
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 エイプリルフール 2 3 4 清明 5 6 7 
 

8 9 10 11 12  13 14 
 

15 16  17 18 
 

19 20 穀雨 21 

22 23 24 25 26  27 28 
 

29 昭和の日 30 図書館記念日 
 

★4 月 23 日（月）「子ども読書の日」 

★4 月 23 日（月）～5 月 12 日（土） 

「201２年第 54 回 こどもの読書週間」 

「西条から世界へ！」 
国際交流パネル展 
スタート！（5／13まで） 

読書会 

囲碁講座 

おはなし会 

おはなし会 

囲碁講座 

月末休館日 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

２０１２ 書 館 だ よ り 図 

西条図書館 ４月号 NO.3５ 

 

 

＊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 

４月 ３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 

４月 1４日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座 『誰でもわかる！入門編・初級編』 

４月１４日・２８日（土）入門編 １４時 ～ １５時 

          初級編 １４時３０分～１６時 

   ＊囲碁講座の受講募集は終了しました＊ 

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    ４月１４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       ４月１８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 

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★ 

 
 

一般フェア「新☆生活応援 ～Shall we 断捨離る？～」 
新年度を気持ちよくスタートするために、家・仕事・体など

をスッキリさせませんか？手軽に手にとっていただけるい

ろいろなスッキリ本をご紹介しています。 

特設フェア「図書館へ行こう」 
こども読書週間と図書館記念日に合わせて、図書館により親

しんでいただけるよう、より上手な資料の調べ方や図書館の

利用方法、また図書館を舞台にした物語などをご紹介します。 

鉄道コーナー 「特急しおかぜ 40 周年！ 

キハ 181 系から始まった四国の特急」 

今年は、四国に特急が走り始めた昭和４７年から４０年にな

ります。節目の年に西条を走る特急しおかぜとその初代の車

両キハ１８１系を振り返ります。 

児童フェア 「ころころ たまご」 

絵本の中では、親子の温かさを描く作品に登場したり、

食べ物が愉快に活躍する楽しい作品に使われることが多

い「たまご」。今回は「たまご」の登場する、温かい絵本、

優しい絵本、楽しい絵本を集めました。 

ＹＡフェア「よろしく！西条ＹＡコーナー」 

これから中学生になる方、高校に進学された方、ぜひ西

条図書館のヤングアダルトコーナーを覗いてみてくださ

い。ヤングアダルトコーナーの場所や、棚の見方、資料

など、ヤングアダルトコーナーについてご紹介します。 

 山岳フェア 「百名山 第一弾」 
百名山、制覇してみる気はないですか？ 

今回は、北海道！ 

遠い、でも、行ってみたい山はたくさんありますよね。 

今回は、北海道にある百名山を紹介したいと思います 

 

文学講座 

子ども読書の日 

＊囲碁講座の申込受付は
終了しました＊ 

 

201２年第 54 回  
こどもの読書週間 標語 

春の土用入り 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

２ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

３ 新参者                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （講談社）                                             

４ カッコウの卵は誰のもの                                                                                                                                                                                                                                      東野 圭吾                                         （光文社） 

４ ダイイング・アイ                                                                                                                                                                                                                                         東野 圭吾                                         （光文社）                                             

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

2 バムとケロのにちようび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか         （文溪堂）                                             

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

４ アンパンマンをがせ！３                                                                                                                                                                                                                           やなせ たかし        （フレーベル館）                                             

４ ミッケ！ ３                                                                                                                                                                                                                              ウォルター・ウィック                              （小学館）                                             

小
説 

絵
本 

 

『猫弁 
     天才百瀬とやっかいな依頼人たち完全版』 

大山潤子／著 
201２.２ 講談社 

婚活中の天才弁護士・百瀬太郎は、毎日持ち込ま

れるやっかいな依頼に悪戦苦闘。猫いっぱいの事

務所で人と猫の幸せを考える日々に、盗まれた霊

柩車を取り戻してほしいという新たな依頼が舞い

込んで…。ハートフル・ミステリー。 

 一般文学 

 

『農家に教わる暮らし術 
買わない捨てない自分でつくる  

あるものを活かす、自給する「小さな暮らし」へ』 

農山漁村文化協会／編 
2011.９ 農山漁村文化協会  

からだにも自然にもやさしい日用品づくり、ベラ

ンダでできる生ゴミ堆肥づくり、庭木の枝ででき

る炭焼きなど、日常の暮らしを豊かに快適にする

農家のアイデアを紹介する。『現代農業』記事を中

心に書籍化。 

 一般技術 

 

『よるのえほん』 

バーバラ・エンバリー／作 

エド・エンバリー／作 木坂涼／訳 
2011.６ あすなろ書房 

夜にはいろんな顔がある。夜でなければ見えない

ものもある。夜ならではのお楽しみも。おだやか

な眠りに誘われて、王さまもぐっすり。王さまの

猫もぐっすり。それからベッドの中の子どもも…。

すてきなベッドタイムブック。 

 絵本 

 

『ぼくのトイレ』 

鈴木のりたけ 作／絵 
2011.８ PHP 研究所 

毎日毎日、おんなじトイレ。たまには違うトイレ

に入りたい。ルーレットイレに、すべりだいトイ

レ、ロケットイレ…。おもしろトイレがいっぱい! 

トイレが楽しくなる絵本。 

 絵本 

 

『聞く笑う、ツナグ』 

高島彩／著 
2011.1２ 小学館 

足ることを知る。張り合わない。笑顔を声に乗せ

る。出過ぎず、引き過ぎず-。まわりの人を笑顔に

し、皆から愛されるアナウンサー・高島彩が、幸

せを手繰り寄せるその流儀を公開する。 

 一般産業 

期間 平成２４年４月２１日（土） 

～５月１３日（日） 

時間 9 時～１９時 

場所 西条図書館１階  

アクアフォーラム 

主催 市庁舎本館総務課国際交流係 

西条市出身と在住の海外ボランティア
経験者が世界各地で学んだ生活や文化
をご紹介します。 


