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オトナ相手の教え方

「罪と罰」を読まない

関根雅泰　著
クロスメディア・パブリッシング　刊

岸本佐知子・三浦しをん・
吉田篤弘・吉田浩美　著

文藝春秋　刊

　大人に教えるのは難しい。大人
は子どもと違い、経験があり、自
分なりの考えを持っている。また、
相手の状況もさまざま。社会に出
たばかりの新人、中途採用者、自
分より年上に教えなければならな
い場合もあるだろう。

　企業研修で「現場での仕事の教え方」を指導している著者
が、大人相手の教え方のコツを徹底解説。仕事を教える立場
に立ったが「上手く伝わらない」「正しい方法が分からない」
とお悩みの人にお薦め。

　日本では江戸時代末期の 1865
年、ロシアの文豪・ドストエフス
キーが、わずか１年で執筆し、発表
した名作「罪と罰」。この作品を読
んだことのない著名な作家４人が、
少しずつ開示される本編をヒント

にどのような内容かを推理・予想する、読まずに語る対談集。
登場人物紹介とあらすじ付き。本編読後の４人の座談会もあ
る。「罪と罰」を読んだ人もそうでない人も、推理小説感覚で
楽しむことができ、読後に本編を読みたくなる一冊。

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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西合志図書館
マインドシアター
と　き　３月 26 日（土）午後 2 時～
ところ　集会室
題　名　「忍たま乱太郎」（約 80 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
※３月 26 日（土）はありません。

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

小説母と暮らせば 山田　洋次　著
ユートピア 湊　かなえ　著
蛮政の秋 堂場　瞬一　著
透き通った風が吹いて あさの　あつこ　著
美麗島紀行 乃南　アサ　著
掟上今日子の退職願 西尾　維新　著
シェアハウスかざみどり 名取　佐和子　著
モナドの領域 筒井　康隆　著
房総の列車が停まった日 西村　京太郎　著
あの人が同窓会に来ない理由 はらだ　みずき　著
大村智物語～ノーベル賞への歩み～ 馬場　錬成　著
カーテンコール 川島　なお美　著
たった一通の手紙が、人生を変える 水野　敬也　著
日本人の底力 菅原　文太　著
キャサリン妃着こなしルール にしぐち　瑞穂　著
片づけられる子の育つ家 古堅　純子　著

すしから見る日本〔２〕 川澄　健　監
10 分で読めるわらい話　1 年生 藤田　のぼる　監
奪われた予言書 三田村　信行　作
あたらしいわたしの探し方 あんびる　やすこ　著
火の降る夜に桜舞う 齋藤　洋　作
つくろう！食べよう！勝負ごはん〔１〕 新生　暁子　監
モンスター・ホテルでごしょうたい 柏葉　幸子　作
都会（まち）のトム＆ソーヤ〔13〕 はやみね　かおる　著
わすれものチャンピオン 花田　鳩子　作
夢みるジェイク 葉　祥明　作
へんしんマーケット あきやま　ただし　作
マザー・テレサ愛と祈りをこめて 中井　俊己　さく
プレゼント、あけてみて！ おおで　ゆかこ　さく
おふろやさんのまねきねこ とよた　かずひこ　さく
はるののはら 竹下　文子　文
ちょんまげとんだ 中尾　昌稔　文

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
※３・４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

４月 12 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

４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

３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

３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

３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

４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

星空観望会
と　き　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

3月の星空
　太陽が沈むと西の空には明るい冬の星
座が、東の空には春の星座が顔を見せて
います。
　３月９日（水）には午前 10 時前後に
部分日食が起こります。太陽を見るとき
は日食グラスを使用したり、地面に映っ
た木漏れ日を観察するなど安全な方法で
観察しましょう。

図書館だより

　市立図書館には、活字の大きさが 14 ～ 22 ポイント
の「大活字本」を現在 1,147 冊所蔵し、今後も増やして
いく予定です。内容も、時代小説・現代小説・随筆・紀行文・
実用書とさまざま。視力の衰えから読書をあきらめてい
る人にお薦めです。
　自分のペースで読書する喜びを実感してみませんか。

大きな活字で読みやすい！
大活字本のご紹介

泉ヶ丘市民センター図書館を臨時休館します
　3 月 26 日（土）・27 日（日）は熊本県知事選挙のため、泉ヶ丘市民センター図書
館は臨時休館します。ただし、選挙が無投票となった場合は通常どおり開館します。

私
は
、

実際の文字サイズ
（22 ポイント）

◦図書館に所蔵している大活字本
　下町ロケット　　　　　池井戸　潤　著
　たそがれ清兵衛　　　　藤沢　周平　著
　蜩の記　　　　　　　　　葉室　麟　著
　落語手帖　　　　　　　　江国　滋　著
　こころの処方箋　　　　河合　隼雄　著

バカの壁　　　　　　　養老　孟　著
1Q84　　　　　　　村上　春樹　著
絶海にあらず　　　　北方　謙三　著
中国畸人伝　　　　　　陳　瞬臣　著
　　　　　　　　　　　　　ほか多数


