
○天 …西合志図書館天文台 

      …

■ 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 ▽http://www.koshi-lib.jp/ 

■ 開館時間 

※ 「ブックスタート」とは、７カ月児健診の際に、図書館から絵本の配布と紹介を行う児童サービスのことです。 

図書館カレンダー 
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休館日  (移動図書館) 
合志中央団地 

みどり館 

  ○西 ビブリオトーク 
 午前10:30～ 
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 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) 
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新開区公民館 

黒石体育館前 

農研宿舎駐車場 
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（移動図書館) 
南陽区公園前 

西須屋団地公園横 

ぞうさんのはな保育園前 

堀川公民館横 

 ○西 ブック  

 スタート 

休館日 

○V ブック

スタート 

 

30 31      

 休館日      

◎午前10時～午後6時 

※今月の星空観望会、開館時間延長はありません。 

・今月のおはなし会、赤ちゃんのためのらっこちゃんおはなし会、

星空観望会、開館時間延長（土曜）、マインドシアター、春のワク

ワクおはなしデー（9日）は中止させて頂きます。 

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  

◆臨時休館のお知らせ◆ 
【蔵書点検のため、臨時休館いたします。】 

休館中は、図書・雑誌のみ各館に設置している返却ポストへ返却できます。CDやビデオ・ 

DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので必ず図書館開館日にカウンターへ返却ください。 

☆返却ポストの場所  

令和3年 5月 
第170号 

・西合志図書館正面玄関左側 
・ヴィーブル館正面出入口左側 
・泉ヶ丘市民センター図書館入り口付近 
・須屋市民センター玄関 

※西合志図書館は開館しています。 

泉ヶ丘市民  

センター図書館  令和３年5月31日（月）～6月4日（金） 

ヴィーブル図書館 令和３年5月31日（月）～6月7日（月） 

ご理解、ご協力のほど 

よろしくお願いします。 

 令和3年5月9日（日）に予定しておりまし

た、『春のワクワクおはなしデー』は、新型コ

ロナウィルス感染拡大に伴い、予防対策の為中

止となりました。今後の対応についてはホーム

ページ等でお知らせします。 

 ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 『春のワクワクおはなしデー』のお知らせ 



５月の星空 
  ～夏の星座に輝く月と木星、土星～  

 5月20日から21日へと日付が変わるころ、南の

空には、半月が明るく輝いています。多くの星の

光は、月の明るさに隠されてしまいますが、負け

ずに存在感を示しているのが木星です。木星の明

るさはマイナス2.6等、月のすぐ下に輝いていま

す。月と木星の15度ほど西側に、さそりの赤い

心臓といわれる1等星アンタレスが輝いていま

す。月は、地球の周りをまわっているため、満ち

欠けをしながら、星座の中を大きく移動していき

ます。 

 そのため、2日後の22日の夜から23日の未明

にかけては、月は東に位置を変え、いて座にある

土星に近づきます。さそり座やいて座といえば、

夏を代表する星座ですが、5月の末ともなれば、

深夜には、夏の星座が南の空高く昇ってきていま

す。季節を少しだけ先取りして、夏の星座に輝く

月や木星、土星を眺めてみてはいかがでしょう。 

今月のマインドシアターは中止します。 

 

一般書 

児童書 

 

