
一般書

児童書
医者をめざす君へ

ママのイライラ言葉
言い換え辞典

山田倫太郎　著
東洋経済新報社　刊

江藤真規　著
扶桑社　刊

　24 時間テレビに出演して話題に
なった中学生の山田倫太郎君。彼
は先天性の重い心臓疾患を持って
おり、4 歳の弟は「医者になって
お兄ちゃんの病気を治すんだ」と
決意。それならばと、倫太郎君は
自身の体験をもとに「よい医者の

心得８ヶ条」をまとめあげた。その中では命の尊さ、差別の
問題にもふれている。彼の優しさや思いやりを感じ、素直に
感動する一冊。親子で読んでみては。

　「早くしなさい、うるさい」など、
イライラしたときに感情的になっ
て出てくるイライラ言葉。そんな
言葉をポジティブな言葉に言い換
えるだけで、親も子どももハッピー
になる声かけ法を紹介。きちんと

伝わる声かけができれば子どもの様子も変わり、ママの子育
てがラクになるのでは…。子どもとの上手なコミュニケーショ
ンの取り方を学べる一冊。

市立図書館ホームページ蔵書検索　http://www.koshi-lib.jp/
携帯電話からの蔵書検索　http://www.koshi-lib.jp/_m/
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新刊お薦め新着
new title

本

西合志図書館
マインドシアター
と　き　12 月 26 日（土）午後 2 時～
ところ　集会室
題　名　「フランダースの犬」（90 分）
おはなし会
と　き　毎週土・日曜日　午後 2 時～
ところ　おはなしの部屋
※ 12 月 26 日（土）はありません。
朗読を楽しむ
と　き　12 月 19 日（土） 午前 11 時～
ところ　おはなしの部屋

ヴィーブル図書館
おはなし会
と　き　毎週土曜日 　午後 2 時 30 分～
ところ　おはなしコーナー

赤ちゃんのためのラッコちゃんおはなし会
と　き　毎月第 3 木曜日　午前 11 時～
　　　　（30 分程度）
ところ　�ヴィーブル 1 階 

福祉会館　休養娯楽室

歌の旅びと　上・下 五木　寛之　著
だから、生きる。 つんく♂　著
あさが来た　上 古川　智映子　原案
レールの向こう 大城　立裕　著
ここはボツコニアン　５ 宮部　みゆき　著
Ａではない君と 薬丸　岳　著
風かおる 葉室　麟　著
ワクチンＸ 桂　望実　著
雪まろげ 今井　絵美子　著
家族連写 森　浩美　著
１冊でわかる村上春樹 村上春樹を読み解く会　著
広岡浅子逆境に負けない言葉 坂本　優二　著
ふたり　皇后美智子と石牟礼道子 高山　文彦　著
怒らない 葉　祥明　著
るるぶ温泉＆宿九州〔2015-2〕 JTB パブリッシング　編
達人たちの夢の叶えかた 神木　隆之介　著

しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ　さなえ　作
めだかの王様 岡田　潤　作
まど・みちお全詩集　続 まど　みちお　著
日本の神さま大図鑑 戸部　民夫　監修
長谷部　誠　～熱きキャプテン～ 本郷　陽二　編
さかなだってねむるんです 伊藤　勝敏　写真
シンドバッドの冒険 横山　洋子　監修
走れ、風のように マイケル・M　著
まほうデパート本日かいてん！ 山野辺　一記　作
ルルとララのミルキープリン あんびる　やすこ　作
ライオンさんカレー 夏目　尚吾　作
あとでって、いつ？ 宮野　聡子　作
はいてほしいくつしたのおはなし いしはら　なまこ　作
いっぽんの木のそばで G. ブライアン .K　作
たんじょうびおめでとう 鈴木　まもる　作
かえうた戦隊タマゴレンジャー 林　木林　作

西合志図書館　☎ 242-5555　ヴィーブル図書館　☎ 248-5754　　泉ヶ丘市民センター図書館 ☎ 247-1315
※ 12・１月の休館日は 31 ページのお知らせカレンダーをご覧ください。

※移動図書館車の貸し出し時間は約 20 分です。
　早めにお越しください。移動

ひまわりドンちゃん号
図書館車巡回

月　日 巡　回　地 時間

1月 6日
（水）

合志中央団地
みどり館
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
15:30

1 月 13日
（水）

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

月　日 巡　回　地 時間

12月 8日
（火）

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
ふれあい館

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

12 月 9日
（水）

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

月　日 巡　回　地 時間

12月 15日
（火）

南陽区公園前
西須屋団地集会所前
元つどいの広場「わかば」
県営住宅区 5棟前駐車場
橋ノ元街区公園入口

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

1 月 5日
（火）

菊香園 2号館
くぬぎ園・白鳩園
ケアハウス菊香園

13:30
14:00
14:40

星空観望会
受　付　毎週土曜日　午後7時～9時30分
　　　　（受付は９時まで）
ところ　西合志図書館天文台
　　　※雨天・曇天の場合は中止します。
　　　※参加費無料
　　　問い合わせ先　西合志図書館

12月の星空
12 月 14 日ふたご座流星群、12 月
23 日こぐま座流星群、1 月 4 日し
ぶんぎ座流星群と、流れ星が多く見
られます。暖かい服装で観察しましょ
う。なお、ふたご座流星群は天文台
で特別観望会を行ないます。

図書館だより

年末・年始休館中の資料の返却
12月 28日（月）～１月４日（月）は休館します。開館は１月５日（火）からです。

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・DVD・紙芝居は、破損の恐れがありますので必ず開館日にカウンターに返却してください。
　返却ポストの場所　西合志図書館………正面玄関左側
　　　　　　　　　　ヴィーブル図書館…ヴィーブル正面玄関左側
　　　　　　　　　　泉ヶ丘市民センター図書館…12月 29日～ 1月３日は施設休館のため返却できません。
　　　　　　　　　　須屋市民センター…12月 28日～ 1月４日は施設休館のため返却できません。

ヴィーブル図書館まつり 図書館司書募集
　11月 14日・15日に図書館まつりを開催しました。
2日間で 1,300 人を超える来場者でにぎわいました。
なお、今回表彰された「読書感想文」「本の帯」の受
賞作品は西合志図書館ロビーとヴィーブル２階通路に
12月 27日（日）まで展示しています。

業務内容　図書館業務全般
募集人数　１人
条件資格　司書
勤 務 先　市立図書館
勤務内容　原則　午前 9時 30分～午後６時 15分
　　　　　　　　（曜日で変更有）
　　　　　月 16日勤務（土日祝日勤務あり）
報　　酬　日額 7,750 円
応募締切　12月 20日（日）
　　　　　※応募者多数の場合は書類審査と面接
提出書類　申込書（各館に有）、写真付履歴書
　　　　　司書資格証明書の写し
申し込み・問い合わせ先
　　　　　西合志図書館またはヴィーブル図書館

大人気のリサイクル本コーナー


