
日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 
○V あかちゃんと  
いっしょに楽しむ絵本
とわらべうたの世界 
  午前11:00～ 

○西おはなし会 

  午後2 : 00～ 

 (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 : 00～ 

○西開館時間延長 

8 9 10 11 12 13 14 
○西
 午前10 : 30～    

○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～ 

○天
    午後6: 00～ 
○天ふたご座流星群   

 特別観望会 

午後7 : 00～ 

○西開館時間延長 

15 16 17 18 19 20 21 
○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 

休館日 
   

○泉ブック 

 スタート 

 

 おはなし会 
 午前11: 00～ 

○西ブック 

 スタート 

○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 
○V

   午後2 : 00～ 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 
○天星空観望会 
  午後7 : 00～ 

○西開館時間延長 

22 23 24 25 26 27 28 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日 （移動図書館)   休館日 休館日 

 

★ 
 

29 30 31 1/1 2 3 4    

休館日 

★ 
休館日 

★ 
休館日 

★ 
休館日 休館日 

★ 
休館日 

★ 
休館日 

★ 

5 6 7     

 休館日      

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…  

■ 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。 

★マークの日は、西合志図書館 集会室を学習ルームとして開放します。    

▼期間…12/28～1/4まで（※1/1は除く）▼利用時間…10：00～16：00  

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１２月２７日（金）  ～令和２年１月４日（土）   

★ 西合志図書館集会室を学習ルームとして開放します★ 

～ 返却ポストの場所～ 
   ◇西合志図書館 … 正面玄関左側 ◇ヴィーブル図書館 …  

 休館中は、図書・雑誌のみ各施設備え付けの返却ポストへ返却できます。 
CDやビデオテープ・DVD・紙芝居は、破損のおそれがありますので 

必ず開館日にカウンターへご返却ください！ 

※泉ヶ丘市民センター図書館・須屋市民センターは、 
 施設休館（12/28～1/4）のため返却できません。 

令和元年12月 
第153号 

と き： 

ところ： 

1月18日(土) 
時 間： 午後6時30分～8時 

西合志図書館 集会室 

友田 哲郎さん（友田皮ふ科医院長） 

内 容： 

申込先： 

講 師： 

先着20人 定 員： 

リコーダーの演奏と楽しいトーク 

西合志図書館…242-5555 

ヴィーブル図書館…248-5754 

…247-1315 

※１月１日（水）を除く 

 〇人数…先着順 50名程度（※多い場合は受付を締め切ります） 
 〇時間…午前10時～午後4時 〇場所…西合志図書館 集会室 
 〇利用対象者…図書館カードをお持ちの方 

開放期間：令和元年１２月２８日（土）  ～令和２年１月４日（土）   

年末年始についてのお知らせ 

九州ルーテル学院大学公開講座 

近代文学講座   

 
文学修士。保育士。 

日本近代文学会会員。 
日本文芸学会会員。 

夏目漱石「草枕」を読む 

 

