
日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

○西おはなし会 
 午後2 : 00～ 
 

 

休館日  （移動図書館) 
合志中央団地 
みどり館 
合生文化会館 

  ○西かみしばいが     

   やってくる 
  午後2 : 00～ 
○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 

 

 

８ ９ 10 11 12 13 14 
○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 

  ○V おはなし会 
  午前 11:00 ～ 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 
 

15 16 17 18 19 20 21 
○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 

（移動図書館) 

みずき台公民館 

新開区公民館 

黒石市民センター 

農研宿舎駐車場 

（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 
 

     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 : 00～ 

○西開館時間延長 

22 23 24 25 26 27 28 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

 休館日   
休館日 ○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～ 

○西開館時間延長 

29 30      
○西あかちゃんと一

緒に楽しむ絵本と

わらべうたの世界 

 午前11 : 00～ 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日 
 

 
 

   

            
  

■ 講座等のお申し込み・お問い合わせ先 ■ 開館時間 

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

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 

◎午前10時～午後6時 
（西合志館のみ11/21から土曜日*午前10時～午後8時） 
   

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…  

K O S H I  C I T Y  L I B R A R Y  

合志市立図書館だより 

令和2年11月 
第164号 

子どもの読書活動推進講座

日時 ☆ 

場所 

講師 

11月29日（日） 

午前11時～（1時間程度） 

☆ 西合志図書館 集会室 

☆ 吉川法子さん  

（熊本市東部公民館おはなしの部屋代表） 

人数 ☆ 先着10組 事前申込みが必要 

あかちゃんとその保護者、おはなし会に 

関心のある方、読み聞かせボランティアの

方など、参加お待ちしています！ 

と き：１１月７日（土） 

午後２時～３時 

ところ： 西合志図書館周辺 

（※雨のときは屋内） 

講 師： 吉岡 敏夫さん 

第二回図書館ふれあい講座 

三大流星群のひとつ、ふたご座流星群。 

一晩に見られる流星の数としては、年間最大の流星群です。 

真冬の季節、暖かい服装でお越しください。 

  ・・・・西合志図書館 天文台 

    ★先着30名 (事前申込みが必要） 

                  

・・・・１２ 月１３ 日 （日） 

    ①受付時間 午後7時～7時30分 

    ②受付時間 午後7時30分～8時  
                           午後9時終了予定              

日時              

・・・・合志市立図書館カウンター 
    （西合志図書館 ☎242-5555）            

場所              

申込先              

場 所 

人 数 

合志市総合センターヴィーブル 

先着１５名 
※事前申込みが必要 

申込先 合志市立図書館カウンター 
 （西合志図書館 Tel242-5555） 

講 師 合志市立図書館司書 桑山幸代 
色彩診断士 トータルカラーリスト 

ー私の生涯学習ー 

午前11時30分～１時間程度 

あかちゃんと一緒に楽しむ 

絵本とわらべうたの世界 

申込先 合志市立図書館カウンター  

     （西合志図書館tel242-5555） 

12月5日（土） 

＊マスクの着用をお願いいたします 

２F 多目的研修室A 

日 時 

※マスクの着用、手指のアルコール消毒を 
お願いします 今後の状況により中止する 
         場合があります 

※状況により、変更または中止になる場合もあります。

ホームページ等でご確認の上ご参加ください。 

※当日は、マスクの着用をお願いします。          

第2回子どもの読書活動推進講座 

申込受付 11月14日～ 

申込受付              ・・・・11月14日～ 

           



西合志図書館天文台より 

11月の星空 

と き：11月19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 

 

 11月に入ると日の出の時刻が遅

くなり、明け方の天体観察もしやす

くなります。11日前後は水星が日

の出前の東の低空で見つけやすくな

ります。水星の近くには金星も見

え、12日から14日にかけてこれら

2つの惑星に月が近づきます。宵の

空も惑星たちでにぎやかです。 

 19日の日の入り後は南西の空で

輝く木星と土星に月が近づきます。 

 惑星たちと月の共演、秋の星座を

楽しみましょう。 

一般書 

児童書 

児童書 

一般書 

一般書 

児童書 

秋の夜長は本格ミステリー 

どんないろがすき？ 

第74回読書週間   

みんなのげいじゅつ 

ヘルシーなお菓子作り 

今月のマインドシアターは中止です 

 In ヴィーブル図書館 

図書館で除籍された 

図書や雑誌をみなさま 

に還元いたします 

 

