
＊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 
 １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・中級編』 

 １月１３・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 

 １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 

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★ 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
  1 元日  2  3  4  5 小寒  6 

 7   8 成人の日  9  10  11  12  13  

14  15  16  17冬の土用入り 18  19  20 大寒 

21 22 23 24 25 26 27 

28  29  30  31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなし会 

囲碁講座 

やさしい詩講座 
おはなし会 

読書会 

囲碁講座 

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     １月１３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     １月２４日（水） 

毎月第 3 水曜 対象：０～3 歳児 ①10 時～10 時 30 分 

②10 時 30 分～11 時 

★２回ともに同じ内容です    

●開催場所：１階おはなし室 

西条図書館 １月号 NO.１０４ 

西条市大町 1590 

TEL   0897-56-266８ 

FAX   0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

２０１８ 書 館 だ よ り 図 

月末休館日 

年末年始休館日 １２/２８～１/３まで 

次の資料は破損等の恐れがあるため、ブックポスト

へご返却いただけません。開館時にカウンターでの

ご返却をお願い致します。 

ＡＶ資料 ／ 紙芝居 ／ 付録ＣＤ付き資料 

 

館内資料点検のため、図書館は休館となります。 

ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。 

丹原図書館  

２月８日（木）～２月１４日（水） 

東予図書館 

３月２日（金）～３月８日（木） 

小松温芳図書館 

３月１１日（日）～３月１７日（土） 

 

★十河文書研究会連続講座 第６回受講者募集★ 
 

「愛媛の鉄道人と黎明期鉄道資料」 

※平成２９年１０月２２日に予定していましたが、 

 台風のため延期させていただいた講座です 

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３０年 １月２０日（土）  

  1３時３0分～15時０0分 

場 所 ： 西条図書館 2階会議室 

講 師 ：愛媛大学 社会共創学部教授 山口 由等氏 

「十河文書研究会 
第６回 連続講座  

 」 

（※1 月は第４水曜） 



『オレ、カエルやめるや』 
 

デヴ・ペティ／ぶん マイク・ボルト／え 
２０１７．１１  マイクロマガジン社 

カエルであることがイヤなカエル。ぬれてるし、ヌ
ルヌルしてるし、ムシばっかり食べてるし。それよ
りも、もっとかわいくて、フサフサの動物になりた
いのです…。読み聞かせが楽しいユーモア絵本。 

『髪がつなぐ物語』 
 

別司 芳子／著   
２０１７．１１  文研出版 

長く伸ばした自分の髪を寄付する「ヘアドネーシ
ョン」。髪は「医療用ウィッグ」として使われる。
「ヘアドネーション」の日本における活動を、ボ
ランティアとして参加した子どもたちを通して
紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア 
「本と３０年 これまでとこれから」 
今年で平成３０年となります。３０年という時間の

長さは、身近なようで遠く、月日の流れの早さを実

感している方も多いかと思います。 

過ぎ去った時間に想いをはせる、または、この３０

年で何が起こりどう変わったのかを知るために、さ

らには、これからの３０年のために必要な知識を得

るために、様々な角度からたくさんの本を紹介した

いと思います。 

これらの本を読まれて、みなさまが過去や未来への

想いや見識を深めていただければ幸いです。 

山岳フェア「山の写真」 
山で花や風景の写真を取るのが趣味、という方も少
なくないと思います。 
山岳コーナーには、上手な写真の撮り方の本、きれ
いな写真集などもあります。この機会に、写真を始
めてみたり、技術のレベルアップを図るのもいいと
思います。 

一般フェア「心機一転」 

年が明け、２０１８年になりました。 

１年の始まりとともに新しいことに挑戦したり、趣

味の幅を広げたりなど今までと違った物事をとり

入れて、新年のスタートをきってみてはどうでしょ

うか。手帖や文房具を使った新たな活用法や心機一

転にふさわしい生活のヒントをご紹介します。 

今ある暮らしの中に一工夫加えて、新しい自分に出

会いませんか。 

ＹＡフェア「偉大な人のはなし集めました」 
２０１７年１０月。うれしいニュースがありまし
た。カズオイシグロさんがノーベル文学賞を受賞さ
れたとのこと！英国在住とはいえ、同じ日本人とし
て誇らしく思いますよね。さて、尊敬できる偉大な
人々の本といえば評伝。子供の頃は伝記マンガで読
みました！という人も多いかも。年の初めに初心に
帰って、偉大な人の伝記を読んで、志を新に、良い
年をお迎え下さい。 

児童フェア「おめでとうの絵本」 
新年のお祝いをはじめ、日本には季節を感じるいろ
いろな行事があります。今月は、ひなまつりやこど
もの日、七五三など、こどもたちに親しみのある「お
めでとう」や、縁起物などの「おめでたい」お話を
集めました。 
１年のはじまりに、あらためて日本のいいところ、
いいものを発見できるといいですね。 

『きまぐれな夜食カフェ』 
 

古内 一絵／著 
２０１７．１１  中央公論新社 

運命を変えるカフェとして、有名になりはじめ
た「マカン・マラン」。そこに目を付けたのは、
ネット世界では有名なディスりの女王。とうと
う店を探しあてた彼女に、シャールはこれまで
にない対応を…。 

『構造素子』 
 

樋口 恭介／著 
２０１７．１１  早川書房 

エドガーは、ＳＦ作家だった父ダニエルの死後、
残された草稿を目にする。その物語内で、人工
意識の研究者だったダニエルはオートリック
ス・ポイント・システム、エドガー００１を構
築し…。人類と人工知能のあいだの物語。 

一般文学 

 

児童社会 

 

えほん 

 

一般文学 

 

1 ぐりとぐら                                                                                                                                                                                                                                       中川 李枝子                                       福音館書店                                         

2 バムとケロのさむいあさ                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

2 バムとケロのもりのこや                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文溪堂                                             

2 ノンタン！サンタクロースだよ                                                                                                                                                                                                                     キヨノ サチコ                                     偕成社                                             

2 がんばれ！ルルロロ おきにいりのワンピース                                                                                                                                                                                                      あいはら ひろゆき                                 ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

 

1 コンビニ人間                                                                                                                                                                                                                                     村田 沙耶香                                       文藝春秋                                           

2 火花                                                                                                                                                                                                                                             又吉 直樹                                         文藝春秋                                           

2 流                                                                                                                                                                                                                                               東山 彰良                                         講談社                                             

2 君の膵臓をたべたい                                                                                                                                                                                                                               住野 よる                                         双葉社                                             

5 サラバ！  上                                                                                                                                                                                                                                     西 加奈子                                         小学館                                             

 


