
日 月 火 水 木 金 土 

      1 
      ○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 

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号館 

くぬぎ園・白鳩園 

ケアハウス菊香園 

 

 

 

 

 
 

  ○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 

9 10 11 12 13 14 15 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

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 

16 17 18 19 20 21 22 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館

日  

 

   ○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 

23 24 25 26 27 28 29 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館

日 

  ○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～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

■ 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 

■ 開館時間 

http://www.koshi-lib.jp/ 

（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 

（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 

(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 
 

 

平成30年6月4日（火）～11日（火） 

蔵書点検のため、下記期間ヴィーブル図書館を休館いたします。 

 ヴィーブル図書館  蔵書点検   6/4（火）～6/11（火）  休館  

(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 

○西
  

  

○天 …西合志図書館天文台 

      …

図書館カレンダー 
2019 ○西 …西合志図書館 

○V … 図書館 

３０ 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

ヴィーブル図書館  蔵書点検 ～6/11（火）

※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。 

◎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 
   

 ○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  令和元年6月 

第147号 

   おりひめ星やひこ星など、七夕ゆかりの 
 星々を、夏の星座とともに天文台で観察 
  しましょう !! 

と き：7月7日（日） 
      午後7時30分～9時30分 
     （受付は9時まで） 

ところ：西合志図書館天文台 

無料 

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。 

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  ：  

◆臨時休館のお知らせ◆ 

ヴィーブル図書館 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  

・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。 

夏の楽しい思い出をつくろう! 

夏休みスペシャルおはなし会 

ボランティア大募集!! 

※雨天・曇天の場合はシアターのみの開催となります。

         ☆併せて上映会を開催します☆ 
 

      ▽午後6時～午後7時 

          「忍たま乱太郎の宇宙大冒険  （約50分） 
                      withコズミックフロント☆NEXT 太陽系の段◆月の段」  
                            

  ▽午後7時～午後8時 
           「ラストミッション～ハッブル宇宙望遠鏡を救え」 （約48分） 

          
             ※西合志図書館集会室にて上映します。 
          ※雨天・曇天の場合は上映会のみの開催となります。 

       ※観望会・上映会ともに事前の申し込みは必要ありません。 

https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_135.html


 6月11日に木星が 衝
しょう

を迎えます。「衝」とは、 

地球から太陽系の天体を見たときに、その天体が 

太陽とちょうど反対側になる瞬間のことを言い 

ます。衝のころの惑星は、地球からの距離が近く 

なるため、大きく明るく見えるのと同時に一晩中 

見ることができます。そのため、衝の前後はその 

天体を観察する大きなチャンスです。 

 木星は明るく存在感のある天体ですが、その周り 

には4つの衛星の姿もあります。これらの衛星は、 

17世紀の天文学者ガリレオ・ガリレイが発見した 

ことから「ガリレオ衛星」と呼ばれています。 

望遠鏡で木星を観察するときは、ぜひこのガリレオ

衛星にも思いを馳せてみてください。  

6月の星空 

西合志図書館天文台より 

『 おしりたんてい 』   
  ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！ 

 
6月22日(土) 午後2：00～(75分) 

