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5 6 7 8 9 10 11 
○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) 
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 

12 13 14 15 16 17 18 
○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 
 
 
 

   休館日 （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 

  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～ 
○西 夜の 
  

  午後6 : 30～ 

○天 星空観望会 
  午後7 : 00～ 

○西 開館時間延長 

19 20 21 22 23 24 25 

○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 

  休館日 ○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 : 00～ 

○西 開館時間延長 

26 27 28 29 30 31  

○西 おはなし会 
  午後2 : 00～ 

休館日 （移動図書館) 

○泉ブック 

 スタート 

○西ブック 

 スタート 
 休館日  

図書館カレンダー 
2020 ○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ています。（※1/1は除く） 

  ▼利用対象者…図書館カードをお持ちの方  

  ▼利用時間…10：00～16：00  

＜年始の学習ルーム利用について＞ 

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  

新しい年 図書館をのぞいてみませんか？ 
   たくさんの本がみなさんをまっています♪ 

新成人の皆様へ  

令和2年1月 
第154号 

 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 
 

皆様におかれましては、２０２０年の輝かしい幸多き新春を 
お迎えのことと思います。合志市立図書館は、平成２９年４月以降 
指定管理になり、より使い勝手のよい、市民の皆様の身近な図書館 
として、開館時間の延長やWi-Fi環境の整備、集会室の学習ルーム 

への活用など、サービス向上に取り組んで参りました。 
  

また、市民の皆様、ボランティアの皆様、地域企業の皆様に 
おかれましては、日頃より心温まるご支援をいただき、図書館業務 

及び天文台事業を順調に進めてくることができました。 
衷心よりお礼申し上げる次第です。 

 

 今後とも図書館職員「ＯＮＥ ＴＥＡＭ（ワンチーム）」となって、 
信頼され、愛される図書館づくりを目指していきますので 
これまで同様に市民の皆様のご支援、ご協力を賜りますよう 

よろしくお願い申し上げます。 
  

           合志市立図書館 館長 上原 哲也 

おすすめの本・CD・DVD 
『そして、バトンは渡された』 瀬尾 まいこ／著 

『へいわとせんそう』 たにかわ しゅんたろう／著 

 『こんな家に住んできた ―１７人の越境者たち― 』 稲泉 連／著 

『メモの魔力』 前田 裕二／著 

『まなの本棚』 芦田 愛菜／著 

『天、共に在り』 中村 哲／著 
  

『瞬間的シックスセンス』 あいみょん／歌 

『マジック』 バックナンバー／歌 
  

『未来のミライ』 細田 守／監督 

『日日是好日』 大森 立嗣／監督 
な ど 



１月の星空 

西合志図書館天文台より 

笑う門には福来る 

一般書 

一般書 
児童書 

児童書 

児童書 
一般書 

お正月のあそび 

2020年 ねずみどし 

健康寿命を延ばす！ 

暮しに役立つ手帳術 

1月25日(土) 午後2：00～ 

西合志図書館 集会室 

 しぶんぎ座流星群とは1年の最初を飾る流星群で

す。三大流星群のひとつとして数えられ2020年は1

月4日に極大を迎えます。流星数が比較的多く観察

されるのは、極大の前後1日程度です。しかし流星の

出現数は年によってかなりムラがあり、どのくらい流

れるか予想するのが難しい流星群でもあります。 

 しぶんぎ座流星群の放射点はうしかい座とりゅう座

の境界付近にあります。流星群の名前に使われてい

る「しぶんぎ座」は、現在では存在しない「壁面四分

儀（へきめんしぶんぎ）座」という星座に由来していま

すが、現在は「しぶんぎ座流星群」が用いられます。 
 

★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。 

と き：1月16 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 

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！ 

ホームページで 
 読書履歴が確認できます 

ホームページ上で、自分が借りた 

本の履歴を見ることができます。 
 

窓口でメールアドレスを登録されている 

方であれば、どなたでもご利用できます。 
 

読書マラソンもご利用できます。 

詳しくは窓口までお尋ねください。  

デュオ・ドレミ 

と き： 

時 間： 

参加費無料 

西合志図書館 集会室 

2月8日(土) 

午後2時～3時 

ところ： 

講 師： 

松村 光子さん 

吉永 洋子さん  

申込不要 

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! 

干支ぐるみ ほし みつき 

ベビーと小さな子どものための手編み Ｍｉｃｈｉｙｏ 

「水だし」って、すごい！ 武蔵 裕子 

赤ちゃんとママの熟睡スイッチ 小林 麻利子 

九州聖地巡礼ガイド 「旅ムック」編集部 

２０３０年の世界地図帳 落合 陽一 

赤倉 功一郎 

最新図解女性のADHDサポートブック 榊原 洋一 

小笠原 恵 

あっさり塩煮と、こっくりしょうゆ煮 角田 真秀 

献立力 石原 洋子 

服が、めんどい 大山 旬 

明智光秀と本能寺の変 加来 耕三 

大人の言葉力 齋藤 孝 

教皇フランシスコの「いのちの言葉」 森 一弘 

十津川警部仙山線＜秘境駅＞の少女 西村 京太郎 

荒野に白百合ありて 須賀 しのぶ 

死刑囚メグミ 石井 光太 

世界樹の棺 筒城 灯士郎 

天象の檻 葉月 十夏 

自由は死せず 門井 慶喜 

四角い光の連なりが 越谷 オサム 
新井素子SF＆ファンタジーコレクション ３ 

       ラビリンス＜迷宮＞ 
新井 素子 

うつくしが丘の不幸の家 町田 そのこ 

僕たちはヒーローになれなかった。 葉田 甲太 

暗約領域（新宿鮫 １１） 大沢 在昌 

それ以上でも、それ以下でもない 折輝 真透 

鈴木 涼美 

至妙の殺人 L.J.ビーストン 

嵐を呼ぶ男！ －NOBUNAGA－ 杉山 大二郎 

アートのなかでかくれんぼ １ ニコラス・ピロー 

プラスッチック・スープの地球 

    汚染される「水の惑星」 

プログラミングであそぶ！ ２ 松田 孝 

小野 正弘 

今 里衣 

まるごととうもろこし 八田 尚子 

わかる！応援できる！パラスポーツ事典 高橋 明 

英語、苦手かも・・・？と思った時に読む本 デイビッド・セイン 

１０歳から知っておきたいお金の心得 八木 陽子 

カラスてんぐのジェットくん 富安 陽子 

空に向かって走れ！ 小手鞠 るい 

へのへのかっぱせんせい １ 樫本 学ヴ 

家庭科室の日曜日 村上 しいこ 

作って遊ぶ！忍者になるおもちゃ図鑑 木村 研 

空手、はじめます！ くすのき しげのり 

へっこきへのた つちだ のぶこ 

ぼくはくるま、みんなもくるま 高橋 祐次 

ネコのみち うちむら たかし 

バナ ナうんち ぬまた こうたろう 

アン・ハレンスレーベン 

たのしいのりものずかん 小賀野 実 

おやすみ、ミユキ 

こころのいと  －つながってるよ－ 

わくわく！ケーキやさん 白土 あつこ 

うさぎのみみしばり 

７５億人のひみつをさがせ！ クリスティン・ローシフト 

あいうえあそぼうとしょかんで スギヤマ カナヨ 

マラソンじいさん 福田 岩緒 

ひとりでぼっち ふるしょう ようこ 


