
 

＊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 （毎月第２土曜） 
１０月 ８日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

１０月 ８・２２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 

１０月２２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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1  

 2   3   4   5   6   7   8 寒露 

 9 10 
体育の日 

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20 
秋の土用入り 

21  22  

23 霜降 24 25 26 27 28 29 

30  31   

おはなし会のおしらせ（西条ひかりの子文庫） 
 

ぴょんぴょんおはなし会    １０月 ８日（土） 

毎月第２土曜 対象：幼児から   15 時～16 時 

●開催場所：１階おはなし室 
 

ぴよぴよおはなし会     １０月１９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 

●開催場所：１階おはなし室 

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★ 

 

２０１６ 書 館 だ よ り 図 
西条図書館 １０月号 NO.８９ 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

★十河文書研究会連続講座 受講者募集★ 

連続講座 第４回目記念講演会 

「父十河信二と私」 

１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

日 時 ： 平成 2８年１０月 ２日（日）  

  13時 30分～15時 00分 

場 所 ： 西条図書館 2階会議室 

講 師 ：十河 新作氏 （十河 信二先生五男） 

    元日本貿易振興会（ジェトロ）理事 

「連続講座  
第４回目記念講演会 
父十河信二と私」 

●10／15（土）17 時まで開館  

●10／16（日）臨時休館日 

●10／31（月）月末休館日 

※10／15（木）は施設の安全管理のため
17時までの開館となります。 
10／16（金）は臨時休館いたします。 

10／15（土）は 17時までの開館、  

10／16（日）臨時休館いたします。ご注意ください。 

開館17時まで 

臨時休館日 

10/27～11/9は 

第 70回読書週間です。 月末休館日 

※開催場所は、１階おはなし室です 

おはなし会 
囲碁講座 

やさしい詩講座 

囲碁講座 

おはなし会 

読書会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア「愛おしい日常に読書」 
１０月２７日～１１月９日は、第７０回読書週間。 

図書館はいつも、みなさまにとっての「日常」であ

りたいと思います。 

そこで今回は身近な暮らしのなかに、楽しみを見出

していただけるような本を中心にご紹介。 

今年の標語は「いざ、読書。」  

さあ、期待を込めてめくるページ。 

こんな風に過ごしたい。 

芽生えたときめきが本を通して大きく育ち、それぞ

れの愛おしい日常が、鮮やかに繊細に色づいていき

ますように。 

山岳フェア「山をみる」 
西条図書館二階には、色々なジャンルのＤＶＤや、Ｃ
Ｄがあります。そのなかから今回は、山に関するＤＶ
Ｄをご紹介いたします。山のきれいな自然を映し出し
たものから、登山ガイドまで。目の保養にもなります
ので、楽しんでください。 

ＹＡフェア「読書のための本」 
〈読書の秋〉ですが、何を読んでいいのか分からな
い！っていう人もいますよね。いつもと違う本を読ん
でみたい！っていう人も。 
そんな人のために、本好きがおススメする本の本。読
んでみてください。酷評されている本もあるかもしれ
ませんが、そこは人それぞれ。意外と面白いかもしれ
ませんよ。 

児童フェア 
「ハロウィーン・まじょ・モンスターの絵本」 
１０月はハロウィーン。最近は日本でもおなじみの行
事になりつつあります。 
かぼちゃの飾りつけや仮装など、盛り上がれる要素が
いっぱいのハロウィーン！絵本でもハロウィーンを
テーマにした本がたくさんあります。今月のフェアは
ハロウィーンの他に、まじょやモンスターが出てくる
絵本もあわせて紹介いたします。 

一般フェア「○○の秋」 

「○○の秋」と言えば、みなさんは何を想像します

か？スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋…。 

秋という季節は他にも、涼しくなってきた中でおでか

けをしたり、夜長に読書をしたりと、さまざまなジャ

ンルで楽しめることが多いですね。 

自宅で何かをするにも、おでかけをするにも最適な季

節、秋。今月はそんな秋が楽しくなる本をご紹介しま

す。 

『ハルとカナ』 
 

ひこ・田中／作 ヨシタケ シンスケ／絵 
２０１６．８ 講談社 

どうして女の子は女の子で、男の子は男の子で固
まるのかな。不思議だね－。ひこ・田中とヨシタ
ケシンスケが贈る、小学２年生のハルとカナに芽
生えた小さな小さな恋の物語。 

『ピーターラビットの世界へ』 
 

河野 芳英／著 
２０１６．８ 河出書房新社 

ビアトリクス・ポター生誕１５０周年を記念し
て刊行された、ピーターラビットの誕生秘話、
知られざる謎に迫る一冊。ビアトリクスの人生
や業績をわかりやすく解説する。初公開のイラ
ストも多数収録。 

『何様』 
 

朝井 リョウ／著 
２０１６．８ 新潮社 

生きるとは、何者かになったつもりの自分に裏
切られ続けることだ－。２０１２年刊「何者」
のアナザーストーリー。『小説新潮』掲載ほか書
下ろしを含めた全６篇を収録する。 

『揺らぐ街』 
 

熊谷 達也／著 
２０１６．８ 光文社 

震災以後書けなくなってしまった女流作家と
女性編集者は、被災地である仙河海市に向かい
…。東日本大震災を見つめ、描き続ける著者が、
東京から見た３．１１以後を描く。『小説宝石』
連載を単行本化。 

一般芸術 児童文学 

一般文学 一般文学 

1 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

２ ツバキ文具店                                                                                                                                                                                                                                     小川 糸                                           幻冬舎                                             

3 サラバ！下                                                                                                                                                                                                                                     西 加奈子                                           小学館                                             

3 火花                                                                                                                                                                                                                               又吉 直樹                                           文藝春秋                                             

５ 新参者                                                                                                                                                                                                                               東野 圭吾                                         講談社                                            

 

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

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

3 天空の城ラピュタ                                                                                                                                                                                                                                 宮崎 駿                                           徳間書店                                           

3 バムとケロのもりのこや                                                                                                                                                                                                                                   島田 ゆか                                           文渓堂                                           

５ へんしーんねずみくん                                                                                                                                                                                                                         なかえ よしを                                 ポプラ社                                          


