
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) 

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 

（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～ 
 

17 18 19 20 21 22 23 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

海の日 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～ 
○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 
 

 
 

（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 

 ○西 ブック  
 スタート  

休館日 

○泉  
ブック  
スタート  

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

31       

○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（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 …  

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7月 
第184号 

自由研究、課題図書の貸出期間（お知らせ）

５. 応募先    

１. 募集作品  『読書感想文』  

２. 応募規定 

合志市内在住の方（高校生以上） 

４. 応募期限 ９月１日（木）午後６時まで 

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 

３. 応募資格 

６. お問い合わせ    西合志図書館       (242-5555）
ヴィーブル図書館    (248-5754） 

(247-1315）

・縦書きで400字詰め原稿用紙3枚以内 

 ※原稿用紙は各自ご用意下さい 

・文章の最初に『題・氏名・連絡先』を記入 

・文章の最後に出典『書名・著者名・ 

 出版社名』 を記入 

☆と き 8月6日（土） 
 
    星空教室…午後7時～8時まで 
     星空観望会…午後８時～9時まで 
 
☆ところ 西合志図書館集会室  
       および 天文台 
 

☆対 象 合志市内外の親子 
 
☆定 員 先着30名（事前申込が必要） 
     7月9日（土）から受付開始 
 

☆申込み 市内図書館窓口・電話 
 

  ※定員になり次第締め切ります。 
  ※内容は小学校4年生以上程度を対象とした 
      ものです。(それより小さなお子さまも参加できます) 

 講師による夏の星空教室を開催します。 

 星の学習会と実際の星空を観察します。 

●募集期間：  

●募集対象： 

  

 

●募集人数： 

  

●内  容： 

 

 

 

●申し込み：   

7月24日(日）まで 

小学5年生～中学生（市内在住） 

8月10日と18日午後2時～5時の練

習に参加できる人 

5人程度 

（応募者多数の場合は抽選） 

8月19日（金）午後2時から 

西合志図書館で開催されるおはなし

会で、絵本や紙芝居の読み聞かせな

どを行います 

合志市立図書館 

「夏休みお兄さんお姉さんのおはなし会」

を手伝ってくれるスタッフを募集します。 

ペルセウス座流星群 
特別観望会 8/13 

土 

19時30分～21時30分 

参加無料 

お問い合わせ：西合志図書館 ☎096‐242‐5555 

♦事前申し込み 

※申し込みの際は、当日の受

付時間をお選びください。 

7月16日（土）より開始 

①午後7時30分～7時45分 

②午後8時00分～8時15分 

※密を避けるために受付時間 

をずらしています。 

先着30名様 

♦申し込み方法 

・電話 

・市内図書館窓口 

※定員になり次第
締め切ります。 

場所：西合志図書館天文台 



 ７月はまだ昼が長い時期ですので、星空を見る機

会が少ないかもしれません。それでも、晴れた日に

は暗くなると東の空に夏の大三角、南の空にはさそ

り座が見えています。６月に比べて水星は太陽に近

づいたため、肉眼で見ることができるのは金星、火

星、木星、土星です。 

 7月14日の未明には、月が2022年中で地球から

最も近い位置で満月になります。地球に最も近い満

月は、地球から最も遠い満月に比べて視直径（天

体の見かけの大きさ）が約12パーセント大きく、光っ

ている面積が約26パーセント広い（その分明るい）

程度の違いがあります。とはいえ、実際の夜空に月

を二つ並べて比較することはできないため、夜空の

月を眺めただけで大きさの変化に気づくのは難しい

かもしれません。 

 7月は他にも様々な天体現象が起こるので、夜空

を眺めてみてはいかがでしょうか。 

西合志図書館天文台より 

7月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

おいしい夏野菜 

児童書 

児童書 

一般書 

なつのえほん 

 

そらをみあげて 

暑い日の快適生活 

なつがやってくる 

と き：7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 

 

