
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 

3 節分 4 立春 5 6 7 8 9 

10 11  

建国記念の日 
12 13 14 15 16 

17 18 雨水 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 

小松温芳図書館 

１月３０日（水）～２月 ８日（金） 

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） 

 

西条図書館 ２月号 NO.4５ 

 

 

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 

童謡詩講座 

おはなし会 

文学講座 

月末休館日 

【西条図書館休館日のおしらせ】 
特別整理期間 ２月 21 日（木）～27 日（水） 

月末整理日 ２月 28 日（木） 

特別整理期間（21 日～27 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★ 

 
 ＊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 

２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 
２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』 

２月１０日（日）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 

２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 

 

●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 

 

 

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     ２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        ２月２０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 

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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本 小説 

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。 

 

一般フェア 「全国温泉めぐり」 
一年で最も寒い時期に当たる２月。 

こんな寒い日には、温かい温泉にゆっくりと浸かりた

くなりますね。露天で雪見風呂に檜風呂…想像するだ

けでほんわり温かい気持ちになってきます。 

そこで２月の一般フェアは日本全国温泉めぐりと題し

て、様々な温泉を紹介した本や、効能、入浴の仕方な

ど温泉と健康に関する本、作家などの温泉手記等をご

紹介します。 

 
 

 

山岳フェア 「トレッキング」 
新しい年も始まり、今年こそ山に登ってみたいな、と思

っている人もいらっしゃると思います。登頂するだけが

登山じゃない、という事を知っていただくために、トレ

ッキングの本をご紹介したいと思います。 

児童フェア「アンデルセン・イソップ・グリムの世界」 

２月は海外の昔話、アンデルセン・イソップ・グリムを

テーマにしています。むかしから世界中で親しまれてき

た童話です。とくにイソップ童話は、教訓や社会のモラ

ルなどがこめられた話がたくさんあり、こどもだけでな

く、大人が読んでも考えさせられるものが多く、親子で

楽しんでいただけることと思います。 

 

 

 

 

 

ＹＡフェア「世界にひとつだけの花」 
去年からつづくいじめ問題、体罰問題などで、中学・高

校のイメージが暗く感じられるようになりました。しか

し、本来は学生の時期が一番気力、体力ともに充実して

いて、毎日を楽しく過ごせる時でもあります。何より自

分を大切に考えて生きていって欲しいと強く願い、スピ

リチュアル本から仲間を題材にした本、リアルな学生の

心情を綴った本などを揃えました。 

 

『私と踊って』 

恩田 陸／著  2012.１２  

新潮社 

稀代の舞踏家、ピナ・バウシュをモチーフに、舞台を見る

者と見られる者の抜き差しならない関係をロマンティック

に描いた表題作をはじめ、全１９編を収録した作品です。 

『スクラップブッキングとホームデコ』 

 片柳 頼子／監修  201２.５   

緑書房 

家族や旅行、季節のイベントといった思い出の写真を使っ

てオンリーワンの作品をつくりましょう。基本的な手順解

説のほか、ホームデコ作品やジャーナリングブックなど、

１８０点あまりの個性豊かな作品を紹介します。 

『山本美香という生き方』 

山本 美香／著  2012.１２  

日本テレビ／編  日本テレビ放送網 

２０１２年８月、シリア内戦の取材中に亡くなったジャーナ

リスト山本美香。彼女はなぜ紛争地を取材し続けたのか？ 

パートナー佐藤和孝の証言や本人の著書を通し、「愛」と「行

動力」で駆け抜けた山本美香の素顔に迫ります。 

『ｉＰＳ細胞がわかる本』 

科学技術振興機構日本科学未来館／著  

201０.９  ＰＨＰ研究所 

ｉＰＳ細胞（さいぼう）は、さまざまな種類の細胞に変

化する能力をもち、新薬の開発や再生医療（いりょう）

への応用が期待されています。小学６年生ののぞみを主

人公にｉＰＳ細胞が切りひらく未来をえがいた映像作品

「Ｙｏｕｎｇ Ａｌｉｖｅ！」をもとにして、ｉＰＳ細

胞のしくみと可能性をやさしく説明します。 

 1 バムとケロのおかいもの                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

2 バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

3 バムとケロのさむいあさ                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

3 だるまさんが                                                                                                                                                                                                                                     かがくい ひろし                                   （ブロンズ新社）                                       

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

 

1 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         （新潮社）                                             

2 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         （講談社）                                             

2 舟を編む                                                                                                                                                                                                                                         三浦 しをん                                       （光文社）                                             

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

5 百歳                                                                                                                                                                                                                                             柴田 トヨ                                         （飛鳥新社）                                           

5 永遠の０                                                                                                                                                                                                                                         百田 尚樹                                         （太田出版）                                           

 

一般文学 

一般歴史 

児童自然 

一般芸術 