場  所：  

日  時： 

※図書館カウンターでも受け付けます。 

ヴィーブル図書館 096-248-5754 

申 込 先：西合志図書館 096-242-5555 

096-247-1315 

参加費無料 

※図書館カウンターでも受け付けます。 



12月の星空 

西合志図書館天文台より 

もうすぐ年末 

一般書 

一般書 
児童書 

児童書 

児童書 
一般書 

ふゆのおはなし 

クリスマスの絵本 

▼と き：1月２５日（土） 
午前10時30分～正午 

▼ところ：西合志図書館 集会室 

▼内容 ：「赤毛のアンの読書会」 
参加費無料 

※事前申し込みが必要です※ 

♦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 

▼申し込み先： 

 12月26日の午後、日本全国で部分日食が 

起こります。日食とは、月が太陽の前を横切る 

ために、月によって太陽の一部または全部が 

隠される現象のことを言います。東日本や 

北日本では、太陽が欠けたまま日の入りとなる 

「日入帯食（にちにゅうたいしょく）」となります。 

 しかし、肉眼で直接太陽を見ると、たとえ 

短い時間であっても目を痛めてしまいます。 

安全な方法で観察しなければ、最悪の場合は 

失明する危険性があります。観察する場合は、 

日食グラスなど専用の観察器具を正しく使って、 

安全な方法で日食を観察してください。  
 

★夜の観望について★ 

夜は非常に冷え込みます！防寒対策をしっかり

して、美しい夜空を楽しみましょう。 

今月のマインドシアターはありません 

図書館川柳 募集中 
    

ユーモアやセンスにあふれた作品をお待ちしています。 
 

 川柳を考えること。それが健康につながれば万々歳ですね。 

テーマ ：暖かい・寒い など 

募集期間：令和２年１月１５日まで 

投稿場所：図書館備え付けの投稿箱 

      またはカウンターまで 

発 表 ：掲示板で展示予定 

☆皆様のご応募お待ちしています！ 

司書のおすすめ 

子どもから大人まで 時代を超えて読み継がれる名作。 

今の時代に改めて読んでみましょう 

と き：12月19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 

自分を高める冬の過ごし方 

きみの正義は －社労士ヒナコ－ 水生 大海 

飛べないカラス 木内 一裕 

小説孤独のグルメ 望郷篇 壹岐 真也 

本好きの下克上 短編集１ 香月 美夜 

サーカス・クイーンの死 アンソニー・アボット 

ヤオと七つの時空（とき）の謎 芦辺 拓 

延原謙探偵小説選 ２ 延原 謙 

時空旅行者の砂時計 方丈 貴恵 

ロス男 平岡 陽明 

カッティング・エッジ １４ 

ナポレオン ３ 佐藤 賢一 

十二の奇妙な物語 サッパー 

人を乞う あさの あつこ 

ブラックリスト －警視庁監察ファイル－ 伊兼 源太郎 

ツナグ  －想い人の心得－ 辻村 深月 

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! 

スマホをおいて、ぼくをハグして！ 司馬 理英子 

奇跡の集落やねだんを取材した日  々 山縣 由美子 

金澤 良枝 

大嶋 信頼 

みんなにお金を配ったら アニー・ローリー 

子宮内膜症は自分で治せる 駒形 依子 

自分イノベーション 塚本 亮 

２１．５世紀 僕たちはどう生きるか？ 高島 雄哉 

DVDと動画でわかるはじめての手話 モンキー 高野 

世界標準の戦争と平和 烏賀陽 弘道 

明石 安記  

いのちは輝く 松永 正訓 

はぎれで作る欲しいポーチが見つかる本 日本ヴォーグ社 

熊本城写真集 馬場 道浩 

学校司書研修ガイドブック 

コレットのにげたインコ 

きらいきらい！ 武田 美穂 

ぎゅぎゅぎゅのぎゅー 森 あさ子 

みんなのおすし はらぺこめがね 

パディントンのてんらんかい R・W・アリー 

やすみのひ 小池 壮太 

おたんじょうびのおくりもの ２版 やまわき ゆりこ 

なーんにみえる？るんるんフルーツ コローロ 

おうさまのこどもたち 三浦 太郎 

木の耳 

はないきおばけとくちいきおばけ おおの こうへい 

しろいしろいころわん 黒井 健 

どこ？ －パーティーのさがしもの－ 山形 明美 

６６００万年前… 
   ぼくは恐竜だったのかもしれない CAN 

図書館のふしぎな時間 たしろ ちさと 

ジュニアで差がつく！ 
             大森  芙美 

日本史探偵コナン シーズン２－１ 恐竜発見 青山 剛昌 

中村 太地 

ネコ魔女見習いミルク １ 真夜中の冒険 ポーラ・ハリソン 

その声は、長い旅をした 中澤 晶子 

蝶の羽ばたき、その先へ 森埜 こみち 

アベンジャーズ エンドゲーム 

マジナンデス（いきもの最強バラエティー） こざき ゆう 

盲導犬引退物語 沢田 俊子 

エンマ先生の怪談帳 池田 美代子 

ギリシャ神話 橘 伊津姫 

チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！ ばん ひろこ 

まよなかのくしゃみたいかい 中村 翔子 

                                              石川 めぐみ 

なりきり生きもの図鑑 １ 虫 NHK出版 