西合志図書館 集会室 

と き：6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 

一般書 

児童書 

児童書 

一般書 

一般書 

児童書 

梅雨を愉しむ 

むしの絵本 

共に生きやすい社会へ 

雨あめ ふれふれ 

雨もたのしい！ 

4月から、西合志図書館の 

開館延長曜日が木曜日から 

土曜日に変更になりました。 

（開館時間 10時～20時まで） 

と き：    ７月２１日（日）１０時～１２時 

ところ：ヴィーブル ２階 和室 

   講 師：本田 恵子さん（尚絅大学非常勤講師） 
対 象：５歳以上の子どもさんと保護者 

 ＊参加は無料です（ 先着２０組） 

                            申し込み先： 

                                    合志市立図書館カウンター又はお電話で 
     ★西合志図書館       242-5555 

                 ☆ヴィーブル図書館     248-5754 

                                                  ★泉ヶ丘市民センター図書室館247-1315 

は 

２０１９年 第1回 子どもの読書活動推進講座 

親子で楽しむ 
おはなしの小道具作り講座 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

児 童 書 絵 本 

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。 

万年筆バイブル 伊東 道風 

だから、ママのところに来たんだよ。 池川 明 

ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち ジャック・ルヴロン 

「６０点女子」最強論 広野 郁子 
イランの家めし、いただきます！ 常見 藤代 
象徴として－天皇、皇后両陛下は 

        なぜかくも国民に愛されたのか－ 毎日新聞社会部編 

歩き続ける力 三浦 雄一郎 

平成と天皇 半藤 一利 

ポルトガルを食べる旅 馬田 草織 

世界に一つだけのオーダーキッチン 北村 壽子 

アンコール ジャック・ラカン 

斎藤一人 励まし力 斎藤 一人 

内臓脂肪を落とす最強メソッド 池谷 敏郎 

和えサラダ 藤井 恵 

クラゲ水族館BOOK 鈴木 朱紀子 

淡海乃海 水面が揺れる時 5 イスラーフィール 

一度きりの人生だから 伊集院 静 

おまえの罪を自白しろ 真保 裕一 

骨董屋・眼球堂 小林 栗奈 

帝国ホテル建築物語 植松 三十里 

子どもの涙 －ある在日朝鮮人の読書遍歴－ 徐 京植 

カモフラージュ 松井 玲奈 

進撃の巨人     果てに咲く薔薇 紅玉 いづき 

シーソーモンスター 伊坂 幸太郎 

転生  越境捜査 笹本 稜平 

指名手配作家 藤崎 翔 

心音 乾 ルカ 

バシレウス 塚本 靑史 

不見の月  博物館惑星Ⅱ 菅 浩江 

平成ストライク 青崎 有吾 他 

ぼくたちハダカデバネズミ 平田 昌広 

ゆりかごのうた 北原 白秋 

どたんばたんおるすばん 松田 奈那子 

おかえりなさいアレックス 高林 麻里 

かぞくってなあに？ マール・フェレーロ 

とんたんイスたん 新井 洋行 

そこつ長屋 野村 たかあき 

おでかけおでかけ デイヴィット・ウォーカー 

あれあれあれれ つちだ のぶこ 

うちゅうじんはいない！？ ジョン・エイジー 

げそすけとじいじとばあば 平澤 一平 

オレ、なんにもしたくない マイク・ボルト 

うみどりの島 あべ 弘士 

パンダのパンやさん 岡本 よしろう 

タタタタ りとう ようい 

竜之介先生、走る！ 片野 ゆか 

都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎 敬子 

ブランの茶色い耳 八束 澄子 

空飛ぶのらネコ探検隊 6 大原 興三郎 

体育のにがてを克服！小学生の運動上達のコツ５０ 米田 功 

田畑政治 1964東京オリンピック招致に活躍 佐野 慎輔 

マンガでよくわかる少年剣道 榎本 松雄 

初恋まねき猫 小手鞠 るい 

こちら妖怪お悩み相談室 清水 温子 

ピンチを解決！１０歳からのライフスキル ６ 合同出版 

カタコイ ２ 有沢 ゆう希 

これが恋かな？ Case2 小林 深雪 

日本昔ばなしのことば絵本 千葉 幹夫 

いちばんはじめのプログラミング たにぐち まこと 

シリーズ戦争 語りつごう沖縄 ４ 安斎 育郎 

https://3.bp.blogspot.com/-gNEEEcZmrxY/UNbZ44TPq2I/AAAAAAAAJNg/RUXfFNu-M9U/s1600/11_8bu_onpu.png
https://4.bp.blogspot.com/-2UpYOZhygR0/UNbZx_3HHUI/AAAAAAAAJMU/VckQD2wAZAU/s1600/01_tone_kigou.png
https://4.bp.blogspot.com/-PqVeVP2sFKw/UNbZ6e1cpNI/AAAAAAAAJNw/SlLrbCZbdTw/s1600/13_16bu_onpu.png

