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２０１２ 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 

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★ 

 
 

文学講座 

囲碁講座 

童謡詩講座 

日時：平成 24年９月８日（土）１０時～１４時 

場所：西条図書館 北側中央緑地 

内容：動物とのふれあいコーナー、動物のお話・クイズなど 

定員：３００名（定員になり次第締め切り）  参加費：無料 
その他：参加には事前のお申し込みが必要です。各図書館カウンターにて申込書に

記入のうえお申し込みください。小学生以下のお子様は、必ず保護者の方と
一緒に参加してください。 

 

臨時休館日 

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    9 月 8 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       9 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 

ふるさと出前塾 
『ハイウェー沿いに 

暮らした古の西条人』 
展示 本日まで 

休館日のおしらせ 
●9／10（月）臨時休館日 館内整備（ワックスがけのため） 
●9／30（日）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 

 

★第１２回ふるさと出前塾 受講者募集中★ 
 
 
 

日時：９月１５日（土） 
13 時 30 分～15 時 

場所：西条図書館２階 会議室 

講師：中小企業同友会 経営相談室長 

    秋川 保親（あきがわ・やすちか）氏 

＊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 

９月 ４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 
９月 ８日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座 『誮でもわかる！入門編・初級編』 

９月 ８日・２９日（土）入門編 １４時分～ 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 

９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 

 

９/９（日）まで  
企画展 『ハイウェー沿いに暮らした古の西条人』 

★9 時～21 時 30 分 
★西条図書館 1 階アクアフォーラム  

移動動物園 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般フェア 「Ｔｈｅａｔｅｒ！」 
芸術の秋も近いということで、今月は「劇場」を特集しま

す。なかなか観劇する機会は多くないですが、原作を読ん

だり、戯曲を読んでみたり。私なら、このキャスティング

で！と秋の夜長を想像とともに楽しんでみるのはいかがで

しょう。 

特設フェア「戦争の記憶」 
今年は終戦から６７年目を迎えます。 

毎年図書館では、７月から９月の間、特設フェアでは「戦

争」というテーマを取り上げています。 

このたびの展示では、戦争という時代を生きた人々の「戦

争の記憶」をテーマに、平和の大切さや決して繰り返して

はいけない戦争の悲惨さを考えるきっかけになるような

資料を集めました。戦争を知らない方々にも理解しやす

く、興味がもてるような絵本や児童書から一般書まで幅広

く戦争関係の本をご紹介します。 

児童フェア 「夜空をみあげて」 
９月３０日は中秋の名月です。今年は金環日食があり、

天体を観測したり空を見上げたりする機会が多く、子

どもたちにとっても、月や星は身近な存在になってい

ます。絵本の中でもおつきさまは、優しく柔らかな光

で私たちを照らし、見守ってくれています。秋の長い

夜、おやすみ前のひとときに、親子で楽しめる、月、

星、夜空の絵本を集めました。 

 

 ＹＡフェア「学校と食 自分で作ろうお弁当」 

自分でお弁当が簡単に作れてしまうレシピから、色々な

場面で創意工夫されたお弁当まで幅広くご紹介します。

自分で作ることで食材や食事そのものへの関心を持っ

ていただければと思います。 

山岳フェア 「百名山 第５弾」 
今回は、関西の百名山をご紹介します。だんだん近場に

なって、登りに行くのもそんなに大変じゃなくなってき

ましたね。もう少ししたら、涼しくなります。山にいっ

たら、さらに快適！ぜひ、登ってみて下さい。 

絵本 小説 

１ カッコウの卵は 誮のもの                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         （光文社）                                             

２ 聖女の救済                                                                                                                                                                                                                                        東野 圭吾                                         （文芸春秋）                                             

３ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

３ 新参者                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （講談社）                                             

５ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

 

1 ハウルの動く城                                                                                                                                                                                                                           ダイアナ・ウィン 

・ ジョーンズ                           
（徳間書店）                                             

２ バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか         （文溪堂）                                             

２ ミリーのすてきなぼうし                                                                                                                                                                                                                             きたむら さとし                           （ＢＬ出版）                                             

４ ポケモンをさがせ！３                                                                                                                                                                                                                        相原 和典         （小学館）                                             

４ おそうじ隊長                                                                                                                                                                                                                              よしなが こうたく                           （長崎出版）                                             

 

『バスがくるまで』 

森山 京／さく 黒井 健／え 
2011.11 小峰書店 

くまのこは、おばあちゃんを迎えにバスの停留

所まで出かけます。バスを待っている間に、い

のししのおじさんがベンチに忘れものをした

り、トイレに行きたくて家にもう一度帰ったり

と、いろいろなことが起きますが…。 

 えほん 『ミツカン社員のお酢レシピ 
 毎日大さじ 1 杯のお酢で、 

            おいしく健康生活』 
201２.５ ミツカン監修 幻冬舎 

CM で人気のさっぱりトンテキ、お酢の王道・

マリネや酢の物、野菜なんでもピクルス、辛み

のきいたスープ、甘いデザート…。ミツカンの

メニュー開発チームによる自信のお酢料理 92

品を紹介する。 

 一般技術 

●9／10（月）臨時休館日  

●9／30（日）月末休館日 
※9／10（月）は館内整備（ワックスがけ）
のため臨時休館いたします。 
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い
いたします。 

『青い島の教室』 

池永 陽／著 
2012.7 潮出版社 

教師から疎外された喧嘩屋とヤリセンと苛め

られる少女。丌幸を背負った 2 人は、ひたむき

に幸せの道を探す-。島の子どもたちと“ぐう

たら先生”が織りなす感動の物語。『潮』掲載

を単行本化。 

 一般文学 

秋の夜長に♪ 

新着本のご紹介 


