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■ 講座等のお申し込み・お問い合わせ

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 

■ 開館時間 

http://www.koshi-lib.jp/ 

(移動図書館) 
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 
 
 
 
 
 
 

○天 …西合志図書館天文台 

      …

図書館カレンダー 
2020 ○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

◎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 
※土曜日の開館時間延長は当面中止します。   

 ○泉 …  

 おはなし会・赤ちゃんのためのラッコ

ちゃんおはなし会・マインドシアター・

星空観望会・学習ルーム利

用は当面の間、中止と 

させて頂きます。 

     

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2年6月 

第159号 

   おりひめ星やひこ星など、七夕ゆかりの 
 星々を、夏の星座とともに天文台で観察 
  しましょう!! 

と き：7月7日（火） 
      午後7時30分～9時30分 
     （受付は9時まで） 

ところ：西合志図書館天文台 

無料 

      ☆併せて上映会を開催します☆ 
 

  ▽第一部 午後6時～（約50分） 

          『忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with                                   

       コズミックフロント☆NEXT 天の川の段◆ ブラックホールの段』 
                         
  ▽第二部 午後7時～（約50分） 
      『銀河鉄道の夜』  
          
       ※西合志図書館集会室にて上映します。 
       ※雨天・曇天の場合は上映会のみの開催となります。 

    ※観望会・上映会ともに事前の申し込みは必要ありません。 

            ※状況により中止になる場合があります。 

 

 

6月26日(金）まで 

小学5年生～中学生（市内在住）

で、8/8（土）・8/15（土）・8/20

（木）、午後2時～5時の練習に 

参加できる人 

10人程度（応募者多数の場合は抽選） 

西合志図書館 

8/21（金）午後2時～、西合志 

図書館で開催されるおはなし会 

で読み聞かせなどを行います。 
 

※状況により中止になる場合があります 

今年も、８月21日(金）午後２時から、 
「夏休みスペシャルおはなし会」を開催 
します。図書館職員と一緒にパネル 
シアターや絵本の読み聞かせなどを演じ、 
夏の楽しい思い出を作りましょう♪ 

●募集期間：  

●対 象  ：  

 

 

 

●募集人数：  

 

夏の楽しい思い出をつくろう! 

夏休みスペシャルおはなし会 

ボランティア大募集!! 

                      ２０２０年 第1回 ふれあい講座 

  『司書によるアロマ 講座』 

 
 

と き：    ７月１８日（土）  午後１時３０分～３時 

       ところ：西合志図書館     集会室 

               講 師：司書  （アロマインストラクター） 

                                       ＊参加は無料です（先着20人） 

 

                          申し込み先 

                                    合志市立図書館カウンター又はお電話で 

                   ★西合志図書館      ☎ 242-555 

※状況により中止になる場合があります。 

                  

                                      

 現在、西合志図書館・ヴィーブル図書館は、合志市

内お住まいの方かぎり短時間入館のサービスをしてお

ります。泉ヶ丘市民センター図書館は、予約貸出と 

返却のみのサービスです。合志市外の方の予約本は 

西合志図書館のみの受取になっております。 

 市内や周辺市町の状況をみながら、一日も早く 

通常開館ができますよう願っています。 

 ご不便をおかけしますが、今しばらくのご理解 

ご協力をお願いいたします。 

                                       

  

 

図書館からのお知らせ 

詳しくはホームページ、 

 電話などでご確認ください。 



6月の星空 

西合志図書館天文台より 

一般書 

児童書 

児童書 

一般書 

一般書 

児童書 

 

お家でたのしもう 

＊紫外線照射によって、本を消毒・殺

菌することができる機械です。 
 

＊一度に6冊消毒ができます。所要時間

は30秒程度です。 
 

＊ご利用は図書館の資料に限ります。 

 詳しくは図書館スタッフへお尋ねくだ   

さい。 

ご自由にお使いください！ 

☆ 記載台横（返却 
 カウンター前）に 
 設置してあります。 

ホームページで 
 読書履歴が確認できます 

ホームページ上で、自分が借りた 
本の履歴を見ることができます。 

 

