
図書館だより

　冷蔵庫の奥から音がし
ます。残りはまた今度食
べようとラップに包まれた
ものの、忘れられ冷蔵庫
の奥へと入れられてしまっ
たチーズが怒っていたの
です。チーズはママに見
つけてもらおうと、冷蔵

庫の最前列に躍り出ようとします。
　夏休み、親子で読んでみるのもおすすめです。子ども
も楽しめ、大人はドキッとするかもしれない一冊です。

　もともと、お寺で納経をしたとき
にその証として授与していた御朱
印。今では参拝の証として気軽に
頂けるようになり、女性を中心に
集める人が増えています。本書で
は「御朱印と御利益が凄い」と評
判が高い九州エリアの神社を 2 万
社以上の中から厳選しており、１１
５社の神社とその御朱印を厳選し
紹介しています。

　御朱印はこれからの人も、すでに御朱印帳を持ってい
る人も、足を運びたくなる一冊です。
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8・9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
『御朱印でめぐる九州の神社』
『地球の歩き方』編集室／著　　ダイヤモンド・ビッグ社　刊

『れいぞうこのおくのおく』
うえだしげこ/著　　教育画劇　刊

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　８月24日㈯　午後２時～
　ところ　西合志図書館　集会室
　　　　『トムとジェリー　花火はすごいぞ』
　　　　　（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

■赤ちゃんのための
　ラッコちゃんおはなし会
　と　き　８月15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
ドッグトレーナーになりたいきみへ

ハスキーなボクのユウウツ

夜カフェ ３

妖界ナビ・ルナ ９　妖界への帰還

消滅都市

小説秘密のチャイハロ ２　いちばん大切なものは、なに？

七転びダッシュ！ ３ 恋するバトン

作家になりたい！ ５　両思いってファンタジー？

字のないはがき

みんなまってるよ！

ドラゴンのお医者さん

フシギなさかな　－ヒメタツのひみつ－

ちいさな島のおおきな祭り

なまけものパーティー

オーロラみつけた

おふろおふろ

鈴木　博房

ジャスティン・セイヤー

倉橋　燿子

池田　美代子

高橋　慶

伊藤　クミコ

村上　しいこ

小林　深雪

西　加奈子

青山　ゆういち

フェリシタ・サラ

尾崎　たまき

浜田　桂子

齋藤　槇

片岡　龍峰

高橋　徹

はじめてママへやさしく作れる赤ちゃん小もの

おとなのごはんと一緒に作れる子どものお弁当

柔軟的思考

４７都道府県・花風景百科

女子鉄アナウンサー久野知美のかわいい鉄道

ドライフラワーの活け方

大人になる前に知る命のこと

長寿ホルモンを増やす！

星降る島のフットボーラー

或るエジプト十字架の謎

動乱の刑事

目撃

魔法がとけたあとも

アンサーゲーム

めぐり逢いサンドイッチ

ストーカーとの七〇〇日戦争

偽善者の見破り方

朝日新聞出版

阪下　千恵

レナード・ムロディナウ

久野　知美

植物生活編集部

加納　尚美

東京慈恵会医科大学

倉敷　保雄

柄刀　一

堂場　瞬一

西村　健

奥田　亜希子

五十嵐　貴久

谷　瑞恵

内澤　旬子

岩田　温

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

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

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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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

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
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●問い合わせ先　合志マンガミュージアム　☎２７３－６７６６ ※8・9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）

「館長がマンガ紹介を書いている単行本を見つ
けましたよ」
「これは、私がずっと巻末コラムを担当してい
た、マンガ専門古書店が舞台の作品だね」 
「第１集第１話の店長の言葉がいいですねー！　
“人の心は時間と思い出の成分でできている”」
「“だから自分の昔を思い出すことは、今の自分
の本当を知ること”だったね」
「マンガにはたしかにそんな力があると思い
ます」
「いま構想中の最終回には、なんとこの合志
マンガミュージアムも登場するそうだよ。楽
しみだね」
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ス
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館長のマンガのすゝめ　（第23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

夏休みスペシャルおはなしかい
（入場無料）

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!!

　演じるのは小中学生のお兄さんや、お姉さん。大きな会場でいつ
もとはひと味違うスペシャルなおはなしかいをお届けします。
　と　き　８月23日㈮　午後２時～
　ところ　西合志図書館　集会室
　内　容　大型絵本の読み聞かせ、ペープサート（紙人形劇）、
　　　　　パネルシアターなど

と　き　９月７日㈯　午後６時30分～午後８時
ところ　西合志図書館　集会室
講　師　大木　歌子さん

●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
　

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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9月3日
（火）
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（水）

美しい名月（十五夜）と秋の星空を観察します。指導員の
解説を聞きながら夜空を鑑賞しましょう。

天文台特別観望会 /中秋の名月観望会

  とき　9月13日㈮ 午後７時～9時30分
　　　  （受け付けは９時まで）※参加無料。
※6時～8時まで上映会を西合志図書館集会室で行ないます。

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

※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。

夜のテーブルトーク『誰でも俳人』
（入場無料）

問い合わせ先　西合志図書館

作 芳崎せいむ（小学館）『金魚屋古書店』 　

●合志マンガ義塾
8月24日㈯　午後１時30分～３時
もっと知りたい手塚治虫
　小学５年の国語の教科書にも登場するマンガの神
様、手塚治虫。『鉄腕アトム』『リボンの騎士』『火の鳥』な
ど膨大な作品の中から、何をどう読んだら楽しいのか。
　今回は福岡県大牟田市の小学校の授業で手塚治虫
の魅力を語り伝えている、蓮尾さんによる特別講義で
す。子どもから大人までぜひご参加ください。
講師　蓮尾 淳さん（元大牟田市立小学校教諭）
※事前申し込み不要。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。

9月8日㈰　午後１時 30分～３時 30分
４コママンガを描こう！

橋本博館長著『教養としての漫画』（扶桑社新書）
出版記念 講演会&サイン会
9月8日㈰  午前10時30分～ 西合志図書館集会室
　　　　　　　　　　※詳しくはお尋ねください。

●ワークショップ

※事前申し込み不要。先着10人。午後1時から受け
　付け・整理券配布。材料代200円が必要です。

　絵とストーリー作りのコツを解説します。

図書館の運転手を募集します
　●条件　普通自動車免許　
　●勤務日　毎週４～５日間（週２０時間程度）
　●時給　９００円（通勤手当・雇用保険・労働保険）
　●申込期限　８月22日㈭　午後６時
　●申込方法　履歴書・運転免許証写しを提出してください。
　※詳しくはお尋ねください。
　申し込み・問い合わせ先　西合志図書館