 

 

 

11月14日（土）～ 申込受付 ： 

 

申込先： 

西合志図書館 集会室 と こ ろ ： 

12月6日（日） と  き ： 

午前10時30分～12時 

人  数 ： 先着１０組  

日本の伝統を知る講座 

合志市立図書館カウンター 
 （西合志図書館  ☎242-5555） 

      マスクの着用、手指のアルコール消毒をお願いします 
       ※今後の状況により中止する場合があります 

羽子板の裏面に布や和紙、シール等で飾り 

つけをしてオリジナルの羽子板を作ろう。 

しめ縄は好きな飾りつけをします 

※事前申込みが必要です 

本の世界へようこそ  

 さぁとびだそう！ 

  ぼうけんのせかいへ 

～ どこに旅する？この一冊～ 

本の予約は、電話や合志市立図書館のホームページ（※）でも受付けています。 
※ ホームページから予約する場合は、窓口での申請が必要です。 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

絵 本 児 童 書 

新しい本が入りました! 

独裁と孤立トランプのアメリカ・ファースト 園田 耕司 
一生モノの教養が身につく世界の古典  
必読の名作・傑作200冊 佐藤 優 

20世紀の独裁者列伝 桂 令夫 

これだけは知っておきたい介護施設の 
             最強見極め５ステップ 須永 圭一 

苦しみのない人生はないが、 
              幸せはすぐ隣にある 小澤 竹俊 

人生のやめどき 樋口 恵子 

コロナ氷河期 前川 孝雄 

宇喜多秀家 大西 泰正 

最後にあなたを救う禅語 大愚 元勝 

ＳＮＳ暴力 毎日新聞取材班 

紙のパッチワーク 堀込 好子 

看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 佐藤 陽/著 

宇宙考古学の冒険 サラ・パーカック 

もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明 

岸田ビジョン 岸田 文雄 

向日葵を手折る 彩坂 美月 

自分の価値 曽野 綾子 

猫弁と星の王子 大山 淳子 

猿神 太田 忠司 

降るがいい 佐々木 譲 

刑事何森 孤高の相貌 丸山 正樹 

私は女になりたい 窪 美澄 

もう、聞こえない 誉田 哲也 

ワトソン力 大山 誠一郎 

隣人X パリュス あや子 

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 

デス・レター 山田 正紀 

同姓同名 下村 敦史 

灯台からの響き 宮本 輝 

鏡影劇場 逢坂 剛 

ショパン 新井 鷗子 

ゾンビのホラーちゃん ３ バルバラ・カンティーニ 

ココロ屋  つむぎのなやみ 梨屋 アリエ 
ひらめき力がぐんぐん育つ！ 
なぞなぞチャレンジ 嵩瀬 ひろし 

バトル・ブレイブスVS.怒りのアフリカゾウ 今泉 忠明  

ぼくのまつり縫い （2） 神戸 遙真 

夜カフェ ７ 倉橋 燿子 

炎炎ノ消防隊（３） 緑川 聖司 

STAR WARSスカイウォーカーの夜明け マイケル・コッグ 
ひらめき王子松丸くんのひらめけ！ 
             ナゾトキ学習 ３ ひらめき王子松丸くん 

うんち工場で大冒険！ マルヤ・バーセラー 

人権と自然をまもる法ときまり ２ 笹本 潤 

おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク 

地球村の子どもたち １ 格差 石井 光太 

とうきょうの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 

ねこはるすばん 町田 尚子 

ひっひっひくしょーん たあ先生 

がろあむし 舘野 鴻 

ほしいなあ、ナマケモノ Ａ・バロー 

ほしいなあ、きょうりゅう Ａ・バロー 

きょうぼくはなまえをもらった 星野 イクミ 

雨の日の地下トンネル 鎌田 歩 

にんじゃいぬタロー 渡辺 陽子 

ぼくんちのおふろやさん とよた かずひこ 

きょうりゅうたちもほんがよめるよ マーク・ティーグ 

ママ、どっちがすき？ 中田 いくみ 

ごめんなさい！だいじょうぶ！ ルイス・スロボドキン 

どすこいすしずもう おおとろやまのひみつ アン マサコ 

どすこいすしずもう たまごのさとのひみつ アン マサコ 

赤ちゃんはどうやってうまれるの？ フランソワーズ・ローラン 


