
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 …  

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

 
  

  

 

 

（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 
 

   
    

 
     
 

6 7 8 9 10 11 12 

 
  
 

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 

 

  

 
 
   

 
     
 

 
  

 

13 14 15 16 17 18 19 
 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 
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敬老の日 秋分の日 休館日 
 

 

 
 

 

○西 第一回図書館         
     講座 
 午後 13:30 ～ 
 

 

27 28 29 30    
 

    

休館日 
 

 
 

 休館日    

■ 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 
  毎週土曜日の延長開館は当面の間、 
  中止とさせていただきます。 
 
   

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

(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) 
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 

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９月 
第162号 

 感染症の拡大防止の観点から、下記を 

当面休止とさせていただきます。 

図書館からのお知らせ 

事前申込みが必要です。 

第一回 図書館講座 

講師： 

定員： 

齋藤 冨士男氏 
（元合志市歴史資料館館長） 

とき： ９月２６日（土） 

ところ： 西合志図書館 集会室 

先着20名 

西合志図書館  

午後１時３０分～３時 

「合志の名前の由来と 

     水と人の関わり」 

『ノラネコぐんだん 
    ふねにのる』（英語） 
 

『りんごかも 
    しれない』（韓国語） 

特別観望会 
と き 10月１日（木） 

午後７時～９時30分 
ところ 西合志図書館天文台 

参加費無料 

 旧暦８月15日にあたるこの日は 

“十五夜”とよばれ、昔から日本人に 

親しまれてきました。美しい名月を 

みんなで鑑賞してみませんか？ 

※合志市在住の方に限らせて頂きます 
問い合わせ 西合志図書館 ☎096-242-5555 
 

申込み： ☎096-242-5555 

※入場の際はマスク着用をお願いします 

状況により、変更または中止になる場合があります 

・土日のおはなし会 

・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 

・毎週土曜日の星空観望会 

・学習ルーム利用 

・視聴コーナー利用 

＊再開の際には、ホームページ等で 

改めてお知らせします。 

ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解と 

ご協力をお願いいたします。 

※参加費無料 

工藤ノリコ/著 白泉社/出版 
 

ヨシタケシンスケ/作  
  ジュニオキムヨンサ/出版 

 児童コーナーの奥のところに『外国語 

でかかれた児童書』のコーナーがあるの 

はご存知ですか？今では、英語だけでなく、

いろんな言語の本を所蔵しています。語学

に自信がある人はもちろんのこと、ちょっ

と苦手な人も絵だけながめて見るのも楽 

しいですよ！ 

 

※雨天・曇天の場合など、状況により 
中止になる場合があります。 



西合志図書館天文台より 

９月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

お家でゆったり世界一周 

 

お月見のえほん 

老後の備え 

図書館川柳募集 

テーマ： コロナが終わったらやってみたいこと 

     私の夢など 

締め切り： 令和２年11月15日 

応募方法： 図書館備え付けの用紙で、投稿箱または 

     カウンターまでご応募ください 

発 表： 掲示板で展示・冊子作製予定 

     名前の記載を希望されない方は 

     ペンネームでどうぞ 

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♪ 

＊9月12日の 

  『親子で楽しむ 

おはなしの小道具作り講座』 

 

＊10月11日の 

『秋の夜の図書館探検隊』は 

  中止となりました。 

   

 まだ宵の空は夏の星座ですが、次第に 

東から秋の星座が昇ってきます。この時期

は明るい星が少ないのですが、南の空に

は、みなみのうお座「フォーマルハウト」と、

ペガスス座の「ペガススの四辺形」が輝い

ています。 

   明け方南西の空には、地球との最接近

（10月6日）に向け、明るさを増した火星が

輝いています。火星表面の岩に鉄が多く、

さびて赤くなっているので、赤色を目印に

みつけてください。 

 秋分の９月22日以降は、夜が昼より長く

なっていきます。「読書の秋」といいます

が、涼しい夜は天体観測もおすすめです。

ぜひ空を見上げてみてください。 

 

世界アルツハイマー デー 

おじいちゃん・おばあちゃん      
   ありがとう 

  げんきでいてね♥ 
おじいちゃん・おばあちゃん      
    

～認知症になっても安心して暮せる社会を～ 

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 

できる超快適Windows１０ 清水 理史 

恐竜と古生物の折り紙 川畑 文昭 

干菓子２５０ 淡交社編集局 

予算内で「住みやすい家」ベスト５５ 主婦の友社 

平安貴族嫉妬と寵愛の作法 繁田 信一 

知識ゼロからの古文書を読む 古賀 弘幸 

いますぐ始めるテレワークの強化書 大串 肇 

とてつもない嘘の世界史 トム・フィリップス 

１９６４東京ブラックホール 貴志 謙介 

拾われた男 松尾 諭 
これだけは知っておきたい 
     「税金」のしくみとルール 梅田 泰宏 

腸内フローラの科学 野本 康二 

教師という接客業 齋藤 浩 
３７歳独身、年収３００万円 
      知っておきたいお金のこと 横山 光昭 

疫病２０２０ 門田 隆将 

死という最後の未来 石原 慎太郎 

日本蒙昧前史 磯崎 憲一郎 

霧の彼方須賀敦子 若松 英輔 

文豪たちの口説き本 彩図社文芸部 
時のきざはし  
     －現代中華SF傑作選－ 立原 透耶 

＃君と明日を駆ける 一宮 梨華 

夢は捨てたと言わないで 安藤 祐介 

無職転生 ２３ 理不尽な孫の手 

田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子 

ヒカリ 花村 萬月 

あがない 倉数 茂 

心霊探偵八雲 １２ 魂の深淵 神永 学 

黄色い夜 宮内 悠介 

私が愛したトマト 髙樹 のぶ子 

どうぞ愛をお叫び下さい 武田 綾乃 

必読！必勝！受験のための「孫氏の兵法」 齋藤 孝 

希望、きこえる？ 榮谷 明子 
ひらめき王子松丸くんの 
    ひらめけナゾトキ学習 ２ ひらめき王子松丸くん 

青鬼調査クラブ ２ 波摘 

いじめ 武内 昌美 
キャベたまたんていこふん時代へ 
             タイムスリップ 三田村 信行 

大人になってこまらないマンガで 
         身につく税金のちしき 泉 美智子 

ルドルフとノラねこブッチー 斎藤 洋 

モヤモヤそうだんクリニック 池谷 裕二 

小学生から始めるマンガ教室 すぎやま ゆうこ 

何かが奇妙な物語 澤田 薫 
SFショートストーリー傑作セレクション 
               超能力篇 日下 三蔵 

知ってる？偉人たちのこんな名言 河合 敦 

手作りスライムとこむぎねんどの本 Jamie Harrington 

じぶんでよめるこんちゅうずかん 成美堂出版編集部 

カメレオンどろぼう・ドロン 伊藤 夏紀 

よこいしょういちさん かめやま えいこ 

トリケラトプスのなんでもないいちにち 鈴木 まもる 
リサとガスパール  
キティちゃんをパリでおむかえ 

ゲオルグ・ハレンスレーベン 

みえた！うみべのいきもののひみつ アリッサ・ナスナー 

さんしょっ子 いもと ようこ 

うまれたよ！シデムシ 安田 守 

ねことおばあさん くさなり 

五十音 高畠 純 

まあるくなーれわになれ 真珠 まりこ 

すごい虫ずかん じゅえき太郎 

ハクトウワシ 前川 貴行 

細菌ホテル キム リョンオン 

ぼくといっしょに シャルロット・デマートン 

きょうりゅうのずかん 五十嵐 美和子 


