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図書館通信図書館通信
問みやま市立図書館（℡64-1117）
山川市民センター図書館（℡ 67-0401）
まいピア高田図書館（℡ 22-6655）

開館時間（全館）：午前10時～午後6時

みやま市立図書館
ホームページ

ツイッター
（@miyamalibrary）

インスタグラム
（@miyamalibrary）

休館日のお知らせ

休館日　5日㈪、12日㈪、20日㈫、22日㈭、26日㈪
▶9月の休館日

※最新の開館状況とイベント情報は、図書館ホームページを確認ください。

（み）みやま市立図書館　（山）山川市民センター図書館　（高）まいピア高田図書館※TRC週刊新刊全点案内より

新着図書 ※所蔵していない本は、リクエストでできるだけお応えしていきます。

14 歳のミアは、学校では自分の重い現実を誰にも話せ
なかった。けれど、同級生のウィルにラップのリリックを
書いてほしいと頼まれたことで、「世界」が少しずつ変わ
り始めて…。

両手にトカレフ
ブレイディみかこ／著

（ポプラ社）

一般（山）

命の残り時間を知ったとき、何をしますか -。終末期医療
患者の願いをかなえる付き添い看護サービス「かなえる
ナース」。その現場で起きた 9 つのストーリーを綴ったド
キュメンタリー短編集。

自分らしい最期を生きた人の9つの物語
前田 和哉／著

（KADOKAWA）

一般（山）

ちょっと臆病なバナナくんの匂いに誘われてやってきたの
は、たくさんのコバエ。追い払ってもどんどん増えていき
ます。そこへ、レモンちゃん、しょうがにいさんたちのや
くみレンジャーが現れて…。

バナナくん
さとう めぐみ／作・絵

（PHP研究所）

絵本（み）王さまのおうごんのひげ
クラース・フェルプランケ／作、岡野 佳／訳

（化学同人）

昔、黄金色に輝くひげの王さまがいた。王さまはひげを
かわいがり、「王さまのひげを絶対に切ってはいけない。
ひげをはやした者は、ひげごとちょんぎる !」というとんで
もない法律をつくった。王さまのひげはどんどん伸びて…。

絵本（み）

図書館でかわいいぶたの絵がついたしおりをもらったまゆ
ちゃん。そのぶた「ぷーもん」ははじめて本を読む子に使っ
てもらっている時だけ、しおりから飛び出すことができる。
まゆちゃんは、ぷーもんといっしょに本を読み進め…。

ともだちはしおりのこぶた
真山 みな子／作、山西 ゲンイチ／絵

（金の星社）

児童（高）

誰かに話したくなっちゃう歴史のウラを炙り出す ! 日本が
形作られていった古墳時代から現代にいたるまで、学校
などで定説として習う「オモテ」の歴史と、その出来事が
生まれた背景や結果などの「ウラ」の歴史を一緒に紹介。

東大教授がおしえるシン・日本史
本郷 和人／著

（扶桑社）

児童（高）

9 月 4 日㈰
内科 彌富医院 （大）52-3909

木村内科医院 （大）51-7680
大牟田中央病院 （大）53-5111
こがクリニック （大）58-1800
たなか皮ふ科クリニック （み）63-4112
一般財団柳川病院 （柳）72-6171

