
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 
  （※3月中の延長開館日はありません。） 
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★熊本知事選挙期日前投票期間★ 

（3/6～21）西合志図書館 集会室 

 ★期日前投票期間★ 

（～３/21）西合志図書館 集会室 

★期日前投票期間★（～３/21） 

  西合志図書館 集会室 
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※泉ヶ丘・
 

※３月１７日～
は臨時休館いたします。（ブックポストは 

 ご利用いただけます。） 

※新型コロナウイルスへの感染予防・拡大防止のため、 
 おはなし会（全館）・天文台の開放は、当面の間中止 
 とさせて頂きます。ご理解とご協力をお願い致します。 

※西合志図書館は開館しています。（利用制限あり） 

令和2年３月 
第156号 

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  

ねこのピート はじめてのがっこう エリック・リトウィン 

トイレにいっていいですか 寺村 輝夫 

はこぶ 鎌田 歩 

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ 

なぞなぞはじまるよ おおなり 修司 

 

新型コロナウイルス感染症予防・拡大を防ぐためのお知らせ 
熊本県で発生したコロナウイルスの影響により、イベント等を控えるよう 
合志市より通達がありました。中止となるイベントは下記の通りです。 

 
 

     ・土曜・日曜のおはなし会（西合志図書館・ヴィーブル図書館） 
       ・赤ちゃんのためのラッコちゃんおはなし会 ・マインドシアター 
    ・星空観望会 
 

 
＊再開の際には、ホームページ等で改めてお知らせします。 
 

 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。 

西合志図書館（本館）のみの開館について 
 

 

3/17（火）より図書館を開館するにあたり、新型コロナウイルス 

感染拡大予防のため、下記事項へのご協力をお願い致します。 
 

 ◆開館する図書館は、西合志図書館（本館）のみとなります。 

 ◇高校生以下のご利用はご遠慮願います。 

 ◆図書館での閲覧はご遠慮願います。 

 ◇主として、貸出・予約にかかるサービスのみとさせて頂きます。 

 ◆図書館滞在は、10分以内のご利用でお願い致します。 

 ◇予防対策として、利用者は入館時のマスク着用を義務付けします。  

 ◆毎週土曜日の開館時間延長は中止致します。 

 ◇移動図書館の巡回については、地域巡回を中止致します。 

ご理解・ご協力を 

お願い致します。 



菊池地域図書館連携企画 

◎菊池地域図書館の連携企画として、菊池市・菊陽町・ 

大津町・合志市の図書館の「イチ押し」を紹介した 

 ポスターを展示しています。また、お持ち帰り頂ける 

  パンフレット・観光MAP等も併せて設置しています。 

『図書消毒機』を導入しました。 

＊紫外線照射によって、本を消毒・殺菌 

 することができる機械です。 
 

＊一度に6冊消毒ができます。所要時間は 

 30秒程度です。 
 

＊ご利用は図書館の資料に限ります。 

 詳しくは図書館スタッフへお尋ねください。 

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！ 

☆ 記載台横（返却 

 カウンター前）に 

 設置してあります。 

ご自由にお使いください！ 

 

 3月18日から20日にかけては、日ごとに変化

する月の位置と形を観察するチャンスです。 

日の出前の南東の空は、火星、木星、土星の 

3つの惑星でにぎやかになります。3月18日の 

日の出前、南東の方角には月と3つの惑星が、 

右上から、月、火星と木星、土星の順番で、 

ほぼ等間隔に並んで見えます。19日の日の出 

前には、より細くなった月は土星の右下へと位

置を変えます。20日の日の出前には、月はさら

に移動し、火星と木星、土星、そして一層細く

なった月の順番に並びます。明るい惑星たちを

目印に、日ごとに大きく位置と形を変える月の 

様子を観察してみましょう。 

３月の星空 

西合志図書館天文台より 

◎参加館…菊池市立図書館・菊陽町図書館 

     おおづ図書館・合志市立図書館 

◎期間…3月31日まで 

西合志図書館では、ロビーに 

コーナーを設置しています。 

この機会にぜひご覧ください。 

▶ 

※星空観望会は当面中止となります。 

 

 

※令和２年3月5日（木）～ ３月22日（日）は、 

    西合志図書館集会室の 

    学習ルームとしての利用はできません。 

◆期日前投票所のお知らせ◆ 

□ 投票期間 

□ 投票時間 

午前8時30分～午後8時  

3月に実施される熊本県知事選挙では、 

西合志図書館集会室が 

期日前投票所となります。 

（期間中は土日祝でも投票可能です） 

 

 

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! 

どーる布服レシピ 2 

美しいタルトの教科書 メラニー・デュピュイ 

果実とハーブのお酒とシロップ 田端 永子 

冷凍生地で焼きたてパン 高橋 雅子 

上手に食べて、ずーっと健康！ 
      栄養を捨てないシニアの簡単レシピ 柳沢 幸江 

地球の歩き方aruco27 
        最新2020-21 アンコール・ワット 地球の歩き方編集室 

三越誕生！ 和田 博文 

憲法と日本人 NHKスペシャル取材班 

石原 新菜 

池谷 敏郎 

アン・クレシーニ 

９９歳、現役です！ 
        最高齢ニッセイセールスレディー 川上 二三子 

脱プラスチックへの挑戦 堅達 京子 

美味しい！可愛い！大人の台湾めぐり 竹永 絵里 

土山 智也 

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。 

几帳面だと思っていたら 
       心の病気になっていました 菊晴 

山岳捜査 笹本 稜平 

OJOGIWA 藤崎 翔 

まったく、青くない 黒田 小暑 

フェオファーン聖譚曲（オラトリオ）op1  菫乃 薗ゑ 

最高の任務 乗代 雄介 

清明 （隠蔽捜査 ８） 今野 敏 

雲を紡ぐ 伊吹 有喜 

正体 染井 為人 

太平洋食堂 柳 広司 

占 木内 昇 

御社のチャラ男 絲山 秋子 

涼子点景１９６４ 森谷 明子 

さいはての家 彩瀬 まる 

シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿 円 

ぼくのきょうりゅうかんさつ日記 長崎 真悟 

ペネロペおおきくなったらなんになる？ ゲオルグ・ハレンスレーベン 

おわんわん 100％ORAGE 

ラブレターをもらったら ルーシー・ルース・カミンズ 

みずうみにきえた村 バーバラ・クーニー 
ミッフィーこどもずかん 
           －にほんごえいご－ ディック・ブルーナ 

くまくんのたすけて～！ くりはら たかし 

かいて けって 新島 誠 

くまのテセウス かねこ あつし 
テツコ・プー 
      －ふうせんになったおんなのこ－ 児島 なおみ 

ルナのたまごさがし たなか 鮎子 

こねこのビスケット 網中 いづる 

おろしてください 市川 友章 

えんまだいおうごいっこう 広瀬 克也 

ちらしずし はまの ゆか 

アダム・スキナー 

イチからつくるのり＜接着剤＞ 早川 典子 

冒険！でんしゃ迷路 大河原 一樹 

山田 博文 

ほねほねザウルス ２２  

テニスキャンプをわすれない！ 福田 隆浩 

まえむきダブルス！ 
落合 由佳 

もう投げださない！続けるチカラ 深谷 圭助 

１０分で読める物語 ６年生 青木 伸生 

エリック・ブラウン 

世界の国旗図鑑 苅安 望 

スケアリーストリーズ怖い本 １ 

グレタのねがい 
      

夜カフェ ５ 倉橋 燿子 

人狼サバイバル ２  
甘雪 こおり 


