
＊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 
6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・中級編』 

6月１7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 

6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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1   2   3  

 4   5 芒種  6  7  8  9 10 

11 入梅 12 13 14 15 16 17 

18  19  20  21 夏至 22 23 24 

25  26  27  28  29  30    

 

西条図書館 ６月号 NO９７ 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

 図書館職員による おはなし会 
日時：６月４日（日） 

１３時３０分 ～ 1４時１５分 

場所：西条図書館２階 会議室 

対象：どなたでもご参加いただけます 

     ※申込は不要です。 

えほんや 

エプロンシアター 

パネルシアターなど 

おはなしいろいろ☆ 

みんなきてね♪ 

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★ 

 
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    6 月１0 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    6 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 

●開催場所：２階会議室 

月末休館日 

おはなし会 

読書会 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

★十河文書研究会 第５回 連続講座 受講者募集★ 

『十河信二に連なる群像の鉄道史 

後藤新平・松木幹一郎・十河信二・種田虎雄・佐伯勇』 

 

１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

※講座の詳細はチラシでご確認ください 

「十河文書研究会 
第５回 連続講座  
 」 

西条図書館おはなし会 

おはなし会 

日 時  平成 29年  6月 3日（土）  

    13:30～14:20 (西条図書館 2 階会議室) 

      14:40～15:10 （総合文化会館展示室ツアー） 

場 所  西条図書館 2 階会議室 

    総合文化会館 展示室 

講 師  十河信二文書研究会 

        鉄道史研究家    加藤 新一 先生  

 （西条市アカデミックアドバイザー） 

 

 ２０１７ 書 館 だ よ り 図 

図書館職員によるおはなし会 （申込不要） 

６月４日（日） 

１３時３０分 ～ 1４時１５分  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア「語りつがれる絵本       
     ～世界をこえて 世代をこえて～」 
４月２３日～５月１２日はこどもの読書週間です。 

時間の経過は、たくさんの変化を生みます。ひとも

まちもすこしずつ。では、本はどうでしょうか。 

今回は１００年以上前に生まれた作家さんの絵本

を中心に集めました。普段目にする絵本が多いこと

に驚かれたのではないでしょうか。 

あなたの大好きなその絵本。これから１００年先も

また語りつがれていくように、図書館でも大切に保

存しながら伝えて続けていきたいと考えています。 

山岳フェア「生き物」 
普段の生活では、目にしてもあまり気にしない生き
物ですが、山に行くと急に目に付きだしたりしませ
んか？生き物の名前を知ると、その生き物が急に気
になりだします。ぜひ、名前を覚えてください。楽
しみが一つ増えますよ。 

ＹＡフェア「桜桃忌」 
６月１９日は、太宰治の誕生日でもあり、命日でも
あります。近年、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹
さんがファンであると公言したり、文豪をモデルに
したコミックやアニメの人気からも再び注目され
ている作家の一人です。作品名や、エピソードの多
い人生などはよく知られていますが、実際に読んだ
ことがない人も多いのではないでしょうか。この機
会に一度、じっくりと読んでください。 

一般フェア「雨の日、おうち日和」 

６月は雨の日が多く、屋内で過ごす機会が増える季

節です。外に出られないのは少し残念ですが、屋内

でまったり過ごす時間もなかなか素敵なものです。

今月は、この季節だからこそ楽しめるお家での過ご

し方をテーマに本をご紹介します。雨だれの音を聞

きながら、心のリフレッシュをしてみませんか。 

児童フェア「大好き★定番絵本」 
今月は、みなさんにおなじみの絵本が勢ぞろい。 
おかあさん、おとうさんも子どもの頃に読んでもら
った絵本、ずっと読み継がれている昔話、子どもた
ちに大人気のロングセラーなどなど。 
お部屋で過ごす時間も多い梅雨の季節。家族や友だ
ち等みんなで楽しんでいただけるような絵本をご
紹介します。 

『ご本，出しときますね？』 
 

ＢＳジャパン／編 
２０１７．４  ポプラ社 

西加奈子、朝井リョウ、長嶋有…。小説家は普
段何を考え、どうやって作品を生み出している
のか。無類の本好き芸人・オードリー若林正恭
と作家たちが“自分のルール”を語りつくす。
ＢＳジャパンの同名番組を書籍化。 

『きみがうちにくるまえ…』 
 

マリベス・ボルツ／ぶん 
デイヴィッド・ウォーカー／え 
２０１７．４  岩崎書店 

男の子の家にもらわれた子犬は、ひとりぼっちでさ
まよい、施設に保護されていた。どんなつらい生活
をしていたのか、どんな人に飼われていたのか…。
子犬をもらってきた男の子の、優しくあたたかい心
情を描いた絵本。 

『こども「シェイクスピア」』 
 

齋藤 孝／著  
２０１７．４  筑摩書房 

イギリスの劇作家シェイクスピアの、豊かで深い
意味がある言葉を声に出して味わおう！ 「ハム
レット」「リア王」などシェイクスピアの作品か
ら有名なせりふを厳選し、わかりやすく解説す
る。英文つき。 

一般文学 
『毒出しうがい』 

 
照山 裕子／著 

２０１７．５  アスコム 
間違ったうがいをしている口内は、ばい菌だら
け。口の中がばい菌だらけだと、歯周病や口臭、
糖尿病、認知症などになってしまいます。それ
らを予防・改善する、食後の「毒出しうがい」
のやり方を紹介します。 

えほん 

一般自然 

児童文学 

1 夜行観覧車                                                                                                                                                                                                                            湊 かなえ                                         双葉社                                             

1 羊と鋼の森                                                                                                                                                                                                                                             宮下 奈都                                         文藝春秋                                           

1 騎士団長殺し  第２部                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         新潮社                                             

4 告白                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         双葉社                                             

4 ツバキ文具店                                                                                                                                                                                                                                     小川 糸                                           幻冬舎                                             

 

1 となりのトトロ                                                                                                                                                                                                                                   宮崎 駿                                           徳間書店                                           

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

2 バムとケロのおかいもの                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

2 ノンタンがんばるもん                                                                                                                                                                                                                             キヨノ サチコ                                     偕成社                                             

5 もくもくやかん                                                                                                                                                                                                                            かがくい ひろし                                   講談社                                       

 


