
日 月 火 水 木 金 土 

      1 
 

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

2 3 4 5 6 7 8 
○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: 00～9：00 
○西 開館時間延長 

9 10 11 12 13 14 15 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 
 

スポー

ツの日  
   

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 

（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～ 
 
 

16 17 18 19 20 21 22 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日   ○西 らっこちゃん 
 おはなし会 
午前11 : 00～ 

 

 

 

○西 図書館まつり 
○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 00～9：00 
○西 開館時間延長 
 

23 24 25 26 27 28 29 

○西 図書館まつり 

※ヴィーブル・ 

 泉ヶ丘館は休館 

 

休館日 （移動図書館)  ○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～ 

30 31     

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

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 …  

参加無料  

【午後2時～2時30分】 おはなし会 
  どんぐり文庫（おはなしボランティア） 

  ところ：おはなしのへや 
 

【午後3時30分～4時】前半 

【午後4時～4時30分】後半 

  きらきらスノードームを作ろう 
  オリジナルのスノードームを作ってみませんか？ 

  ところ：集会室 

  定員：10組（各回5組） 

  1家族1つまで 

  ＊中に入れる飾り(マスコット)はご持参下さい。 
 

 

【午後4時～5時】リサイクル図書配布 
 図書館に所蔵されている古くなった本を無料でお持ち 

 帰り頂けます。ところ：御代志市民センター（一般の方） 

～プログラム～  

※10月23日（日）はヴィーブル図書館と泉ヶ丘市民センター図書館は臨時休館致します。 

22日（土） 

23日（日） 
【午前10時～午後4時】 
 

 スタンプラリー 
  クイズに答えてスタンプをためよう！ 

  最後にプレゼントがあるよ♪ 

  ところ：図書館建物内 ※1人1回まで 

 

 リサイクル図書配布（一般の方） 
  図書館に所蔵されている古くなった本を無料でお持ち 

  帰り頂けます。ところ：御代志市民センター 

 

 移動図書館車 公開 
  ドンちゃん号の中には本がたくさん。  

  ところ：エントランス 

 

【午前10時30分～11時】 おはなし会 
  おはなし会ほわ～っと（おはなしボランティア） 

  ところ：おはなしのへや 

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10月 
第187号 

【午前11時～正午】 科学あそび 
  科学のふしぎをみんなで体験しましょう☆ 

  ところ：御代志市民センター 

  ※参加者多数の場合、入場制限することがあります。 

 

【午前11時～午後2時】 天文台公開 
  天文台ドームの中を見学することができます。 

  ところ：天文台ドーム※観望会はありません。 

 

【午後1時30分～２時30分】前半 

【午後3時～4時】            後半 

 つくってみよう！図書館バッグ 
  図書館バッグを作ってみませんか？ 

  ところ：集会室 

  定員：30名（各回15名） 

  1家族２つまで 

 

 

 
  

【午前10時～11時】  

わたしのすすめる本・本の帯 表彰式 
 

【午前10時30分～11時】 おはなし会 
  絵本サークルピッピ（おはなしボランティア） 

  ところ：おはなしのへや 
 

【午後1時30分～3時】 講演会 

『野菜の魅力まるかじり 
      ～イキイキ元気に輝くために～』 

 講師 持田成子(しげこ)さん 野菜ソムリエ上級プロ 

  ところ：集会室 定員：30名（事前申込み必要） 

  講演参加者には、お一人10冊までのリサイクル図書 

  引換券を発行します。 

  ※リサイクル図書 午後3時15分～4時  

    ところ：御代志市民センター（講演会参加者のみ） 

各講座・工作会 

申込み開始日 令和4年10月1日(土) 

申込み先 市内図書館 窓口またはお電話 

※定員に達し次第締め切りになります。 



 10月に入り季節が夏から秋へと移り、段々と

日の入りが早くなって来ました。また同様に空

の上でも東の空に秋の星座が占めるようになり

ました。南の空には、0.5等前後の穏やかな輝

きの土星と南東の空にはマイナス2.5等前後で

強く輝く木星が、明るい星の少ない秋の星座の

中でひときわ存在感を放ちます。５日から９日

にかけてこの二つの惑星に月が近づいて来ま

す。5日に土星の下に９日に木星の左下に見え

ます。10日に満月となり輝く月と強く光る木

星、そして土星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 

10月の星空 

一般書 

一般書 

児童書 

建築とインテリアを楽しむ 

児童書 

児童書 

一般書 

ハッピーハロウィン！ 

秋・いろいろ 

いっぱいよもう！どくしょの秋 

秋によみたい絵本あつめて
みました！ 

 

