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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/

11・12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）
11月8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）・30日（火）
12月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）～1月4日（火）
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『刑務所の中の中学校』
角谷　敏夫 著　地方小出版

　昭和30年に誕生した刑務所
の中の公立中学校。そこには、
義務教育を修了していない受
刑者が全国から集まる。生徒は
皆、1日10時間の勉強の中で
自分と、犯した罪を見つめ直し、
生まれ変わろうとしている。
　35年間、当校の教壇に立ち
続けた教師が「学ぶことで人は
変われる」と説く、ドラマ「塀の
中の中学校」（平成22年文化庁
芸術参加）の原点。

一般書 児童書

ＮＨＫためしてガッテン 死なない！生きかた …北折　一 著
父は、特攻隊を命じた兵士だった。 ……小林　照幸 著
くまもと城下の地名 ……………………熊本地名研究会 編
ハンセン病文学全集5　評論 …………大岡　信 著
ｍａｍａ‘ｓ　ｃａｆｅ　ｖｏｌ．17

「サラ川」傑作選2 ………………………山藤　章二（他） 撰
マグロ船で学んだ人生哲学 ……………齋藤　正明 著
三千枚の金貨（上・下） …………………宮本　輝　　 著
楊令伝14 ………………………………北方　謙三　 著
つばさものがたり ………………………雫井　脩介　 著
やめられない ギャンブル地獄からの生還 帚木　蓬生　 著
紫房の十手………………………………佐伯　泰英　 著
龍馬伝1～3（大活字本） ………………福田　靖　 著

煮干しの解剖教室 …………………… 小林　眞理子　 著
かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！前編 原　ゆたか　 著
少年龍馬……………………………… 吉橋　通夫　 著
ヒックとドラゴン5 クレシッダー・コーウェル　著
10ぴきのかえるのあきまつり（絵本） 間所ひさこ 著
かくれているの　なにかななにかな？（絵本）
 リスベット・スレーヘルス　著
ＣＤ
借りぐらしのアリエッティサウンドトラック
キング・オブ・ポップ～ジャパンエディション～
………………………………………… マイケル・ジャクソン
山本譲二大全集……………………… 山本　譲二
Ｗｅ　ａｒｅ　ＳＭＡＰ！ ………………… ＳＭＡＰ
僕の見ている風景 …………………… 嵐

『西洋医がすすめる漢方』
新見　正則 著　新潮社

　著者は、元サイエンス至上主
義者で漢方嫌いだった外科医。
　それが、セカンドオピニオン
外来を通じて、西洋医学の限界
をある程度埋められるのが漢
方医療だと感じ、その魅力を語
っている。
　本書は、私的なエッセイと総
論、症例別の治療法や頻用漢
方薬の紹介などから構成され、
漢方や健康に関心のある人に
はお薦め。

『いつもココロに青空を。青空はつながっている。』
高橋　歩 著　（株）A-Works

　2008年11月、彼は自宅を引
き払い、仕事を整理して、家族4
人で世界へ旅に出る。飛行機や
船を乗り継ぎ、キャンピングカー
を運転しながら、意見の不一致
や、けんかもしょっちゅうだが、ま
るごと楽しみ、旅は続く･･･。
　写真を見ながら一緒に旅した
気分になるのもいいが、シンプ
ルで真っすぐな言葉は一歩踏み
出す勇気と、大切なものは何か
を教えてくれるような気がする。

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

11／17
（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

11／24
（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

11／30
（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

月　日 巡回地 時　間

12／1
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

12／7
（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

12／8
（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

月　日 巡回地 時　間

12／14
(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

12／15
（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

☆自宅で観る11月の星空☆
　北の空にはカシオペヤ座が見えます。5つの星
がWの形をしていて目立ちます。北極星に近く一年
中見られますが、秋の星座になります。
　南の空にはみなみのうお座が見え、秋の星座の
なかではただひとつの1等星フォーマルハウトが
輝いています。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　11月27日（土）午後2時～
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　名　『アイス・エイジ3』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　11月13・14・20・21日
　　　　　12月4・5・11・12・18・19・26日
　　　　　午後2時～

　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～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　11月13・20・27日
　　　　　12月4・11・18・25日
　　　　　午後2時30分～

第２回ふれあい読書講座

　直木賞受賞作家梅崎春生の作品の中か
ら戦後文学屈指の名作とも称えられる「幻
化」をもとに、今年度の講座共通テーマである
「人生の〈重さ〉」について解説していただき
ます。多数のご参加をお待ちしています。

　と　き　12月15日（水）
　　　　　午後2時～（2時間程度）

　ところ　ヴィーブル2階「研修室」
　題　目　梅崎　春生　作『　幻　化　』
　講　師　星永文夫�さん（俳誌「霏

ひ ひ

霏」主宰）

　参加費　無料
　申し込み・問い合わせ先　合志図書館

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

紙芝居がやってくる
　拍

ひょうしぎ

子木の音に誘われたら、そこに
は懐かしい「紙芝居屋さん」が。秋の
涼風の下、親子でお楽しみください。

と　き　11月28日（日）午後2時～
ところ　西合志図書館周辺
内　容　屋外での紙芝居上演
　　　　※自由に参加できます。
　　　　�雨天時は室内になる場合

があります。

問い合わせ先　西合志図書館
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