
図書館カレンダー 
2022 

■ 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 
 西合志館のみ第2・4(土)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 …  

日 月 火 水 木 金 土 

      1 
 

    休館日 

2 3 4 5 6 7 8 

休館日 

 
 

休館日 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～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 

9 10 11 12 13 14 15 
○西 おはなし会 
午前10 : 00～ 
 

成人の日 休館日 （移動図書館) 
みずき台公民館 

新開区公民館 

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～ 
 

16 17 18 19 20 21 22 
○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～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 

23 24 25 26 27 28 29 

○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 
  

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○西 ビブリオトーク 
 午前10:30～ 

30 31      

○西 おはなし会 

 午後2 : 00～ 
休館日      

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4年1月 
第178号 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます 

 皆様におかれましては、２０２２年を健やかにお迎えのことと、

お慶び申し上げます。 

 旧年中は、新型コロナウイルスによる感染症の拡大にともない、

何かと制約の多い日々を送らざるを得ませんでした。 

 その中でも、合志市立図書館では、皆様から利用制限やマスク着

用・検温・アルコール消毒等にご協力により、感染予防に努めてい

ただきました。ありがとうございました。 

 本年も皆様のご理解とご協力のもと、職員一同力を合わせてより

安心・安全な図書館活動に取り組みます。今後ともよろしくお願い

申し上げます。 

              合志市立図書館 館長 髙本孝一 

新成人の皆様へ 

ご成人おめでとうございます 

タイトル 著者 

『お探し物は図書室まで』 青山美智子(ポプラ社) 

『スマホ脳』 アンデシュ・ハンセン(新潮社) 

『桃太郎のきびだんごは 

 経費で落ちるのか？』 
高橋創(ダイヤモンド社) 

『もしも徳川家康が総理 

 大臣になったら』 
眞邊明人(サンマーク出版) 

『ウルド昆虫記バッタを 

 倒しにアフリカへ』 

前野ウルド浩太郎 

(光文社) 

タイトル アーティスト 

ぐされ ずっと真夜中でいいのに。 

ＳＩＮＧＡＬＯＮＧ 緑黄色社会 

開幕宣言 Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ 

１ＳＴ ＳｉｘＴＯＮＥＳ 

タイトル 監督 

蜜蜂と遠雷 石川慶/監督・脚本・編集 

記憶にございません！ 三谷幸喜/監督・脚本 

成人として新たに門出を迎えられた方とご家族等の方々へお勧めの本・CD・DVDを紹介
します。気になったものを手に取ってみることで今後へのヒントになるかもしれません。 

 ＨＰから資料の検索ができます。 

新刊やお勧めの本も紹介しています。 



西合志図書館天文台より 

1月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

えと おしょうがつ 

迎春 2022年 心新たに！ 

ふゆってたのしい 

こたつで時代小説 

ぽっかぽかにあたたまる絵本 

と き：1月20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 

 

ペルセウス座流星群、ふたご座流星群

と並ぶ三大流星群の1つ、しぶんぎ座流

星群がとても良い条件です。放射点は

りゅう座の中にありますが、しぶんぎ

座流星群と呼ばれています。 

出現期間は1月12日頃まで。観測流星数

は変動が大きいものの1時間あたり20～

50個程度の流星を見ることができる可

能性があります。年により出現数にム

ラがあるのが難点です。 

寒さ対策を行い、できるだけ空が大き

く見渡せる安全で開放的な場所で観測

しましょう。  

美しき和の国 

ビブリオトーク 

と き 令和4年２月１２日（土） 

   午後２時より(１時間程度) 

ところ 西合志図書館 集会室 

出演 松村光子(まつむらみつこ)さん 

       志賀総学(しがふさのり)さん 

定 員 先着３０人 

申込み １月１５日（土）から 

   合志市立図書館カウンター 

  又はお電話 

   (096-242-5555) 

とき：令和4年1月29日(土) 

   午前10時30分～正午 

ところ：西合志図書館 集会室 

定員：先着15名（事前申し込みが必要） 

参加費：無料 

     申込み：令和4年1月6日(木)から 

  合志市立図書館カウンター 

   又はお電話（096-242-5555） 

 

 

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？ 

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 

藤井ちゃんこ 藤井 恵 

このレシピ リピ確定です ジョーさん。 

やさしくない国ニッポンの政治経済学 田中 世紀 

免疫力を高める塩レシピ 青山 志穂 

名城を訪ねる旅 西日本編 
名城を訪ねる旅制作

世界「失敗」製品図鑑 荒木 博行 

あしたの火山学 神沼 克伊 

おうちを韓国カフェにする！ もーちぃ 

ぼる塾田辺のスイーツ天国 田辺 智加 

正しく怖がるフィッシング詐欺 大角 祐介 

世界の祝祭 地球の歩き方編集室 

空想喫茶トラノコクのおうち喫茶レシピ 空想喫茶トラノコク 

狩りの思考法 角幡 唯介 

ゆるませ養生 すきさん 

ダース・ヴェイダーとメリー・シスマス ジェフリー・ブラウン 

時守たちのラストダンス 三萩 せんや 

暮らしの中の二十四節気 黛 まどか 

毒警官 佐野 晶 

戦神の裔（すえ） 矢野 隆 

あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎 

大鞠家殺人事件 芦辺 拓 

九十歳 -わたしの暮らしかた- 曽野 綾子 

星を掬う 町田 そのこ 

夜が明ける 西 加奈子 

久遠の島 乾石 智子 

秋のカテドラル 遠藤 周作 

海神 染井 為人 

アポカリプス・ベイビー ヴィルジニー・デパント 

救国ゲーム 結城 真一郎 

逃げる女 青木 俊 

オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット 

オールカラーマンガでわかる！ 
政治と選挙のしくみ 木村 草太 

チイの花たば 森 絵都 

ねこのふくびき 木内 南緒 

アニメコミックおしりたんてい ９  トロル 

５分後に涙腺崩壊のラスト エブリスタ 
さらに！できるかな？ 
人体おもしろチャレンジMAX 坂井 建雄 

ウィンストンとクリスマのおとしもの アレックス・T・スミス 
どっちが強い！？X １０  
SOS！恐竜パニック 小林 快次 

きれいな字のひみつ 青山 浩之 

病院のウラガワ 佐藤 昭裕 

SDGｓ時代の食べ方 井出 留美 

南総里見八犬伝 平田 喜信 

キャラ絵で学ぶ！織田信長図鑑 千羽 ひとみ 

４つごのまじょのおかいもの かわい みな 

ほんやねこ 石川 えりこ 

ちいさなおじさんとおおきな犬 エヴァ・エリクソン 

ナナフシのからだどうしてながいの？ 北窓 優太 

ぱたぱた！のりものずかん やまなか のりえ 

のりものクッキー 彦坂 有紀 他 

ひとりきりでも〈そんなに〉こわくない サンドラ・デ・ラ・プラダ 

サンタクロースの冬やすみ マウリ クンナス 

わたしたちの森 ジアナ・マリノ 

北守将軍と三人兄弟の医者 スズキ コージ 

はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね 

コールテンくんのクリスマス ジョディ―・ウィーラー 

くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい ふくざわ ゆみこ 

おそらにいったたいせつなともだち パトリシア・メトラ 

わたしのあくびみなかった？ ピョン・ユジョン 