旅にでよう！ 
ＧＯ ＴＯ ＴＲＩＰ♪ 

 夏休みに向けて、自由研究に関する本

や課題図書（読書感想文、読書感想画）

のコーナーを各館 設置しています。 

 ※貸出期間は一週間です。 

     延長貸出しはできません。 

詳しくはカウンターで 

    お尋ねください。 

西合志図書館 

学習ルームの利用について 
西合志図書館の集会室を学習スペースとして 

ご利用頂けます。 

 

 

   ・令和4年7月26日～8月30日 
 ※電話又はホームページでご確認下さい 

 

午前10時～午後5時まで 

 

合志市図書館カードを持参 
または登録されている方 

 

☆利用の際はカウンターで申し込みが必要です 
 

・感染症予防のため窓を開けています。 
・業務・イベント等により利用を中止する場合 

 があります。 

・私語厳禁です。 

・集会室内の飲食はできませんので、ロビーをご 

 利用下さい。 

利用時間 

利用できる人 

利用できる日 

参議院議員通常選挙に伴い  

令和４年７月９(土)１０(日)の 

 ２日間、泉ヶ丘市民センター 

 図書館は休館します。 
 返却ポストは利用できません。 

ご不便をおかけしますが、ご協力よろし

くお願いします。 

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 

キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林 キユウ 

世界一楽しい！会社四季報の読み方 藤川 里絵 

太平洋の試練 レイテから終戦まで 上 イアン・トール 

昆虫の惑星        アンヌ・スヴェルトルップ・ティーゲソン  

かれが最後に書いた本 津野 海太郎 

裸の大地 第1部 狩りと漂泊 角傍 唯介 
子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 丘山 亜未 

科学のトリセツ 元村 有希子 

台湾を知るための72章 赤松 美和子 

長寿の体幹トレーニング 澤木 一貴 

しない掃除 みな 
眼精疲労がとれて、よく見える！ 
目のすっきりストレッチ 有田 玲子 

英語の階段 新井 潤美 

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 高橋 聡美 

「目」のトリセツ 杉田 美由紀 

さよならに反する現象 乙一  

ルームメイトと謎解きを 楠谷 佑 

脱北航路 月村 了衛 

二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ 

百年厨房 村崎 なぎこ 

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 

流転 （越境捜査 ９） 笹本 稜平 

空白小説 氏田 雄介 

公孫龍 巻２ 宮城谷 昌光 

にごりの月に誘われ 本城 雅人 

爆弾 呉 勝浩 
この恋が運命じゃなくても、 
きみじゃなきゃダメだった。 小桜 菜々 

アグレッサーズ 神林 長平 

逆転のアリバイ 香納 諒一 

猿と猿回し    山口 恵以子, 畠山 健二 

かわいい花 小池 安比古 

女の子のからだえほん マティルド・ボディ 

トントンとリッキのかいぞくせん やえがし なおこ 

SDGsキャラクター図鑑 秋山 宏次郎 

あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく 

スペシャルＱトなぼくら 如月 かずさ 

病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子 

ロウリーのいい子怪談ばなし ジェフ・キニー 

カッコウの許嫁  ４ 有沢 ゆう希 

はたらく細胞 ２ 吉岡 みつる 

小説ゆずのどうぶつカルテ １０ 辻 みゆき 

サイバーセキュリティー会社図鑑 NRIセキュアテクノロジーズ 

エネルギーって何だろう？ 小池 康郎 

世界の人物大年表 定延 由紀 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂  １７ 廣嶋 玲子 

スサノオとオオナムチ 飯野 和好 

あげる はらぺこめがね 

へやぼしズボンさん たごもり のりこ 

おんぶちゃんとねこ とよた かずひこ 

ノウサギの家にいるのはだれだ？ 斎藤 隆夫 

うりぼうきょうだいのみつけもの のむら うこ 

のせのせせーの！ くの まり 

きょうりゅうバスでとしょかんへ リン シャオペイ 

アヒルちゃんまって！ マグナス・ウェイトマン 

うろおぼえ一家のパーティー 出口 かずみ 

男の子は強くなきゃだめ？ ロビー・キャスロ 

やせいのママ フィリップ・バンティング 

おなおしやのミケばあちゃん 尾崎 玄一郎，由紀奈 

おいなりさん 中川 学 

ギガントサウルス ジョニー・ダドル 


