
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…  

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 
 

    ○V おはなし会 
 午前 11:00 ～ 

○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

 
   

4 5 6 7 8 9 10 

○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 
栄市民センター  
    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～ 

 
  

 

11 12 13 14 15 16 17 

○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 

黒石体育館前 

農研宿舎駐車場 

○西  

ラッコちゃん 

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～ 

 
  

 

18 19 20 21 22 23 24 

○西おはなし会 
  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 
ぞうさんのはな保育園前 
県営住宅区5棟前駐車場 
堀川公民館横 

   ○西図書館まつり 
 午前10：00～ 
     午後5：00 
 

 
   

 

25 26 27 28 29 30 31 

○西図書館まつり 
 午前10：00～ 
     午後4：00 

休館日 
 

 
 

   休館日 ○西おはなし会 
  午後2 : 00～ 

■ 講座等のお申し込み・お問い合わせ先 

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 

■ 開館時間 

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

◎午前10時～午後6時 
  毎週土曜日の延長開館は当面の間、 
  中止とさせていただきます 
   

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

プ ロ グ ラ ム 

１０月２４日（土） 

わたしのすすめる本 表彰式 

講演会 『星空への招待』 

10:30～11:00  おはなしのへや   

13:30～15：00 集会室

15:15～16:00 御代志市民センター   

おはなし会 （絵本サークルピッピ） 

10:00～10:30  集会室 

16:00～17:00 御代志市民センター

15:30～16:30  集会室  

リサイクル図書 （講演会参加者のみ） 

１０月２５日（日） 

参加無料♪ 

リサイクル図書（一般） 

※参加される方はマスクの着用をお願いします。参加者多数の場合は人数制限を設ける場合があります 

   また、状況により、変更または中止になる場合があります 

（先着30名） （講師：平塚 勝一氏） 

       うぶやま天文台館長 

令和2年10月 
第163号 

合志市立図書館だより 

リサイクル図書（一般） 

移動図書館車公開 

10:00～16:00 全館    

10:00～16:00 御代志市民センター 

10:30～11:00  おはなしのへや   

11:00～12:00   集会室 

11:00～14:00  天文台   

おはなし会 

天文台ドーム公開 

スタンプラリー 

13:00～14:00  集会室  

すみのくら先生の科学あそび 

10:00～16:00   エントランス  

14:00～14:30  おはなしのへや   
おはなし会 

(先着25名） 

※星空観望会はありません 

簡単！おしゃれ！マスクケース作り （先着10組） 
ワクワク図書館ﾊﾞｯｸﾞつくり 



一般書 

一般書 

児童書 

 

児童書 

児童書 

一般書 

10月2４日(土) は 
図書館まつりのため中止します。 

西合志図書館天文台より 

10月の星空 

   

いろいろ秋のえほん 

と き：10月1５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 
 

と き： １１月７日（土） 

午後２時～３時 

参加無料

ところ： 西合志図書館周辺 

（※雨のときは屋内） 

講 師： 吉岡 敏夫さん 

資料のインターネット予約 

資料の検索はもちろん！ 

貸出中・予約の資料の確認 

My本棚では 貸出履歴の確認 

 カウンターにて 

登録申請が必要です！ 

お気軽にどうぞ 

天体ギャラリー 
（天文台ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰが実際に撮った 

  天体の写真が見られます） 

 今年は10月1日が中秋の名月で、 

次の日が満月です。見逃した人は、 

10月31日にもう一度満月の日が 

あるので、秋の夜長にのんびりと 

お月さまを眺めてみませんか。 

 下旬には、オリオン座が放射点と 

なるオリオン座流星群が活発になり 

ます。極大を迎える21日の前後 

数日間は、月明かりの条件も良い 

ので、秋の星座とともに星空観察を 

楽しみましょう。 

I Love 熊本 

ハロウィンおおさわぎ 

秋・満喫 

ちいさい秋みつけた 

便利なサービスとして 
 こんなことができます 

秋の風を感じて 

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! 

妖しい戦国 －乱世の怪談・奇談－ 東郷 隆 

暴走する検察 神保 哲生 

フードテック革命 田中 宏隆 

相模原事件・裁判傍聴記 雨宮 処凛 
日航１２３便墜落圧力隔壁説をくつがえす 青山 透子 

やまゆり園事件 神奈川新聞取材班 

感染爆発 デイビット・ゲッツ 

天岩戸神話を歩く みやの ゆきこ 

幻のオリンピック NHKスペシャル取材班 

老後に備えない生き方 岸見 一郎 

コロナ後に生き残る会社 遠藤 功 

自宅で最期を迎えたい 栗岡 宏彰 

中年格差 橘木 俊詔 

物語の海を泳いで 角田 光代 

新解釈現代語訳法華経 石原 慎太郎 

一人称単数 村上 春樹 

Sが泣いた日 伊兼 源太郎 

ヴァルキリー 安生 正 

ミライヲウム 水沢 秋生 

弱さのちから 若松 英輔 

そこに無い家に呼ばれる 三津田 信三 

対極 鬼田 隆治 

首里の馬 高山 羽根子 

四畳半タイムマシンブルース 森見 登美彦 

三世代探偵団 〔３〕 赤川 次郎 

ポーラースター 〔４〕 海堂 尊 
寂聴先生、コロナ時代の 
「私たちの生き方」教えてください！ 瀬戸内 寂聴 

二重拘束のアリア 川瀬 七緒 

江戸のおんな大工 泉 ゆたか 

特攻と日本軍兵士 広岩 近広 

いきものやばいすみか図鑑 加藤 英明 

イイズナくんは今日も、 櫻 いいよ 
SFショートストーリー傑作セレクション  
         怪獣篇 群猫/マタンゴ 日下 三蔵 

東大松丸式ナゾトキスクール 松丸 亮吾 

おやこで話すはじめてのLGBTｓ 鶴岡 そらやす 

おばけずかんクイズＢＯＯＫ 斉藤 洋 

きみのとなりにいるリアル妖怪図鑑 河野 隼也 

レストランのおばけずかん 斉藤 洋 

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴジ・エンドの詩 キャサリン・Ｍ.ヴァレンテ 

リトル☆バレリーナ 1  工藤 純子 

恐竜の迷路 香川 元太郎 

潜入！天才科学者の実験室 ２ 佐藤 文隆 

再生可能エネルギー図鑑 Looop 

こども文様じてん 下中 菜穂 

集めてわかるぬけがらのなぞ 盛口 満 

きょうりゅうライバルずかん 学研プラス 
ベッドのなかはきょうりゅうのくに まつおか たつひで 

カールはなにをしているの？ デボラ・フリードマン 

ちいさなはたらきばちヴィオレット アントン・クリングス 

わたしのふうせん マリオ・ラモ 

おおぐいタローいっちょくせん マスダ カルシ 

ポッコとたいこ マシュー・フォーサイス 

おいかけっこでわらべうた つきおか ようた 

のりものいっぱい！どこにいくの？ 間瀬 なおかた 

トラといっしょに ジェシー・ホジスン 

きっとどこかに リチャード・ジョーンズ 

つるかめつるかめ あずみ虫 

プララのひこうきびゅーん 武内 祐人 

おばけになりたいなす 岩神 愛 

うみだうみだ せな けいこ 


