
日 月 火 水 木 金 土 
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臨時休館日   ○V おはなし会 
 午前 11 時～ 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

5 6 7 8 9 10 11 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

 休館日  

(移動図書館) 

合志中央団地 
みどり館 
合生文化会館 
上生区禁酒記念碑前 

 
 

 ○V おはなし会 
 午前 11 時～ 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

12 13 14 15 16 17 18 
○西 春のワクワク
おはなしデー 

 
 
 

休館日 (移動図書館) 

菊香園2号館 

くぬぎ園・白鳩園 

ケアハウス菊香園 

(移動図書館) 

みずき台公民館 

新開区公民館 

黒石市民センター 

農研宿舎駐車場 
 

 ○西  

 ラッコちゃん 

 おはなし会 

 午前11：00～ 

 ○V おはなし会 
   午前 11 時～ 

○西 おはなし会
  午後2 : 00～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

19 20 21 22 23 24 25 

○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 
 

   ○V おはなし会 
 午前 11 時～

○西  
  午後2 : 00～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

26 27 28 29 30 31  

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

  
 

休館日 (移動図書館) 

南陽区公園前 
西須屋団地区集会所前 
ダイワハウス分譲地入口 
県営住宅区5棟前駐車場 
堀川公民館横 

  

○西  

ブック 

スタート 

休館日 

○泉 
ブック 

スタート 

 

○天 …西合志図書館天文台 

      …

■ 講座等のお申し込み・お問い合わせ 

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 

◎午前10時～午後6時 
  （西合志館のみ土曜日… 午前10時～午後8時 
   

※ 「ブックスタート」とは、７カ月児健診の際に、図書館から絵本の配布と紹介を行う児童サービスのことです。 

図書館カレンダー 
2019 

 
○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  

◆臨時休館のお知らせ◆ 

休館日  

令和元年6月4日（火）～11日（火） 

蔵書点検のため、ヴィーブル図書館を 

                                   臨時休館いたします。 

休館中は、図書・雑誌のみ各館に設置している返却ポストへ返却できます。CDやビデオ・ 

DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので必ず図書館開館日にカウンターへ返却ください。 

☆返却ポストの場所  

令和元年 5月 
第146号 

・西合志図書館正面玄関左側 
・ヴィーブル館正面出入口左側 
・泉ヶ丘市民センター図書館入り口付近 
・須屋市民センター玄関 

※西合志図書館と泉ヶ丘市民センター図書館は開館しています。 



５月の星空 
  ～夏の星座に輝く月と木星、土星～ 

  

 5月20日から21日へと日付が変わるころ、南の空に
は、満月過ぎの月が明るく輝いています。多くの星の

光は、月の明るさに隠されてしまいますが、負けずに

存在感を示しているのが木星です。木星の明るさは 

マイナス2.6等、月のすぐ下に輝いています。月と木星
の15度ほど西側に、さそりの赤い心臓といわれる1等
星アンタレスが輝いています。 

 月は、地球の周りをまわっているため、満ち欠けを 

しながら、星座の中を大きく移動していきます。 

そのため、2日後の22日の夜から23日の未明にかけて
は、月は東に位置を変え、いて座にある土星に近づき

ます。さそり座やいて座といえば、夏を代表する星座

ですが、5月の末ともなれば、深夜には、夏の星座が
南の空高く昇ってきています。季節を少しだけ先取り 

して、夏の星座に輝く月や木星、土星を眺めてみては

いかがでしょう。 

一般書 

と き：5月16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 

児童書 

 

 
一般書 

児童書 

『 新美南吉傑作童話集 』 

 5月25日(土) 午後2時～ 
       (約50分） 

一般書 

児童書 

4月から、西合志図書館の 

延長開館日が木曜日から 

土曜日に変更になりました。 

（開館時間 10時～20時まで） 

夏休みスペシャルおはなし会 

ボランティア大募集!! 

夏の楽しい思い出をつくろう! 

6月27日(木）まで 

小学5年生～中学生（市内在住）

で、8/3（土）・8/10（土）・8/22

（木）、午後2時～5時の練習に 

参加できる人 

10人程度 
（応募者多数の場合は抽選） 

西合志図書館 

8/23（金）午後2時～、西合志 

図書館で開催されるおはなし会 

で読み聞かせなどを行います。 

おかあさんだいすき 

おかあさん  ありがとう 今年も、８月23日(金）午後２時から、 
「夏休みスペシャルおはなし会」を開催 
します。図書館職員と一緒にパネル 
シアターや絵本の読み聞かせなどを演じ、 
夏の楽しい思い出を作りましょう♪ 

●募集期間：  

●対 象  ：  

 

 

 

●募集人数：  

 

●申し込み：  

●内 容  ：  

癒しのひとときを 

ガーデニングに挑戦 

新しい本や雑誌が入りました! 
資料の予約は、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、窓口での事前登録が必要です。 

天皇皇后両陛下と平成大災害 産経新聞社 編 

１０代脳の鍛え方 

くまモン知事 伊藤 典昭 

過労死  牧内 昇平 

クルマのメカニズム大全 青山 元男 

シンガポール 改訂第２版 

創造と狂気の歴史 松本 卓也 

ブラタモリ １７ 

元号と日本人 宮瀧 交二 

ビッグ・クエスチョン 

 佐々木 一夫 

見るだけ日本史年表 小和田 哲男 

荒木 千秋 

グランマ小児科医の育児百科 相澤 扶美子 

消費税という巨大権益 大村 大次郎 

一般書  ［ 実用書 ］ 一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 

児 童 書 絵 本 

消えたオリンピック・ランナー 佐山 和夫 

てんしき 川端 誠 

いちばんはじめのマナーえほん 峯村 良子 

もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ 

クルマザウルスたんけんたい 

ちっちゃなかいぞくいまなんにん？ 

ひらの ゆきこ 

いいおといっぱい いりやま さとし 

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット 

フランクリンとルナ、月へいく 

シリルとパット ともだちになろう 

ほこりちゃん 

はじめまして わたなべ ふみ 

ゾクゾク！おばけのがっこうたんけん 大木 あきこ 

おさいふのかみさま にしむら あつこ 

はたらくじどう車くらべ ２ 国土社編集部 

ごみはどこへ ごみのしょりと利用 ２ 高月 紘 

感謝を伝えるサンドイッチパーティー 寺西 恵里子 

恐竜キングダム ９ エアーチーム 

５分後に恋の結末 橘 つばさ 

５分後に意外な結末 桃戸 ハル 

生活向上委員会！ １０ 伊藤 クミコ 

すてねこたちに未来を 菅 聖子 

学校なぞなぞ ３ ながた みかこ 

５・６・７さいのおりがみであそぼ 新宮 文明 

コロコロロボット 野出 正和 

世界の妖怪をさがせ！ 

トミカの迷路 講談社 

水木しげるの妖怪えほん 水木 しげる 

妖精のカレーパン 斉藤 栄美 

東京クライシス 安生 正 

尼子姫十勇士 諸田 玲子 

飛族 村田 喜代子 

ソローキンの見た桜 豊田 美加 

レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人 

９０秒の別世界 千葉 聡 

新宿花園裏交番坂下巡査 香納 諒一 

もういちどベートーヴェン 中山 七里 

中野のお父さんは謎を解くか 北村 薫 

ゆうゆうヨシ子さん 嵐山 光三郎 

カゲロボ 木皿 泉 

なつぞら 上 木俣 冬 

大統領に告ぐ 永瀬 隼介 

夢の迷い路 西澤 保彦 

マーダーハウス 五十嵐 貴久 


