
図書館だより

　熊本阿蘇が舞台。あおぞらという名
前の少年が主人公の物語です。あお
ぞら少年が毎年夏に訪れていた阿蘇
の祖父母の家、川遊び、牛の世話など、
田舎ならではの素朴な生活が溢れて
います。あおぞら少年の母親の死と
いう悲しい場面もありますが、阿蘇の
大自然が少年の心を優しく包み込んで

います。祖父母の会話が熊本弁で表現されているところにも、熊
本に住んでいる人に親しみを感じさせます。
　熊本地震の直後に出版され、深く傷ついた阿蘇の復興を応援し
ているようにも思える一冊です。

　音読とは声に出して文章を読むことで
す。学生時代に授業で教科書を読んだこ
とを思い浮かべる人が多いかもしれませ
ん。大人になるとその機会は減りますが、
やる気がでる、ストレス解消、気持ちが
落ち着くなど、音読にはさまざまな効果
が期待されます。本書には、誰もが一度
は読んだことのある名文、小説や随筆、
詩や短歌など１分を目安に読める文章が

収められています。１日のスタートや夜寝る前のわずかな時間な
ど、手軽にできる音読を生活に取り入れてみませんか。

星空観望会 ５月の星空
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5・6月の休館日は２ページのお知らせカレンダーをご覧ください

新着本

お薦めの本
『あおぞらの木』　
文・佐藤明了、絵・佐藤佳志子
ラグーナ出版

『もっと心とカラダを整える
　　おとなのための 1分音読』　
山口　謠司　著　　自由国民社

西合志図書館

ヴィーブル図書館

◆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
◆市立図書館ホームページ検索　http：//www.koshi-lib.jp/　◆携帯電話からの蔵書検索　http：//www.koshi-lib.jp/_m/

■マインドシアター
　　と　き　５月25日㈯　午後 2時～
　　ところ　集会室
　　題　名　「新美南吉童話集」（約 50分）

■おはなし会
　　と　き　毎週土・日曜日 午後 2時～
　　ところ　おはなしのへや
　※5月25日㈯はありません。

■赤ちゃんのためのラッコちゃんおはなし会
　　と　き　5月16日㈭
　　　　　　午前11時～（約30分）
　　ところ　おはなしのへや

■おはなし会
　　と　き　毎週土曜日　午前 11時～
　　ところ　おはなしコーナー

と　き　毎週土曜日　午後７時 30分～９時 30分
　　　　　※受け付けは９時まで。
ところ　西合志図書館　天文台
参加費　無料
※雨天・曇天の場合は中止します。来館前に電話でご確認ください。

問い合わせ先　西合志図書館

　５月20日㈪から 21日㈫にかけて、南の空には
満月過ぎの月が明るく輝いています。その中でも
負けずに存在感を示しているのは、月のすぐ下に
輝いている木星です。そして月と木星の西側には、
さそりの赤い心臓といわれる１等星アンタレスも
見られます。５月はぜひ木星やアンタレスの輝き
にも注目して観察してみてください。

ヴィーブル図書館
休館します
●休館期間
　６月４日㈫ ～11日㈫
※蔵書点検のため休館します。
※西合志図書館と泉ヶ丘市民　
　センター図書館は開館して　
　います。
●問い合わせ先
　ヴィーブル図書館

夏休みスペシャルおはなし会
小学5年生～中学生のボランティア大募集
　夏休みスペシャルおはなし会を手伝ってくれるスタッフを募集します。パネルシアターや
読み聞かせを図書館職員と演じ、夏の楽しい思い出をつくりましょう。
●対　　象　小学５年生～中学生（市内在住）で、８月 3日㈯、10日㈯、　　　　　　
　　　22日㈭、午後２時～５時の練習に参加できる人
●募集人数　10 人程度（応募者多数の場合は抽選）
●内　　容　８月 23日㈮の午後２時から西合志図書館で開催されるおはな
　　　　　　し会で、人形劇や絵本の読み聞かせなどを行ないます。
●募集期限　６月 27日㈭
●問い合わせ先　西合志図書館

一般書
この脳の謎、説明してください !

