
■ 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/ 

○天 …西合志図書館天文台 

      …

図書館カレンダー 
2021 ○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

 ○泉 …  

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

    （移動図書館) 

合志中央団地 

みどり館 

 ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
※星空観望会 
開館時間延長は 
ありません 

4 5 6 7 8 9 10 
○西 おはなし会 

 午後2 : 00～ 
休館日  (移動図書館) 

みずき台公民館前 

新開区公民館前 

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 

 

11 12 13 14 15 16 17 
○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 

 ○西 ラッコちゃん 

 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～ 
 
※星空観望会 
開館時間延長は 
ありません 
 

18 19 20 21 22 23 24 
○西 おはなし会 

 午後2 : 00～ 
休館日 (移動図書館) 

南陽区公園前 

西須屋団地公園横 

ぞうさんのはな保育園前 

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 

 

25 26 27 28 29 30 31 
○西 おはなし会 

 午後2 : 00～ 
  
  

休館日  ○西 ブックスタート  休館日 
 
○泉 ブック 
 スタート 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

◎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） 

※星空観望会、開館時間延長は第二・第四土曜日のみ。 

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3年７月 
第172号 

☆と き 8月7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10日（土）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) 

 講師による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：令和3年8月8日（日） 
      ところ：西合志図書館 

＊缶バッジ作り  

10：00～15：00  

図書館ロビー 
大小2種類あります 

 

＊おりがみで鬼滅を作ろう  

①14：00～14：30  

②15：00～15：30 

図書館集会室 
※事前申込必要(各回20名） 

   

座 
流星群特別観望会 

 先着30名（事前申し込みが必要です） 

  7月10日（土）から事前申し込み受付いたします。 

   事前申し込みの際、当日の受付時間①②どちらかを 

   お選びください。 
  
 申込先：合志市内の各図書館 

場所 西合志図書館天文台 
     ※雨天時・曇天時は中止します。 

令和3年 8月12日（木） 
 午後7時30分～9時30分 

  受付時間 

   ①午後7時30分～7時45分 

   ②午後8時～8時15分 

 ※密をさけるために 

  受付時間をずらしています。 

日時 

夏の風物詩ペルセウス座流星群は、 

1年でもっとも見つけやすい流星群です。 

夏休みの思い出に、夜空の星を天文台で観察してみましょう。 

お問い合わせ：西合志図書館 電話096（242）5555 

※ 今後の状況により中止する場合があります。 

＊英語のおはなし会 

11：00～11：30  

図書館集会室 
※事前申込必要 

 （20名程度） 

7月3日（土）から受付 



 

今月のマインドシアターは中止です。 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

暑いっ！！ 

オリンピックと 

スポーツ 

なつのおまつり 

うみ 

ほしとそらのおはなし 

昔話と不思議話 

７月の星空 

西合志図書館天文台より 

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。 

※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。 

５. 応募先    

１. 募集作品  『読書感想文』  

２. 応募規定 

合志市内在住の方（高校生以上） 

４. 応募期限 ９月１日（水）午後６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 

 ※原稿用紙は各自ご用意下さい 

・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 

 お花のプレゼント 

ありがとうございます 

7月7日は新暦の七夕。天の川の両岸に織女星（ベ

ガ）と牽牛星（アルタイル）が輝いています。 

日の入り後間もない西の低空には、金星が明るく

輝いています。近くには火星もあり、12～14日頃に

この2つの星が接近します。12日には細い月も接近し

ます。 

7月下旬の真夜中過ぎ、南の空には、土星と木星が

姿を見せています。24～26日にかけて月が、土星と

木星に相次いで近づきます。 

と き：7月15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 

ひかりの子 

保育園より 

合志中部 

保育園より 

図書館へ保育園からお花を頂きました。 

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

4月から、西合志図書館の 

男子ごはんの本  その１３ 国分 太一 

いろいろな糸で楽しむどうぶつ刺繍レッスン Cｈicchi 
家庭科３だった私が３６５日、手作り服で 

暮らしています 
津田 蘭子 

世界一やさしいブラックホールの話 大須賀 健 

アニメと鉄道 ２ 「旅と鉄道」編集部 

子どもの才能を伸ばすモンテッソーリ教具100 藤崎 達宏 

地域別×武将だからおもしろい戦国史 小和田 哲男 

機嫌よくいられる台所 高橋 みどり 

かんしゃく、暴力、反抗、無気力・・・。 
うちの子、どうしちゃったの？ 

宮尾 益知 

がんとたたかう最高のヨガ大全 岡 孝和 他 

コミックくまモン 美味しいものいっぱい編 熊本県 

幸せな人生のつくり方 坂東 眞理子 

神々の子孫 戸矢 学 

日本百ひな泉 岩本 薫 

犬と歩けばワンダフル 北尾 トロ 

田舎のポルシェ  篠田 節子 

コロナ時代のパンセ  辺見 庸 

天使たちの課外活動 ８  茅田 砂胡 

超シルバー川柳 人生の花束編 みやぎシルバーネット 

悪魔には悪魔を  大沢 在昌 

沈黙の終わり 上・下  堂場 瞬一 

掟上今日子の鑑札票  西尾 維新 

めぐりんと私。  大崎 梢 

わたし、定時で帰ります ３  朱野 帰子 

スイッチ 悪意の実験  潮谷 験 

うかれ十郎兵衛  吉森 大祐 

東京ディストピア日記  桜庭 一樹 

臨床の砦  夏川 草介 

小説８０５０  林 真理子 

７歳までに知っておきたい科学えほん ケイティ・デインズ 

似ているけれどちがう生きもの図鑑 宇津木 聡史 

ショートショートでひらめく文章教室 田丸 雅智 

お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃 他 

なぞかけ昆虫館 ねづっち 

イカル荘へようこそ にしがき ようこ 

なごやの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 

もののつかいかたえじてん 坂本 京子 

告白プロデュース！ ココロ 直 

ネット・スマホ攻略術 山崎 聡一郎 

みんなから聞いたほっこり怖い話 ２ 鶴田 法男 

あいがあれば名探偵 杉山 亮 

北里大学獣医学部 犬部！ 片野 ゆか 

世界の名探偵１ デュパン エドガー・アラン・ポー 

小説ましろのおと  １ 時海 結以 

あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ 

おふろ 石黒 亜矢子 

色とりどりの鳥  たけがみ たえ 

どんめくり やぎ たみこ 

おかえり、ウミガメ 高久 至 

ぼくのふしぎな力 ジム・ラマルシェ 

あまがえるのぼうけん かわしま はるこ 

しょうぼうしゃ、てんけんよし！ 岡本 よしろう 

ぼくとがっこう はた こうしろう 

すてきなひとりぼっち なかがわ ちひろ 

たすひくねこ にわ 

空よ！ 後藤 美月 

ポリポリ村のみんしゅしゅぎ おかやま たかとし 

海のアトリエ 堀川 理万子 

モグラのモーとグーとラーコ みやにし たつや 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 


