
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 12 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 23 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

10／15（火）17 時までの開館、

10／16（水）臨時休館いたし

ます。ご注意ください。 
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囲碁講座 

おはなし会 

やさしい詩講座 おはなし会 

文学講座 

読書会 

月末休館日 

●10／15（火）17 時まで開館  
●10／16（水）臨時休館日 
●10／31（木）月末休館日 

 

※10／15（火）は施設の安全管理のた
め 17 時までの開館となります。 
10／16（水）は臨時休館いたします。 
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協
力をお願いいたします。 

 

２０１３ 書 館 だ よ り 図 

西条図書館 １０月号 NO.５３ 

 

 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

＊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 

１０月 １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１２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１２日（土） 入門編 １４時～ １５時 

           初級編 １５時～１６時 

やさしい詩講座『みんなで詩をつくろう』定員３０人 

１０月 2６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★ 

 
 

臨時休館日 開館17時まで 

ぴよぴよおはなし会 
今月は第４水曜日です！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   『いなばのタイカレー缶レシピ』 
飛鳥新社編集部／編 

いなば食品株式会社監修 
201３.７ 飛鳥新社 

タイの新鮮な食材を使い、本場の香辛料を使って
味を調え、日本人の味覚に合うよう作られた、い
なばのタイカレー缶。リーズナブルさと手軽さを
備えた 7 種の缶詰の魅力と、調味料や具材として
活用したレシピを紹介します。 

小説 絵本 

山岳フェア「ボルダリング」 
２０１７年の愛媛国体で、ボルダリングの試合は、
西条で行われます。観戦するもよし、これを機に始
めようかな、とやる気を出すもよし。ということで、
ボルダリングとは？という初心者向けの本から、ボ
ルダリングを楽しむための本をご紹介します。 

特設フェア 
「読書週間「本と旅する 本を旅する」 
～作家の横顔 （人生いろいろ 作家もいろいろ）～」
10 月 27 日～11 月 9 日は読書週間、今年のテー
マは「本と旅する 本を旅する」です。作家に焦点
をあてることで、作家自身について知ってもらうと
共に、作家の人生に思いを馳せながら、その作品も
読んでもらえるようなフェアを企画しました。 

一般フェア「食からはじめる体力づくり」 
１０月は体力づくり月間とされており、スポーツや
食欲の秋といわれています。今回のフェアではその
両方を取り入れた「食」からの体力づくりをテーマ
に、スポーツ選手の食事を参考にした本を集めまし
た。また、健康や栄養バランスを考えたレシピ本な
ども併せてご紹介します。この秋は食から健康と体
力づくりをスタートしませんか？ 

ＹＡフェア「海外文学★」 
記録的な暑さの夏を過ごし、やっと一息つける秋がや
ってまいりました。ヤングアダルト向けの海外文学も
近年かなり充実してきています。秋の訪れを海外文学
読書で感じて下さい。 

児童フェア「家族 DE 絵本作家」 
ご夫婦、ご兄弟など、ご家族で絵本作家をされてい
る方を紹介します。 
一緒に描いたり、それぞれが自分の世界で作品をつ
くったり… 
すてきなひとがそばにいるから、すてきな作品が生
まれるのかもしれませんね。 

１ 聖女の救済                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         （文藝春秋）                                             

１ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                                         村上 春樹                                         （新潮社）                                             

１ 新参者                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         （講談社）                                             

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

４ 母性                                                                                                                                                                                                                                        湊 かなえ                                         （新潮社）                                             

 

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

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

１ 恐竜トリケラトプスの大めいろ                                                                                                                                                                                                                          ががくい ひろし    （小峰書店）                                             

4 バムとケロのさむいあさ                                                                                                                                                                                                                         島田 ゆか （文溪堂）                                             

5 ぐりとぐらとすみれちゃん                                                                                                                                                                                                                           なかがわ りえこ （福音館書店）                                             

5 ハウルの動く城                                                                                                                                                                                                                           ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽ  ゙        （徳間書店）                                             

 

一般技術    『風立ちぬ』（徳間アニメ絵本） 
宮崎駿／原作・脚本・監督 

201３.８ 徳間書店 
「美しい飛行機を作りたい」という、少年時代か
らの夢を追った堀越二郎の物語を、薄幸の美少
女・菜穂子とのせつない恋をおりまぜながら描く
アニメ絵本。 

えほん 

 『トムとジェリーたびのえほん 

         日本 富士山にのぼる』 
三上葉作／画 

201３.８ 河出書房新社 
トムとジェリーといっしょに富士山頂をめざそ
う! 世界文化遺産・富士山をトムとジェリーが案
内。歴史、伝説、動物、植物、四季の姿など、富
士山にまつわるさまざまな知識を紹介します。見
返しに地図あり。 

 

えほん 
『政と源』 

三浦しをん／著 
201３.８ 集英社 

東京都墨田区 Y 町。つまみ簪職人・源二郎の弟子、
徹平の様子がおかしい。どうやら昔の丌良仲間に
ゆすられたらしい。それを知った源二郎は、幼な
じみの国政とともにひと肌脱ぐことにするが-。
『Cobalt』掲載を単行本化。 

一般文学 


