
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) 
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 

 ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
 
 

 

12 13 14 15 16 17 18 
 
 
 
 
 

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～ 
 
 

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)  ○西 らっこちゃん 
 おはなし会 
午前11 : 00～ 
 
※今月は蔵書点検
の為日にちを変更
しています。 

 ○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 
 

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 
 

 

  

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（通常） 

◎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 …  

西合志図書館休館 

    第1回ふれあい講座 

「先人の知恵に学ぶ薬草の力 

 ～イチオシ！我が家の秘伝～」 
 

とき：令和４年７月２４日（日） 

   午前１０時３０分～１２時 
 

ところ：西合志図書館 集会室 

定員：２０名（事前申し込み必要） 

申込方法：市内各図書館 窓口または 

     お電話にて受付 

※定員に達し次第締め切りになります。 

 

 

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4年6月 
第183号 

【蔵書点検のため、臨時休館致します】 

休館中は、図書・雑誌のみ各館に設置してある返却ポストへ返却できます。 

CDやビデオ・DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので必ず図書館開館日

にカウンターへ返却下さい。 

☆返却ポストの場所  

・西合志図書館 正面玄関左側 

・ヴィーブル館 正面出入口左側 

・泉ヶ丘市民センター 図書館入り口付近 

・須屋市民センター玄関 

※ヴィーブル図書館、泉ヶ丘市民センター図書館は通常開館致します。 

西合志図書館 令和4年6月6日（月）～6月17日（金） 

ご理解、ご協力のほど宜しく

お願い致します。 

とき：令和4年７月７日 （木）  
    午後７時30分 ～ 9時30分 
     ①午後7時30分～7時45分(15名) 

     ②午後8時～8時15分(15名) 

ところ：西合志図書館天文台 

  無料 

事前申し込みが必要です 

(各時間帯とも先着１５名) 

 

申込開始日：6月11日（土) 

申込方法：市内各図書館窓

口またはお電話にて受付 
 

※上記①②のうちご希望の 

   時間帯をお伝えください。 

七 夕 特 別 観 望 会 

 ※雨天・曇天の場合等には中止となることがあります 

七夕ゆかりの織姫星や牽牛星を中心に 

初夏の星空を観察します。 

薬草に秘められた効果

などを学びます。 



 梅雨の時期ですが、晴れた日には夜空の真ん中
近くにはうしかい座の１等星、アークトゥルスが輝い

ているのが見えます。アークトゥルスは日本では麦の

刈り入れ時期、日没後に頭上に輝くことから麦星と

呼ばれたり、五月雨の季節に見えることからさみだ

れ星と呼ばれたりします。 

 このアークトゥルスと北斗七星、おとめ座の１等星

スピカをつなぐ春の大曲線は西に移動し、東の空に

デネブ・アルタイル・ベガが織りなす夏の大三角が見

え始めます。 

 また、6月中旬から下旬にかけては明け方の空に

すべての惑星が勢ぞろいする珍しい機会がありま

す。たとえば6月18日には、日の出の1時間ほど前

には南の空に月があり、そこから東の地平線に向

かって土星、海王星、木星、火星、天王星、金星、

水星が並びます。海王星や天王星は肉眼で見るの

は難しいですが、望遠鏡などで探してみてはいかが

でしょう。 

西合志図書館天文台より 

6月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

雨の絵本 

夏に向けてダイエット 

はのはなし 

梅雨の愉しみ 

雨・雨・雨 

と き：6月23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 

 

天気と宇宙の不思議 

天文台

できました！ 

 西合志図書館に併設されている天文台につ

いて、施設案内や利用方法を動画と一緒に分

かりやすく紹介しています。 

 西合志図書館ホームページから視聴が可能

です。ぜひご覧下さい。 

 

 

【定期観望会】 

＊第2・4土曜日 

（夏時間）4月～8月 19：30～21：00 

（冬時間）9月～3月 19：00～21：00 

 受付時間 20：30まで 

 

