
図書館だより

　耳が遠くて、人から指図さ
れるのが大嫌いで頑固な祖父。
ちょっと変わり者だけど、唯一、
孫のボクにだけは関心を示しま
す。幼いころは悪ガキで、お
父さんによく𠮟られたという祖
父の遠い昔のキラキラした話
に、ボクはだんだんと心惹かれ
ていきます。亡くなってもなお
ボクの心に鮮明に生き続けて
いる祖父の思い出がいっぱい
詰まった一冊です。

　結ぶ・縛る・包む・畳む。私た
ちの日常の中で誰もが行なう行為
です。この本には、古新聞の縛り
方や、ホースをまとめる結び方、
贈り物の包み方、ジャケットの畳み
方、そして緊急災害時に役立つ結
び方など、１００を超える生活の知
恵が満載です。知っていたら家事
もスムーズになり、緊急事態の際
の安心にもつながります。分かり
やすいイラストで優しく解説してあ
ります。
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7・8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
『イラストでよくわかる結び方包み方』
快適ライフ委員会 /編　　彩図社

『徳治郎とボク』
花形みつる/著　　理論社

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　7月27日㈯　午後2時～
　ところ　集会室
　　　　　『おしりたんてい ププッふめつの
　　　　　せっとうだん』（約60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

■赤ちゃんのための
　ラッコちゃんおはなし会
　と　き　7月18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

一般書 児童書
都道府県別にっぽんオニ図鑑

ブランの茶色い耳

空飛ぶのらネコ探検隊 6

体育のにがてを克服！小学生の運動上達のコツ50

田畑政治（オリンピックパラリンピックにつくした人びと）

どたんばたんおるすばん

おかえりなさいアレックス

かぞくってなあに？

とんたんイスたん

そこつ長屋（らくごえほん）

いちばんはじめのプログラミング

シリーズ戦争　語りつごう沖縄 4

これが恋かな？

うちゅうじんはいない！？

げそすけとじいじとばあば

山崎　敏子

八束　澄子

大原　興三郎

米田　功

佐野　慎輔

松田　奈那子

高林　麻里

マール・フェレーロ

新井　洋行

野村　たかあき

たにぐち　まこと

安斎　育郎

小林　深雪

ジョン・エイジー

平澤　一平

万年筆バイブル

だから、ママのところに来たんだよ。

ヴェルサイユ宮殿　影の主役たち

「６０点女子」最強論

イランの家めし、いただきます！

一度きりの人生だから

おまえの罪を自白しろ

骨董屋・眼球堂

帝国ホテル建築物語

シーソーモンスター

ポルトガルを食べる旅

世界に一つだけのオーダーキッチン

アンコール

斎藤一人　励まし力

和えサラダ

転生　　越境捜査

伊東　道風

池川　明

ジャック・ルヴロン

広野　郁子

常見　藤代

伊集院　静

真保　裕一

小林　栗奈

植松　三十里

伊坂　幸太郎

馬田　草織

北村　嘉子

ジャック・ラカン

齋藤　一人

藤井　恵

笹本　稜平

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

菊香園２号館

くぬぎ園・白鳩園

ケアハウス菊香園

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
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月　日 巡　回　地 時　 間

南陽区公園前

西須屋団地区集会所前

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
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須屋市民センター

上須屋学習センター

ふれあい館

みずき台区公民館

新開区公民館

黒石市民センター

農研宿舎駐車場
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●問い合わせ先　合志マンガミュージアム　☎２７３－６７６６ ※7・8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 館　ミュージアムスタッフ ス）作　三門ジャクソン（小学館）

「これは原爆をテーマにした新しい切り口の
マンガですね」
「原爆投下直前の広島に現代の高校生がタ
イムスリップ。彼は東日本大震災でおばあ
ちゃんを亡くし、原発事故の悲惨さも知って
るんだ。そこに原爆が･･･」
「親しい人が突然いなくなる辛さは原爆、原
発事故、津波でも同じなんですね」
「原爆被害者のことをどうしても過去の話と
してしか認識してこなかった私たちにとっ
て、衝撃的な作品だ」
「熊本地震を体験した私たちにとっても身に
つまされる話ですね」

ス

館

ス

ス

館

●合志マンガ義塾
7月27日㈯　午後１時30分～３時
戦後の少女雑誌とマンガ文化
　明治大正昭和にかけての少女雑誌収集・研究の第一人
者である村﨑さんに、昭和戦後の少女マンガ前史につい
て話していただきます（講師　村﨑修三さん）
（元菊陽町図書館「少女雑誌の部屋」担当）
※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。

8月11日㈰　午後１時 30分～３時 30分
「４コママンガを描こう！」

8月2日～4日「挑戦！デジタルイラスト」
●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。

7月20日㈯　午後９時～7月 21日㈰　午前７時
●ナイトミュージアム

『スカイフォール　～消し尽くせぬ夏の光～』　

館長のマンガのすゝめ　（第22回）

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！！！

星空観望会
夏休み星空教室

※雨天・曇天の場合は中止します。
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）

合志技研工業
Presents!!

　夏の星空を楽しむ方法など、天文台指導員が分かりやすく教え
ます。夏の星空について一緒に学習しましょう。
　と　き　8月3日㈯　午後7時～8時　星空教室
　　　　　　　　　　 午後8時～9時　星空観察
　ところ　西合志図書館　集会室・天文台
　※学習会の後に実際の星空を観察します。学習内容は、小学4年生以上
　　程度です。（小学3年生以下の子どもも参加できます）
　定　員　先着50人
　※事前申し込みが必要です。７月５日㈮～受付開始。

申し込み・問い合わせ先　西合志図書館

『すみっこの台所　吉村さんのパワフルなおはなし』
　と　き　7月27日㈯　午後6時30分～8時
　ところ　西合志図書館　集会室
　講　師　吉村　明子さん（すみっこの台所オーナー）
　参加費　無料

●募集作品　①読書感想文　②わたしのすすめる本　●募集規定　縦書きで、400字詰め原稿用紙3枚以内
※文章の最初に題・氏名・連絡先、最後に出典（書名・著者名・出版社名）を記入してください。
●募集資格　市内在住者　●募集期限　９月１日㈰　午後５時　●提出先　　市内図書館
　

ともに開催中

企
画
展

戦後マンガ雑誌創刊号コレクション
忍者マンガ100年史 7月30日㈫まで

三大流星群の一つ、夏の風物詩のペルセウス座流星群。
流れ星をいくつ見つけられるかな。

ペルセウス座流星群特別観望会

  とき　8月12日（月・祝） 午後７時30分～9時30分
　　　  （受け付けは９時まで）　　

・午後6時
　　～午後7時

※西合志図書館集会館で上映します。
※雨天・曇天の場合は上映会のみ開催します。

問い合わせ先　西合志図書館

《上映会》
『忍たま乱太郎の宇宙大冒険with
コズミックフロント☆NEXT
天の川の段◆ブラックホールの段』

・午後7時
　　～午後8時

『時空を超えた宇宙の絶景
ハッブル宇宙望遠鏡』

夜のテーブルトーク

申し込み・問い合わせ先　市内図書館

図書館まつり
作品募集 一般の部

※先着25人。対象20歳以上。参加費800円が必要です。
　電話もしくは窓口、メールでお申し込みください。

詳しくはホームページをご覧ください。


