
日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

休館日 休館日 休館日 休館日 （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～ 
 
 
 
 

8 9 10 11 12 13 14 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 
 
 
 

成人の

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 

  ○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 
 

15 16 17 18 19 20 21 
○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

 ○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～ 
 
 

22 23 24 25 26 27 28 
○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) 

○泉ブックスタート  

○西ブックスタート   

 

 

○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 
 

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 
2023 

■ 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5年1月 
第190号 

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 

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。 

新年のごあいさつ 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます 

 皆様におかれましては、幸多き新春をお迎えのことと思います。 

 ここ数年、新型コロナウイルスによる感染症拡大を繰り返し、いつ

収束するともしれない日々が続いております。 

 合志市立図書館では、マスク着用、検温、アルコール消毒等にご協

力いただき、感染予防に努めてまいりました。おかげさまで、図書館

内での集団感染を予防することができました。 

 本年も皆様のご理解とご協力のもと職員一同心を合わせて、安心・

安全な図書館活動に取り組み、より一層のサービス充実に努めて参り

ます。今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

              合志市立図書館 館長 髙本孝一 

と き：令和５年２月４日（土） 

    午後２時～４時 

ところ：西合志図書館 集会室他 

内 容：図書館ファン同士の交流やバック 

    ヤードツアーなどを行います。 

定 員：１０人程度 

   （応募者多数の場合は抽選） 

申込み：令和5年1月11日(水)より 

    市内図書館窓口または電話で 

    お申込み下さい。 

図書館ファンミーティング 



 

一般書 

一般書 

児童書 

今年手に入れたいものは？ 

児童書 

児童書 

一般書 

冬によみたいえほんはなーに？ 

今年から始める○○生活 

ぴょんぴょんうさぎ 

お正月・干支の本 

と き：1月19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 

1月の星空 

    1月28日(土) 午後2：00～ 
     西合志図書館 集会室 

 今回は、お城と武将、干支・うさぎに

関連する本を紹介しています。 

新成人の皆様へ 

ご成人おめでとうございます 

＊２０２２年４月から成人になる 

 年齢が１８歳になりました。 

新たな門出を迎えられた新成人の皆様とご家族

等の方々へおすすめの本を紹介します。 

 『大人になるってどういうこと？ 

  ‐みんなで考えよう18歳成人‐』 

 神内 聡/著  くもん出版 

 １８歳「成年高校生」は、法律で大人とし

て扱われるようになる。契約やトラブルな

ど知っておいてほしい内容を紹介。 

 『 「コミュ障」 のための社会学 

  ‐生きづらさの正体を探る‐』 

 岩本 茂樹/著 中央公論新社 

 視野を広げてコミュニケーションの壁を

取り払うポイントを社会学の視点で解説。 

 冬の夜空は、一年中で最もきれいで

華やかな季節です。 

 その理由は、明るい星が多く、様々な

色の星が見えること、オリオン大星雲や

プレアデス星団（すばる）など、肉眼でも

見える星雲・星団があることなどです。 

 有名な冬の一等星は、ベテルギウス、

プロキオン、シリウス。これら3つを結ぶと
冬の空に三角形を描けます。 

 

 新春とはいいながら、夜の寒さは本格

的になりますが、ふと頭上を見上げる

と、さえわたった大気の中できらめく一

等星たちの輝きが楽しめるでしょう。 

２０２３年 ふゆ・はる号 

できました 

『だじゃれ十二支』 
藤本 ともひこ/絵 世界文化社 

 だじゃれとユーモアで、十二支を

楽しみながら覚えられる絵本。 

『日本100名城のひみつ』 
萩原 さちこ/著 小学館 

 日本の100名城について歴史と

見どころをくわしく解説。 

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 

疲れた人に夜食を届ける出前店 中山 有香里 

お江戸・東京 坂タモリ 港区編 タモリ 

ムーミンとトーベ・ヤンソン ポール・グラヴェット 

異彩を、放て。 松田 文登 

運動しても痩せないのはなぜか ハーマン・ポンツァー 

地球の歩き方 2023～24 ドイツ 地球の歩き方編集室 

信じる者は、ダマされる。 多田 文明 

私だけ年を取っているみたいだ。 水谷 緑 

図書館司書32人が選んだ犬の本棚 高野 一枝 

さつまいものお菓子 若山 曜子 

YOUR TIME 鈴木 祐 

かけらが語る地球と人類１３８億年の大図鑑 ミニ・ミュージアム 

中学受験は算数で受かる 州崎 真弘 

一生使えるスープと汁もの大全 吉澤 まゆ 

８０歳、村上祥子さんの長生き発酵食レシピ 村上 祥子 

小さき王たち 第３部 激流 堂場 瞬一 

赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 青柳 碧人 

老害の人 内館 牧子 

君といた日の続き 辻堂 ゆめ 

機械仕掛けの太陽 知念 実希人 

老人ホテル 原田 ひ香 

鬼人幻燈抄  〔１１〕 中西 モトオ 

幾千年の声を聞く 青羽 悠 

女の敵には向かない職業 水生 大海 

侵略少女 古野 まほろ 

アオハルリセット 丸井 とまと 

過怠 谷村 志穂 

とりあえずお湯わかせ 柚木 麻子 

川のほとりに立つ者は 寺地 はるな 

アロハで酒場へ なぎら 健壱 

ぐうたら魔女ホーライ来る！ 柏葉 幸子 

紫禁城の秘密のともだち  １ 常 怡 

春夏秋冬あやかし奇譚 千冬 

ピノキオ                  エリザベス・ルドニック  

お金に頼らず生きたい君へ 服部 文祥 
Ｎｏ.１ときめき読み解き古典まんが 
でわかる百人一首 谷 知子 

ごはん食べにおいでよ 小手鞠 るい 

＜萌えすぎて＞絶対忘れない！妄想古文 三宅 香帆 

ホカリさんとふゆのおくりもの はせがわ さとみ 

くびびじんコンテスト しめの ゆき 

はねるまゆを追いかけて 谷本 雄治 

きみを変える５０の名言 ３期１ 佐久間 博 

星空としょかんのジュリエット 小手鞠 るい 

ヘビくんブランコくん          おおぎやなぎ ちか  

小学生の教養大事典 佐藤 優 

あかりのともるおうち アダム・トレスト 

レオとゴルゴンののろい ジョー・トッド＝スタントン 

こぎつねのとくべつなクリスマス リチャード・ジョーンズ 

にげろ！がいこつ ジョエル・ジョリヴェ 

ニットやさんのムームー タカハシ カオリ 

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 

あくまとけしのみ 洞野 志保 

世界はこんなに美しい ジュリー・モースタッド 

はたらくくるま 講談社 

オムライスッス ＤＪみそしるとＭＣごはん 

なんのかげ？どうぶつ？ やまがた しょうへい 

みち 三浦 太郎 

ポレポレゆきのなか たしろ ちさと 
アントンせんせいこまった 
ときはおたがいさま 西村 敏雄 

ベランダのあの子 四月猫あらし 


