
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
 

 1   2 八十八夜  3 憲法記念日 

 4 みどりの日  5 こどもの日 

立夏 

 6 振替休日  7  8  9 10 

11  12  13  14  15  16  17  

18  19 20 21 小満 22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  

西条図書館イベント案内 
★図書館では毎月講座やイベントを行っています★ 

 
 

月末休館日 

おはなし会のおしらせ（ひかりの子文庫） 
 

ぴょんぴょんおはなし会     ５月１０日（土） 

毎月第２土曜 対象：幼児から   15 時～16 時 
 

ぴよぴよおはなし会      ５月２１日（水） 

毎月第 3 水曜 対象：０～3 歳児 ①10 時～10 時 30 分 

★２回ともに同じ内容です   ②10 時 30 分～11 時 

＊各講座の受講は事前にお申し込みが必要です＊ 
 

文学講座『古典文学～源氏物語』定員５０人 

５月 ６日（火） １０時 ～ １１時３０分 

講師：県生涯学習推進講師 藤田道也氏 

読書会 『輪読会』定員２０人 
５月１０日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

５月１０日・２４日（土） 入門編 １３時～ １４時 

              初級編 １４時～１５時 

                中級編 １５時～１６時 

やさしい詩講座『みんなで詩をつくろう』定員３０人 

５月２４日（土） １０時 ～ １２時 

講師：日本児童文芸家協会会員 すぎもとれいこ氏 

 

201４年第 5６回  
こどもの読書週間  

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

 

★ワークショップ （定員 ２０名）※要申込・定員になり次第終了 

 「うちのうちわ」 ★世界にひとつだけのオリジナルうちわをつくろう！ 

日時：５月１７日（土） 9 時 30 分～10 時 30 分  

場所：西条図書館２階 ワークショップルーム ※１階メインカウンターにてお申し込みください 

★おはなし会  ★絵本のよみきかせ・うた・てじなもあるよ！ 

日時：５月１７日（土） 10 時 45 分～12 時００分 

場所：西条図書館２階 会議室   ※おはなし会は申込不要です 
 
 

２０１４ 書 館 だ よ り 図 

おはなし会 読書会 

囲碁講座 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

文学講座 

おはなし会 

5/1７（土）西条図書館 おはなし会  
＆ ワークショップ 開催！ 

★おはなし会（自由参加） 
★ワークショップ  定員２０名 (要申込) 

おはなし会 
＆ ワークショップ 

西条図書館 ５月号 NO.６０ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳フェア「山のどうぶつ」 
山へ登ると、いろいろな生き物に出会います。 

そんな生き物のなまえや、生態を知っていると、

登山がより楽しいものになるのではないでしょう

か。より、充実した山登りに。 

児童フェア「方言の本」 
５月、新緑がまぶしい季節です。気候もよく、大

型連休を利用して旅行へ出かける人も多い時期で

す。今月は絵本で日本各地へご案内します。各地

の方言で語られたおはなしや、地域の特徴的な行

事や食べ物を紹介した本などを集めました。ぜひ

旅行気分を楽しんでください♪ 

 

特設フェア「愛されつづける絵本」 
４月２３日は「子ども読書の日」 

４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」

です。世代が変わっても愛されつづける絵本を、

主役のこどもたちと一緒に、大人の方にも読んで

もらいたいという願いを込めて選びました。読書

の魅力をこどもたちに伝えていただければと思

います。この機会にぜひ、日常に絵本を♪ 
 
 

一般フェア「ダンシニマナブ」 
料理男子にガーデニング男子・・・あなたは「○

○男子」というとどんなことを思い浮かべます

か？その種類や程度も家事・育児など生活に直結

したものから趣味や専門的なものまで様々です。

皆さんも、色々な分野で活躍している男性からそ

の魅力とコツを学んでみませんか？ 

ＹＡフェア「Ｈ２６．４月からスタート！ 
       ＹＡ向き図書館の使い方②」 
新年度に入り、一か月経ちました。 

もっと、ＹＡコーナーや、図書館を活用いただく

ために、４月に引き続いて、図書館の本の並び方

である「日本十進分類」の０類から９類のうち、

１類を取り上げて、１類とは？１類の活用法や１

類のおススメ本まで幅広くご紹介いたします。 

  『祈りの証明 ３．１１の奇跡』 
森村 誠一／著 

201４.２ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
戦場カメラマンの長井は、東日本大震災に巻き込
まれた妻の行方を捜しながら被災地を取材してい
た。やがて彼は被災地に蔓延する新興宗教「まほ
ろば教」の暗部に肉薄してゆくが…。『野性時代』
連載を加筆・修正。 

『絵本「旅猫リポート」』 
有川 浩／文 ・ 村上 勉／絵 

201４.２ 偕成社 
心優しい青年・サトルと愛猫のナナが、旅で出会
った温かな友だち、美しい景色…。心にしみるロ
ードノベル「旅猫リポート」をさらに鮮やかに描
きます。 

一般文学 児童文学 

『ＬＩＦＥあつまる。』 
飯島 奈美／著 ・ 大江 弘之／写真 

201４.１ 東京糸井重里事務所 
持ちより女子会、大人のおうちバーベキュー、そ
うめんをとことん味わう会…。みんなであつまる
日のごはんを、注目のフードスタイリスト飯島奈
美が提案。まんぞく＆まんぷくで全員がたのしめ
る、かんたん９０品を紹介します。 

『うちのパパはウルトライックメン』 

きむら ゆういち／作 
にしうち としお／絵 

2014.2 小学館 
なんとなくウルトラマンににているボクのパパ。
ある日、家じゅうみんなが風邪をひいて寝込んで
しまった。ボクはパパにウルトラマンになってみ
んなを助けてくれるよう、おねがいした。すると
…。育児に奮闘するパパを描きます。 

えほん 

 

 

一般技術 

1 バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

2 きょうりゅうのたまごにいちゃん                                                                                                                                                                                                                   あきやま ただし                                   鈴木出版                                           

3 ぐりとぐらとすみれちゃん                                                                                                                                                                                                                         なかがわ りえこ                                   福音館書店                                         

3 バムとケロのにちようび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

3 ミッケ！  ８                                                                                                                                                                                                                                     ウォルター・ウィック                               小学館                                             

 

1 白ゆき姫殺人事件                                                                                                                                                                                                                                 湊 かなえ                                         集英社                                             

2 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

3 ダイイング・アイ                                                                                                                                                                                                                                 東野 圭吾                                         光文社                                             

5 ドンナビアンカ                                                                                                                                                                                                                                   誉田 哲也                                         新潮社                                             

5 異端のススメ                                                                                                                                                                                                                                     林 修                                             宝島社                                             

 


