
日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 
 
   （移動図書館) 

合志中央団地 
みどり館 

  
 
 
 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 
 
 
 

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 

（移動図書館) 

みずき台公民館前 

新開区公民館前 

黒石体育館前 

農研宿舎駐車場 

  ○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: 00～9：00 
○西開館時間延長 
 

13 14 15 16 17 18 19 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 

休館日 
   

 ○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～ 
 
 

20 21 22 23 24 25 26 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 休館日 （移動図書館) ○西ブック  

 スタート 
○泉ブック  

 スタート 
○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: 00～9：00 
○西開館時間延長 

27 28 29 30 31   
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

 

 

休館日  休館日   

 

図書館カレンダー 
2022 

■ 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 

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

■ 開館時間 

◎午前10時～午後6時 
 西合志館のみ第2・4(土)午前10時～午後8時 

※星空観望会、開館時間延長は第二・第四土曜日のみ。 

○天…西合志図書館天文台 

      …

○西…西合志図書館 

○V … 図書館 

 ○泉…  

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  

令和4年3月 
第180号 

 図書館では、各分野の雑誌を毎日多くの方

に貸出・閲覧の形でご利用頂いております。 

 図書館雑誌スポンサーとは、ご希望の雑誌

の購読料を負担して頂き、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。 

 スポンサーとして掲載されますと、事業所

のＰＲや集客等に有効だと思われます。 

 必要経費は目安として、ご希望の雑誌の年

間購読料です。詳しくはお尋ね下さい。 

 

 
 

 

 

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） 

ビブリオトーク 

とき：令和4年4月23日(土) 

   午前10時30分～正午 

ところ：西合志図書館 集会室 

定員：先着15名（事前申し込みが必要） 

参加費：無料 

     申込み：令和4年3月26日(土)から 

  合志市立図書館カウンター 

   又はお電話（096-242-5555） 

あなたの好きな韓国ドラマやそれにまつわる本に

ついて、みんなで語ってみませんか？ 

皆さんのお話を聴くだけでもＯＫです。 

お気軽にご参加下さい。 

※宣伝広告の掲載 

 申込は随時受け  

 ています。 

＊貸出期限はお守り下さい 
資料を延滞すると次に借りたい方にスムーズな貸出ができなくなります。 

人気のある図書などは予約が複数人入っているため、貸出に支障が生じてしまいます。 

公共の資料を皆様により良く活用頂けるよう、ご協力を宜しくお願いします。 
 

＊ブックポストの利用方法 
・図書はブックポストに返却が可能です。（図書館バッグも可能） 

・ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ、紙芝居は破損の恐れがありますので、必ず開館中のカウンター 

 へお返し下さい。 

 ※視聴覚資料の弁償は高額になる場合があります。 
 

【開館中に返却する場合の注意】 
・資料の返却のみは、ブックポストまたはカウンターへお返し下さい。 

・貸出ご希望の方は、カウンターへお返し下さい。 

 ※貸出の際ポストに資料が残っている状態で上限冊数を超えると、返却が必要なため 

  貸出をお待たせすることがあります。 



西合志図書館天文台より 

3月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

はるのあしおと 

「出会い」「別れ」の本 

もうすぐ1ねんせい 

季節の変わり目 

うれしいなおべんとう 

と き：3月17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 

 

