
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 7   8 体育の日 

寒露 

 9  10  11  12  13  

14  15  16  17  18  19  20 
秋の土用入り 

21  22  23 霜降 24 25 26 27 

28  29  30  31  

 

西条図書館 １０月号 NO.４１ 

 

 

２０１２ 書 館 だ よ り 図 

月末休館日 

臨時休館日 17 時閉館 

＊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 

１０月 ２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 
１０月１３日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座 『誮でもわかる！入門編・初級編』 

１０月１３日・２７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 

１０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★ 

 
 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

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   １０月１３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      １０月２４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 

★閉館時間の変更★ 

１０／１５（月）は 

１７時に閉館いたします 

★今月の休館日★ 

１０／１６（火）臨時休館日 

１０／３１（水）月末休館日 

 

１０／２７（土）～１１／９（金） 

２０１２年 第６６回 読書週間です 

読書会 

おはなし会 

囲碁講座 

囲碁講座 

童謡詩講座 

おはなし会 

文学講座 

 ぴよぴよおはなし会 

今月は第４水曜です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

2 ポケモンをさがせ！金銀                                                                                                                                                                                                                           相原 和典                                         小学館                                             

3 ばけものづかい                                                                                                                                                                                                                                   せな けいこ                                       童心社                                             

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

5 ハウルの動く城                                                                                                                                                                                                                                   ダイアナ・ウィン・ジョーンズ                       徳間書店                                           

5 バムとケロのにちようび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

5 だるまさんが                                                                                                                                                                                                                                     かがくい ひろし                                   ブロンズ新社                                       

5 いじわるなないしょオバケ                                                                                                                                                                                                                         ティエリー・ロブレヒト                             文溪堂                                             

5 ねこのおすしやさん                                                                                                                                                                                                                               鈴木 まもる                                       偕成社                                             

1 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

2 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         新潮社                                             

3 聖女の救済                                                                                                                                                                                                                                       東野 圭吾                                         文藝春秋                                           

4 手紙                                                                                                                                                                                                                                             東野 圭吾                                         毎日新聞社                                         

4 赤い指                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

4 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         新潮社                                             

4 プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         幻冬舎                                             

読書の秋に♪ 

新着本のご紹介 

一般フェア「食欲の秋 旬の素材でクッキング」 
１０月に入ると、秋の味覚がたくさん登場します。料理法

はたくさんあれど、いつも同じ料理になりがちに…。「いつ

もと違う料理にしてみたいけど、どうしよう」と悩む方に

おすすめ！１０月の食材を使った料理本をご紹介します。

食欲の秋、旬の食材を美味しく調理しましょう。 

特設フェア「世界の絵本賞」 
今月の１０月２７日（土）～１１月９日（金）は、 

２０１２・第６６回 『読書週間』です。 

子どもから大人まで楽しめる絵本をメインに、実はあまり

知られていない世界の三大絵本賞の紹介と、日本絵本賞、

ＭＯＥ絵本屋さん大賞に輝いた絵本をご紹介します。 

みなさまの読書に、ぜひご活用ください★ 

児童フェア 「アートな絵本」 
季節は秋になりました。 
今回のフェアは『芸術の秋』・『読書の秋』を意識して

本を選びました。絵本は芸術性が高く、子どもたちが

身近で、最も手に取りやすいアート作品ではないでし

ょうか。子どもたちの目を引くようなアートな絵本を

ご紹介します。 

 

ＹＡフェア「食と文学」 

文豪たちがどんなものを食べていたのか、また食がどん

な風に作品に反映されているのかなど、食と文学作品の

深いつながりをご紹介します。きっと、食が文化を作っ

ていることに気が付くでしょう。 

山岳フェア 「百名山 第６弾」 
今回は、中四国の百名山をご紹介します。 

中四国の山々の紹介に加えて、聖地巡礼の本もピックア

ップしました。ぜひご覧ください。 

『天地明察』が映画化。 

『もらい泣き』 

冲方 丁／著 ２０１２．８ 集英社 

やるせない気持ちと和解するために。冲方丁が贈る、

心の処方箋－。実話を元に創作した感涙のショートス

トーリー＆エッセイ３３編を収録する。 

人気作家のエッセイ本。 

『とにかく散歩いたしましょう』 

小川 洋子／著 ２０１１．７ 毎日新聞社 

締め切り前の白紙の恐怖、パン屋での５千円札事件、

ハダカデバネズミとの心躍る対面。何があっても、愛

する本と毎日の散歩ですべてのりきれる…。人気作家

がその日常を描く。 

第６０回日本エッセイスト・クラブ賞受賞。 

『うたの動物記』 

小池 光／著 ２０１１．７ 日本経済新聞出版社 

猫、犬、ナマケモノなど、動物に焦点をあて、俳句、短

歌、詩をジャンルを越えて眺望しながら、動物がいかに

日本の詩歌と美意識に大切な役割を果たしてきたかを

スケッチする。 

ＫＡＧＯＭＥ社員公認のレシピ集。 

『カゴメトマトジュースレシピ』 

カゴメ株式会社 ２０１２．７ 朝日新聞出版 

スパークリングトマト、赤いポタージュ、お手軽ツナリ

ゾット、カラフル野菜のケークサレ…。ドリンクからス

ープ、おかずにデザートまで、カゴメトマトジュース

を使ったレシピを紹介します。 

 一般文学 

 

 

 
一般文学 

一般文学 

一般技術 

小説 

絵本 


