
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 
 
    ○V おはなし会 

 午前 11:00 ～ 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 

3 4 5 6 7 8 9 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 
 

休館日 （移動図書館) 
菊香園2番館 
くぬぎ園・白鳩園 
ケアハウス菊香園

（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 

（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 
 

10 11 12 13 14 15 16 
○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 

  ○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) ○西ラッコちゃん 
 おはなし会 
午前 11 : 00 ～ 
 

 ○西ビブリオトーク 
○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 

24 25 26 27 28 29 30 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

 

 

休館日 ○泉ブック  

 スタート 
休館日 

○西ブック  

 スタート 

昭和の日 ○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

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…  

４月 
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4月 
第181号 

 ＣＯＴＴＯＮ ＴＩＭＥ(コットンタイム) 
     主婦と生活社/出版 隔月刊(偶数月) 

＊布のある居心地のいい暮らしを楽しむため 

  のハンドメイドマガジン。 

 Ｐｏｐｔｅｅｎ（ポップティーン） 

         角川春樹事務所/出版 月刊 

＊10代中心のハイティーン＆ＪＫ(女子高生) 

  スタイルが豊富なファッション雑誌。 

ご愛読よろしくお願いします 

 田舎暮らしの本 
                    宝島社/出版 月刊 

＊全国各地の物件やお仕事情報など田舎 

  暮らしに必要な情報をお届け！ 

令和４年度 

新しく入る新聞 
 〈ヴィーブル図書館〉 

・日本農業新聞 
日本で唯一の日刊農業専門誌。 

農業関係者はもちろん一般の読者にも分

かりやすく農業や食の情報を提供。 

 

〈西合志図書館〉 

・西日本スポーツ新聞 
九州のスポーツ情報を中心にエンタメや

趣味、レジャーなど多様な情報が満載。 

 （日刊スポーツより変更します） 

・他の種類の新聞も揃えております。 

 ぜひご覧下さい。 

 ※お取扱いにご注意下さい。 
  ご協力よろしくお願いします。 

  日にち 令和４年５月８日（日） 

すみのくら先生の 

わくわく科学あそび 

参加費無料♪ 

大人のためのおはなし会 

 今回は大人対象のおはなし会です。 

絵本を使わずに言葉で伝える 

「ストーリーテリング」などを行います。 
 

・講師 市川典子
いちかわのりこ

さん他おはなしボランティアの方々 

・時間 午後２時～午後４時 

・場所 西合志図書館 集会室 

・対象 中学生以上 

・定員 30名（事前申込みが必要） 
    ※人数に達し次第締め切りとなります。 

・申込 令和4年4月15日（金）から 

  合志市立図書館カウンターまたはお電話 

 科学の不思議をみんなで楽しく体験します。 
 

・講師 隅倉雄一
すみのくらゆういち

さん 

・時間 午前１０時～正午 

・場所 御代志市民センター講堂 

・対象 どなたでも可 

    小学3年生以下は保護者同伴 

・定員 100名まで 
  ※人数が定員を超える時はお断りする場合が 

   あります。予めご了承下さい。 



 月初めは、まだ冬の明るい星々が南か

ら西の空で目立ちますが、下旬になると

春の星々が南から東の空を飾るようにな

ります。明け方の東の空では、金星、火

星、土星の3惑星が並び、5日には火星と

土星が接近します。下旬にはさらに木星

が加わります。25日から28日にかけて

は、月が、土星、火星、金星、木星と

次々に接近し、賑やかな明け方の空とな

りそうです。 

 また、23日は4月こと座流星群の極大

ですが、時間が午前4時頃、月齢が21と

下弦の月のため、月明りがやや厳しい条

件となっています。 

西合志図書館天文台より 

4月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

わくわくどきどき１年生 

言葉の森 

だいすきなもの 

誰かの役に立ちたい 

つないでいきたい名作えほん 

と き：4月21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 

 

はじめました 

新聞  
できました！ 

春号 

 