  3月に入り、これまで昼よりも夜の時

間が長かったものが、春分を境に逆転し

ます。日に日に早まる日の出の前、明け

方の空で金星が、非常に明るく輝いてい

ます。20日には西方最大離角（地球から

の見かけ上太陽から最も離れること）と

なります。この頃の金星は、「明けの明

星」と呼ばれています。 

 中旬から下旬にかけては、金星に火星

や土星が近づきます。この惑星たちが形

作るトライアングルの近くを、28日から

29日にかけて、新月前の細い月が通り過

ぎていきます。にぎやかな天体の集結で

すが、高度が低いため、楽しむにはごく

低空まで視界の開けた場所が望ましいで

しょう。 

GREEN FINGERS 

『ひなにんぎょうができるまで』 

 ひさかたチャイルド 

・ひな人形の完成までを 

 分かりやすく紹介 

＊絵本週間とは＊ 
3月27日～4月9日は絵本週間です 

 アンデルセンの誕生日で、「国際子ども

の本の日」である４月２日の前後２週間

を、社団法人全国学校図書館協議会が絵本

文化の発展、教育現場や家庭に「絵本読

書」が定着することを願って設けました。 

 『人魚姫』や『マッチ売りの少女』など

数々の名作を世に送り出した童話作家アン

デルセン。作者や作品に思いをはせて絵本

を読んでみてはいかがでしょうか？ 

『おいしいおひなさま』 

 小林 ゆき子/絵 ほるぷ出版 

・動物たちがそれぞれのおひな 

 さまをつくる楽しいおはなし 

『大人も読みたいこども歳時記 

 ‐作ってみよう365日‐』 

 長谷川 櫂/監修 小学館 

・季語を写真と一緒に 

 季節ごとに解説 

『旬ってなに？春 

   -季節の食べもの-』 

 本多 京子/監修 汐文社 

・春の旬の食べ物を写真で紹介 

新しい本が入りました! 
本の予約は、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、窓口での申請・登録が必要です。 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

児 童 書 絵 本 

はじめてでも美味しく作れるロシア料理 ヴィタリ・ユシュマノフ 

新型コロナとワクチン 
わたしたちは正しかったのか 峰 宗太郎 

起立性調節障害＜OD＞ 田中 大介 

人生７０点主義 梅沢 富美男 

アカンヒトズカン 野々村 友紀子 

サステナ片付けできるかな？ コジマ マユコ 

"泣いてもいいんだよ"の育児 峯田 昌 

天才はみんな「鈍感」さん 
ライフハック 
アニメーション 

こうして私は料理が得意になってしまった 有賀 薫 

美智子さま愛のお言葉大全 小田部 雄次 

人は聞き方が９割 永松 茂久 

思春期の子の育て方 諸富 祥彦 

年をとったら食べなさい 佐々木 淳 

腸活にいいこと超大全 小林 弘幸 

シートケーキとレイヤーケーキ 原 亜樹子 

巡査さんと超能力者の謎 リース・ボウエン 

愉快な病人たち 日刊ゲンダイ医療取材班 

赤い十字 サーシャ・フィリペンコ 

ハムネット マギー・オファーレル 

チンギス紀  １２  北方 謙三 

山亭ミアキス 古内 一絵 

マルメロ草紙 橋本 治 

ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和 

デカメロン・プロジェクト マーガレット・アト・ウッド/他 

田辺聖子十八歳の日の記録 田辺 聖子 
台湾文学ブックカフェ １  
蝶のしるし 江 鵝 /他 

滅私 羽田 圭介 

本格ミステリ・ベスト１０ ２０２２ 探偵小説研究会 

女性失格 小手鞠 るい 

ラストツアー （佳代のキッチン ４） 原 宏一 

かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原 ゆたか 

ほねほねザウルス ２５ カバヤ食品株式会社 

ノーサイド 村上 晃一 

屋根に上る かみや としこ 

ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル 

ぼくらの感染症サバイバル 香西 豊子 

日本の４７都道府県 講談社 
頭がよくなるなぞなぞチャレンジ！１年生 日本なぞなぞ能力検定協会 

鎌倉バトルロワイヤル 楠木 誠一郎 

知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎 景介 

そら  （日本のことばずかん） 神永 曉  
伝える力がアップする！ 
プレゼンの取扱説明書 清水 久三子 

大人も知らない！？ 
性教育なぜなにクイズ図鑑 のじま なみ 

動物アスリート決定戦 實吉 達郎 

ボス・ベイビー  ファミリー・ミッション 佐藤 結 

若冲の絵本 結城 昌子 

おつきさまのスープ 木原 未沙紀 

エイモスさんがバスに乗りおくれると エリン・E・ステッド 
十二支のおはなしと 
十二支がかけるほん あきやま かぜさぶろう 

絵本で知ろう二十四節気  秋 小川 ようこ 

ファーガスどーこだ？ マイク・ボルト 

おとどけもの まえはら あきこ 

王さまのお菓子 くらはし れい 

ばけもの 飯野 和好 

トゲトゲくんはね、 ハワン 

青い花のえかきさん ガブリエル・エヴァンス 

あなたのおなまえは？ きたやま ようこ 

アブナイこうえん 山本 孝 
カメレオンくんきみの 
いろにへ～んしん！ アニータ・ビスタボシュ 

ほうれんそうカレーききいっぱつ！ 田中 六大 