 
一般書 

児童書 

一般書 

児童書 

みどりだいすき 

かぞくっていいな 

絵本作家 
～子どもに夢を届けて～ 

 子どもたちにもっと本を、もっと読む場所をと

の願いから、「こどもの読書週間」は1959年（昭

和34年）に誕生しました。もともとは、5月5日の

「こどもの日」を中心とした2週間（5月1日～14

日）でしたが、子どもの読書への関心の高まりを受

けて、「子ども読書年」である2000年より現在の

4月23日（世界本の日・子ども読書の日）～5月

12日に期間を延長しました。 

 幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽し

みを知り、ものごとを正しく判断する力をつけてお

くことが、子どもたちにとってとても大切なことで

す。子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっ

ても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが

「こどもの読書週間」です。 

4月23日～5月12日は 
子ども読書週間  

子ども読書週間って？ 

初夏に向けて 

ありがとうを 

 つたえよう 

緑色の本たち 

今月のおはなし会は中止します。 

 令和３年度にも引き続き合志技研工業株式会社

（松原美樹代表取締役社長）から西合志図書館天

文台とマンガミュージアムへ支援金の贈呈があり

ました。 

 図書館では、星座のお話が映像とともに楽しめ

るDVDをはじめ必要な機材の購入や天文台指導員

の養成講座を実施することができました。 

 今後更に市民の皆様に楽しんで頂けるよう、天

文台事業の充実に活用させて頂きます。 

合志技研工業株式会社より

支援金贈呈がありました 

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。 

一般書  ［ 実用書 ］ 一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 

児 童 書 絵 本 

子どものイヤイヤこんなときどうする？                
100のヒント 中田 馨 

絶対に知らないとヤバイ！ 
      不動産取引の進め方 赤津 寛紀 

はじめての手づくり針を使わない手芸 Loving moon 

世界史年表・地図・第27版 亀井 高孝 

日本史年表・地図・第27版 児玉 幸多 

かんたん園児のおべんとう 阪下 千恵 

ピポンのフェルトで作る部活応援チャーム がなはようこ：ピポン 

さばいていくっ！ きまぐれクック 

保育に役立つあそびのアイデア 阿部 直美 

緊急事態宣言の夜に さだ まさし 

天職 天野 篤 

ひとりぼっちが怖かった 朝日新聞社会部 

発達障害はなぜ誤診されるのか 岩波 明 

池上彰と考える「死」とは何だろう 池上 彰 

欧米に寝たきり老人はいない 宮本 顕二 

櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ 

あなたも名探偵 市川 憂人 

草原のサーカス 彩瀬 まる 

春菜ちゃん、がんばる？  ４ 埴輪星人 

階層樹海 椎名 誠 

疼くひと 松井 久子 

168時間の奇跡 新堂 冬樹 

居酒屋ぼったくり おかわり！２ 秋川 滝美 

父を撃った12の銃弾 ハンナ・ティンティ 

されく魂 －わが石牟礼道子抄－ 池澤 夏樹 

田中家の三十二万石 岩井 三四二 

馬疫 茜 灯里 

麦本三歩の好きなもの 第２集 住野 よる 

君と、君がいる彼方 末浦 広海 

六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 

愛情融資店まごごろ ３ くさかべ かつ美 

塔の上のラプンツェル アイリーン・トリンブル 

建築家になりたい君へ 隈 研吾 

どっちが強い！？リカオンVSモリイノシシ スライウム 

未来を変えるレストラン 小林 深雪 

強制終了、いつか再起動 吉野 万里子 

平和の女神さまへ平和ってなんですか？ 小手鞠 るい 

ほんとうのことしかいえない真実の妖精 マッド・ヘイグ 

サイコーの通知表 工藤 純子 

イラストでわかるオノマトペじてん 小野 正弘 

しぜんとかがくのはっけん！366クイズ 田中 千尋 

じぶんでよめるしょくぶつずかん 成美堂出版編集部 

お菓子はすごい！ 柴田書店 

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤 ノリコ 

なぞなぞがっこう迷路 大河原 一樹 

にんにん！さすけまる ねこまき 

クマとオオカミ ダニエル・サルミエリ 

つのぶねのぼうけん テリー・ファン 

海とそらがであうばしょ テリー・ファン 

ねたふりゆうちゃん 阿部 結 

ありがとう えがしら みちこ 

まえとうしろどんなくるま？ ４ こわせ もりやす 

おいでおいで…－こわい絵本－ 松本 ジョゴ 

ぷっくりえんどうまめ いわさ ゆうこ 

はっきりきこえているかな？ せべ まさゆき 

た・ま・ご ケビン・ヘンクス 

ぽかぽかぐ～ん よしむら めぐ 

ももんちゃんどくへいくのかな？ とよた かずひこ 

おかしのずかん 大森 裕子 