 ご不明な点は図書館へお問合せ下さい。 

お出かけの際の参考

にしてね！ 

 第1回1935年～第166回2021年 

下半期までの受賞作品が一覧になった

作品集です。 

 

 冊子タイプで持ち運びも便利です。 

 ぜひ図書館などでご活用下さい。 

 
※掲載されている作品の中には図書館 

 に所蔵されていないものもあります。 

長い年月を経て、沢山の 

作品が発表されています。 

    歴代 ・直木賞 

  ・芥川賞＆本屋大賞 
作品集ができました！ 

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 

おいしい家庭料理の作り方 大庭 英子 

大原千鶴のストックレシピ‐ラクしておいしく使いきり‐ 大原 千鶴 

図解よくわかるフードテック入門 三輪 泰史 

奇書の世界史 ２ 三崎 律日 

今すぐ使えるかんたんOutlook 2021 リブロワークス 

THEフルーツストック 藤野 貴子 

シンプル、こだわり、LULUの日常着 大澤 弘美 

知識ゼロからのSDGｓ入門 夫馬 賢治 

やさしくわかるはじめての手話 手話教室華乃樹 

すぐわかる！！楽譜の読み方入門 山下 正 

池上彰の行動経済学入門 池上 彰 

順天堂大学の老年医学に学ぶ人はなぜ老いるのか 佐藤 信紘 

図解ですぐわかる血圧を下げるのに降圧剤はいらない 宇多川 久美子 
学校では教えてくれなかった社会で生きて 
いくために知っておきたい知識 泉 美智子 

なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない 東畑 開人 

稔と仔犬 青いお城 遠藤 周作 

寂聴さん最後の手紙 瀬戸内 寂聴 

燕は戻ってこない 桐野 夏生 

戦をせんとや生まれけむ 若木 未生 
ADHDの旦那って意外と面白いんよ ナカモトフウフ 

紅の墓標 渡辺 裕之 

刑事弁護人 薬丸 岳 

副音声 大林 利江子 

無月の譜 松浦 寿輝 

無明 今野 敏 

コスメの王様 高殿 円 

図書室のはこぶね 名取 佐和子 

鈴波アミを待っています 塗田 一帆 

花屋さんが言うことには 山本 幸久 

古本食堂 原田 ひ香 

地獄の金星ボスママは知っている 藤本 ひとみ 

げたばこかいぎ 村上 しいこ 
大きな写真で楽しむはじめての 
わくわく図鑑‐宇宙編‐ キャサリン・D・ヒューズ 

じぶんでよめるとりずかん 成美堂出版編集部 

ぼうさい 山村 武彦 

これから大人になる君たちへ 池上 彰 
マジックに出会ってぼくは生まれた 
野生のマジシャンHARA物語 涌井 学 

ドリトル先生航海記-１００周年記念版- ヒュー・ロフティング 

５分で読書 カドカワ読書タイム 

緒方貞子 小手鞠 るい 

世界がわかる国旗じてん 【２０２２】 成美堂出版編集部 

調べてわかる！日本の川 ３ 佐久間 博 

みんなで図書館活動この本、おすすめします!２ 
『この本、おすすめしま 
す！』編集委員会 

リサイクル・プラネット アンナ・クレイボーン 

バルトーク（音楽家の伝記はじめに読む１冊） ひの まどか 

ぼくのねこ 鈴木 のりたけ 

ことりになったら ひら てるこ 

はやくしなさい！ 村上 康成 

ぬいぐるみきゅうじょたい デイヴィッド・B．ドレイバー 

７ひきのこうさぎ バーバラ・クーニー 

コンビニてんちょうネコイチさん まつもと まや 

きみはすばらしい のぶみ 

もりのくまさん いりやま さとし 

わたしのかぞくみんなのかぞく チィン・レン 

ニッキーとヴィエラ ピーター・シス 

オリーともりのがっこう ニコラ・キルン 

ぼくがかわりにとどけるよ そのだ えり 

おひげのポン かなざわ まこと 

こっそりどこかに 軽部 武宏 

おてがみであいましょう 木村 セツ 


