
図書館カレンダー 
2021 

■ 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 
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休館日  （移動図書館) 

合志中央団地 

みどり館 

   
 
 
 

10 11 12 13 14 15 16 

 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～ 
 

17 18 19 20 21 22 23 

○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 : 00～ 
○西 開館時間延長 

24 25 26 27 28 29 30 
○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～ 

31       

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

      

■ 開館時間 

◎午前10時～午後6時 
  （西合志館のみ午前10時～午後8時） 

※星空観望会、開館時間延長は第四土曜日のみ。 

○天 …西合志図書館天文台 

      …

○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

 ○泉 …

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10月 
第175号 

と き 11月13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 

 
図書館のどこかで紙芝居を

上演しています。昔なつか

しい“紙芝居屋さん”をみ

んな見にきてね。 

※今後の状況により中 

 止になる場合があり 

 ます。 

図書館では所蔵されている古くなった本

を利用者の皆様に配布しています。 

 

と き 10月23日（土）から 

    開館時間中  

ところ 西合志図書館  

    ロビー・入口周辺 
 ※なくなり次第終了です。 

ブックスタートとは 

 ブックスタートは1992年イギリスで始

まりました。絵本を「読む」のではなく

赤ちゃんと絵本を開く楽しい時を「共に

過ごす」という目的で世界各地に活動が

広がりました。 

 日本では行政と市民が連携して行う自

治体の事業として０歳児健診などの機会

に絵本のプレゼントや活動の紹介などを

行っています。 

 絵本はゆったりしたペースで読むと絵

と言葉の響きがより一層楽しめます。 

絵を見るだけ

でもいいよ♪ 

お気に入りが 

見つかるかも…！ 

世界でいちばん貧しい大統領 

-愛と闘争の男、ホセ・ムヒカ- 

／エミール・クストリッツァ：監督 

恐竜超伝説-劇場版ダーウィンが来た！-

／NHKエンタープライズ：制作会社 

兎の眼／中山 節夫：監督 

蜜蜂と遠雷／石川 慶：監督 

コーラス／クリストフ・バラティエ：監督 

アナと雪の女王２／クリス・バック：監督 

透明なゆりかご1～4／冲田 ✕華：原作 



西合志図書館天文台より 

10月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

おべんとう 

 

まほうはいかが 

列車に乗って 

生涯楽習 読書のススメ 

秋の植物・木の実の本 

 

 

 

 10月の夕方、南西の空に金星が明るく

輝いています。10月9日から10日にかけ

て、6日に新月となったばかりの細い月が

金星に近づきます。9日には、月は金星の

右側に少し離れて見えています。金星の左

側にはさそり座のアンタレスも見えてきま

す。10日になると、月は金星の左上へと

位置を変えます。アンタレスは月のすぐ左

下に見えます。 

 1.0等のアンタレスはマイナス4.2等の

金星に比べると暗く見えますが、空が十分

に暗くなってから観察すると印象的な赤い

色をしていることがわかります。空の低い

位置で起こる現象ですので地平線近くまで

見通せる場所で観察しましょう。 

 日の入り後、まだ空が明るいうちに金星

と月を探しておくとよいでしょう。 

カラダが喜ぶ食べ物 

10月27日～11月9日は読書週間です 

 終戦まもない１９４７年（昭和２２）年「読

書の力によって、平和な文化国家を作ろう」と

いう決意のもと出版社や書店、公共図書館、新

聞・放送のマスコミ機関も加わって、１１月１

７日から、第１回『読書週間』が開催されまし

た。そのときの反響はすばらしく、翌年の第２

回からは１０月２７日～１１月９日（文化の日

を中心とした２週間）と定められ、この運動は

全国にひろがっていきました。 

 現在『読書週間』は、日本の国民的行事とし

て定着し、日本は世界有数の「本を読む国民の

国」になりました。 

 暮らしのスタイルの中に「本

とのつきあい方」をとりいれて

いきませんか。 

 

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 

不安な時代をどう生きるか 本田 健 

日本全国ねこの御朱印＆お守りめぐり 地球の歩き方編集室 

２５歳からの国会 平河 エリ 
図解身近にあふれる「相対性理論」 
が３時間でわかる本 齋藤 勝裕 

昆虫館はスゴイ！  
―昆虫館スタッフの内緒話― 全国昆虫施設連絡協議会 

逆説の日本史 ２６ 明治激闘編 井沢 元彦 

後列のひと 清武 英利 

教皇フランシスコ コロナの世界を生きる 教皇フランシスコ 

親子で「海釣り」徹底サポートBOOK 山口 充 

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉 浅野 みや 

アルミホイル・ソロキャンレシピ 佐藤 一博 

哲さんの声が聞こえる 加藤 登紀子 

６０からは喜びはかけ算悲しみは割り算 沖 幸子 

食べられる草ハンドブック 森 昭彦 

３歳から始めるお料理レッスン ２ 青空キッチン 

誰にも奪われたくない/凸撃 児玉 雨子 

たまごの旅人 近藤 史恵 

能面検事の奮迅 中山 七里 

霧をはらう 雫井 脩介 

ツタンカーメンの心臓 福士 俊哉 

花束は毒 織守 きょうや 

星のように離れて雨のように散った 島本 理生 

巨鳥の影 長岡 弘樹 

忌名の如き贄るもの 三津田 信三 

ブランド 吉田 修一 

仮面家族 悠木 シュン 

猫弁と鉄の女 大山 淳子 

身内のよんどころない事情により ペーター・テリン 

スーパーエンジェル 島田 雅彦 

作家は時代の神経である 高村 薫 

３ツ星シェフ部！ よしもと こゆき 

さかなクンの一魚一会 さかなクン 

岬のマヨイガ 映画ノベライズ 吉田 玲子 

キャプテン 新たなるプレイボール 山田 明 

まっすぐ人間関係術 山崎 聡一郎 

ふしぎ文房具店の八雲さん 小川 彗 

レイワ怪談 青月の章 ありがとう・ぁみ 

キラリモンスター 小川 凛一 

人狼サバイバル ８ 甘雪 こおり 

信長とぼくと戦国大運動会 ２ りょくち 真太 

小説ましろのおと ３ 時海 結以 

世界を舞台に輝く100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ 

きのこのこのこふしぎのこ 白水 貴 

とってもわくわく！するはなし ロビー・H・ハリス 

ちゃんと知りたい「がん」のこと ２ 保坂 隆 

秋 かこ さとし 
タンポポのたねどうして 
とんでいくの？ ごとう まきこ 

たいようがわらってる ミロコマチコ 

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ 

めんぼうズ かねこ まき 

としょかんはどこへ？ スティーヴィ・ルイス 

いちにちだじゃれ かわしま ななえ 

ふしぎなヒーローやさん みやにし たつや 

アンパンマンとゆうれいせん やなせ たかし 
おばけのジョージー 
とんでいったふうせん ロバート・ブライト 

きんたろうようちえん やぎ たみこ 
きょうりゅうローリー  
はじめてのひとりたび リズ・クリモ 

ねこまめ 久保 晶太 

おつきみセブン ふくだ いわお 

おじさんのぼうしはどこいった？ フリッツ・シーベル 


