
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 
 

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

4 5 6 7 8 9 10 
○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 
 

11 12 13 14 15 16 17 
○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 

○西らっこちゃん 
 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～ 
 
 

18 19 20 21 22 23 24 
○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: 00～9：00 
○西開館時間延長 
 

25 26 27 28 29 30 31 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 

 

 

 

休館日 休館日 休館日 

 

 

休館日 休館日 

令和5年1月4日まで休館 

ＤＶＤ タイトル 監督など 

461個のおべんとう 兼重 淳 

岬のマヨイガ 川面 真也 

ウルトラマンゼロ アベユーイチ 

免許返納のススメ 中島 博史 

ＣＤ タイトル アーティスト 

ＳＯＦＴＬＹ 山下達郎 

３０ アデル 

狂言 Ａｄｏ 

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12月 
第189号 

令和４年１２月２８日（水）  ～令和５年１月４日（水）   
 

◆◇休館中の資料の返却について◆◇ 

～ 返却ポストの場所～ 
 ◇西合志図書館 … 正面玄関左側  

◇ヴィーブル図書館 …  

 休館中は、図書・雑誌のみ各施設備え付けの返却ポストへ返却できます。 
CDやビデオテープ・DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので 

必ず開館日にカウンターへご返却ください。 

※泉ヶ丘市民センター図書館（12/29～1/3） 
須屋市民センター（12/28～1/4）は施設休館のため返却できません。 

『ＭＩＮＡＭＡＴＡ』 
       アンドリュー・レヴィタス/監督 

       ジョニー・デップ/製作、主演 
１９７１年、写真家ユージン・スミスのもとに熊本県 

水俣市で有害物質により苦しむ人々の撮影依頼がくる。 

▼他にも入りました 

＊ＣＤ、ＤＶＤの貸出期間は８日間です 

大好き！時代小説 
ビブリオトーク 

＊人気の作品やおすすめ本などを紹介します 

どなたでもお気軽にご参加下さい 

今年も合志市立図書館のご利用ありがとうございました 

来年もどうぞよろしくお願い致します 

と き 令和５年１月２１日（土） 

    午前１０時３０分～１時間程度 

ところ 西合志図書館 集会室 

定 員 ２０名（事前申込みが必要） 

申込み 令和４年１２月１日（木）より 

    市内図書館窓口またはお電話で 

    お申込み下さい。 



12月は、22日に冬至となり、一年で夜

が最も長い月と言えます。星空も長い時間

見ることができます。1日に地球に最接近

した火星が8日には衝（太陽と正反対の位

置にある状態のこと）となり、一晩中観測

可能な時期を迎えます。深夜を中心に高い

空で赤っぽく輝く火星に注目です。 

年間三大流星群のひとつ、ふたご座流星群

は、14日夜が極大です。月明かりの影響の

少ない夜半前が観察におすすめです。26日

から29日には、月が土星と木星に近づき、

年末の空も華やかです。 

一般書 

一般書 

児童書 

おもてなし＆おせち料理 

児童書 

児童書 

一般書 

メリークリスマス！ 

本と過ごすクリスマス 

クリスマスがやってきた 

ふゆのおとずれ 

と き：12月15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 

この冬 暮らしの工夫 

西合志図書館天文台より 

12月の星空 

    12月24日(土) 午後2：00～ 
     西合志図書館 集会室 

今回は大人におくるお話会です 

『戦争をやめた人たち 
 -1914年のクリスマス休戦-』 
鈴木まもる/文・絵 あすなろ書房 
・第一次世界大戦の12月24日の夜 
銃声の代わりにクリスマスキャロルの 
歌声が流れ…。 

