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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/
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『世界の一流ショコラ図鑑』
講談社 編

　ショコラ好きの人なら絶対見
逃せない高級チョコレートのガ
イド本。
　小箱に並ぶ芸術品のようなチ
ョコレートは、見ているだけで
もそのおいしさが伝わってくる。
ベルギーやフランスなど世界
の一流チョコレート店の味やこ
だわり、価格、購入方法なども
掲載され、今年のバレンタイ
ンデーには最適のお役立ち本。

一般書 児童書

白銀ジャック ……………………………東野　圭吾 著
歌うクジラ（上・下） ……………………村上　龍 著
神様のカルテ２ …………………………夏川　草介 著
マボロシの鳥 ……………………………太田　光 著
通りゃんせ ………………………………宇江佐　真理 著
禁煙はじめました ………………………伊藤　三巳華 著
闇を光に　ハンセン病を生きて ………近藤　宏一 著
親が死ぬまでにしたい55のこと（涙）　
………………………………………親孝行実行委員会　編
藤原さんちの毎日ごはん ………………みきママ 著
ぎゅ～っと抱きしめ子育て法 …………安部　朋子 著
プラハ迷宮の散歩道 ……………………沖島　博美 著
神谷流創作折り紙に挑戦！ ……………神谷　哲史 著
文士の私生活……………………………松原　一枝 著

だいこんだんめんれんこんざんねん 加古　里子 著
マリーアントワネット物語　上 …… 藤本　ひとみ 著
The MANZAI 6 …………………… あさの　あつこ 著
ガフールの勇者たち10………… キャスリン・ラスキー　著
ねこざかなとうみのおばけ（絵本） … わたなべ　ゆういち 著
十二支のしりとりえほん（絵本） …… 高畠　純 著
小学生の電子レンジのおやつマジック
どこどこ？セブン12（絵本）

ＣＤ

KARA BEST 2007-2010 ………… KARA
爆笑スーパーライブ第4集！ ……… 綾小路きみまろ
クラプトン …………………………… エリック・クラプトン
序奏～プロローグ～ ………………… TSUKEMEN
NHKおかあさんといっしょ最新ベストコロンパッ

『ハーバード白熱教室講義録＋東大特別授業（上・下）』
マイケル・サンデル 著　早川書房

　ハーバード大学の政治哲学の
教授による人気講義の翻訳本。
　「莫大な寄付金での裏口入学
は正しい行為か」「営利目的で
の代理出産は幼児売買か」など、
いくつかの実例と古今の哲学者
の思想を織り交ぜながら議論を
繰り広げる。身近な問題から「哲
学」を深めるベストセラー本。
　東京大学特別授業「イチロー
の年俸は高すぎる？」なども併
録。

『Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｐｌａｎｅｔ！　ワンダフル・プラネット！』
野口　聡一 著　集英社インターナショナル

　宇宙飛行士の野口聡
一さんが、国際宇宙ス
テーションでの 163 日
の滞在中に撮り続けた
写真とつぶやきの数々。
　地上 400 キロメート
ルからの地球の姿は、
文明も自然遺産も、森
林伐採による土壌流出の姿でさえ、まるで絵画
のように見える。地球の周りを何千回も移動す
る中で、ツイッターを通じて地上へ配信せずに
はいられなかった完璧な美しさ。珠玉の写真集。

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

1／25
（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

1／26
（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

2／1
（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

2／2
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

2／8
(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

2／9
（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

2／15
（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 1 月の星空☆
　南東の空、オリオン座の南に今年の干支のう
さぎ座が見えます。小さい星座ですが、星を結ぶ
と胴体と2つの耳、前足、後足、尻尾が分かり、
探しやすい星座です。
　うさぎ座の東には、おおいぬ座が見えます。一
番明るい星シリウスと東に見えるこいぬ座のプロ
キオン、オリオン座のベテルギウスを結んででき
るのが、冬の大三角と呼びます。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　1 月 22 日（土）午後 2 時～
　ところ　集会室
　題　名　『ホッタラケの島～遙と魔法の鏡～』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　1 月 15・16・23・29・30 日
　　　　　2 月 5・6・12・13・19・20・27 日
　　　　　午後 2 時～
　ところ　「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　1 月 15・22・29 日
　　　　　2 月 5・12・19・26 日
　　　　　午後 2 時 30 分～
　ところ　おはなしコーナー

合志図書館の臨時休館のお知らせ
　『ふるさと自慢うた自慢』の開催に伴い、1月 27日
（木）・28日（金）の両日、合志図書館が臨時休館
になります。
　大変ご迷惑をおかけしますが、西合志図書館・泉
ヶ丘市民センター図書館は通常通り開館していますの
で、ご利用ください。

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

第３回子どもの読書活動推進講座
対　象　�0 歳から1歳のあかちゃんとその保護者・

あかちゃん対象のおはなし会に関心のある
人・読み聞かせボランティアなど

参加費　無料
申し込み・問い合わせ先　合志図書館

　五感に響く体験を！経験豊かな講師と一緒に楽しみ、
これからのあなたの生活の中に生かしてみませんか。
と　き　2月20日 (日 )午前11時から1時間程度
ところ　ヴィーブル 2階「和室・茶室」
テーマ　「あかちゃんといっしょに楽しむ絵本とわらべうたの世界」
講　師　吉川　法子さん
　　　　（�熊本市東部公民館おはなしの部屋代表・県

立図書館・公民館・小学校・保育園など
で幅広く活躍中）

1・2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）
1月11日（火）・17日（月）・24日（月）・31日（月）
＜合志図書館のみ臨時休館＞27日（木）・28日（金）
2月7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）

KOSHICITY PUBLIC RELATIONS
2011 広報こうし1月 16KOSHICITY PUBLIC RELATIONS

2011 広報こうし1月17