と き：10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 

秋・満喫 ～あなたの秋は？～ 

と き 11月12日（土） 

    午後2時～3時 

ところ 西合志図書館周辺 

    〔雨の時は屋内〕 

講 師 吉岡 敏夫さん 

当日、図書館周辺のどこかで上演します。 

お楽しみに♪ 

（※状況により中止になる場合があります） 

無料 

         と き １１月１３日（日） 

             午前１１時～正午 

         ところ 西合志図書館 集会室 

         講 師 吉川 法子さん 

        （東部・秋津おはなしの会代表） 

定 員 先着１０組（事前申込みが必要） 

対 象 赤ちゃんとその保護者、おはなし会に関心 

    のある人、読み聞かせボランティアの人など 

申込方法 市内図書館窓口または電話 

第２回 子どもの読書活動推進講座 

あかちゃんといっしょに楽しむ

絵本とわらべうたの世界 

参加者への 

おみやげ付き☆ 
（子どものみ） 

健康推進講座 

テーマ こころと脳を整える 

と き １１月１９日（土） 

    午前１０時３０分～正午 

ところ 西合志図書館 集会室 

定 員 ３０名（事前申込みが必要） 

申込方法 市内図書館窓口または電話 

～精神科医による講座です～ 

  毎日の生活のヒントを見つけてみませんか？ 

と き １１月８日（火） 

    午後6時～9時 

ところ 西合志図書館 天文台 

定 員 先着30名（事前申込みが必要） 

受付開始 10月8日（土）より 

申込先 市内図書館窓口またはお電話 

※雨天・曇天の場合は中止します。来館前に 

 ホームページでご確認下さい。 

合志技研工業 Presents！ 

皆既月食観望会 

参加無料 

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 

人は死ねない 奥 真也 

名医がやさしく教える最新不妊治療のすべて 辰巳 賢一 

空想科学読本  １ 柳田 理科雄 

初めて書籍を作った男       アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ  

発酵ある台所 丸瀬 由香里 

子どもの目を守る本 三木 淳司 

農家が教える酢とことん活用読本 農文協 

図解でわかる14歳から考える民主主義 インフォビジュアル研究所 

きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん ワタナベ マキ 

知識ゼロでも楽しく読める！天気のしくみ 中島 俊夫 

「呪いの言葉」の処方箋 井上 智介 

小豆島 地球の歩き方 

わかってほしい！を読みとる本 七田 厚 

会社を辞めるときの手続き得ガイド 土屋 信彦 

冷凍保存＆解凍テク 鈴木 徹 

殺し屋の息子 永瀬 隼介 

ギニー・ファウル 前川 裕 

鷹の系譜 堂場 瞬一 

晩秋行 大沢 在昌 

氷住灯子教授と僕とYの世界 有間 カオル 

姫 花村 萬月 

たこせんと蜻蛉玉 尾崎 英子 

ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人 

夏休みの空欄探し 似鳥 鶏 

仰天・俳句噺 夢枕 獏 

蒼い水の女 柴田 哲孝 

任侠楽団 今野 敏 

アンニョン、大切な人。   チョン・ハンギョン  

いつもだれかが見ている 大竹 昭子 

臼月トウコは援護りたい そえだ 信 

ツッコミ！日本むかし話 大竹 稽 

小学生のお料理ブック 新谷 友里江 

マンガでわかるお金の本 森永 康平 

宇宙ってそういうことだったのか！図鑑 縣 秀彦 

アニメコミックおしりたんてい １２ トロル 

妖怪コンビニ 令丈 ヒロ子 

せんたくかごのないしょのはなし こがしわ かおり 

おにのまつり 天川 栄人 

長い長い夜 ルリ 
１２歳までに身につけたいルール 
・マナーの超きほん 岩下 宣子 

海底二万マイル            ジュール・ヴェルヌ  

はじめての料理マスターブック 野口 真紀 

おうちサイエンス 五十嵐 美樹 

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子 

こども気象学 隈 健一 

でんしゃがとおりまーす！ オームラ トモコ 

からだのきもち サラ・ジェニングス 

はだしであるく 石川 えりこ 

へんてこはやくちことば 新井 洋行 

トイレトイレ 西村 敏雄 

すけすけのりもの なかしま じゅんこ 

ゾウがあのこといっしょにくらすと アリーチェ・ロッティ  

ゾウがあのこをすきになると アリーチェ・ロッティ 

ペンギンたんけんたい みなみのしま 高畠 純 

ねこのオーランドー裁判官になる キャスリーン・ヘイル 
ちいさいごみしゅうしゅうしゃ 
ぱっくんはどこだ？ オームラ トモコ 

はたけの絵本 いわむら かずお 

かえりみち ブリッタ・テッケントラップ 

じーさんとぴーぽっぽ 小亀 たく 

ぴーったり！ソファのまき フィフィ・クオ 


