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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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『本は、これから』
池澤　夏樹 編　岩波新書

　昨年黒船のごとくiPad、リーダ
ー、キンドルと次々に端末が発
売され、今年は日本でも電子書
籍の市場が急拡大すると言われ
ている。本書は、書店、図書館、作
家、読み手など37人が、それぞ
れの立場から紙の本の魅力と電
子書籍について思いを寄せて
いる。わたしたちは電子化により
何を得て、何を失うのか･･･。本
を愛する人、必読のエッセイ集。

一般書 児童書

洋子、やっぱりいってしまったのか ……長門　裕之 著
最後のときを見つめて………… ターシャ・テューダー　著
体脂肪計タニタの社員食堂　続 ………タニタ 著
揺れるいのち… 熊本日日新聞「こうのとりのゆりかご」取材班　編
ようこそ、ちきゅう食堂へ ……………小川　糸 著
若様組まいる ……………………………畠中　恵 著
砂の王国（上・下） ………………………荻原　浩 著
脳がよろこぶ話 …………………………茂木　健一郎　著
１分間で大切な仕事を片づける技術 …齋藤　孝 著
細川三代…………………………………春名　徹 著
宇宙は何でできているのか ……………村山　斉 著
風の中の櫻香……………………………内田　康夫 著
坂ものがたり ……………………………藤原　緋沙子　著
江～波瀾と愛憎の生涯～ ………………中島　道子 著
シリコンスチ―マーで野菜たっぷり！美人レシピ

ロボットとの付き合い方、おしえます。 瀬名　英明 著
親子で遊べるだいすき！おりがみ … 新宮　文明 著
こうすればきれいな字が書ける …… 青山　浩之 著
夢みるポプリと三人の魔女………… あんびる　やすこ著
鍵の秘密……………………………… 古市　卓也 著
かぜがふいてきた･･･（絵本） ……… いもと　ようこ 著
にこにこおかお（絵本）……………… とよだ　かずひこ著
ギネス世界記録　２０１１………… クレイグ・グレンディ編

ＣＤ

いきものばかり ………………… いきものがかり
デンジャー・デイズ …………… マイ・ケミカル・ロマンス
亜矢・三波春夫を唄う ………… 島津　亜矢
最新！フィギュア・スケート・ミュージック2010-2011
ピタゴラスイッチ　うたのCD

『絶対やってはいけない！負ける面接100』
常見　陽平 著　マガジンハウス
　新就職氷河期の真っただ中。勝
つためのマニュアル本はよく目にす
るが、「負ける面接」の事例を集め
ているのはとても珍しい。著者は、実
際に企業で採用担当を経験し、現
在は人材コンサルタントとして年間
7千人の就活生と面接している。新
卒の学生だけでなく、転職活動中の
人にも役立つ内容。面接で痛い思
いをしている人は、この本で内定へ
の一粒の種を見つけてもらいたい。

　今どきは家庭のベランダや
庭に、花より野菜をよく見かけ
る。本書はこれから家庭菜園
を始めようと考えている、ある
いはすでに始めている人にも納
得の知識が詰まっている。互い
の害虫を激減させる「混ぜ植
え」の方法や収穫した野菜の
調理法、自家採種にエネルギ
ー自給などなど、菜園から限り
ない可能性が見えてくる。

『イラストでわかる有機自給菜園』
金子　美登 著　家の光協会

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

２／16 
（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

2／22
（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

3／1
（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

3／２
（水）

辻久保学習センター
くぬぎ園・ケアハウス

13:30
14:00

3／８
(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

3／９
（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

3／15
（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 2 月の星空☆
　南の空、オリオン座のとなりにはおうし座が見
えます。1 等星アルデバランを中心に周辺の星団
の星を結んでいます。牛の首あたりに見えるのが

M45 プレアデス星団です。日本では古くからす
ばると呼ばれ、肉眼でも5 ～ 7 個の星の集まりを
見ることができます。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　2 月 26 日（土）午後 2 時～
　ところ　集会室
　題　名　『ブラックジャック劇場版』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　2 月 5・6・12・13・19・20・27 日
　　　　　3 月 5・6・12・13・19・20・27 日
　　　　　午後 2 時～
　ところ　おはなしの部屋

合志図書館
○ふれあいおはなし会（入場無料）
　と　き　2 月 5・12・19・26 日
　　　　　3 月 5・12・19・26 日
　　　　　午後 2 時 30 分～
　ところ　おはなしコーナー

○親子ふれあい講座
 　 　“エルマーのぼうけん”を親子で楽しく作り

ませんか。大好きな絵本の主人公を作り、実
際に手で触れる喜びで心満たされる温かなひ
とときを過ごしましょう。

　と　き　2 月 27 日（日）午前 10 時～
　　　　　（2 時間程度）
　ところ　ヴィーブル 2 階「和室」
　講　師　合志図書館職員
　内　容　フェルトでマスコット作り
　対　象　市内在住の親子など（30 組程度）
　持ってくる物　ししゅう針、木綿針、まち針
　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）

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。

西合志図書館問い合わせ先

図書館掲示板

2・3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）
2月7日（月）・14日（月）・21日（月）・28日（月）
3月7日（月）・14日（月）・22日（火）・28日（月）・31日（木）

ペットを室内で
飼っている人にお願い

　最近、返却される図書館資料の破損が
多く、中でもペットによる噛みあと（主に室
内犬によるもの）が後を絶ちません。衛生
的にも、このような資料は次の利用者に提
供することができなくなります。
　軽度であってもペットによる破損があった
場合は弁償していただきます。
　図書館資料は、赤ちゃんを含めた市民
全体の共有財産です。借りた資料の管理
は充分にご注意ください。
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