小児科 坂西医院 内科・小児科 （大）52-2025
二宮医院 （柳）73-2600

外科 大牟田中央病院 （大）53-5111
ヨコクラ病院 （み）22-5811
龍眼科 （柳）73-0880
星子医院 （柳）72-0123

眼科 小野眼科医院 （大）52-7705
歯科 寺本歯科 （大）52-7741

9 月 11 日㈰
内科 えだみつクリニック （大）52-8746

杉循環器科内科病院 （大）56-1119
済生会大牟田病院 （大）53-2488
植田医院 （大）58-0314
わたなべ内科クリニック （柳）72-1636

小児科 和田医院 （大）55-1529
外科 大牟田天領病院 （大）54-8482

済生会大牟田病院 （大）53-2488
溝上整形外科医院 （柳）76-1234

眼科 諸岡眼科医院 （大）51-9100
歯科 シゲユキ歯科 （大）53-6345

9 月 19 日㈷
内科 林田クリニック （大）57-2105

升永医院 （大）52-3798
日の出町すぎ病院 （大）55-3000
中山内科・小児科医院 （大）58-0025
村石循環器科・内科 （柳）73-0099

小児科 平田小児科内科医院 （大）52-4195
外科 兼行病院 （大）54-0055

永田整形外科病院 （大）53-3879
前原整形外科・リハビリクリニック （み）63-2040
大熊泌尿器科医院 （柳）72-5147

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 津留歯科 （大）58-0100

9 月 23 日㈷
内科 重藤内科外科 （大）57-2211

くさかべ病院 （大）58-1234
杉循環器科内科病院 （大）56-1119
二宮医院 （大）50-0246

小児科 石﨑医院 （大）58-0117
小児科・内科 古賀医院 （柳）72-2207

外科 堀整形外科麻酔科クリニック （大）52-8065
永田整形外科病院 （大）53-3879
みやま腎泌尿器科クリニック （み）67-7070

眼科 佐藤眼科 （大）55-1100
歯科 永江歯科 （み）22-5020

9 月 18 日㈰
内科 永江医院 （大）53-5921

丸山内科呼吸器科医院 （大）51-2395
落合脳神経外科医院 （大）41-3711
ヨコクラ病院 （み）22-5811

小児科 友永医院 （大）52-2523
小児科・内科 山内医院 （み）62-4131

外科 ありあけクリニック （大）52-5245
ヨコクラ病院 （み）22-5811
森田皮膚科医院 （柳）74-3425
甲斐田医院 （柳）72-3435

眼科 大牟田市立病院 （大）53-1061
歯科 なかしま歯科 （大）52-5151

9 月 25 日㈰
内科 吉岡クリニック （大）43-6027

大牟田共立病院 （大）53-5461
白川病院 （大）53-4173
山下医院 （大）52-5077
よしやま内科 （み）62-6118

小児科 江の浦医院 （み）22-5050
外科 木村整形外科医院 （大）59-8205

永田整形外科病院 （大）53-3879
産科・婦人科みたむらクリニック （柳）74-2020
星子ひさし整形外科 （柳）74-5566

眼科 塩谷眼科医院 （大）52-5494
歯科 わだ歯科 （大）57-5554

9 月の休日当番医

9月のイベント・特設コーナー

山川市民センター図書館（山川館）
▶おりがみ相談室（10日） 午後2時～3時
▶おはなし会（17日） 午前11時～11時30分

一般　歴史に学ぶ
児童　ぼくのわたしのおじいちゃん
児童　おばあちゃん

特設コーナー

まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（3日） 午前11時～11時40分

一般　健康長寿
児童　おつきさまとおほしさま

特設コーナー

みやま市立図書館（瀬高館）

▶赤ちゃんおはなし会（3日） 午前11時～11時15分
▶おはなし会（3・10・17・24日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（11・25日） 午前11時30分～11時50分

特設コーナー 一般　敬老の日 読書のすすめ
児童　おじいちゃんおばあちゃんとあそぼう！

▶本の福袋・大人向け（9月21日まで）
テーマに沿ったおすすめ本を福袋にして貸し出します。
中身は開いてからのお楽しみです。
※なくなり次第終了します

※たなか皮ふ科クリニックは、精神科・心療内科のみ対応可能。

当番医は変更の場合があるため、当日の新聞などで確認ください。問い合わせは各医療機関へお願いします。
【柳川山門医師会】休日当番医診療時間は午前９時〜午後 5 時（救急指定病院は除く）ですが、受診の際は電話で確認
ください。●内科救急指定病院＝長田病院 ( ℡ 72-3501)

【柳川山門歯科医師会】●歯科休日救急診療＝歯科保健センター ( ℡ 74-1333) 診療時間：午前 10 時〜午後 1 時、午後 2 時〜
5 時

【大牟田医師会・歯科医師会】休日当番医診療時間は【内科・小児科・外科】午前 9 時〜午後 6 時、【眼科・
歯科】午前 9 時〜午後 5 時（※ひまわり眼科午前 10 時〜午後 6 時）ですが、受診の際は電話で確認ください。
※県内の在宅当番医は右記 QR コードから「ふくおか医療情報ネット」のホームページをご覧ください。


