
図書館カレンダー 
2021 ○天 …西合志図書館天文台 

      …

○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

 ○泉 …  

■ 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 

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

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 

  ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

８ ９ 10 11 12 13 14 
○西 夏休みスぺ  

 シャルデー 
 

 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 : 00～ 
○西 開館時間延長 

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 

 ○西
     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～ 
 

22 23 24 25 26 27 28 

○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 

 ○西 ブック  
  スタート  

 ○泉  
ブック  
スタート  

○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 31     

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

休館日 
 

 
 

休館日   

            
  

■ 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） 

※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  

特別観望会 

令和3年8月 
第173号 

第２・４土曜日の定期観望会 

を再開しています 

受付時間19：30～21：00 
   （夏時間:8月末まで） 

雨天・曇天などの天候、または状況 

により中止することがあります。 

開催するかどうかは西合志図書館に 

お電話、またはホームページ・天文台 

ツイッターでご確認下さい。 
 

※来館者多数の場合、入場制限のため、

お待ちいただくことがあります。 
 

※マスク着用・アルコール消毒  

  にご協力ください。 

 と き：令和3年9月11日(土)10：30～(1時間半程度） 

 ところ：西合志図書館 集会室 

 講 師：隅倉雄一氏（合志市歴史資料館長） 

 定 員：30名(参加費無料・事前申込が必要） 

 申込方法：合志市立図書館カウンター又はお電話で 

      西合志図書館 ☎242-5555 

 

    ＊入場の際はマスクの着用をお願いします。 

    今後の状況により中止する場合があります。 

第二回 合志講座 
『合志市の地名・ 
      その由来と伝承』 
  ～地名は、その土地の生き証人である～ 

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 

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 

６. お問い合わせ    

美しい名月（十五夜）と秋の星空を観察します。 

指導員の解説を聞きながら夜空を鑑賞しましょう。 

と き：9月21日（火）午後7時～9時30分  

受付時間 ①午後7時～7時15分 

 ②午後7時30分～7時45分 

 ※密を避けるために受付時間をずらしています。      

ところ：西合志図書館天文台  

   ※雨天・曇天の場合は中止します。 

定 員：先着30人（事前申し込みが必要） 

※8月21日（土）から受付開始 

申込方法：合志市立図書館カウンター又はお電話で 

    ※雨天・曇天の場合は中止します。   

     状況により中止の場合もあります。 

来館前にホームページでご確認ください。 



 

西合志図書館天文台より 

8月の星空 

 夜空に高くかかるのは、こと座のベガ（織姫

星）・わし座のアルタイル（彦星）・はくちょ

う座のデネブで形作る「夏の大三角」です。 

 美しい十字の形で「北十字星」ともよばれる

はくちょう座は、しっぽが1等星のデネブ、く

ちばしが「二重星」として有名なアルビレオで

す。この二重星はブルーとオレンジ色なので、

宮沢賢治はサファイアとトパーズと宝石にみた

てていました。肉眼では1つの星にしか見えな

いので、ぜひ望遠鏡で探して見てください。 

 さらに13日の夜明けを中心に（極大は4時）

「ペルセウス座流星群」が楽しめます。今年は

月明かりの影響もほとんどなく、近年では最高

の条件で流星を見ることができそうです。11

日の夜から13日の夜までが多く見れるチャン

スです。お天気が良いといいですね♪ 

  

と き：8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 

一般書 

一般書 

児童書 あつい夏がきた！ 

児童書 

児童書 

一般書 

おばけだぞ ～ 

 

8・31（やさい）を楽しむ 

戦 争 につ いて 考 え る 

西合志図書館 

学習ルームの利用について 
西合志図書館の集会室を学習スペースとして 

ご利用頂けます。 

 

 

   ・令和3年7月22日～8月29日 
 ※電話又はホームページでご確認下さい 

 

午前10時～午後5時まで 

 
合志市図書館カードを持参 
または登録されている方 

 

☆利用の際はカウンターで申し込みが必要です 
 

＊感染症予防のため窓を開けています 

＊業務・イベント等により利用を中止する場合 

 があります 

 ＊マスクの着用をお願いします 

  

利用時間 

利用できる人 

利用できる日 

図書館資料を延滞すると、予約本など次に借りた

い方に図書や視聴覚資料（CD、DVD）等のスムー

ズな貸出が出来なくなります。 

公共の資料を市民の皆様により良く活用されるよ

う、ご協力をよろしくお願いします。 

開館時間外は返却ポストをご利用下さい。 

※ＣＤ・DVD・紙芝居はカウンターへ。 
 

 貸出期間  図書・紙芝居   15日間 
         雑誌・CD・DVD   8日間 

 

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。 

ひるも 

よるも 

へいわってすてきだね 

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。 

人間関係が一瞬でよくなる魔法の接続詞 谷口 敏夫 
ホットサンドメーカーで作るこれって絶対 
ウマいやつ！ キャンプめし愛好会 

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 作田 龍昭 

死を喰う犬 小林 みちたか 

もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉 忠明 

幸いをいただきまして 塩沼 亮潤 

漫画家しながらツアーナースしています。 明 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！ 
タブレット超入門 

森嶋 良子 

環境専門家になるには 小熊 みどり 

あえるよ！山と森の動物たち 今泉 忠明 

清六の戦争 伊藤 絵理子 

基本調味料で作る５分麺 市瀬 悦子 

東大教授が本気で教える「ひざの痛み」解消法 福井 尚志 

リスク大全 深津 嘉成 

女性のコレステロール・中性脂肪を改善する本 植田 勝廣 

感染捜査 吉川 英梨 

プリンス 真山 仁 

神さまのいうとおり 谷 瑞恵 

そのひと皿にめぐりあうとき 福澤 徹三 

レンタルフレンド 青木 祐子 

養老先生のさかさま人間学 養老 孟司 

雷神 道尾 秀介 

白医 下村 敦史 

文豪たちの断謝離 豊岡 昭彦 

それでも世界は回っている １ 吉田 篤弘 

黒牢城 米澤 穂信 

マルチの子 西尾 潤 

星に祈る あさの あつこ 

ランチ酒 ３ 原田 ひ香 

梅花下駄 佐伯 泰英 

細胞タウン大冒険 清水 洋美 

ウソみたいなホントのはなし 恐竜編 ナショナルジオグラフィック 

はじめての夏とキセキのたまご 麻生 かづこ 

なぞかけ遊園地 ねづっち 

てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル 

となりの正面 新井 けいこ 

ナメクジはカタツムリだった？ 武田 晋一 

名探偵コナン推理ファイル 

中国・四国地方の謎 
青山 剛昌 

自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎 

津田梅子 RICCA 

世界の都市伝説大事典 朝里 樹 

ランペシカ 菅野 雪虫 

都会（まち）のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね かおる 

ファイディング・ドリー スーザン・フランシス 

デリバリーぶた 加藤 休ミ 

みてみて！クオッカ 福田 豊文 

いろいろかえる きくち ちき 

きみとぼくがつくるもの オリヴァー・ジェファーズ 

スイカワンときもだめし 澤野 秋文 

楽園のむこうがわ ノリタケ ユキコ 

まんげつのよるのピクニック のむら うこ 

なぜなのママ？ やなせ たかし 

ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ 

おばけとかくれんぼ 植垣 歩子 

どうぶつせんきょ アンドレ・ホドリゲス 

スティーブン・ホーキング ボリス・クリコフ 

としょかんのきょうりゅう 鈴木 まもる 

ムーミントロールと 

真夏のミステリー 
トーベ・ヤンソン 

はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー 


