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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/

12・1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）

12月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
年末年始　12月28日（火）～1月4日（火）
1月11日（火）・17日（月）・24日（月）・31日（月）
　※ 1月27日（木）・28日（金）は合志図書館のみ臨

時休館です。
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ごう

　姫たちの戦国　上・下』
田渕　久美子�著　日本放送出版協会

　織田信長の妹である市
いち

の三
女、江

ごう

を主人公に、戦乱の世
を力強く生き抜いた浅井三姉
妹の波瀾の生涯を描いた歴史
小説。大河ドラマ『篤姫』を
手掛けた脚本家らしい筆さばき
で登場人物の個性を鮮やかに
写し出している。2011 年 1 月
から始まるNHK 大河ドラマの
原作でもある。

一般書 児童書

ある日自分へ……………………………相田　みつを 著
再生………………………………………石原　慎太郎 著
十字軍物語　1 …………………………塩野　七生 著
もっとおいしい！タジン鍋 ……………野澤　幸代 著
8歳からのお給料袋 ……………………野中　ともよ 著
図解絶対感覚ゴルフ ……………………田原　紘 著
おしんの遺言 ……………………………橋田　壽賀子 著
マンチュリアン・リポート ………………浅田　次郎 著
往復書簡…………………………………湊　かなえ 著
三国志　第9巻 …………………………宮城谷　昌光 著
壱里島奇譚………………………………梶尾　真治 著
マリアビートル …………………………伊坂　幸太郎 著
クロエとエンゾー ………………………辻　一成 著
温泉＆やど九州＇11

獣の奏者外伝　　刹那……………… 上橋　菜穂子 著
都会のトム＆ソーヤ８ ……………… はやみね　かおる 著
ふしぎの家のアルバイト …………… 石和　仙衣 著
太陽と光しょくばいものがたり …… 藤嶋　昭 著
ルラルさんのたんじょうび(絵本) … いとう　ひろし 著
にょきにょきのき（絵本） …………… 斉藤　洋 著
いちばんあいされてるのはぼく（絵本） 宮西　達也 著

ＣＤ

ＬＩＶＥ ………………………………… ＮＥＷＳ
ハナミズキ …………………………… 一青窈
ア・サウザンド・サンズ ……………… リンキン・パーク
天装戦隊ゴセイジャー＆最新スーパー戦隊
Ｒ40本命歌謡曲　2

『プーさんの森にかえる』
デイヴィッド・ベネディクダス�著　小学館

　1926 年 に A・A・ミル ン
が発表して以来、世界中で愛
され、世代を超えて読み継が
れてきた本『くまのプーさん』。
本書はイギリスの小説家による
続編であり、『くまのプーさん』
の知的所有権の管理者より「原
作の精神と質の高さを受け継
いでいる」と最大の賛辞を受
けた本。80 年前と少しも変わ
らないプーと仲間たち。ぜひと
も原作と併せてどうぞ。

『知覧　六月三日の邂
かいこう

逅』
西山　慶尚�著　文芸社

　知覧の特攻平和会館を訪れ
た「私」は、かつて特攻隊の
兵士だった男性と出会う。彼は、
出撃したもののエンジンの故障
と偽って引き返した過去を語る。
その後、行方が知れない男性
の消息を追い、「私」はある事
実を知る。
　著者の忘れようにも忘れられ
ない人生が投影された戦争の
傷跡を描く表題作ほか、7 篇を
収録した短編小説集。　

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

12／21
（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

12／22
（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

1／5
（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

1／6
（木）

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

1／11
(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

月　日 巡回地 時　間

1／18
（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

1／19
（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12月の星空☆
　12 月になると、東の空から明るい星が多い冬
の星座が昇ってきます。
　1 等星ベテルギウス、リゲルと中央の三ツ星が
目立つオリオン座、カペラを含む 5 角形のぎょ
しゃ座、カストルとポルックスが並んでいるふた
ご座などが見えます。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　12月25日（土）午後2時～
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　名　『ミッキーのクリスマスの贈りもの』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　12月4・5・11・12・18・19・26日
　　　　　  1月8・9・15・16・23・29・30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　12月4・11・18・25日
　　　　　  1月8・15・22・29日
　　　　　午後2時30分～
　ところ　合志図書館「おはなしコーナー」

第3回ふれあい読書講座
　ところ　西合志図書館「集会室」
　題　目　有吉　佐和子　作「恍惚の人」
　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　西合志図書館

　1972年出版当時の流行語にもなったほどの名作。
「老い」という深刻な問題を、講師に分かりやすく解説
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　平成23年1月19日（水）
　　　　　午後2時～（2時間程度）

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

「第6回創作どうわえほん」受賞作品が決まりました 皆既月食観望会のお知らせ（入場無料）
特選「龍の茶わん」星野英俊さん（神奈川県）
一席「しあわせのことり」長谷川直美さん（熊本県）
二席「ちよばあちゃんはかくれんぼ」
　　 合志市社会福祉協議会キャラバンメイト部会さん（合志市）
ジュニア賞�「ミニカーのだいぼうけん」川田綾菜さん（香川県）
※ 応募作品は、西合志図書館（12月26日まで）と合志図書館（1

月8日から2月27日まで）展示しています。

と　き　12月21日（火）午後5時30分～
ところ　西合志図書館「天文台」
内�　容　完全に月がかくれてしまう天文現

象です。今回は月が欠け始めながら登っ
てきます。ぜひご参加ください。

※ 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。

休館日の資料の返却について
　年末年始の休館中は、図書・雑誌のみ各館に設置している返
却ポストへ返却できます。
　CDやビデオテープ・DVD・紙しばいは、破損のおそれがありま
すので必ず開館日にカウンターにご返却ください！
（返却ポストの場所）
●西合志図書館…正面玄関左側
●合志図書館…ヴィーブル正面玄関左側
●�泉ヶ丘市民センター図書館・須屋支所…それぞれの施設の中
（12月29日～1月3日は施設閉庁のため返却できません。）
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