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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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『無縁社会』

　“おひとりさま”“消えた高齢者”
の言葉が話題となった2010年、
ＮＨＫスペシャルでの「無縁社
会」を題材にした番組は大反響
を呼んだ。本書は、当番組の取
材班によるルポ。身元不明の「無
縁死」は年間 3万 2千人にのぼ
り、現代社会の人と人とのつな
がりの薄さを浮彫りにしている。
けっして他人事でないこの事実
に驚愕させられつつも、わたし
たちにできることは何か考えさせ
られる。

一般書 児童書

ＲＩＤＥ　池袋ウエストゲートパーク10 石田　衣良 著
帝国ホテルの不思議 ……………………村松　友視 著
夢を持ち続けよう！ ……………………根岸　英一 著
ズッコケ中年三人組ａｇｅ45 ……………那須　正幹 著
介護で仕事を辞めないために グループ・けあ＆けあ21編著
生ドーナツと焼きドーナツ ……………Sachi 著
つるかめ助産院 …………………………小川　糸 著
かくれ佛教 ………………………………鶴見　俊輔 著
天使の報酬………………………………真保　裕一 著
エルニーニョ ……………………………中島　京子 著
わが家の子育てパパしだい！ …………小崎　恭弘 著
家族新聞…………………………………浅田　政志 　　編
僕と妻の1778の物語 …………………半澤　律子 著
漂流　本から本へ………………………筒井　康隆 著
ユニクロと古着、経済的に得なのはどちらか …　森永　卓郎 監修

らくだい魔女と妖精の約束 ………… 成田　サトコ 著
私のパパウォルト・ディズニー… ダイアン・ディズニー･ミラー　著
ガフールの勇者たち　11……… キャスリン・ラスキー　著
ボクたちに殺されるいのち ………… 小林　照幸 著
チェブラーシカ ……………………… 百瀬　しのぶ 著
1ねん1くみの1にち（絵本） ………… 川島　敏生 　　作
のりものくれよん（絵本） …………… まつなが　あき 作
ぼく、仮面ライダーになる！オーズ編（絵本）…… のぶみ 作

ＣＤ

花菜～Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｔｈｉｎｇｓ～ … 植村　花菜
カニバル ……………………………… KE$HA
HOOT+6 …………………………… 少女時代

『リトル・シスター』
レイモンド・チャンドラー 編　早川書房 刊
　私立探偵フィリップ・マーロ
ウのもとに、オーファメイと名乗
る若い娘から、行方不明の兄を
探してほしいという依頼が舞い込
む。彼女の態度に違和感を覚え
ながらも調査を開始すると、行く
先々で殺人が起こる―。
　ハードボイルド小説の名手レ
イモンド・チャンドラーの作品を
『１Ｑ８４』の著者、村上春樹
が翻訳。

　「体脂肪　燃やして発電　出
来ないか」
　世情を反映した句、妻をテー
マとした句など、サラリーマン
の悲哀をユーモラスにうたった
シリーズも今回で最終巻。思わ
ず自分自身と照らし合わせてし
まう作品も。日常の不満も軽い
タッチの笑いですっきり！
　また、平成3年からのベスト
テンには時の流れを感じ、どこ
か懐かしい。

『「サラ川」傑作選ベストテン』
山藤章二　尾藤三柳　第一生命 選　講談社 刊

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

3／16
（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

3／29
（火）

つどいの広場（わかば）
堀川区公民館
ふれあい館デイセンター
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

4／5
（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

4／6
（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

4／12
(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

4／13
（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

☆自宅で観る 3 月の星空☆
　南東の空には冬の大三角、頭の真上にはカストル
とポルックスの明るい二つの星が並ぶふたご座など、
冬の明るい星座がまだ見えますが、東の空から春の
星座が見えるようになってきました。ふたご座の東に
は１等星レグルスを含むしし座が、その間には明るい
星はないですが、中心にM44 プレセペ星団と呼ば
れる散開星団を持つかに座が見えます。

西合志図書館
○マインドシアター（入場無料）
　と　き　3 月 26 日（土）午後 2 時～
　ところ　集会室
　題　名　『ティンカーベル』
○おはなし会（入場無料）
　と　き　3 月 5・6・12・13・19・20・27 日
　　　　　4 月2・3・9・10・16・17・24・30日
　　　　　午後 2 時～
　ところ　おはなしの部屋

○ 泉ヶ丘市民センター図書館の
　臨時休館のお知らせ

4 月 9 日（土）・10 日（日）は熊本県議会
議員選挙、4 月 23 日（土）・24 日（日）
は合志市議会議員選挙のため泉ヶ丘市民セ
ンター図書館は臨時休館します。

合志図書館
○ふれあいおはなし会（入場無料）
　と　き　3 月 5・12・19・26 日
　　　　　4 月 2・9・16・23・30 日
　　　　　午後 2 時 30 分～
　ところ　おはなしコーナー

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

３・４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）
3月7日（月）・14日（月）・22日（火）・28日（月）・31日（木）
4月4日（月）・11日（月）・18日（月）・25日（月）
※泉ヶ丘市民センター図書館のみ臨時休館
　4月9日（土）・10日（日）・23日（土）・24日（日）

ＮＨＫ「無縁社会プロジェクト」取材班 編著　文藝春秋 刊 

かみしばいがやってくる
と　き　3月 21日（月・祝）
　　　　午後 2時～

ところ　西合志図書館周辺
　　　　※�雨天や強風の場合は屋内で

行ないます。

参加費　無料
問い合わせ先　西合志図書館

かみしばいのお兄さんが
お話をしてくれるよ。
みんな来てね！
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