窓口でメールアドレスを登録されている 
方であれば、どなたでもご利用できます。 

 

読書マラソンもご利用できます。 
詳しくは窓口までお尋ねください。  

あめのふるひ 

『図書館消毒機』 
      活用して下さい 

 

 

 コロナ禍  

ピンチをチャンスへ 

 あめとあそぼう 

 いろいろな雨の日 

 晴耕雨読 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

児 童 書 絵 本 

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。 

AI世界秩序  李 開復 

キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田 晴恵 

学ぶ環境のつくり方 深谷 圭助 

世界の古典と賢者の知恵に学ぶ言葉の力 シン ドヒョン 

がんで不安なあなたに読んでほしい。 清水 研 

徳川の幕末 松浦 玲 

蝶の生態標本図鑑 今井 初太郎 

もっとお得にきっぷを買うアドバイス５０ 蜂谷 あす美 

超リアル戦国武将と忍者の戦い図鑑 小和田 哲男 

起業をするならこの１冊 馬渡 晃 

コミックくまモン 春の訪れ編 熊本県 

子どもを叱りつける親は失格ですか？ アベ ナオミ 

男子ごはんの本  その１２ 国分 太一 

素敵に彩る小さな庭づくり E&Gアカデミー 

図解伊勢神宮 神宮司庁 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

食いしん坊発明家 小泉 武夫 

赤ちゃんをわが子として育てる方を求む 石井 光太 

よこどり 小野 一起 

贖罪  吉田 喜重 

逃亡者 中村 文則 

合唱 －岬洋介の帰還－ 中山 七里 

空の声 堂場 瞬一 

いきるりすく 平沼 正樹 

東京オリンピックの幻想 西村 京太郎 

絶品スプレは眠りの味 チェルシー・フィールド 

文豪と借金 「文豪と借金」編集部 

南国流星怪奇譚 芝村 裕吏 

死の濃霧 コナン・ドイル 

修羅の家 我孫子 武丸 

暗鬼夜行 月村 了衛 

やたいのおやつ ふじもと のりこ 

ふたごのかがみピカルとヒカラ つよし ゆうこ 

ムーミントロールと小さな竜 セシリア・ヘイッキラ 

あかちゃんとわらべうたで 
           あそびましょ！ 

さいとう しのぶ 

よなかかいじゅうイビキラス 大串 ゆうじ 

とうさんのてじな いぬんこ 

えくぼのかよちゃん 林家 しん平 

せんとてん ヴェロニク・コーシー 

うさぎになったゆめがみたいの おくはら ゆめ 

しかしか 岡本 よしろう 

ぼくは犬や ペク ヒナ 

はじめてのちきゅうえほん てづか あけみ 

いつもぎゅっとそばに イブ・タルレ 
はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん AG.フォード 

虫ガール ケラスコエット 

作家になりたい！ ７ 小林 深雪 

生活向上委員会！ １３ 伊藤 クミコ 
ヤング・シャーロック・ホームズ Vol. ８ アンドリュー・レー 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３ 廣嶋 玲子 
やがらす魔道具店と黒い結末             田丸 雅智 
どっちが強い！？X ２ 
         謎の地底猿人を追え！ 

エアーチーム 

見つける見分ける鳥の本 秋山 幸也 

水泳教室 （マンガでマスター） 平井 伯昌 

ロウリーのいい子日記 ジェフ・キニー 

かみさまのベビーシッター 廣嶋 玲子 

そのときがくるくる すず きみえ 

ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 
ビジュアル入門江戸時代の 
  文化京都大阪で花開いた元禄文化 

深光 富士男 

絵でわかる建物の歴史 エドゥアルド・アルタルリバ 


