
日 月 火 水 木 金 土 

      1 
 

    ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天  
 午後7: 00～9：00 
○西 開館時間延長 

2 3 4 5 6 7 8 

○西 おはなし会 
 午後2 : 00～ 
 

休館日 (移動図書館) 

菊香園2号館 

 

(移動図書館) 
合志中央団地 
みどり館 
合生文化会館 

  ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 

9 10 11 12 13 14 15 

○西 おはなし会 
 午後2 : 00～ 
 

 休館日  （移動図書館) 
みずき台公民館 
新開区公民館 
黒石体育館前 
農研宿舎駐車場 
 

 午後7 : 30～9：30 

  ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 
 

16 17 18 19 20 21 22 
○西 おはなし会 
 午後2 : 00～ 

休館日 (移動図書館) 

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 

 ○西  
ラッコちゃん 

おはなし会 

午前11：00

～ 

 
 

 

○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 

23 24 25 26 27 28 29 

○西 おはなし会 
 午後2 : 00～ 
 

    

休館日 
 

 
 

（移動図書館) 
南陽区公園前 
西須屋団地区集会所前 
ぞうさんのはな保育園前 
県営住宅区5棟前駐車場 
堀川公民館横 

  休館日 ○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 
 

30 31      

○西 おはなし会 

 午後2 : 00～ 
休館日      

図書館カレンダー 
2020 ○天 …西合志図書館天文台 

      …

○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

 ○泉 …  

■ 講座等のお申し込み・お問い合わせ先 

西合志図書館 
ヴィーブル図書館 
泉ヶ丘市民センター図書館 

TEL (096)242-5555 
TEL (096)248-5754 
TEL (096)247-1315 

■ 開館時間 

◎午前10時～午後6時 
  （西合志館のみ土曜日… 午前10時～午後8時 
   

合志市立図書館ホームページ http://www.koshi-lib.jp/ 

合志市立図書館だより 
K O S H I  C I T Y  L I B R A R Y  

１. 募集作品 

 募集作品 ① 『読書感想文』  

② 『わたしのすすめる本』 

応募規定 

合志市内在住の方 

応募期限 ９月１日（火）午後５時まで 

西合志図書館・ヴィーブル図書館 

泉ヶ丘市民センター図書館 

応募資格 

 応募先   

・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』を記入 

・文章の最後に出典『書名・著者名・ 

 出版社名』 を記入 

第1回 子どもの読書活動推進講座 

おはなしの小道具作り講座 

 と き：  

 ところ： 

本田恵子さん  

♥プロフィール  

 

問い合わせ： 

西合志図書館 ☎096-242-5555 

定員： ２０組 事前申し込みが必要です 

対象者： ５歳以上の子どもさんと保護者 

元県立保育大学准教授 

９月１２日（土） 午前１０時～１２時 

西合志図書館 集会室 

親子で楽しむ 

 講 師：  

内容： くまさんの指人形作り 

図書館では、多くの雑誌を市民の皆様に 

貸出・閲覧いただいております。図書館雑誌 

スポンサーとは、この雑誌購読料のご負担をお願いし、 

事業所の宣伝広告を、雑誌表面と裏面に掲載する制度 

です。図書館資料購入支援をお願いするとともに、支援 

事業所様の宣伝アピールに是非ご活用いただきますよう 

重ねてお願い申し上げます。詳しくはお尋ねください。 
 

※宣伝広告の掲載申込は随時受け付けています。 

 
 

 

 

 
 

▼募集対象 企業・商店・公共的団体など（個人除く） 

 ▼申し込み・問い合わせ先 西合志図書館（096-242-5555） 

 西合志図書館 

 雑誌コーナー 
◀ 

令和2年8月 
第161号 

８月１日～８月２０日 

※定員２０名に達し次第、締め切りといたします 

★開催日程表 

西合志図書館 ☎ 096-242-5555 

★会 場 

★講 師 

★応募期間 

参加費無料 

星空観測・観望に関心のある方に、地域に根づく 

星空文化の魅力や、星空に親しむ方法を案内する 

人材として、星空マイスターを育成すると共に、 

合志市での天文学の広報普及に寄与することを 

目的に、令和２年度 星空マイスター養成講座を 

開催いたします。 

★申込み 

平塚勝一氏 
  （うぶやま天文台館長） 

 西合志図書館 集会室 

9月3日・10日・17日・24日・

10月1日の毎週木曜日（全5回） 

        午後7時～8時30分まで 

作品募集 
合志市立図書館まつり 



一般書 

一般書 

児童書 げんきいっぱい なつやすみ♪ 

児童書 

児童書 

一般書 

なつのおたのしみ 

 

