
日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 
 

    ○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 

3 4 5 6 7 8 9 
○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 

  ○V おはなし会 
   午前 11:00 ～ 
○西かみしばいが     
   やってくる 
   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 

10 11 12 13 14 15 16 
○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 

（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 

17 18 19 20 21 22 23 

○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 

 

おはなし会 
午前11: 00～ 

 ○西
  午前 10: 30～ 
○V おはなし会 
   午前 11:00 ～ 

○西  
  午後2 : 00～ 

○天星空観望会 

    午後7 : 30～ 

○西開館時間延長 

24 25 26 27 28 29 30 
○西図書館でシネマ 
   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 

○泉ブックスタート 

 ○西ブック 

           スタート 

休館日 ○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○V おはなし会 
   午前 11:00 ～ 

○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・お問い合わせ先 ■ 開館時間 

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

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 

◎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。 

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…  

K O S H I  C I T Y  L I B R A R Y  

合志市立図書館だより 
令和元年11月 

第152号 

図書館でシネマ 図書館でシネマ 図書館でシネマ 

「最高の人生のつくり方」 

とき：１１月２４日（日） 

時間：午後２時～（94分） 

場所：西合志図書館 集会室 

入場無料 

主演：マイケル・ダグラス／ダイアン・キートン 

監督：ロブ・ライナー 

☆是非足を 

 お運びください☆ 

※図書館カウンターでも受け付けます。 

申込先：西合志図書館 096-242-5555 

西合志図書館 集会室           

九州ルーテル学院大学公開講座 
～大人のための文学講座～ 

近代文学講座   

夏目漱石「草枕」を読む 

ヴィーブル図書館 096-248-5754 

096-247-1315 

 

文学修士。保育士。 

日本近代文学会会員。 

日本文芸学会会員。 

日本キリスト教文学会会員。 

 

と こ ろ ヴィーブル２階 和室 

講 師 吉川法子さん 
 

参加費無料 

と  き 令和元年12月１日(日) 
       午前１１時～ 

20組  人 数 

対 象 ・ 赤ちゃんとその保護者 
・  

申込み方法  ※ 事前申込みが必要です。 
 西合志図書館（242-5555）へお電話 
 いただくか、各館カウンターへ直接 
 お申込みください。 

子どもの読書活動推進講座 

  

    

   講師 ： 中島 栄治 先生 
            （合志市教育長） 
 

  と き   ： １１月２３日（土）  
            午前１０時３０分～１２時 
 

   ところ  ：  西合志図書館 集会室 
   

  定員  ： ３０名                  
 

   申し込み： 西合志図書館 （242-5555） 
           ヴィーブル図書館 （248-5754） 
           （247-1315） 
 

～ くまもとの心 ～ 

第三回 図書館ふれあい講座 

※要申し込み 

～大人のための映写会～ 



西合志図書館天文台より 

11月の星空 

 秋の星座の一つ、く じら座には“ふしぎなもの”という意味 

を持つ「ミラ」という星が胸に輝いています。この星は明る 

さが大きく変わる変光星として有名で、２等級から10等級 

まで明るさが変化します。その理由は一生の終りに近い 

段階のこの星が膨張と収縮を繰り返す不安定な状態に 

あるためです。最も暗くなることを「極小」、最も明るくなる 

ことを「極大」と呼び、ミラは変光の周期や極大時の明るさ 

にばらつきがあるため極大日や等級の予想が難しい星 

です。今年（令和元年）は１１月１7日が極大と予想され 

ていますが、11月初め頃から夜空を見上げてみましょう。 

4等級より明るくなれば街中でも赤く輝くミラを目で見ること 

が出来るようになります。 

と き：11月21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 

11月24日(土) は 
ふれあい読書講座のため 

中止します。 
11月23日(土) 午後2：00～ 

西合志図書館 集会室 

一般書 

一般書 
児童書 

 

児童書 

児童書 
一般書 

寒さに負けない！ 

もうすぐ年末！ 

空を見てみよう 

勤労感謝の日 

申込方法 ： 

西合志図書館 集会室 と こ ろ ： 

木製の羽子板の裏面に布や和紙、シール等で

飾りつけをしてオリジナルの羽子板を作ろう 

12月8日（日） と  き ： 10：30～12：00 

人  数 ： 先着20組 （対象：小学生以上） 

参加費無料 

11月9日（土）～ 申込受付 ： 

※ 事前申込みが必要です。 
 市内図書館へ直接申込まれるか、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館（247-1315）まで、 
 お電話でお申し込みください。 

