
日 月 火 水 木 金 土 

      1 
      ○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 

2 3 4 5 6 7 8 
○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 ～ 
○西フルートで贈る 
  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 

9 10 11 12 13 14 15 
○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 

 ○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 

16 17 18 19 20 21 22 

○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～ 

 

 ○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 

23 24 25 26 27 28 29 

○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 ○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 

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。 

＊ ２５日は移動図書館・ブックスタートのみ実施いたします。（図書館は休館日です。） 

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

令和2年2月 
第155号 

合志市立図書館だより 

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  ：「 旅立ち・出会い 」 

募集期間 ： 令和２年３月２９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！ 

図書館では、21種類の雑誌を多くの市民の 

皆様に貸出・閲覧いただいております。図書館雑誌 

スポンサーとは、この雑誌購読料のご負担をお願いし、 

事業所の宣伝広告を、雑誌表面と裏面に掲載する制度 

です。図書館資料購入支援をお願いするとともに、支援 

事業所様の宣伝アピールに是非ご活用いただきますよう 

重ねてお願い申し上げます。詳しくはお尋ねください。 
 

※宣伝広告の掲載申込は随時受け付けています。 

 
 

 

 

 
 

▼募集対象 企業・商店・公共的団体など（個人除く） 

 ▼申し込み・問い合わせ先 西合志図書館（242-5555） 

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提示の上 

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 

フルートの 音色に のせて 
おはなしの 世界を 楽しんで みませんか？ 

月 日(土) 午後２時 

【お問い合わせ】 西合志図書館 TEL（096）242-5555 

と    き 

令和2年 

場  所 

出  演 デュオ・ドレミ 

西合志図書館集会室 

 （松村光子さん 吉永洋子さん） 

※開催時間中は館内でも音楽が響き渡ります。読書等の妨げになるとは思いますが、ご了承ください。 

（注意）業務・その他の都合により、やむおえず利用を 

    中止する場合があります。 

 西合志図書館 

  雑誌コーナー 
◀ 



と き：2月20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 

2月の星空 

西合志図書館天文台より 

 

 冬の夜空には、「冬の大三角」「冬のダイヤモンド」 

が輝いています。おおいぬ座のシリウス、こいぬ座 

のプロキオン、オリオン座のベテルギウスを結んで 

できる三角形を「冬の大三角」と呼びます。 
 

 ここからベテルギウスを抜いて、新たにオリオン 

座のリゲル、おうし座のアルデバラン、ぎょしゃ座の 

カペラ、ふたご座のポルックスを加え、シリウスと 

プロキオンと結んでみると、六角形ができるのが 

わかります。この6つの1等星を結んでできる六角形 

が「冬のダイヤモンド」です。 
 

  冬の夜空を彩る代表的な星々ですので、 

              ぜひ探してみてください  

一般書 

一般書 

児童書 

児童書 

児童書 

一般書 

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。  

 

 泉ヶ丘市民センター図書館を臨時休館します。 

３月２１日（土）・２２日（日） 

※西合志図書館・ヴィーブル図書館は 
 

 通常通り開館しています。 

 

泉ヶ丘市民センター図書館  

臨時休館のおしらせ（３月） 

○３月に実施される熊本県知事選挙ため 

その間、返却ポストもご利用できません。 

○期間：令和２年 

毎週土曜日 

 午後７時～９時３０分（冬季） 
   ※受付は９時まで 

 西合志図書館 “天文台” 

※雨天・曇天の場合は中止します。 

     来館前に電話でご確認ください。 

 西合志図書館 

 ＴＥＬ：242-5555 

 

 

 

恋するチョコレート 

冬の森をのぞいてみると 

２２２！ねこのえほん 

一日一笑 

手作りで楽しむ季節の行事 

お菓子のえほん 

今月のマインドシアターはありません 

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! 

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ 

１０秒ポーズ健康法 福田 裕子 

イラストで見る世界の食材文化誌百科 
ジャン=リュック・ 
           トゥラ=ブレイス 

マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典 丸山 敬 

子どもの不調は顔でわかる 渡邉 由 

猫と世界どうぶつ記 中西 なちお 

西田幾多郎の哲学 中村 昇 

中国は２０２０年で終わる 高山 正之 

ものは言いよう ヨシタケ シンスケ 

野菜たっぷり具だくさんの主役パスタ１５０ エダジュン 

二重らせん 中川 一徳 

未来をひらく宇宙のことば 産業編集センター 

池上彰と現代の名著を読む 池上 彰 

モノのはじまりを知る事典 木村 茂光 

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井 英里 

黒鳥の湖 宇佐美 まこと 

甘夏とオリオン 増山 実 

陰謀の島 マイケル・イネス 

となりのヨンヒさん チョン・ソヨン 

舞鶴の海を愛した男 西村 京太郎 

リボンの男 山崎 ナオコーラ 

熊本くんの本棚 キタハラ 

極道大名   ３ 風野 真知雄 

不治 上田 秀人 

新・浪人若さま新見左近 ４ 佐々木 裕一 

十手長屋物語 ２ 坂岡 真 

親父の十手を輝かせ 親子十手捕物帳３ 小杉 健治 

幼なじみ 鳥羽 亮 

旅仕舞 佐伯 泰英 

落日 湊 かなえ 

だいずさんちはだいかぞく まつくら くみこ 

ちいさなはなよめぎょうれつ 布川 愛子 

チンチラカと大男 スズキ コージ 

いっぴきぐらしのジュリアン ジョー・トッド・スタントン 

さがして！にゃんこ大戦争 ポノス株式会社 

くまのムルはじめてゆきをみる アンネ・ヴァスコ 

ことばサーカス 二歩 

こんにちは！マトリョーシカ いわしみず さやか 

チャレンジミッケ！ １ おもちゃばこ ウォルター・ウィック 

ぐりとぐらのえんそく 山脇 百合子 

ぐるんぱのようちえん 堀内 誠一 

そらいろのたね 大村 百合子 

だるまさんの かがくい ひろし 

ヒックとドラゴン 聖地への冒険 ミッシェル・ラム 

にゃんにゃんにゃんたのだいへんしん あいにゃん 

エルマーのぼうけん 新版 

小説アニメカードキャプターさくら  
        クロウカード編 上・下 有沢 ゆう希 

パンダのあかちゃん ひさかたチャイルド 

「もしも」のときに役立つ！防災クッキング２ 今泉 マユ子 

そうだったのか！給食クイズ100  松丸 奨 

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう４ 小川 誠 

日本のごはん 銀城 康子 

日本全国祭りと行事図鑑 

ぼくらの波を走る！ 工藤 純子 

ねこと王さま ニック・シャラット 

３分で”心が温まる”ショートストーリー 小狐 裕介 

呪われた恋話は知っている 藤本 ひとみ 

仮面病棟 知念 実希人 

８人のいとこ オルコット 


