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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　1日㈷～4日㈬、10日㈫、16日㈪、23日㈪、26日㈭、30日㈪
▶1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。

▶年末年始休館日
12月28日㈬～1月4日㈬

（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。

これからいっしょにあそぼうよ。なにをするかって ? それ
はね、きょうりゅうかくれんぼ ! 小さな恐竜アンキサウル
スといっしょに、かくれた恐竜たちを探しにいこう。親子
で楽しめる参加型絵本。

きょうりゅうかくれんぼ
アレックス・ラティマー／作

（KADOKAWA）

絵本（山）

ゆめぎんこうは、夢をアメにして売る不思議なお店。店
主のぺんぺんと、夢をアメにかえるもぐもぐが、おじいちゃ
んの古くからのお友だちの家へ、夢の買い取りに出かけ
ると…。

ゆめぎんこう おじいちゃんのおともだち
コンドウ アキ／著

（白泉社）

絵本（山）

学級委員やキャプテンは政治家？政治は政治家だけがお
こなうものではなく、だれもが政治をおこなっている。政
治とはなにか。政治でなにをするのか。生命にかかわる
心配のないくらしとよりよい社会を作るために、10 代のう
ちに知っておいてほしいことをイラストとともに紹介する。

10代のうちに知っておきたい政治のこと
越智 敏夫／監修

（あかね書房）

児童（み）だれもしらない小さな家
エリナー・クライマー／作

（岩波書店）

大きなマンションにはさまれた、誰も住んでいない小さ
な家がありました。ある日、アリスとジェーンは足をふみ
いれて、おうちごっこをはじめました。すると、いつも小
さな家を覗いていたオブライアンさんがやってきて…。

児童（み）

富士山になぜ巨大な穴 ? 大東島はなぜお盆の形 ? 日本列
島各地の面白い地形や、成り立ちが興味深い地形を 80
カ所取り上げ、自然地理の視点から、なぜその地形が生
まれたのかを探る。1 項目見開きで掲載。

なぜ、その地形は生まれたのか?
松本 穂高／著

（日本実業出版社）

一般（高）

高円寺にある銀田探偵事務所。所長の母・獅乃、長女・
凪咲、長男・瞬矢、探偵を引退した父・龍一は、たまに
起こる不可解な事件を通して、家族が失ったものを探し
ていく。新型コロナ以後の探偵と家族の物語。

探偵と家族
森 晶麿／著

（早川書房）

一般（高）

1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（14日） 午後2時～3時
▶おはなし会（21日） 午前11時～11時30分

一般　開運のすすめ
児童　さむいひの おはなし

特設コーナー

まいピア高田図書館（高田館）
▶おはなし会（7日） 午前11時～11時40分

一般　キレイと健康
児童　うさぎさん しゅうごう！

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（7日） 午前11時～11時15分
▶おはなし会（7・14・21・28日） 午後2時～2時20分
▶図書館ピアノ（8・22日） 午前11時30分～11時50分

特設コーナー 一般　今年は何をはじめよう？
児童　ことばってふしぎ！おもしろい！

▶ミニ・ブックリサイクル（28日） 午前10時～
大人向け読み物限定のブックリサイクルです。児童
書や実用書、雑誌はありません。詳しくは図書館ホ
ームページまたは館内に掲示してい
るポスターやチラシをご覧ください。
※持ち帰り用の袋を持参ください。

1 月の休日当番医
市ホームページ

1月 2日㈷
内科 大牟田中央病院 （大）53-5111

吉村医院 （大）52-4427
杉循環器科内科病院 （大）56-1119
船小屋病院 （み）62-4161
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
吉野こどもクリニック（大）58-3132
辻小児科・アレルギークリニック（柳）32-9898

