
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 啓蟄 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 彼岸 18 19 20  

 

21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  特別整理期間のおしらせ（休館日を含む） 

西条図書館 ３月号 NO.４６ 

 

 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

２０１３ 書 館 だ よ り 図 

読書会 

囲碁講座 

おはなし会 

おはなし会 

月末休館日 

童謡詩講座 

囲碁講座 

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（ひかりの子文庫） 
 

ぴょんぴょんおはなし会     ３月 ９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        ３月１３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 

文学講座 

●毎 月● 第２・第４土曜日（月２回） 

○時 間○  １４時～ １５時 

●対 象● 小学生 ～ 中学生 まで 

○定 員○ 1０名（定員になり次第終了いたします）                        

●講 師●  梶本 環 氏 

 

 

期間：３月１日（金）～３月 30 日（土） 

時間：９時～１９時 

場所：西条図書館 １階 エントランスホール 

内容：西条市の自然と観光案内パネル展示 

 

 第１５回ふるさと出前塾 受講者募集 

「人はなぜ戦うのか 
    ～認知考古学からみた戦争～」 

日時：３月１６日（土）１３時３０分～１５時 
場所：西条図書館２階 会議室 
講師：岡山大学大学院教授 

（旧小松町出身岡山市在住） 

松木 武彦（まつぎ・たけひこ）氏 

東予図書館 ３月３日（日）～３月１１日（月） 

ふるさと出前塾 

春分の日 春分 

スライドトークショー 
「発信しよう！ 
西条の自然と観光」 

 
＊各講座の受講は事前にお申込が必要です＊ 

 

文学講座 『古典文学～源氏物語』定員５０人 

３月 ５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 
３月 ９日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座 『誮でもわかる！入門編・初級編』 

３月 ９日・23 日（土）入門編 １４時～ １５時 

             初級編 １４時３０分～１６時 

童謡詩講座 『みんなで詩をつくろう』定員３０人 

３月１６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 

 

日時：３月 20 日（水）13 時 30 分～15 時 

場所：西条図書館 ２階 会議室 

講師：ＮＰＯ法人西条自然学校  
山本 貴仁（やまもと・たかひと） 氏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般フェア 

「春からスタート！おとなも楽 習
がくしゅう

♪」 
春の訪れは、何か新しいことにチャレンジしたく

なる季節。今回のフェアでは大人になっても楽し

みながら続けたい「学習」をテーマにしました。

国語に社会、算数に外国語、情報処理など、聞い

たことはあるけれど詳しく知りたい、改めて学び

直したい、というような入門書をご紹介します。 

 
特設フェア 

「ご長寿に学ぼう」 
今新しい年の始まりに、人生の大先輩の長寿の秘

訣や大先輩ならではの視点から発信された作品を

読んで、一年を楽しむ活力にしませんか。 

今回は自伝以外にもご長寿の皆さんが実践されて

いる健康法・食事など、日々を元気に楽しく過ご

すのに役立つ本も合わせてご紹介します。 

 

『画集 いもとようこの世界』 
いもと ようこ／著  20０９.７  

金の星社 

人気絵本作家いもとようこの原画展記念画集。独自の

貼り絵手法で描かれた動物たちのふわふわとした毛

先、ぬくもりが伝わってくるようなやわらかさ。と

きに人間的な強さや弱さが加わった作品は、いもとよ

うこの人生そのものです。 

『名作うしろ読み』 
 斎藤 美奈子／著  201３.１   

中央公論新社 

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」な

ど有名な書き出しは数々あれど、さて名作のラスト

はどうなっている? 古今東西の名作 132 冊をラス

トの一文から読み解く文学案内。『読売新聞』連載

を単行本化しました。 

丹原図書館 

２月１２日（火）～２月１９日（火） 

東予図書館 

３月 ３日（日）～３月１１日（月） 

 

館内資料点検のため、図書館は休館となります。 

休館中もブックポストへの返却はできますが、返却の手続きが遅れることがあり

ますのでご注意ください。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。 

 
山岳フェア 

「トレッキング その２」 
冬も終わり、そろそろ登山の季節です。今から春

のトレッキングの計画を立てて頂き、安全な登山

を心がけて頂けるような本を選びました♪ 

 

 
児童フェア 

「教科書に紹介されたお話」 
もうすぐ新学期。４月には新学年の新しい教科書

が配布されます。 

お兄さん、お姉さんになったら、どんなお勉強を

するのかな？そうワクワクしている子どもたちも

多いと思います。その子どもたちのワクワクに答

えるべく、新学期前であるこの時期に教科書に掲

載されている名作を紹介します。 

 

 
 

ＹＡフェア 
「Ｓｐｒｉｎｇ 3.11」 

東日本大震災から今年で二年目の春を迎えます。 

あの日見えなかったものが、今なら見えるかもし

れません。あの時考えもしなかったことが、今な

らできるかもしれません。少し時を経た今、３．

１１からの自分を見つめ直してみませんか？ 

１ 初陣                                                                                                                                                                                                                                   今野 敏                                         （新潮社）                                             

１ 夜明けの街で                                                                                                                                                                                                                                        東野 圭吾                                         （角川書店）                                             

１ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ３                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

１ 新参者                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （講談社）                                             

１ 謎解きはディナーのあとで                                                                                                                                                                                                                                         東川 篤哉                                         （小学館）                                             

 

1 千と千尋の神隠し                                                                                                                                                                                                                           宮崎 駿         （徳間書店）                                             

１ ばけものづかい                                                                                                                                                                                                                           せな けいこ                           （童心社）                                             

１ だるまさんの                                                                                                                                                                                                                            ががくい ひろし    （ブロンズ新社）                                             

１ くろくんとなぞのおばけ                                                                                                                                                                                                                       なかや みわ                          （童心社）                                             

１  バムとケロのもりのこや                                                                                                                                                                                                                         島田 ゆか （文溪堂）                                             

 

小説 絵本 