『クリスマスのおとしもの』 
 えがしらみちこ/作 講談社 

・青いバケツ、きいろい輪、木の
実に赤い帽子…いったいだれのお
としものかな？ 

『トスカのクリスマス』 
 マシュー・スタージス/文 徳間書店 

 ・ネコのトスカはクリスマスが嫌い 
   です。しかし、その夜すてきなでき 
   ごとが！ 

『アルメット』 
 トミー・ウンゲラー/作 好学社 

・貧しい少女アルメットがクリス 

 マスの日に起こす奇跡の物語。 

お知らせ 西合志図書館集会室を 

学習ルームとして開放します 

期 間 12月の土曜日・日曜日 

    ※12月は27日、1月は5日～9日まで 

対象者 合志市立図書館カードをお持ちの方 

 ・詳しくは図書館ホームページをご覧下さい 

 ・イベント開催時は使用できません 

と き 令和４年１２月１１日（日） 

    開演１４時（開場１３：３０） 

ところ 西合志図書館 

定 員 先着２０名（事前予約必要） 

対 象 合志市在住で中学生以上の方 

申込み 市内図書館窓口、電話、FAX 

☎：096-242-5555 FAX：096-242-2817 

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 

ぷりっつさんち ７ 松本 ぷりっつ 

50歳からの自律神経を整える生き方 小林 弘幸 

人生は天国か、それとも地獄か   田原 総一朗、佐藤 優  

より良い治療でがんでも100歳まで長生き！ 吉川 敏一 

生き物たちよ、なんでそうなった！？ 五十嵐 杏南 

面白くて眠れなくなる宇宙 高水 裕一 

キリンのひづめ、ヒトの指 郡司 芽久 

子どもの心と才能が育つ<池江式>魔法の言葉 池江 美由紀 

茶花の見分けかた、育てかた    塩見 亮一、日比谷花壇  

すべての不調は血糖値で決まる！ 天満 仁 

毎日新聞コラム「余録」選－2003～2022－ 柳川 時夫 

世界ではじめて人と話した犬ステラ  クリスティーナ・ハンガー  

「アマゾンおケイ」の肖像 小川 和久 

14歳からのSDGｓ 水野谷 優 

とっておきペギーさんの台湾レシピ ペギー・キュウ 

徳川家康 ―小説集― 鷲尾 雨工 

１と０と加藤シゲアキ 加藤 シゲアキ 

虎のたましい人魚の涙 くどう れいん 

言葉を植えた人 若松 英輔 

あこがれ 瀬戸内 寂聴 

リバー 奥田 英朗 

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川 有栖 

怪談 ラフカディオ・ハーン 

はぐれんぼう 青山 七恵 

小さなことばたちの辞書 ピップ・ウィリアムズ 

首切り島の一夜 歌野 晶午 

仕掛島 東川 篤哉 

真夜中の密室 ジェフリー・ディーヴァー 

夏日狂想 窪 美澄 

北神伝綺  妹の力 大塚 英志 

ルルとララのティラミス         あんびる やすこ  

こくごの教養マンガ 中村 健一 

妹はブロンドヘアー パク ミラ 

おばけとしょかん ２ 斉藤 洋 

はりねずみのルーチカ １１ かんの ゆうこ 

地球防災ラボ        東北大学災害科学国際研究所  

苦手から始める作文教室 津村 記久子 

はじめての宇宙旅行ガイド  １ 寺薗 淳也 

季節をめぐる星座のものがたり 春 永田 美絵 

算数パズル王国を救え！ ２ 北森 ちえ 

作って発見！西洋の美術 音 ゆみ子 

知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎 英明 

はじめてのオニずかん 飯倉 義之 

おいしい魚ずかん 上田 勝彦 

タイピングにやくだつはじめてのローマ字 ３ 大門 久美子 

ひとがみたらカエルになあれ いもと ようこ 

エルマーのたんじょうび？ デビッド・マッキー 

さよならぼくたちのようちえんほいくえん みやにし たつや 

ぴかぴかドキドキ あきやま ただし 

ごみしゅうしゅうしゃ 講談社 

しょうぼうしゃ 講談社 

ななちゃんのてあらい つがね ちかこ 

ルイの冒険 宇野 亞喜良 

おすしがふくをかいにきた 田中 達也 

ひみつのもりのいちねん 竹上 妙 

あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこ さとし 

はばたけ！パンのおにいちゃん とうごう なりさ 

おばあちゃんスプーン ふくだ じゅんこ 

グッドモーニング モンプル・パク 

びんからだしてごらん デボラ・マルセロ 


