　ところ　西合志図書館「おはなしの部屋」

と　　き　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～
　　　　　8月14・21・28日
　　　　　9月4・11・18・25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）

菊池郡市童話発表大会

お父さんお母さんのための読み聞かせ塾

西合志図書館問い合わせ先

夏休みスペシャルおはなし会

　小さなストーリーテラーによるスペ
シャルなおはなし会を開催します。
　テレビや映画とは違う、人の生の声
が、優しい時間を創ります。たくさんの
参加をお待ちします。（入場無料）

と　き　8月20日（金）午後2時～

ところ　西合志図書館「集会室」

内　容　�小・中学生ボランティアによ
る絵本の読み聞かせや影
絵、人形劇など

問い合わせ先　西合志図書館

　7月29日(木)に開催した合志市童話発表大会で選考された3人の児童が、市の
代表として出場します。�出場者名・発表作品など詳しくはお問い合わせください。

と　き　8月19日（木）午前9時30分～

ところ　菊陽町図書館ホール

問い合わせ先　西合志図書館

と　き　8月11日（水）午後7時30分～

ところ　ヴィーブル2階「研修室」（入場料無料）

講　師　子育て支援ワーカーズ
　　　　ぺぺぺぺらん代表　高野和佳子さん

内　容　読み聞かせの意義・方法・選書についての講話のあと質疑応答

対　象　保護者・教諭・保育士など子どもに関わるすべての人

申し込み・問い合わせ先　合志図書館

図書館掲示板
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