
図書館カレンダー 
2019 ○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 4 5 
 

 (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 

  ○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 

6 7 8 9 10 11 12 
○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 

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～ 
○西

   午後6 : 30～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

13 14 15 16 17 18 19 
○西 おはなし会 
 午後2 : 00～ 
○西 秋の夜の 
  図書館探検隊          
      午後５ : 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 

20 21 22 23 24 25 26 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 

休館日 休館日 ○西 ブックスタート  ○泉 ブック 

   スタート 

○西 図書館まつり 
 午前10：00～ 
     午後5：30 
 

○天 星空観望会 
   午後7 : 30～ 

○西 開館時間延長 

27 28 29 30 31   
○西 図書館まつり 
 午前10：00～ 
     午後4：00 

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 

休館日   

■ 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 

■ 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」と赤ちゃんと絵本を開く楽しい「体験」をプレゼントする活動のことです。 

合志市立図書館ホームページ http://www.koshi-lib.jp/ 

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10月 
第151号 

プ ロ グ ラ ム 
１０月２６日（土） １０月２７日（日）

マンドリン演奏 

イングリッシュを楽しもう！ 

ブックマルシェ 

科学あそび 

リサイクル図書 

リサイクル図書 （一般） 

スタンプラリー 

移動図書館公開 

（講師：マナティーさん）

お昼の星空観望会 

万華鏡作り ※事前申込が必要です 

10:30～11:00  おはなしのへや   

11:00～11:30 集会室

11:30～15:00 御代志市民センター    

13:30～15:00  集会室  

15:30～16:30 集会室

16:00～17:00 御代志市民センター    

10:00～16:00 全館    

10:00～16:30 御代志市民センター    

10:00～16:00 エントランス    

10:30～11:00  おはなしのへや   

11:00～12:00  集会室   

10:00～14:00   天文台  

13:00～14:00  集会室   

14:00～14:30  おはなしのへや  

14:30～15:00  集会室  

おはなし会 （絵本サークルピッピ） 

（講師：ＡＬＴ キース先生）    

※講演会参加者には、お一人5冊までの 

 リサイクル図書引換券を発行します。 

おはなし会 

世界の国旗の原画展 & 缶バッジつくり 

おはなし会 

マジックショー （合志奇術クラブ） 

（講師：公立学校理科教師） 

（マンドリンアンサンブル・ロマネスコ） 

10:00～10:30  集会室 

※10/26・27 海外の写真展示 

          （御代志市民センター）

参加無料♪ 

リサイクル図書（一般） 

講演会 
くまもとの心」～大人の心を耕す講話～ 

 

      （講師：中島 栄治教育長） 

15:15～16:00 御代志市民センター      

（どんぐり文庫） 

会場：西合志図書館 



と き：10月17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 

一般書 
児童書 

 

児童書 

児童書 
一般書 

偉人たちのふるさと熊本 

秋の夜長にミステリー 

おいしいものあつまれ！ 

紅葉と神社めぐり 

10月26日(土) は 
図書館まつりのため中止します。 

西合志図書館天文台より 

10月の星空 

ハロウィン＆おばけ 

講師 ：金戸 清高さん（九州ルーテル学院大学教授） 

場 所    ： 西合志図書館 集会室 

定 員  ： ２５名  

第三回 図書館ふれあい講座 

大人のための文学講座 
 

近代文学について 

夏目漱石「草枕」を読む 

日 時  ： ２０１９年１０月１２日 

               午後６時３０分～８時 

  １０月は３つの流星群が極大を迎えるので、 

流星を見るチャンスが増える月となっています。 

「１０月りゅう座流星群」は１０月９日頃、「おうし座 

南流星群」は１０月１０日頃、「オリオン座流星群」 

は１０月２２日頃がピークの予想です。しかし、 

いずれも１時間に１～５個と、多くの流星が出現 

する流星群ではありませんので、見つけられたら 

運がいいという気持ちで空を見上げてみてください。 
 

中でもおうし座南流星群は、実のところ極大日 

がはっきりとわかっているわけではなく、１カ月 

以上にわたって流星の出現が続きます。この 

流星は極大日にこだわらず、月が出ていない時 

を狙っての観察がおすすめです。  

と き：１１月９日（土） 

午後２時～３時 

ところ： 西合志図書館周辺 

（※雨のときは屋内） 

講 師： 吉岡 敏夫さん 

参加無料

申し込み ：合志市立図書館 
 

        （西合志館）     096-242-5555    
      （ヴィーブル館）  096-248-5754 
      （泉ヶ丘市民センター図書館） 096-248-3453 

