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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/

10・11月の休館日
◆毎週月曜日（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）

10月12日（火）・18日（月）・25日（月）
11月1日（月）・8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）・30日（火）
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『探査機はやぶさ７年の全軌跡』
ニュートンプレス

　2003年に宇宙科学研究所
が打ち上げた小惑星探査機「は
やぶさ」。数々のトラブルの中、
地球からおよそ3億キロメート
ル離れた小惑星を探査し、今年
6月14日に無事地球に帰還し
たニュースは記憶に新しい。
　本書は、その打ち上げから大
気圏突入までの苦難の旅の全
容と、世界初の快挙を成し遂げ
た日本のプロジェクトチームの
偉業を紹介。

一般書 児童書

日本人へ　国家と歴史篇�………………塩野　七生　著
ｔｗｉｔｔｅｒレシピ�……………………………木下　威征　著
作って楽しいアンパンマン�……………島田　明美　著
おひとりさま介護�………………………村田　くみ　著
筆談ホステス母になる�…………………斉藤　里恵　著
国民の遺書………………………………小林　よしのり　著
子どもの可能性を引き出すフィンランド式算数力メソッド�
　　………………………………………小林　朝夫　著
くじけないで�……………………………柴田　トヨ　著
いい医者いい患者いい老後�……………永　六輔　著
バイバイ、ブラックバード�………………伊坂　幸太郎　著
終わらざる夏（上・下）�…………………浅田　次郎　著
きな子日和�………………………………丸亀警察犬訓練所　監修
夜も昼も�…………………………………ロバート・Ｂ・パーカー　著

異常気象のサバイバル2�…………… ゴムドリｃｏ．著
どうしてそんなかお？虫�…………… 中川　ひろたか　著
絵でわかる「百人一首」�……………… 村田　正博　監修
ガフールの勇者たち　9�…………… キャスリン・ラスキー　著
七福おばけ団（絵本）………………… 大島　妙子　著
さよなら、おばあちゃん（絵本）� …… 西本　鶏介　著

ＣＤ
マイ・フェイヴァリット・ショパン�…… 辻井　伸行
テーマ・ソングコレクション�………… ビリー・バンバン
安全地帯11★STARTS★またね� … 安全地帯
ｍｙ　Classics２�……………………… 平原　綾香
MICROCOSM� ……………………… FLOW

『あんじゅう～三島屋変調百物語事続～』
宮部�みゆき�著　中央公論新社

　江戸は神田、袋物屋の三島屋
は主人の伊兵衛が一代で興し
た店である。そこに兄の一人娘
おちかが、実家である川崎宿の
旅籠『丸千』から行儀見習いの名
目でやって来た。許嫁（いいなず
け）を失って傷心のおちかを元
気づけようと伊兵衛は…。少し恐
くて温かい、一話語りの百物語。
　2008年に出版された『おそ
ろし～三島屋変調百物語事始
～』の続編。

『―読み聞かせ―世界を変えた人が、子どもだったころのお話』
ＰＨＰ研究所�編

　世界の偉人104人の子ども
時代を、わかりやすく魅力的な
文章で紹介。それぞれ約3分で
読み聞かせができ、思わず引き
込まれ、共感できるものばかり。
子どもたちは偉人の子ども時代
と自分を重ね合わせ、勇気づけ
られることと思う。
　また、お話を選ぶ際のワンポ
イントアドバイス、お子さんへの
声かけ例など、利用しやすくまと
められている。

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

10／13
（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

10／19
(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

10／20
（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

10／26
（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

10／27
（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

11／2
（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

11／9
(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

11／10
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

11／16
（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

☆自宅で観る10月の星空☆
　頭の真上にペガスス座が見えます。ペガススの胴体のと
ころは４つの星が四角に並んでいます。これを秋の四辺形
と呼びます。
　秋の四辺形の東にはアンドロメダ座が、南には木星が
輝いています。

西合志図書館

図書館まつり入賞作品の
表彰式を行ないます！

○おはなし会（入場無料）
と　き　10月9・10・16・17・30・31日
　　　　11月6・7・13・14・20・21・28日
　　　　午後2時～
ところ　西合志図書館「おはなしの部屋」

　合志市内の小・中学校と一般の皆さんからご応募い
ただいた「読書感想文」「わたしのすすめる本」「本の
帯」の入賞作品の表彰式を、合志市文化祭で行ないま
す。たくさんのご参加をお待ちしています！
と　き　11月6日（土）午前9時30分～
ところ　ヴィーブル1階「文化ホール」
※�オープニングで〝おはなしポケット〟さんによる朗読
劇があります。

と　　き　毎週土曜日
受付時間　午後7時～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　10月9・16・23・30日
　　　　　11月6・13・20・27日
　　　　　午後2時30分～
○リサイクル本
　合志市文化祭で「図書・雑誌のリサイクル」を行ないます。
と　き　11月6日（土）・7日（日）　午前10時～午後4時
ところ　ヴィーブル2階「研修室」・1階ロビー
※�西合志図書館での「図書・雑誌のリサイクル」は、10月
23日（土）・24日（日）の「図書館まつり」で行ないます。

第1回ふれあい読書講座

と　き　11月17日（水）午後2時～（2時間程度）
ところ　ヴィーブル2階「研修室3」
講　師　星永文夫さん（俳誌「霏

ひ ひ

霏」主宰）
題　目　南木佳士�作「阿弥陀堂だより」
対　象　本市在住または図書館利用者
参加費　無料
申し込み・問い合わせ先　合志図書館
※�詳しくは、チラシまたは図書館カウンターへ
　お問い合わせください。

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）

西合志図書館問い合わせ先

図書館掲示板

おやこ星空教室（入場料無料）
と　き　11月18日（木）午後7時～9時
　　　　※雨天・曇天のときも開催します。
内　容　�星図版や望遠鏡の使い方、星座の探し方

など、インストラクターが分かりやすく教
えます。

　　　　（雨天時、内容変更あり）
対　象　市内在住小学生（保護者同伴）
定　員　先着20組
申し込み・問い合わせ先　西合志図書館
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