日本の伝統を知る講座 

ふたご座流星群 
特別観望会 

三大流星群のひとつ、ふたご座流星群。 

一晩に見られる流星の数としては、年間最大の流星群です。 

真冬の季節、暖かい服装でお越しください。 

 

       ▽午後6時～午後7時 
        「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with 

☆NEXT土星の段♦宇宙の果ての段」 （約50分） 
                            

  ▽午後7時～午後9時 
        「村山斉の宇宙をめぐる大冒険」（約2時間） 

☆併せて上映会を開催します☆ 

と き：12月14日（土）午後7時～9時30分 

                 （受付は9時まで） 
 

ところ：西合志図書館 天文台 

 

ところ：西合志図書館 集会室 

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 

新しい本が入りました! 

刺しゅうでお直し 藤本 裕美 

ポリ袋でかんたん低温真空調理 若宮 寿子 

勝俣 範之 

脳卒中の再発を防ぐ本 平野 照之 

親に届ける宅配ごはん 岩崎 啓子 

京都ゆとりの旅 第９版 実業之日本社 

１９６０年代鉄道の記録 辻阪 昭浩 

この国の不寛容の果てに 雨宮 処凛 

凡人道 ひろゆき 

”人生の災害”に負けないマインドレスキュー 矢作 直樹 

やりすぎ絶滅いきもの図鑑 今泉 忠明 

就職活動１冊目の教科書 

新・天皇論 保阪 正康  

マンガ哲学辞典 橋本 治 

龍虎の生贄 驍将・畠山義就  濱田 浩一郎 

絶望スクール 石田 衣良 

ブルースト効果の実験と結果 佐々木 愛 

流葉断の太刀  （裏用心棒譚 ２） 上田 秀人 

ｍｅｄｉｕｍ  －霊媒探偵城塚翡翠－ 相沢 沙呼 

アスリーツ あさの あつこ 

法月綸太郎の消息 法月 綸太郎 

たそがれダンサーズ 桂 望実 

犯人選挙 深水 黎一郎 

銀河の果ての落とし穴 エトガル・ケレット 

また明日 群 ようこ 

雨に消えた向日葵 吉川 英梨 

逃避行 小杉 健治 

義元、遼たり 鈴木 英治 

競歩王 額賀 澪 

犬がすきなぼくとおじさんとシロ 山本 悦子 

モン太くんのハロウィーン 土屋 富士夫 

将棋の駒はなぜ歩が金になるの？ 高野 秀行 

風を切って走りたい！ 高橋 うらら 

くらす、はたらく、経済のはなし １ 山田 博文 

地球が危ない！プラスチックごみ １ 幸運社 

楽しく作って、おいしく食べよ！だいすき♥おやつ 阪下 千恵 

めっちゃ好きやねん 新井 けいこ 

松下幸之助物語 渡邊 祐介 

ピノピノとおひるね  １ 

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平 

境い目なしの世界 角野 栄子 

泣き笑い！アスリート図鑑 青島 健太 

下村 正洋 

アカハナドラゴン 

わんぱくだんのてんぐのすむやま 末崎 茂樹 

リサ・ラーソンのＡＢＣブック リサ・ラーソン 

かぜがふくふく 田島 征三 

しろとくろ きくち ちき 

なんみんってよばないで。 ケイト・ミルナー 

おまつりおばけめぐり 本山 浩子 

チリとチリリあめのひのおはなし どい かや 

マツオとまいにちおまつりの町 スケラッコ 

わたしの糸 トーリル・コーヴェ 

ゆきのひにあえたら ワン ユーウェイ 

はっぱのゆうびんやさん みやもと ただお 

じゃがいもひめとさつまいもひめ はらぺこめがね 

きのこのばけもの 石川 えりこ 

おすしヒーローパックンジャー マスリラ 

大好きって意味だよ 
     チコちゃんとキョエちゃんの絵本 城井 文 