 『すごすぎる天気の図鑑』 
 荒木 健太郎/著 KADOKAWA 

 花粉で空が紅色になる？ 

天気にまつわる疑問をわかり 

やすく解説。 

 今回は「春！これからスタート」をテーマに 

出会い,勉強,ＳＮＳに関する本を紹介しています。 

『どうぶつ英語フレーズ大集合！』 
      河本 望/著 偕成社 

動物が出てくる英語のことわざや慣用句
などイラストと共に紹介。 

YA新聞は中高生向けのおすすめ

本を紹介しています。ぜひ参考に

してね☆ 

 西合志図書館入口に利用者の皆様が活用 

できる掲示板を設置しました。 

 利用を希望される方は図書館カウンター 

へお申し込み下さい。 
※内容によっては掲示できない場合があります。 

 

【掲示できるもの】 

例：公民館講座、サークル活動への 

  参加募集、ペット捜索の案内など。 

 

・掲示物は営利目的のものを除きます。 

 以下のようなものは掲示できません。 

 個人運営の習い事の生徒募集(営利)、 

 法人の求人案内、宗教の勧誘など。 

掲示する内容について

はご相談下さい。 

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 

薬に頼らず認知症を治す方法 竹内 孝仁 

北条義時と同時代を生きたキーパーソンたち 製作委員会 

自分がおじいさんになるということ 勢古 浩爾 

花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ 俵 万智 

しらいのりこの絶品！ご飯のおとも１０１ しらい のりこ 

うちの猫がまた変なことしている。 ６ 卵山 玉子 

読書会の教室 竹田 信弥 

小林教授の肩の力を抜くとすべてよくなる 小林 弘幸 

JK、インドで常識ぶっ壊される 熊谷 はるか 

心地よく暮らす片付け・収納 えり 

３週間続ければ一生が変わる ロビン・シャーマ 
「色」「柄」「形」「糸」「模様」で楽しむ！ 
かぎ針編みのクリエイティブニットパターン アップルミンツ 

正方形の紙で作るらせんが美しい折り紙の箱 布施 知子 

親子で力を合わせ思春期の発達障害を乗り越える 宮尾 益知 

スリランカのまかないごはん 石野 明子 

真夜中のマリオネット 知念 実希人 

偽装同盟 佐々木 譲 

おわかれはモーツァルト 中山 七里 

心霊術少女チェルニ １ 須尾見 蓮 

血の歌 なかにし 礼 

一九六一東京ハウス 真梨  幸子 

饗宴 赤松 利市 

皆のあらばしり 乗代 雄介 

愚かな薔薇 恩田 陸 

日々のきのこ 高原 英理 

ミトンとふびん 吉本 ばなな 

新しい世界で 石持 浅海 

最期のライオニ キム・チョヨプ 

吉祥寺ドリーミン 山田 詠美 

天使日記 寺尾 紗穂 

はじめてのせかいでいちばん 
うつくしいげんそずかん セオドア・グレイ 

５分後に意外な結末ex 桃戸 ハル 

親子で学ぶSDGｓ  岩附 由香 

地学博士も驚いた！ヤバい「地球図鑑」 渡邉 克晃 

心霊スポットは知っている 藤本 ひとみ 

おすしかめんサーモン ［２］ 土門 トキオ 

悩んでなんぼの青春よ 森 毅 

司書の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所 

日本の歴史 別巻 人物事典 講談社 

北条政子 山本 みなみ 

もしも地球がひっくり返ったら 川村 康文 

なぜ親はうるさいのか 田房 永子 

野菜はすごい！ 柴田書店 

まるごとたまねぎ 八田 尚子 

パンデミック・プラネット アンナ・クレイポーン 

しあわせぎゅ～っ！ ジョーイ・チョウ 

オカピぼうやのちいさなぼうけん 長谷川 義史 

山の上に貝がらがあるのはなぜ？ ミレン・アシアイン＝ロラ 

ララのしろいポスト いわがみ 綾子 

おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 

こんなかお、できる？ トミー・ウンゲラー 

けろけろぱくっ！ ひらぎ みつえ 

あかるいほうへあかるいほうへ きくち ちき 
ひろげてびっくり！ 
いないいないばあ！えほん かしわら あきお 

どうぶつえんにいらっしゃい しろぺこり 

だれかさんのかたっぽてぶくろ すずき みほ 
アニメおさるのジョージちしきえほん 
たんけんうみのそこ マーガレット・レイ 

おもちちゃん きたがわ めぐみ 

みんなみんなすてきなからだ タイラー・フェーダー 
スリー ‐３ぼんあしのしあわせ 
           なイヌのおはなし‐ 

スティーヴン・M・キング 


