
＊各講座の受講は事前にお申し込みが必要です＊ 
 

文学講座『古典文学～源氏物語』定員５０人 

６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 
６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』 

６月 ８日・2２日（土）入門編 １４時～ １５時 

              初級編 １５時～１６時 

童謡詩講座『みんなで詩をつくろう』定員３０人 

６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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9 10 11 入梅 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 夏至 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 
 

 

 

 
 

西条図書館 ６月号 NO.4９ 

 

 

読書会 

囲碁講座 

おはなし会 

童謡詩講座 

囲碁講座 

文学講座 

おはなし会 

 
 

２０１３ 書 館 だ よ り 図 
西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

６月は梅雨の季節です。本はお水が大の苦手。 

雨の日は本が濡れないようにご注意ください。 

お 
ね が い 

★２０１３年 誯題図書が発表されました★ 

※２０１３年の誯題図書は 
予約・回送・団体貸出ができません※ 

・小学校の部 （低学年／中学年／高学年） 

・中学校の部 

・高等学校の部 

「書架」にある場合のみ貸出できます  

夏休み時期は貸出希望が多くなりますのでお早めに！ 

小学校低学年 

『メガネをかけたら』 『なみだひっこんでろ』 

『わたしのいちばんあのこの１ばん』 

『いっしょだよ』 

小学校中学年 

『くりぃむぱん』 『ジャコのお菓子な学校』 

『こおり』 『ゾウの森とポテトチップス』 

小学校高学年 

『オムレツ屋へようこそ！』 『有松の庄九郎』 

『はるかなるアフガニスタン』 

『永遠に捨てない服が着たい 

  太陽の写真家と子どもたちのエコ革命』 

中学校 

『チャーシューの月』 『フェリックスとゼルダ』 

『ぼくが宇宙人を探す理由』 

高等学校 

『歌え！多摩川高校合唱部』 

『ジョン万次郎海を渡ったサムライ魂』 

『宇宙へ「出張」してきます 

  古川聰のＩＳＳ勤務１６７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★ 

 
 

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     ６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        ６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 

月末休館日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

２ 新参者                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （講談社）                                             

３ 
色彩を待たない多崎つくると、

彼の巡礼の年                                                                                                                                                                                                                                        
村上 春樹                                         （新潮社）                                             

３ プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （幻冬社）                                             

５ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

1 バムとケロのおかいもの                                                                                                                                                                                                                        島田 ゆか （文溪堂）                                             

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

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

３ 恐竜トリケラトプスとアロサウルス                                                                                                                                                                                                                         黒川 みつひろ （小峰書店）                                             

３ 恐竜トリケラトプスのジュラ紀決戦                                                                                                                                                                                                                       黒川 みつひろ （小峰書店）                                             

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

絵本 小説 

山岳フェア「装備」 
来月７月は、お山開き。 

本格的な登山シーズンの前に、一度装備の点検をしてい

ただき、安全な登山を楽しんでください！ 

 

特設フェア「若い人に贈る読書のすすめ」 
４月と言えば、新しい出会い、別れなど、様々です。 

寂しくなったり、俄然やる気をだしてみたり。 

そんな時に、寂しさをいやしてくれたり、やる気を後押

ししてくれたりする本をご紹介します。 

 

一般フェア「水を読む、感じる、楽しむ」 
６月は気温が上がり水にふれる機会が増えてきます。

また、西条市といえば名水百選にも選ばれたうちぬき

があり、とても身近なテーマです。 

そこで、今回はふだん私たちが何気なく使っている

「水」をテーマに、色々な角度から本を選びました。

さまざまな表情を持つ「水」の面白さを感じてもらえ

ればと思います。テーマを決めて連想し本を選んでみ

る、いつもとは少し違う読書方法をご提案します★ 

『シャーロック・ホームズ絹の家』 
アンソニー・ホロヴィッツ／著  201３.４  

角川書店 
ロンドンの美術商がアメリカで事件に巻き込まれた。

からくもイギリスに戻るが、不審な男の影が忍び寄

る。相談を受けたホームズは、ベイカー街不正規隊に

探索を命じるが…。ドイル財団が公認した、８０年ぶ

りのホームズ長編です。 

一般文学 
『リボン』 

小川 糸／著  201３.４  
ポプラ社 

少女のてのひらの上で生まれた一羽のオカメインコ。

黄色い小さな鳥は、羽ばたきとともに人々を結びつけ

ていく…。懸命に生きる人々と一羽の鳥の物語。

『asta*』『花椿』掲載をもとに単行本化。 

一般文学 

『おとなのヘアケア読本』 
 植木 理恵／監修  2013.５   

技術評論社 
健康な髪や頭皮を作るために欠かせないシャンプー

の仕方や頭皮マッサージといった基本のお手入れを

紹介するほか、髪や頭皮のパサつき、ベタつきなど

のお悩み解決法も収録。ヘアケア製品選びのポイン

トも掲載しています。 

一般技術 『からすのおかしやさん』 
 かこさとし／作・絵  2013.４   

偕成社 
いずみがもりの「からすのパンやさん」では、小さ

かった４羽の子どもたちが大きくなって、立派な若

者ときれいな娘に。ある日、父さんたちが出かけて

パンやをまかされた４羽は…。大はりきりのチョコ

くんのおはなしです。 

えほん 

ＹＡフェア「衣替え」 
６月になりました。もう２０１３年も半年きました。 

衣替えして、夏に向かって慌ただしくなってきました。

衣替えと同時に、気分も切り替えて心替えどうでしょ

う。一足先に夏を感じる本を揃えました。 

 

児童フェア「あした てんきに なあれ！！」 
６月は梅雨入りし雨の日が多くなり、子どもたちにと

っては外で遊べず、つまらなく感じる日が増えるかも

しれません。でも、雨の日ならではの楽しい遊びもあ

ります。また、雨の日があるからこそ、晴れた日の喜

びも大きくなるのではないでしょうか。 

今月は、どんなお天気の日でもワクワクして楽しめる

ような、お天気の絵本を紹介♪ 

 

 

 

 

 


