
日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 
 

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～ 
 
 
 
 

7 8 9 10 11 12 13 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 
 
 

休館日 （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 

山の日  ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○西 開館時間延長 
※通常の星空観望会
は実施しません。 
 

14 15 16 17 18 19 20 
○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 らっこちゃん 
 おはなし会 
午前11 : 00～ 
 
 

○西 夏休みお兄
さんお姉さん
のおはなし会 
午後2 : 00～

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

21 22 23 24 25 26 27 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日 （移動図書館) ○西 ブック 

 スタート 

 ○泉 ブック 

 スタート 
○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○西 マインドシアター 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 30～9：00 
○西 開館時間延長 
 

28 29 30 31    
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

 

 

休館日  休館日  

 
  

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 …  

小道具づくり講座 

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8月 
第185号 

と き： 9月17日（土） 
    午後1時30分～3時30分 
ところ： 西合志図書館 集会室 

講師： 本田 恵子さん 
    （元県立保育大学准教授） 

対象： 育児中の保護者 

   おはなし会に関心のある人など 

定員： 先着20人（事前申し込みが必要） 

参加費： 無料 

申込方法：市内図書館窓口か電話でお申し込み 

     ください。 
 

と き： 9 月10 日（土）  

    午後2時～3時30分 

ところ： 西合志図書館 集会室 

講 師：池上 直樹さん 

   （御船町恐竜博物館学芸員） 

定 員：先着30人（事前申し込みが必要） 

対 象：（めやすとして）中学生以上 

申込方法：市内図書館窓口か電話でお申し込み 

      ください。 

 

第１回図書館講座 
第１回子どもの読書活動推進講座 

羊毛フェルトで 

マリオネット人形を作ります。 

参加費 

無料 

 

 

 

天文台特別観望会 

中秋の名月観望会 
と き：9月10日（土） 

    午後7時～9時30分 

受付時間①午後7時～７時15分 

    ②午後7時30分～7時45分 
※密を避けるため受付時間をずらしています 

ところ：西合志図書館天文台 
    ※雨天・曇天の場合は中止します 

 

定 員：先着30人（事前申し込みが必要） 

※8月13日（土）から受付開始 

 

申込方法：市内図書館窓口か電話で 

     お申し込みください。 

▼ノミネート作品 

芥川賞 

芥川賞 タイトル 著者 

『家庭用安心抗夫』 小砂川 チト 

『ギフテッド』 鈴木 涼美 

『Ｎ／Ａ』（エヌエー） 年森 瑛 

『あくてえ』 山下 紘加 

直木賞 タイトル 著者 

『絞め殺しの樹』 河﨑 秋子 

『女人入眼』（にょにんじゅげん） 永井 紗耶子 

『スタッフロール』 深緑 野分 

『爆弾』 呉 勝浩 

直木賞 

『おいしいごはんが食べられますように』 

 高瀬 隼子/著 講談社 

『夜に星を放つ』 
 窪 美澄/著 文藝春秋 



 8月4日は「伝統的七夕」です。 

 もともと七夕の行事は旧暦の7月7日に行われ

ていましたが、現在の暦ではたいてい梅雨のさ

なかで、なかなか星も見えません。 

 そこで国立天文台では2001年から「伝統的

七夕」の日を広く報じていくことにしました。 

 二十四節気の処暑（しょしょ）を含む日かそ

れよりも前で、処暑に最も近い朔（さく:新

月）の瞬間を含む日から数えて7日目が「伝統

的七夕」の日です。 

 

