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日 月 火 水 木 金 土 
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文化の日 （移動図書館) 

合志中央団地 

栄市民センターみどり館 

上生区禁酒記念碑前 

 

 

 ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
    

7 8 9 10 11 12 13 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

休館日    

  

○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西かみしばいが 
 やってくる 
  午後2 : 00～ 
○天星空観望会 
  午後7 : 00～ 
○西開館時間延長 

14 15 16 17 18 19 20 

○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) 

みずき台公民館前 

新開区公民館前 

黒石体育館前 

農研宿舎駐車場 

○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～ 
 
 
  

21 22 23 24 25 26 27 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

 
   

休館日 勤労感謝の日 （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 

○泉ブックスタート 

○西ブックスタート  

 

○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 

28 29 30     

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

    

休館日 
 

 
 

休館日 
 

 
 

    

■ 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/ 

■ 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、開館時間延長は第二・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…  

おはなし会や星空観望会へ参加する際は、マスク

の着用・アルコール消毒をお願いします。 

参加者多数の際は、人数制限をさせていただく場

合もございますのでご了承下さい。 

日本の伝統を知る講座 

＊たこをつくろう＊ 

※状況により変更・中止になる場合があります。 

 ＨＰ等でご確認下さい。 

※当日は検温・マスク着用をお願いします。 

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  

令和3年11月 
第176号 

と き 令和３年１２月１４日（火） 

受付時間 

  ①午後７時～午後７時１５分 

  ②午後７時３０分～午後７時４５分 

     午後９時終了予定 

  ※雨天時・曇天時は中止します 

ところ 西合志図書館 天文台 

★先着３０名（事前申込みが必要） 

申込み １１月１６日（火）から 

合志市立図書館カウンター又はお電話 

（西合志図書館 ☎096-242‐5555） 

※状況により変更・中止になる 

 場合があります。ＨＰ等でご 

 確認ください。 

※当日は検温とマスク着用をお 

 願いします。 

※状況により変更・中止になる場合があり 

 ます。ＨＰ等でご確認下さい。 

※当日は検温とマスク着用をお願いします。 

第２回ふれあい講座 

パーソナルカラー入門 
自分に似合う色を見つけてみませんか？ 

と き： １２月１１日（土）  

    午前１０時３０分～正午 

ところ： ヴィーブル多目的室Ａ 

講 師：図書館司書 

（カラーリスト） 

定 員：先着１２人（事前申込みが必要） 

申込み：１１月１３（土）から 

    合志市立図書館カウンター又はお電話 

  （西合志図書館 ０９６－２４２－５５５５） 

よく飛ぶゲリラカイト

を作るよ！ 

と き： １２月５日 （日） 

    午前１０時３０分～正午 

ところ：西合志図書館 集会室 

定 員：先着１０組 ※1組２名まで 

参加費：無料 （事前申込みが必要） 

申込み：１１月６日（土）から 

合志市立図書館カウンター又はお電話 

（西合志図書館 ☎０９６-２４２-５５５５） 

 と き：令和3年11月20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：20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 ☎096-242-5555 

 

    ＊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～ 



西合志図書館天文台より 

11月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

 

 あきいろいろ 

きんろうかんしゃのひ 

スポーツ始めてみませんか 

こころは旅へ 

物語の扉を開いて 

 

 

