
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 

   1 2 3 4 
   （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～ 
 

5 6 7 8 9 10 11 

○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 

  ○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 

12 13 14 15 16 17 18 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

休館日   ○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～ 
 

19 20 21 22 23 24 25 

○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 
 ○泉 ブック  
  スタート  

 ○西 ブック  
  スタート  

 
休館日 

 

○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 

26 27 28 29 30 31 ～1/4 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 

休館日 
 

 
 

休館日 
 

 
 

休館日 
 

 
 

休館日 
 

休館日 
 

 
 

まで休館 

■ 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 …  

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12月 
第177号 

令和３年１２月２７日（月）  ～令和４年１月４日（火）   
 

◆◇休館中の資料の返却について◆◇ 

～ 返却ポストの場所～ 
 ◇西合志図書館 … 正面玄関左側  

◇ヴィーブル図書館 …  

 休館中は、図書・雑誌のみ各施設備え付けの返却ポストへ返却できます。 
CDやビデオテープ・DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので 

必ず開館日にカウンターへご返却ください。 

※泉ヶ丘市民センター図書館（12/29～1/3） 
須屋市民センター（12/27～1/4）は施設休館のため返却できません。 

 ＹＡ新聞へのご意見・ご感想、

おすすめの本などの紹介は図書

館設置の「伝えたい」の箱へ！ 

今回は五感に関連する本やＣＤ、ＳＤＧｓに 

ついて理解を深める本などを紹介しています。 

『こどもＳＤＧｓ』 
   秋山 宏次郎/監修 
     バウンド/著 
     カンゼン/出版 

『谷中びんづめカフェ竹善』 

 １～４ 竹岡 葉月/著 

     集英社/出版 

あなたの好きな韓国ドラマやそれにまつわる本について、 

みんなで語ってみませんか？ 



西合志図書館天文台より 

12月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

クリスマスのえほん 

 

うしのえほん とらのえほん 

冬を楽しむ 

師走 

クリスマスの絵本たち 

と き：12月16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 

 

 日の入り後の南西の空に「宵の明

星」として輝いている金星は、4日に明

るさが最大となります。この頃の金星

は大変明るく、昼間の青空の中でも見

えることがあります。誤って太陽を直

接見ないよう、十分注意して下さい。 

 また、今年のふたご座流星群は、14

日頃にピークを迎えます。今年は、深

夜まで月が空に残り、月明かりの影響

を受けてしまうため、月が沈んでから

明け方にかけての観察がおすすめで

す。レジャーシートを敷いて地面に寝

転ぶなどすると楽に観察できます。大

変寒い季節ですので、寒さ対策をしっ

かり行ってください。 

年末年始お役立ち本 

♪ワッツ・アップ‐グレイテスト・ヒッツ 

  ‐2020～2021‐  ＊レディー・ガガ他 

♪ＳＩＮＧＡＬＯＮＧ   ＊緑黄色社会 

♪ＮＨＫみんなのうた60‐ｱﾆﾊﾞ-ｻﾘ-・ﾍﾞｽﾄ‐ 

 1961～2021ＹＥＬＬ  ＊本田路津子他 

♪ｅｙｅｓ ＊ｍｉｌｅｔ 

♪笑顔で会える日のために 

 ‐あなたに寄り添うピアノ作品集‐＊辻井伸行 

♪ご当地演歌ベスト‐決定版‐ ＊大月みやこ 

♪ＪＩＭＳＡＫＵ ＢＥＹＯＮＤ  ＊ＪＩＭＳＡＫＵ 

♪Ｓｉｍｐｌｅ ｉｓ ｂｅｓｔ ＊手嶌 葵 

『こねこのウィンクルと 

    クリスマスツリー』 

さとうゆうすけ/絵 

福音館書店 

『コールテンくんのクリスマス』 

ジョディ―・ウィーラー/絵 

           好学社 

『クリスマス・イブのねがいごと』 

      サラ・マッシーニ/絵 

          岩崎書店 

『ピッキのクリスマス』 

     小西英子/作 

     福音館書店 

☆他にもたくさん入りました 

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 

僕が親ならこう育てるね ひろゆき 

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ ブレイディみかこ 

引き出す力 上阪 徹 

２０５０年のジャーナリスト 下山 進 

キャンプ料理ぜんぶ ガルヴィ編集部 

暮らしのアイデアスイッチ Ｓoeasy 

タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治 

至福のチーズレシピ 若山 曜子 

水俣天地への祈り 田口 ランディ 

人生１００年時代の脳科学 中村 克樹 

絶対！運がよくなる家相・方位占い 村野 弘味 

地球の歩き方aruco東京の手みやげ 地球の歩き方編集室 

『北の国から』黒板五郎の言葉 倉本 聰 

きのこ図鑑 牛島 秀爾 

アルテミスの涙 下村 敦史 

本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫 

涅槃（ねはん） 上・下 垣根 涼介 

かけがえのない心 チョ ヘジン 

文豪と異才たち 久我 なつみ 

賭博常習者 園部 晃三 

舞風のごとく あさの あつこ 

焼けた釘 くわがき あゆ 

人間レベル 橋本 ツカサ 

今夜もそっとおやすみなさい 小手鞠 るい 

月夜の羊 吉永 南央 

N 道尾 秀介 

ルパンの絆 横関 大 

砂に埋もれる犬 桐野 夏生 

ラストで君は「まさか！」と言う 
神さまのいたずら PHP研究所 

ナイトメアのフカシギクラブ たから しげる 
ドラえもん探究ワールド 
食料とおいしさの未来 藤子・F・不二雄 

未来のきみを変える読書術 苫野 一徳 

100年無敵の勉強法 鎌田 浩毅 

クマが出た！助けてベアドッグ 太田 京子 

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？ 石川 幹人 

あくたれラルフ コンテストにでる ジャック・ガントス 

もしも動物と話せたら？ ジェイソン・ビッテル 

大阪の電車の顔図鑑 江口 明男 

世界じゅうの女の子のための日 ジェシカ・ハンフリーズ 

天の台所 落合 由佳 
大人になってこまらないマンガ 
で身につくお金のちしき 泉 美智子 

いにしえの言葉に学ぶきみを 
変える古典の名言 ３ 福井 蓮 

３ぷんでねむくなるえほん のぶみ 

チリとチリリよるのおはなし どい かや 

ぽんちうた 死後くん 

しりとりのくにのおうさま たちもと みちこ 

きょうはだめでもあしたはきっと ルチア・スクデーリ 

かくれんぼねこ つじにぬき 

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ 

スパゲッティのうた ぺこみそ 

ぎんいろのねこ えがしら みちこ 

かわいいきいろのクジラちゃん かこ さとし 

バーナバスのだいだっそう ファン・ブラザース 

まっくろ 黒井 健 

みんなスーパーヒーロー メカル・ルネ・ロー 

そらからおちてきてん ジョン・クラッセン 
アニメおさるのジョージ 
クリスマスまであとなんにち？ マーガレット・レイ 