西合志図書館天文台より 

8月の星空 

 今年のペルセウス座流星群の活動は8月

11日の夜から13日の夜までの3夜でしょ

う。12日の夜に最も多くの流星が出現す

ると予想されます。いずれの夜も21時頃

から流星が出現するようになり、夜半を過

ぎて薄明に近づくにつれて流星の数が多く

なります。空の暗い場所で観察すると、見

られる流星の数は最大で1時間あたり30

個程度と予想されます。 

 流星は放射点を中心に放射状に出現しま

す。空全体に現れるため、広い範囲を見渡

すようにしましょう。ただし、月は視界に

入らないようにすることをお勧めします。

また、目が屋外の暗さに慣れるまで、最低

でも15分ほどは観察を続けると良いで

しょう。  

平和への願い 

 毎年、合志技研工業より西合志図書館及び 

天文台事業への支援を頂いております。今回は、 

西合志図書館へ図書館バッグ５００セットと 

マンガミュージアムへ支援金を頂きました。 

 バッグも新しくなり、市民の皆様に喜んで使って

いただけると思います。また、支援金についても 

今後、有効に活用していきます。 

合志技研工業より西合志図書館 

及びマンガミュージアム・天文台事業

へ支援贈呈式 

大切にしたいこと 

受付時間19：30～21：00 
   （夏時間:8月末まで） 

土曜日の定期観望会を 

  再開しています 

雨天・曇天などの天候、または状況 

により中止することがあります。 

開催するかどうかは西合志図書館に 

お電話、またはホームページ・天文台 

ツイッターでご確認下さい。 
 

※来館者多数の場合、入場制限のた

め、お待ちいただくことがあります。 
 

※マスク着用・アルコール消毒  

  にご協力ください。 

 

と き：8月20日（木）    午前11時～（30分程度） 

ところ：西合志図書館 おはなしのへや 

鎮塊の夏  戦後75年   語り継ぐ戦争 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

絵 本 児 童 書 

新しい本や雑誌が入りました! 
資料の予約は、電話や合志市立図書館のホームページ（※）でも受付します。 

※ ホームページから予約する場合は、窓口での事前登録が必要です。 

夏井いつきの日々是「肯」日 夏井 いつき 

佐々木正美の子育て百科 ２ 佐々木 正美 
歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村 康文 

10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上 祐紀 

公共図書館が消滅する日 薬師院 仁志 

伝える仕事 池上 彰 

教養学部 （なるにはBOOKS） 木村 由香里 

ならずもの 森 功 
パンデミック客船「ダイヤモンド・プリンセス号」からの生還 小柳 剛 

新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる 岩田 健太郎 

野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ 島本 美由紀 

「２０２０」後新しい日本の話をしよう 河合 雅司 

言語道断 櫻井 よしこ 

幸せになるんだぞ 谷 充代 

古写真で見る幕末の城 三浦 正幸 

黙 辻堂 魁 

「山奥ニート」やっています。 石井 あらた 

あなたに会えて困った 藤崎 翔 

ひとりでも生きられる 瀬戸内 寂聴 

Cocoon ４ 夏原 エヰジ 

恋とポテトと文化祭 神戸 遙真 

空腹ねずみと満腹ねずみ 下 ティムール・ヴェルメシュ 

空腹ねずみと満腹ねずみ 上 ティムール・ヴェルメシュ 

食っちゃ寝て書いて 小野寺 史宜 

アンドロメダ病原体 －変異－ 上 ダニエル・H・ウィルソン 

語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 

ダブル・トライ 堂場 瞬一 

ヒソップ亭 －湯けむり食事処－ 秋川 滝美 

不良 北野 武 

村上T 村上 春樹 

トリコロールをさがして 戸森 しるこ 

ユーチュー部！！ 受験編 山田 明 
みんなが知りたい！ 
日本のユネスコ無形文化遺産がわかる本 文化遺産を学ぶ会 

チョウのそだち方 福田 晴男 

美術館って、おもしろい！ モラヴィア美術館 

関ケ原の戦いへタイムワープ 三好 直人 

知ってる？偉人たちのこんな名言 河合 敦 

こんちゅうクンのいちばん虫ずかん こんちゅうクン 

キャプテン翼のサッカー教室 高橋 陽一 

秘密のノート ジョー・コットリル 

戦争にいったうま いしい ゆみ 

気候危機！ 堤 江実 

嵐の守り手 １ キャサリン・ドイル 

スケアリーストーリーズ怖い本 ２ アルビン・シュワルツ 

SFショートストーリー傑作セレクション 宇宙篇 日下 三蔵 

わたしがかわるみらいもかわる 原 琴乃 

いっしょにいてね HifumMiyo 

とうちゃんはむしゃんよか 西村 繁男 

うりのつるくるくる 田島 征三 

ヴァモス！ ちゅうがんじ たかむ 

こわがりのちびかいじゅう マリオ・ラモ 

おたすけこびととおべんとう コヨセ ジュンジ 

きらきら 新井 洋行 

こどもたちはまっている 荒井 良二 

富士山にのぼる 石川 直樹 

どこからきたの？おべんとう 鈴木 まもる 

やさいとくだもの 石賀 安枝 

プラスチックのうみ ジュリア・ブラットマン 

ピンキーはねをひろげて カロリーナ・ラベイ 

みずをくむプリンセス ピーター・H・レイノルズ 