ここが変わる !日本の考古学

「目的思考」で学びが変わる

科学の誤解大全

暮らしは今日も実験です

「秋田のターシャ」と呼ばれて

手塚治虫の芸術

ヤバいほど日本語知らないんだけど

高校古文まだまだこういう話

ぼくはきっとやさしい

えちごトキめき鉄道殺人事件

縁切寺お助け帖

京都迷宮小路

どんどん仲良くなる夫婦は、
　　家事をうまく分担している。

不思議の国の少女たち

アート・マークマン

藤尾　慎一郎

多田　慎介

マット・ブラウン

本多　さおり

佐々木　利子

ヘレン・マッカーシー

前田　安正

柴田　純子

町屋　良平

西村　京太郎

田牧　大和

浅田　次郎

水谷　さるころ

ショーニン・マグワイア

児童書
みえた !きょうりゅうのせかい

ウミガメものがたり

おしりたんてい ププッゆきやまのしろいかいぶつ !?

だれのあしあと

イライラくんとこえだちゃん

こども大百科もっと大図解

世界に伝わる本当に怖い話　上・下巻

大人になるまえに知っておきたいお金のこと

どうぶつのふしぎ

5回おったらできあがり !! はじめてのおりがみ

里山は未来の風景 [1]

パンダでおぼえることわざ慣用句

絶叫学級 [23]

こわ～い !? わる～い !? おばけ虫

おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン !

モノ・ジョーンズとからくり本屋

サラ・ハースト

鈴木　まもる

トロル

accototo

レモニー・スニケット

小学館

野宮　麻未

ハイジ・フィードラー

にしもと　おさむ

新宮　文明

今森　光彦

学研プラス

いしかわ　えみ

むらい　かよ

角野　栄子

シルヴィア・ビショップ移動図書館車（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

みずき台公民館

新開区公民館

黒石市民センター

農研宿舎駐車場

スリースマイル秋桜

須屋市民センター

上須屋学習センター

ふれあい館
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5月15日
（水）

5月21日
（火）

月　日 巡　回　地 時　 間

南陽区公園前

西須屋団地集会所前

ダイワハウス分譲地入口

県営住宅区 5棟前駐車場

堀川公民館横

菊香園 2号館

くぬぎ園・白鳩園

ケアハウス菊香園
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5月28日
（火）

6月4日
（火）

月　日 巡　回　地 時　 間

合志中央団地

みどり館

合生文化会館

上生区禁酒記念碑前

13:30

14:00

14:30

15:00

6月5日
（水）

●問い合わせ先　合志マンガミュージアム　☎２７３－６７６６ ※5・6月の休館日は、２ページのお知らせカレンダーをご覧ください。

館長のマンガのすゝめ　（第20回）

（館長 館　ミュージアムスタッフ ス）

「館長、NHKのトクサツガガガのドラマ、見てま
した？クオリティ、半端ないほど高かったですね」
「原作のマンガもよくできていたからね。特撮好
きの女子を主人公にしたところが素晴らしい」
「“大人になって大事なことは、全部小さなうち
に特撮から習うでしょ”…マンガの中のこのセリ
フにホントに励まされました」
「これまで子ども向けの番組だからと特撮を軽
く見ていた大人たちには、いい刺激になっただ

ろうね。特撮で人生が語れるなんて思ってもいなかっただろうな」 

ス

館

ス
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●合志マンガ義塾

５月25日㈯　午後１時 30分～３時
「決定版！　これが忍者マンガだ」

事前申込不要。
受講には１日入場券か年間パスポートの提示が必要です。

日本マンガ史を語る上で欠かせない忍者マンガ作
品群。合志マンガ義塾でもこれまで何度かその魅
力を紹介してきましたが、今回はその総まとめです。

6月 9日㈰　午後１時 30分～３時 30分
「４コママンガを描こう！」

●ワークショップ
事前申込不要。先着 10人。
午後 1時から受付・整理券配布。材料代 200円が必要です。

マンガの話の作り方と絵の組み立て方の話を聞い
て、４コママンガを描くワークショップです。

（講師　橋本博館長）

★4月からミュージアムのマンガ本が大幅に替わりま
　した。展示コーナーでは、貴重なマンガ雑誌の創
　刊号コレクションや忍者マンガ関連資料をたくさ
　んそろえています。ぜひご来館ください。

合志マンガ
ミュージアムだより

マンガを読もう！観よう！！学ぼう！！！

「トクサツガガガ」作　丹羽　庭（小学館）

合志技研工業
Presents!!