外科 兼行病院 （大）54-0055
永田整形外科病院 （大）53-3879
あだち医院 （み）63-2677
大熊泌尿器科医院 （柳）72-5147

眼科 塩谷眼科医院 （大）52-5494
歯科 吉田歯科 （大）56-3434

江頭歯科医院 （柳）72-6116

1 月 3日㈫
内科 長岡内科医院 （大）58-0909

二宮医院 （大）50-0246
日の出町すぎ病院 （大）55-3000
松尾医院 （柳）72-2842

小児科 友永医院 （大）52-2523
やまかわクリニック （大）52-2705
藤野医院 （柳）76-0011

外科 平井外科・産婦人科 （大）54-3228
永田整形外科病院 （大）53-3879
星子医院 （柳）72-0123

眼科 塩谷眼科医院 （大）52-5494
歯科 大岸歯科 （大）59-0888

石井歯科医院 （柳）73-7792

1 月 15日㈰
内科 こはまクリニック （大）41-8800

くにさき内科胃腸科医院（大）59-0775
南大牟田クリニック （大）57-3300
ヨコクラ病院 （み）22-5811
よしやま内科 （み）62-6118

小児科 井上内科クリニック （大）52-4602
外科 木村整形外科医院 （大）59-8205

ヨコクラ病院 （み）22-5811
前原整形外科・リハビリクリニック（み）63-2040
森田皮膚科医院 （柳）74-3425

眼科 大牟田市立病院 （大）53-1061
歯科 原田歯科クリニック （大）51-2781

1 月 8日㈰
内科 植田医院 （大）58-0314

くさかべまき内科クリニック （大）41-6036
永江医院 （大）53-5921
済生会大牟田病院 （大）53-2488
長田病院 （柳）72-3501

小児科・内科 古賀医院 （柳）72-2207
小児科 石﨑医院 （大）58-0117
外科 大牟田天領病院 （大）54-8482

済生会大牟田病院 （大）53-2488
大鶴脳神経外科 （み）64-4130
こにし眼科 （柳）75-4110

眼科 ふくやま眼科医院 （大）50-1666
歯科 はすだ歯科 （大）41-5678

1 月 22日㈰
内科 林田クリニック （大）57-2105

小野胃腸科内科医院 （大）54-7237
野田萬里クリニック （大）50-0202
くさかべ病院 （大）58-1234
たなか皮ふ科クリニック（み）63-4112

小児科・内科 金子病院 （柳）73-3407
小児科 平田小児科内科医院 （大）52-4195
外科 植田医院 （大）58-0314

永田整形外科病院 （大）53-3879
阿久根眼科医院 （柳）72-3376
森田整形外科医院 （柳）72-5679

眼科 小野眼科医院 （大）52-7705
歯科 ハラダ歯科 （大）52-8128

1 月 29日㈰
内科 たちばなクリニック （大）58-1230

坂本内科医院 （大）51-3200
たくまクリニック （大）85-0581
大牟田共立病院 （大）53-5461
工藤内科 （み）63-7711

小児科 末吉小児科内科医院 （大）59-8100
よこち小児科医院 （柳）72-1800

外科 おがた整形外科医院 （大）53-7189
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
甲斐田医院 （柳）72-3435

歯科 中尾歯科 （大）56-6776

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
※12/29~1/3 はお正月休みのため当番医まで。

【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。

12月 30日㈮
内科 西山醫院 （大）56-5111

吉岡クリニック （大）43-6027
白川病院 （大）53-4173
村石循環器科・内科 （柳）73-0099

小児科 井上内科クリニック （大）52-4602
末吉小児科内科医院 （大）59-8100

外科 堀整形外科麻酔科クリニック （大）52-8065
ありあけクリニック （大）52-5245
龍眼科 （柳）73-0880
藤吉クリニック （柳）74-4025

眼科 まつお眼科 （大）55-3088
歯科 まつだ歯科 （大）56-9191

大橋歯科医院 （柳）74-5088

12 月 31日㈯
内科 末吉小児科内科医院 （大）59-8100

山下医院 （大）52-5077
兼行病院 （大）54-0055
永江医院 （柳）72-3146

小児科 篠塚小児科皮膚科医院（大）58-5000
和田医院 （大）55-1529

外科 ありあけクリニック （大）52-5245
永田整形外科病院 （大）53-3879
植田医院 （み）67-2737
立石耳鼻咽喉科医院 （柳）72-3469

眼科 向坂眼科医院 （大）52-5560
歯科 アルファ歯科 （大）85-8733

吉田歯科医院 （み）63-8244

1 月 1日㈷
内科 和田医院 （大）55-1529

ひがしはら整形外科医院 （大）57-6636
大牟田中央病院 （大）53-5111

小児科・内科 山内医院 （み）62-4131
小児科 こが小児科医院 （大）53-1150

原循環器科内科医院 （大）57-3301
外科 大牟田中央病院 （大）53-5111

ヨコクラ病院 （み）22-5811
大城医院 （柳）73-2427

眼科 佐藤眼科 （大）55-1100
歯科 みうら歯科 （大）53-1515

うわとこ歯科医院 （み）88-8661

1 月 9日㈷
内科 落合脳神経外科医院 （大）41-3711

西内科循環器科医院 （大）53-8341
南大牟田病院 （大）57-2000
いまいずみ内科・脳神経内科（み）22-2255

小児科・内科 幾嶋医院 （柳）73-3411
小児科 中山内科・小児科医院（大）58-0025
外科 石橋整形外科医院 （大）58-1323

永田整形外科病院 （大）53-3879
星子ひさし整形外科 （柳）74-5566

眼科 ひまわり眼科大牟田 （大）32-8831
歯科 永江歯科クリニック （大）58-6474

12 月 29日㈭
内科 春日医院 （大）56-5432

辻クリニック （大）55-2481
大牟田共立病院 （大）53-5461

小児科 辻クリニック （大）55-2481
江の浦医院 （み）22-5050

外科 永田整形外科病院 （大）53-3879
江の浦医院 （み）22-5050

眼科 まつお眼科 （大）55-3088
歯科 しろもと歯科クリニック（大）52-6480

西原歯科医院 （み）63-6482

（振）


