
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 …  

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 
 
  （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 

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

6 7 8 9 10 11 12 
○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 かみしばいが 
 やってくる！ 
  午後2 : 00～ 
○天 星空観望会 
 午後7: 00～9：00 
○西 開館時間延長 

13 14 15 16 17 18 19 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 

休館日 
   

 ○西 ラッコちゃん 
 おはなし会 
午前 11 : 00 ～ 
 
○西 ブック  

 スタート 
 

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

20 21 22 23 24 25 26 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日 （移動図書館) 勤労感謝の日  ○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: 00～9：00 
○西 開館時間延長 

27 28 29 30    
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

 

 

休館日 休館日    

 

日本の伝統を知る講座 

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） 

参加者への 

おみやげ付き☆ 
（子どものみ） 

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11月 
第188号 

と き １２月３日（土） 

    午前１０：３０～午後１２：３０ 

ところ 西合志図書館 集会室 

講 師 植村安弘さん 

持ち物 筆ペン 

定 員 先着２０名 

   （事前申込みが必要） 

対 象 １８歳以上（大人）の講座です 

申込み 11月５日（土）から受付開始 

    市内図書館窓口か電話でお申込み 

    下さい。 

第２回 ふれあい講座 

しめ縄を作ろう 

※状況により、変更または中止 
 の場合もあります。 
 ホームページ等でご確認の上 
 ご参加下さい。  

と き 令和4年１２月１４日（水） 
 ① 受付時間午後７時～午後7時15分 
   ② 受付時間午後７時30分～午後7時45分 

     午後９時終了予定 
   ※雨天時・曇天時は中止します。 
 

ところ 西合志図書館 天文台 

 ★ 先着３０名（事前申込みが必要） 
 

申込み 11月15日(火)から受付け開始 

    合志市立図書館窓口か電話 

 手作りのしめ縄で 

お正月を迎えましょう！ 

と き １２月４日(日) 

    午前１０：３０～正午 

ところ 西合志図書館 集会室 

定 員 先着２０組 

    小学生以上,１家族２名まで 

    (事前申込みが必要) 

申込み 11月８日(火)から受付開始 

    市内図書館窓口か電話で 

    お申込み下さい。 



 11月に最も注目したい現象は、8日に起こ

る皆既月食です。日本全国で欠け始めから欠

け終わりまでを見ることができます。 

 月は、18時9分から欠け始め、19時16分に

皆既食となります。皆既となった月は、「赤

銅（しゃくどう）色」と呼ばれる、赤黒い色

に見えます。皆既食は86分間続いて20時42分

に終わり、その後は徐々に月は地球の影から

抜けて、21時49分に部分色が終わります。 

 月食の最中には、月が天王星を隠す「天王

星食」も起こります。天王星は薄い青色に見

えます。普段の満月のすぐ近くであれば、圧

倒的な明るさに負けてしまいますが、皆既食

中の月は暗いので見つけやすいのではないで

しょうか。双眼鏡や望遠鏡などを使って探し

てみるとよいでしょう。 

一般書 

一般書 

児童書 

11月3日は…文化の日 

児童書 

児童書 

一般書 

いぬのえほん 

世界の名画 

いろいろおしごと 

アートなえほん 

と き：11月17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 

本の世界へようこそ 

  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

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 

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～ 

      ご参加お待ちしています 

西合志図書館天文台より 

11月の星空 

    11月26日(土) 午後2：00～ 
     西合志図書館 集会室 

健康推進講座 

テーマ こころと脳を整える 

リサイクル図書の配布 
 と き 令和４年１１月１９日（土） 

     午前１０時～ 

 ところ ヴィーブル図書館前通路 
 

＊ご自由にお持ち帰りいただけます。 

しばらくの期間、コーナーを設置予定です。

なくなり次第終了します。 

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 

「酢」のレシピ 有元 葉子 

恐竜超世界IN JAPAN 植田 和貴 

金魚いろ×かたち謎解き図鑑 大森 義裕 

80代で見つけた生きる幸せ G3sewing 

朝日新聞記者の書く力 真田 正明 

肝臓こそすべて 尾形 哲 

都会を出て田舎で０円生活はじめました 
田村 余一 
田村 ゆに 

障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本 鹿内 幸四朗 

血糖値がみるみる下がる！ダブルスクワット 久野 譜也 

地球の歩き方 BO６ ２０２３～２４ ニューヨーク 地球の歩き方編集室 

日本ご当地アイス大全 アイスマン福留 

早期発見で乗り超える「統合失調症」の本 水野 雅文 

世界一やさしい障害年金の本 相川 裕里子 

図解でよくわかる品種・育種のきほん 西尾 剛 

森に暮らし、鳥になった人。 柳生 博 

そして誰もゆとらなくなった 朝井 リョウ 

本好きの下剋上 第5部 [９] 香月 美夜 

かわいそ笑 梨 

屋久島トワイライト 樋口 明雄 

ベスト・エッセイ ２０２２ 日本文藝家協会 

祈りのカルテ  〔２〕 知念 実希人 

赤虫村の怪談 大島 清昭 

レッドゾーン 夏川 草介 

北神伝綺 大塚 英志 

晴明変生 森谷 明子 

家裁調査官・庵原かのん 乃南 アサ 

競争の番人 ［２］ 新川 帆立 

越境刑事 中山 七里 

警察医の戒律 直島 翔 

呪縛伝説殺人事件 
羽純 未雪 
二階堂 黎人 

怖い物件 藤白 圭 

正義ってなんだろう 齋藤 孝 

難攻不落の迷路 香川 元太郎 

小学生博士の神社図鑑 佐々木 秀斗 

ドクターエッグ ４ パク・ソンイ 

ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ 

もしも深海でくらしたら 山本 省三 

ガリレオの事件簿 ２ 東野 圭吾 

こはなへようこそ！ 落合 由佳 

図書室の奥は恋する？相談室 櫻井 とりお 

本当はおもしろい中学入試の理科 尾嶋 好美 

ひみつの地下図書館 3 アビー・ロングスタッフ 

黒紙の魔術師と白銀の龍 鳥美山 貴子 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 18 廣嶋 玲子 

お月さまになりたい 三木 卓 

あいうえオノマトペぱぴぷぺぽいっと！ 赤池 佳江子 

あなたにあいたい 宮野 聡子 

アニマルバスともぐらバス こてら しほ 

クモのシルバーくん すみもと ななみ 

いぬがほしいの！ ジョン・エイジー 

川まつりの夜 出久根 育 

にっこりに～ わたなべ さとこ 

チャコという犬がいた たなか ちづみ 

これ、なーんだ？ 今井 しのぶ 
アニメおさるのジョージちしきえほん  
ほしをかぞえて 

マーガレット・レイ 
ハンス・アウグスト・レイ 

モモンガのはいたつやさん  
もりのいたずらっこ ふくざわ ゆみこ 

ヨルとよる よしむら めぐ 

まよなかの魔女たち エイドリアン・アダムズ 

ベストセレクション大迷路 竜の巻 
原 裕朗 
バースデイ 

ふしぎなひきだし つがね ちかこ 


