
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 
 

  （移動図書館) 
合志中央団地 
栄市民センターみどり館 

合生文化会館 
上生区禁酒記念碑前 

  ○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～ 

○西 開館時間延長 

5 6 7 8 9 10 11 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

休館日 
 

(移動図書館) 

菊香園2号館 

くぬぎ園・白鳩園 

ケアハウス菊香園 

 
 

（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 

 
 ○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～ 

○西 開館時間延長 

12 13 14 15 16 17 18 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

休館日    

 
 ○V おはなし会 

 午前 11:00 ～ 

○西司書によるアロマ講座 

 午後1:30～ 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

○天 星空観望会 

  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

19 20 21 22 23 24 25 

○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 

 
  ○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～ 

○西 開館時間延長 

26 27 28 29 30 31  

○西 おはなし会 

  午後2 : 00～ 
 
 

休館日   

 

 休館日 
 

■ 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 

◎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 
   

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

○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 

 ○泉 …  

（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 

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  

 図書館では下記のとおり、講師を招き 

夏の星空教室を開催します。星の学習会と 

実際の星空を観察します。 

☆と き 8月1日（土） 
 
    星空教室…午後7時～8時まで 
     星空観望会…午後８時～9時まで 
 
☆ところ 西合志図書館集会室  
       および 天文台 
 
☆対 象 合志市内、市外の親子 
 
☆定 員 先着30名（事前申込が必要） 
     7月3日（金）から受付開始 
 
☆申込み 西合志図書館  
 

  ※定員になり次第締め切ります。 
  ※内容は小学校4年生以上程度を対象とした 
      ものです。(それより小さなお子さまも参加できます) 
 
     

作品募集 

５. 応募先    

合志市立図書館まつり 

１. 募集作品 

１. 募集作品 ① 『読書感想文』  

② 『わたしのすすめる本』 

２. 応募規定 

合志市内在住の方 

４. 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 

３. 応募資格 

６. お問い合わせ    西合志図書館       (242-5555）
ヴィーブル図書館   (248-5754） 

(247-1315）

・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 

・募集期間   8月15日 （土） まで 

・投稿場所  備え付けの投稿箱またはカウンターまで 

・発表     掲示板で展示・冊子作製予定 

 

  ※名前の掲載を希望されない方は ペンネームでどうぞ 

  ※作品が多数の場合 展示できない作品もあります。 

図書館川柳募集中 
 ユーモアやセンスにあふれた 

作品をおまちしています。 

 川柳を考える事、それが 

健康につながれば万々歳ですね。 

今回のお題は 

コロナ・健康・夏の思い出など 

図書館からのお知らせ 

ご理解とご協力を

お願いいたします。 

 合志市立図書館は全館、業務を再開いたしま 

した。合志市内・市外の方問わず利用できます。  
 

 利用できるサービス 

   ・貸出・返却・予約      ・複写サービス 

   ・インターネット（30分以内）  ・検索機の利用 

   ・新聞・雑誌の閲覧（30分以内） 

 ※泉ヶ丘市民センター図書館は貸出・返却・ 

    予約のみのサービスとなります。 
 

 利用できないサービス 
   ・視聴コーナーの利用  ・学習ルームの利用 
 

 感染予防対策 
  ・マスク着用の上、アルコール消毒にご協力くだ 

    さい。 

  ・発熱や体調不良などあればご遠慮ください 

  ・長時間の滞在は、ご遠慮ください。 

令和2年７月 
第160号 



今月のラッコちゃんおはなし会は中止です。 

7月の星空 

 

今月はマインドシアターの代わりに 

おはなし会をします。 

                  
          ※雨天・曇天などの天候、状況により中止に 

       なる場合があります。 

       詳しくはホームページをご覧ください。 

     

座 ★ 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

薬草  ～身近な草花～ 

よぞらをみあげて♪♪ 

そらをとぶもの 

      なぁーんだ？ 

夏を涼しく過ごす 

 

西合志図書館天文台より 

※貸出期間は一週間です。 

     延長貸出しはできません。 

  

    
 

