
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     ９月１３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      ９月１７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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
  1 二百十日  2  3  4  5  6 

 7   8 白露  9 10 11 12 13 

  

14  15 敬老の日 16  17  18  19  20 彼岸 

21 22 23 秋分の日 24  25  26  27  

28  29  30   

９／８（月） 臨時休館日 

 

９／３０（火） 月末休館日 

※館内整備（ワックスがけ）のため 
臨時休館いたします。 

 

月末休館日 

臨時休館日 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

囲碁講座 

おはなし会 
読書会 

やさしい詩講座 

囲碁講座 

おはなし会 

★休館日にご注意ください 

９／ ８（月) 臨時休館日 

９／３０（火）月末休館日 

＊各講座の受講は事前にお申し込みが必要です＊ 
 

読書会 『輪読会』定員２０人 
９月１３日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

９月１３日・２７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 

９月２７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 

おはなし会 

キャラバンカー 

 

 

 

 
 

 
 

キャラバンカー来館！＆おはなし会♪ 

９月７日（日）１４時３０分  ～ １５時４５分 

★キャラバンカー見学 １４時３０分～１５時 00 分 

場所＊西条図書館隣接公園（芝生の上） 

★おはなし会      １５時１５分～１５時４５分 

対象：２才～小学校低学年（保護者同伴可） 定員４０名 要申込 

場所＊西条図書館２階会議室 

※１階メインカウンターでお申し込みください  

 
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★ 

 

 

西条図書館 ９月号 NO.６４ 

２０１４ 書 館 だ よ り 図 

本とあそぼう「全国訪問おはなし隊」 

入門編の受付は終了しました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般フェア「名月」 
今年の中秋の名月は９月８日です。 

月は俳句の秋の季語であったり、物語の題材に使

われたり、沢山の呼び名があったりと、昔から馴

染みのあるものです。 

そこで、今回の 9 月フェアは月をテーマに、色々

な角度から本を選びました。さまざまな表情を持

つ月の面白さを感じてもらえればと思います。 

児童フェア「思わず手にとってしまう本」 
書店や図書館などで、思わず手にとってしまう本

はありませんか？ 

インパクトのある表紙だったり、本の内容が気に

なるようなタイトルだったり…。まだまだ暑いで

すが、季節はそろそろ秋になります。これから始

まる読書の秋にいかがですか？ 
 

特設フェア「へいわってどんなこと？」 
今年で６９年目の終戦記念日を迎えました。 

戦争の残酷さや悲惨さを風化させぬよう、図書館

として今年も平和の尊さを発信していきます。 

みなさんにとって平和ってどんなことだと思いま

すか？「好きな本を読めること」も、そのひとつ

だと思います。平和絵本の紹介や唱歌、戦争につ

いてシンプルにわかりやすく読める本を集めました。 

ＹＡフェア「５類の活用法教えます！」 
４月から始まった図書館の資料案内第６弾は、５

類のご紹介と活用法です。もっとＹＡコーナー

や、図書館を活用いただくために、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、５類を取り上げて、５類とは？５類の活用

法や５類のおススメ本まで幅広くご紹介いたし

ます。 

山岳フェア「トレラン！」 
地トレイルランニングが最近人気です。 

石鎚山系は、トレランにも魅力的なコースがたく

さんあるそうです。普段の登山にプラスして、新

しい挑戦をしてみませんか。 

『破門』 
黒川 博行／著 

201４.１ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
★ 第１５１回 直木賞受賞  
映画製作の出資金を持ち逃げされたヤクザの桑
原と建設コンサルタントの二宮。失踪した詐欺
師を追い、ゴロツキを病院送りにした桑原だっ
たが、相手は本家筋の構成員で…。“疫病神”シ
リーズ。 

『春の庭』 
柴崎 友香／著 

201４.７ 文藝春秋 
★ 第１５１回 芥川賞受賞 
あの水色の家の中を覗いてみたい－。「隣の女」
に誘われた、小さな冒険。ひとりの女の好奇心
が、なにげなく通り過ぎていた、いつもの街に
積もる時間と記憶の物語をひもといていく…。
『文學界』掲載を単行本化。 

『考えるマナー』 
赤瀬川 原平／著 
  井上 荒野／著 

201４.７ 中央公論新社 
大人のモヤモヤをまるっと解決？！ タレント
のマナー、根回しのマナー、夫婦喧嘩のマナー
…。作家、芸人ら１２名が、大人を悩ませるマ
ナーの問題に答える。『読売新聞』火曜夕刊掲載
を単行本化。 

『しょうてんがいはふしぎどおり』 
内田 麟太郎／作 
村田 エミコ／絵 

201４.７ 佼成出版社 
おばあちゃんと出かけると、商店街はふしぎな
ことだらけ。時計屋さんの砂時計に旅のらくだ
が見えたり、おばあちゃんの幼なじみの本の虫
さんたちが本屋さんにいたり…。今度は、何が
起こるかな？ 

一般文学 

一般文学 
えほん 

愛媛出身の作家さんです！ 

一般文学 

1 流星の絆                                                                                                                                                                                                                                         東野 圭吾                                         講談社                                             

1 海賊とよばれた男 上                                                                                                                                                                                                                             百田 尚樹                                         講談社                                             

1 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

4 地下の鳩                                                                                                                                                                                                                                         西 加奈子                                         文藝春秋                                           

4 冬芽の人                                                                                                                                                                                                                                         大沢 在昌                                         新潮社                                             

4 まるまるの毬                                                                                                                                                                                                                                     西條 奈加                                         講談社                                             

1 平成狸合戦ぽんぽこ                                                                                                                                                                                                                               高畑 勲                                           徳間書店                                           

1 風立ちぬ                                                                                                                                                                                                                                         宮崎 駿                                           徳間書店                                           

3 ルパン三世カリオストロの城                                                                                                                                                                                                                       モンキー・パンチ                                   徳間書店                                           

3 崖の上のポニョ                                                                                                                                                                                                                                   宮崎 駿                                           徳間書店                                           

3 だるまさんと                                                                                                                                                                                                                                     かがくい ひろし                                   ブロンズ新社                                       

3 名探偵ホームズ  ２                                                                                                                                                                                                                               コナン・ドイル                                     徳間書店                                           

 

★一般★ ★児童★ 