明るい1等星（みなみのうお座のフォーマ
ルハウト）がひとつしかない秋の星座です

が、日暮れ頃の南に明るい木星と土星が並

んで輝きます。今月は月に関する現象が２

つ起こります。８日の昼間、中国地方より

東側では月が金星を隠す「金星食」があり

ます。（残念ながら熊本県では見ることが

できません。）しかし同日夕方は接近して

いる月と金星をみることができます。19日
は「部分月食」があり東北の中部以南で

は、月がかけた状態で空に昇ってくる月出

帯食になります。東の低い空を観察してみ

てください。18日未明は「しし座流星群」
が極大となりますが、1時間に3個程度と流
れ星をみるのは難しそうです。寒いので暖

かい服装で観察してくださいね。 

すべての働く人達へ 

と き：11月18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 

子ども読書活動推進講座 

あかちゃんといっしょに 

楽しむ絵本とわらべうたの世界 
  ＊ と  き 11月28日（日） 
          午前11時～正午 

  ＊ ところ 西合志図書館 集会室 

  ＊ 対 象  

     赤ちゃんとその保護者、おはなし会に関心の 

     ある人、読み聞かせボランティアの人など 

  ＊ 講 師 吉川 法子さん 

       （東部・秋津おはなしの会代表） 

  ＊ 定 員 先着10組（事前申込みが必要） 

  ＊ 申込み 合志市立図書館カウンター又は 

            お電話で☎096-242-5555 

※状況により変更・中止になる場合

があります。ＨＰ等でご確認下さい。 

※当日は検温とマスク着用をお願

いします。 

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 11月13日（土）から 

    開館時間中  

ところ ヴィーブル図書館  

    入口周辺 

 ※なくなり次第終了です。 

＊お願い＊ 

借りている図書やＣＤ、ＤＶＤ類

は延滞しないようにしましょう 

図書館の資料の延滞があとを絶ちません。 

数カ月から1年以上などのケースも見受けられます。 
 

人気のある書籍などは、予約が複数人続いているこ

とが多いため、貸出に支障が生じてしまいます。 

また、長期所有することで紛失の原因になります。 

公共資料をより良く利用者の方々に活用されるよ

う、ご協力をお願いします。 

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 

いちばんやさしい腎臓病の人のため 

のたんぱく質べんり帳 
主婦の友社 

ヤセる満腹系ごはん 石原 彩乃 

黒羽志寿子の小さくて佳きもの 黒羽 志寿子 

はじめてでもかわいく作れる 

かぎ針編みの赤ちゃんニット 
リトルバード 

谷内六郎いつか見た夢 谷内 六郎 

伴走型支援-新しい支援と社会のカタチ‐ 奥田 知志 

食で読むヨーロッパ史２５００年 遠藤 雅司 

脱炭素革命への挑戦 堅達 京子 

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 

口に入れるな、感染する！ ポール・ドーソン 

通信制高校を選んだわけ 山口 教雄 

後悔しない保育園・こども園の選び方 普光院 亜紀 

炭酸水最強の活用法 新生 暁子 

セルフ・マインド・マネジメント 濱田 恭子 

味・香り「こつ」の科学 川崎 寛也 

転がる検事に苔むさず 直島 翔 

熱風団地 大沢 在昌 

星天の兄弟 菅野 雪虫 

教場X 長岡 弘樹 

星の落ちる島 小島 環 

聖刻 堂場 瞬一 

カラ売り屋VS仮想通貨 黒木 亮 

逆玉に明日はない 楡 周平 

オーラの発表会 綿矢 りさ 

アイスクライシス 笹本 稜平 

嗤う淑女二人 中山 七里 

出版禁止 長江 俊和 

コロナ狂騒録 海堂 尊 

バイオハッカーQの追跡 那藤 功一 

天路 リービ英雄 

ライブラリー・ツインズ 日野 祐希 

頭がよくなるひみつ 陰山 英男 

介助犬チェリーのパピーウォーカー 山口 理 

ヘンテコおりがみ 笹川 勇 

しらべるちがいのずかん おかべ たかし 

どんぐり・木の実の森 岩藤 しおい 

あんしんえほん 高濱 正伸 

あそんでまなぶはじめてのおかねえほん 泉 美智子 

５分でわかる安心ネット術 手塚 信貴 

すぐにできる手品 ナポレオンズ 

エミリときどきマーメイド ２  

‐深海の黒い影‐ 
リズ・ケスラー 

海について知っておくべき１００のこと ジェローム・マーティン 

カワネズミを見てみたい！ 森本 祈恵 

のろいまんじゅう 桐生 環 

こどもロジカル思考 バウンド 

みんなおやすみ かきもと こうぞう 

おばけのキルト 
バイロン 

・エッゲンシュワイラー 

きつね 樋口 佳絵 

絵本で知ろう二十四節気 夏 喜田川 昌之 

どうぶつたちのあきの 
おたのしみって？ デイヴィッド・ウォーカー 

ぼくが見える？ パク・ジヒ 

きみはたいせつ クリスチャン・ロビンソン 

やまがみさまのきょだいべんとう 大串 ゆうじ 

キツネくんとツルくん 洞野 志保 

ヒナゲシの野原で マイケル・フォアマン 

おもちゃびょういん 木島 誠悟 

いっぱいさんせーい！ 宮西 達也 

うさぎちゃんつきへいく せな けいこ 

おしえてくやさーい わたなべ あや 

こんにち、わ！ 三浦 太郎 