申し込み ：合志市立図書館 各館 
 

「くまもとの心」 講師：中島 栄治 教育長 

と き：11月23日（土）10：30～12：00  

ところ：西合志図書館 集会室  

九州ルーテル学院大学公開講座 

本の予約は、電話や合志市立図書館のホームページ（※）でも受付けています。 
※ ホームページから予約する場合は、窓口での申請が必要です。 

一般書  ［ 文学・エッセイ ］ 一般書  ［ 実用書 ］ 

絵 本 児 童 書 

パンダワールド 中川 美帆 

サザエさんヒストリーブック  扶桑社 

百田尚樹『日本国紀』の真実 別冊宝島編集部 
 かぎ針も棒針もきちんと編める                  手編みの基礎 

吉田 裕美子 

西村 知香 

北海道の鉄道旅大図鑑 

老筋トレ 枝光 聖人 

５０歳から始める！ 
  老後のお金の不安がなくなる本 竹川 美奈子 

おなかの中から始める子育て 池川 明 

きのこのなぐさめ ロン・リット・ウーン 

戦国忍びの作法 山田 雄司/著 

ラグビーのルール 

同窓会に行けない症候群 鈴木 信行 

今すぐできる！脳が喜ぶ最強の勉強法 池谷 裕二 

日経業界地図 ２０２０年版 日本経済新聞社 

営繕かるかや怪異譚 その２ 小野 不由美 

眺海の館 

ヴェールドマン仮設 西尾 維新 

決断の刻（とき） 堂場 瞬一 

絶声 下村 敦史 

烈風ただなか あさの あつこ 

金庫番の娘 伊兼 源太郎 

キキ・ホリック 森 晶麿 

黎明の書 巻之６ 翼あるもの 篠田 真由美 

ほろ苦いラテは恋の罠 クレオ・コイル 

M －愛すべき人がいて－ 小松 成美 

ゆらり 
  基礎からわかる              漢詩の読み方・楽しみ方 
 

鷲野 正明 

一度きりの人生だから 伊集院 静 

マジカルグランマ 柚木 麻子 

ＮＨＫカガクノミカタ ２ 

まほう少女キティ ２ エラ・ムーンハート 

怪談研究クラブ 笹原 留似子 

ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン 

キャラ絵で学ぶ！仏教図鑑 山折 哲雄 

秘密に満ちた魔石館 廣嶋 玲子 

椰月 美智子 

となりのミステリー生物ずかん ささき隊長 

折れない心を育てるいのちの授業 小澤 竹俊 

トロル 

ゆるびーくんえんそくにいく 斉藤 洋 

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 

動物のうんこクイズ 今泉 忠明 

シャイローと歩く秋 

海辺の生きもの大探検！ 川嶋 一成 

おつきさまのともだち カワチ レン 
 

ちきゅう 
－ 

うさぎのまじっく せな けいこ 

じゅんびはいいかい？ 中川 学 

そらをとんだワンダ たかす かずみ 

コリンのお店びらき 山西 ゲンイチ 

ぼくたちはさぼてん いしかわ まみ 

ふみきりかんかんくん 武田 美穂 

きんぎょびじゅつかん 松沢 陽士 

まいにちたのしい オオクボ リュウ 

ともだちになったミーとチュー エレーヌ・ルヌヴー 

うんちで１・２・３ エリック・ガステ 

くだものたちのないしょだよ はせがわ かこ 

いえでをしたてるてるぼうず にしまき かやこ 

おばあさんとあひるたち 奥山 玲子 

新しい本が入りました! 