 他にも今月は夜空三大流星群のひとつ、ペル

セウス座流星群が13日未明に見ごろを迎えます

が、満月近くの明るい月明かりに邪魔をされ、

残念ながら見える流星は例年より少なくなりそ

うです。 

西合志図書館天文台より 

8月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

いまも起きている戦争 

児童書 

児童書 

一般書 

自由研究＆課題図書 

人生に必要な知恵は 

けっこうマンガで学んだ 

夏の絵本 

鎮魂の夏 戦後77年 
戦争と平和  
-この夏 今思う祈り- 

夏 たべたいもの 

と き：8月18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 

 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。 

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 
『小学生の自由研究 

     パーフェクト』 

1・2年、3・4年、5・6年 

  成美堂出版/編 

『かんたん！かわいい女の子の手芸＆工作 

 BOOKｰ自由研究もすてきに手づくりｰ』 

 「女の子の手芸と工作」編集者/著 

『おもしろこども工作大集合 

  ｰワクワク楽しい！ｰ』 

  ブティック社/出版 

※内容は変更になる

 場合があります。
8月27日(土) 午後2：00～ 

西合志図書館 集会室 

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 

怪虫ざんまい 小松 貴 

上皇后陛下美智子さま結ばれた愛と絆 渡邊 満子 

世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 

京都で食べたい。 
毎日放送京都 
プロジェクト室 

夜、寝る前に読みたい宇宙の話 野田 祥代 
関口宏・保阪正康のもう一度！ 
近現代史 帝国日本の過ち 

関口 宏 
保阪 正康 

脊柱管狭窄症 
朝本 俊司 
綱島 脩 

大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出が
すべてわかる本 関根 俊輔 

健康寿命を決める７０の選択肢 森田 豊 

最新頭痛の治し方大全 丹羽 潔 

あきらめない男 長田 昭二 

がんばろうとしない生き方 桑野 信義 

からだをまもる、すこやかごはん 堀 知佐子 

２品で満足。arikoの家和食 ａriko 

声優になるには 山本 健翔 

シャギー・ベイン ダグラス・スチュアート 

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 

海蝶  [２] 吉川 英梨 

布武の果て 上田 秀人 

笙野頼子発禁小説集 笙野 頼子 

特等席とトマトと満月と 紺野 ぶるま 

青春とシリアルキラー 佐藤 友哉 

ルコネサンス 有吉 玉青 

Nさんの机で 佐伯 一麦 

ワカレ花 けんご 

今日を楽しく生きる 瀬戸内 寂聴 

曹操  ６ 王 暁磊 

ハロー・グッドバイ 小路 幸也 

新米フロント係、支配人を憂う オードリー・キーオン 

４３１秒後の殺人 床品 美帆 

カマラ・ハリス物語 岡田 好惠 

おぼえる！学べる！たのしい世界の国 井田 仁康 

プロサッカー選手は、ど田舎にいる！ 山田 明 

ももちゃんのピアノ 柴田 昌平 

嵐の守り手 ３ キャサリン・ドイル 

みんなが知りたい！プランクトンのふしぎ 
「プランクトンのふしぎ」 
編集室 

はじめての子どもパン教室 吉永 麻衣子 

ずかんはたらく微生物 中島 春紫 
ゾロリクエスト -かいけつゾロリのプログラ 
             ミングぼうけんBOOK- 原 ゆたか 

大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑  
世界の虫編 キャサリン・D．ヒューズ 

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの ゆうこ 

トッケビ 下 キム スヨン 

トッケビ 上 キム スヨン 

太陽の末裔 下 ソン ヒョンキョン 

太陽の末裔 上 ソン ヒョンキョン 

あげはくんとしらさぎさん 
とくべつなさくら やなみ 

野ばらの村のふねのたび ジル・バークレム 

へっこきよめさま いもと ようこ 

すずばあちゃんのおくりもの 黒井 健 

た 田島 征三 

ブックウィング 黒須 高嶺 

シロのきもち 内田 かずひろ 

せかいのくにでいただきます！ 野村 たかあき 

カッパのあさごはん 小山 つづき 

なきむしせいとく たじま ゆきひこ 

よしよしよしおさん おおの たろう 

へびながすぎる ふくなが じゅんぺい 

デンタウン 中垣 ゆたか 

みんなちがうから、すばらしい アグネス・チャン 

すべてたいせつ、ちきゅうをまもろう アグネス・チャン 

※内容は変更になる 

場合があります。 