詳しくはカウンターで 

    お尋ねください 

夏休みお役立ち特集！ 

夏を満喫 

 ７月の東の夜空に一段と明るく輝く 

こと座の『ベガ（織姫星）』、白鳥座 

の『デネブ』、わし座の『アルタイル 

（彦星）』、この３つの明るい星を 

結ぶ「夏の大三角」が夏の訪れを告 

げます。 

 夏の大三角から、南の空のさそり座あ

たりにかけて白い雲のように見える「天

の川」は、一年の中でもこの時期が最

も濃く、その美しさは格別です。 

 七夕の星空伝説とともにお楽しみ 

ください。 

夏休みに向け て自由研究に関する本や 

課題図書(読書感想文、読書感想画)の 

コーナーを各館 設置しています。 

※合志市在住の方、限定です。 

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。 

ウイルスにもガンにも野菜スープの力 前田 浩 

丹羽宇一郎 令和日本の大問題 丹羽 宇一郎 

最後の対話をするために 玉置 妙憂 

宿無し弘文 －スティーブ・ジョブスの禅僧－ 柳田 由紀子 
おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ便 たかはし みき 

感染症大全  堤 寛 

図解わかる年金 ２０２０－２０２１年版 中尾 幸村 

東大脳を育てる！読み聞かせ絵本１００ 佐藤 亮子 

言葉を使う動物たち エヴァ・メイヤー 

検察官になるには 飯島 一孝 

老いの器量 下重 暁子 

いちばんやさしい６０代からのLINE  増田 由紀 
寂庵コレクション Vol ２  
あなたは、大丈夫 瀬戸内 寂聴 

希林のコトダマ 椎根 和 
永青文庫の古文書 －秀光・葡萄酒・熊本城－ 永青文庫 

おこりんぼう 林 望 

コミックス作家川村リリカ 片岡 義男 

逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 

江戸の夢びらき 松井 今朝子 

駆け入りの寺 澤田 瞳子 

ビルマに見た夢 古処 誠二 

告解 薬丸 岳 

わたしに無害なひと チェ・ウニョン 

旅のつばくろ 沢木 耕太郎 

恋愛未満 篠田 節子 

イエロー・サブマリン 小路 幸也 

病気と闘わない！ こんどう なつき 

おおきな森 古川 日出男 

スノードロップ 島田 雅彦 

高峰秀子の反骨 高峰 秀子 

「僕らと街」のショートストーリー 堀 真潮 

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン 

１０代のための資格・検定 大泉書店編集部 

コットンのティータイム （なんでも魔女商会 ２７） あんびる やすこ 

ばぁばがえみーだったころ 平田 恵美子 

ニッポンじゃアリエナイ世界の国 斗鬼 正一 

キャラ絵で学ぶ！神道図鑑 山折 哲雄 

探して！見つけて！はじめての元素図鑑 マイク・バーフィールド 

ぼくと母さんのキャラバン 柏葉 幸子 

風のことば空のことば 長田 弘 

ザ・１０回折りおり紙ヒコーキ  戸田 哲夫 

父さんが帰らない町で キース・グレイ 

めげないいきもの事典 宮沢 輝夫 

ごきげんな毎日 いとう みく 

めくって学べるしごと図鑑   

きりかぶのきりじいちゃん なかや みわ 

おばけのジョージとびだしたけいとだま ロバート・ブライト 

すずめのまる 箕輪 義隆 

まほうのおまめ －だいずのたび－ 松本 春野 

こうえん くりはら たかし 

空を飛びたくなったら クリスチャン・ロビンソン 

うりこひめとあまんじゃく 赤羽 末吉 

ひとはなくもの やべ みつのり 

くまくん、じゅんびはオーケーかい？ デイビッド・バロー 

おばあちゃんもこどもです いもと ようこ 

おれ、ピートくいたい マイケル・レックス 

ダンゴムシがやってきた！ ゆーち みえこ 

ホタルのアダムとほしぞらパーティー ロマン・トマ 

みんなでねんね まるやま あやこ 

ぼくら、うりうりブラザース わたなべ ちとせ 


