
日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 
 

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) 
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 11:00 ～ 

○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 

7 8 9 10 11 12 13 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

午後6: 00～8：00 

 
午後7 : 30～9：30 

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 

新開区公民館 

黒石市民センター 

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 : 30～ 

○西 開館時間延長 

14 15 16 17 18 19 20 
○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～ 

 ○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 : 30～ 

○西 開館時間延長 

21 22 23 24 25 26 27 

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 
○V 子どもの読書 
  活動推進講座 

   午前10：00～ 

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 

 

 ○泉 ブック             

 スタート 

○V おはなし会 
  午前 11:00 ～ 

○西  
    午後2 : 00～ 
○西 夜の
    午後6 : 30～ 
 

○天 星空観望会 
   午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

28 29 30 31    

○西 おはなし会 

  午後2 : 00～ 
 
 

休館日  
休館日 

 

 

   

■ 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 

◎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 
   

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

○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 
 ○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７月 

第148号 

作品募集 

１. 募集作品 

２. 応募規定 

☆と き 8月3日（土） 
 
    星空教室…午後7時～（１時間程度） 
     星空観望会…午後８時～（１時間程度） 
 
☆ところ 西合志図書館集会室  
       および 天文台 
 
☆対 象 小学校中学年～（保護者同伴） 
      学生および一般の方 
 
☆定 員 先着50名（事前申込が必要） 
     7月5日（金）から受付開始 
    ※定員になり次第締め切ります。 
   

 もうすぐ待ちに待った夏休み。図書館では 

下記のとおり、講師を招き夏の星空教室を開催 

します。星の学習会と実際の星空を観察します。 

・縦書きで400字詰め原稿用紙3枚以内 

・文章の最初に『題・氏名・連絡先』を記入 

・文章の最後に出典『書名・著者名・ 

 出版社名』 を記入 

合志市内在住の方 

４. 応募期限 ９月１日（日）午後５時まで 

５. 応募先      
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 

西合志図書館       (242-5555） 
ヴィーブル図書館   （248-5754） 

（247-1315）

３. 応募資格 

申し込み・問い合わせ先：西合志図書館 

① 『読書感想文』  

② 『わたしのすすめる本』 

６. お問い合わせ    

合志市立図書館まつり 

利用できる人 合志市の図書館利用カードを所持・ご登録 

されている方が対象です。ご利用の際は、 

利用カードを図書館カウンターへご持参の上 

お申し込みください。    

西合志図書館集会室を 

利用できる日 図書館休館日、団体等で集会室利用がある 

場合以外は利用できます。学習ルーム横に 

利用カレンダーを掲示していますので、 

詳しくはそちらをご確認ください。 

利用時間 

午前10時から午後5時30分までです。 



涼を感じる 

夏が来た 

一般書 

児童書 

児童

一般書 

一般

児童

なつが来たよ！ 

うみの絵本 

「海」を考える 

   ★☆★その他、自由研究に関する本や課題図書 

     （読書感想文、読書感想画）のコーナーを各館 

        設置しています。 

  ※貸出期間は一週間です。再貸出しはできません。 

  ※貸出中の本はご予約ができます。 

   詳しくはカウンターでお尋ねください★☆★☆ 

と き：7月18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 

 せっかくの七夕ですから、夜空を見上げて 

おりひめ星とひこ星を探してみましょう。 

 7月7日前後の午後9時過ぎ、東の空を見上 

げるといくつか星があり、特に明るい2つの 

星が「おりひめ星」と「ひこ星」です。北寄り

にあり、先に昇ってきて高い所に見える明るい

方の星がおりひめ星です。おりひめ星は西洋の

名前で、「こと座」の「べガ」ひこ星は「わし

座」の「アルタイル」です。さらに、おりひめ

星とひこ星のほかにもう一つ明るい「デネブ」

と呼ばれる「はくちょう座」の星が左の方に 

あります。これら3つの星を結んでできる大き

な三角形が「夏の大三角」です。 

7月の星空 

西合志図書館天文台より 

『 ププッ ふめつのせっとうだん 』 

 7月27日(土) 午後2時～(60分） 
西合志図書館集会室 

          ☆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 withコズミックフロント 

          ☆NEXT 天の川の段◆ブラックホール の段 （約50分） 
                            

  ▽午後7時～午後8時 
       「時空を超えた宇宙の絶景 ハッブル宇宙望遠鏡」 （約50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。 

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。 

☆8/23（金）14時～開催の「スペシャル 

 おはなし会」を手伝ってくれる、小学5年生～ 

  中学生を大募集！ 

 

☆練習日・時間…8/3（土）、8/10（土）、 

       8/22（木）の14時～17時まで 

 

☆詳しくはカウンターまでおたずねください。 

おはなし会ボランティア募集！ 

座 
★ 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

絵 本 児 童 書 

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。 

めぐり逢いサンドイッチ 谷 瑞恵 

椿宿の辺りに 梨木 香歩 

銀の墓碑銘 

石崎 泰子 

キマイラ １４ 夢枕 獏 

水辺のブッダ ドリアン助川 

御徒町カグヤナイツ 浅原 ナオト 

ストーカーとの七〇〇日戦争 内澤 旬子 

栗本薫と中島梓  里中 高志 

星降る島のフットボーラー 倉敷 保雄 

或るエジプト十字架の謎 柄刀 一 

動乱の刑事 堂場 瞬一 

目撃 西村 健 

魔法がとけたあとも 奥田 亜希子 

アンサーゲーム 五十嵐 貴久 

偽善者の見破り方 岩田 温 

親子で学ぶお金と経済の図鑑 技術評論社 

朝日新聞出版 編 

阪下 千恵 

柔軟的思考 

４７都道府県・花風景百科 西田 正憲 編著 

久野 知美 

ドライフラワーの活け方 

大人になる前に知る命のこと 加納 尚美 

長寿ホルモンを増やす！ 宝島社 

関口 徹 

虫ぎらいはなおるかな？ 金井 真紀 

セミ 

子どもと一緒にアイシングクッキー 新井 知加子 

あしたはきっと レイン・スミス 

いきもの漢字図 えざき みつる 

いまぼくはここにいる  星野 イクミ 

字のないはがき 西 加奈子 

みんなまってるよ！ 青山 ゆういち 

ドラゴンのお医者さん フェリシタ・サラ 

フシギなさかな  尾崎 たまき 

ちいさな島のおおきな祭り 浜田 桂子 

なまけものパーティー 齋藤 槇 

オーロラみつけた 片岡 龍峰 

おふろおふろ 高橋 徹 

ふしぎなやかた 岡本 美子 

すきなひと 嶽 まいこ 

すきっていわなきゃだめ？  今日 マチ子 

マンマルさん 

はじめてのラグビー 大野 均 

角田 一平 

世界の外あそび学じてん こどもクラブ 編 

ミッション・ゾウ・レスキュー           

清水 洋美 

庭に咲く花えほん 前田 まゆみ 

ドッグトレーナーになりたいきみへ 鈴木 博房 

ハスキーなボクのユウウツ 

夜カフェ ３ 倉橋 燿子 

妖界ナビ・ルナ ９  妖界への帰還 池田 美代子 

消滅都市 高橋 慶 

伊藤 クミコ 

七転びダッシュ！ ３  恋するバトン 村上 しいこ 

小林 深雪 

初恋オレンジタルト 天沢 夏月 


