
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    1１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     1１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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
  1 

  
 2  

 3 文化の日  4 振替休日  5  6  7 立冬  8  9 

10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22 小雪 23 

24  25  26  27  28  29  30  

囲碁講座 

２０１３ 書 館 だ よ り 図 

西条図書館 １１月号 NO.５４ 

 

 

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 

１１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 
１１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』 

１１月 ９日・2３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 

１１月 2３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★ 

 
 

月末休館日 

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 

１０／２７（日）～１１／９（土） 

２０１３年 第６７回 読書週間です 

勤労感謝の日 

1 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

2 ダイイング・アイ                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         光文社                                             

3 赤い指                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

3 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         新潮社                                             

３ 禁断の魔術                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         文藝春秋                                             

    

    

    

 

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

1 バムとケロのさむいあさ                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

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

４ １００万回生きたねこ                                                                                                                                                                                                                         佐野 洋子                                         講談社                                             

４ しろくまちゃんのほっとけーき                                                                                                                                                                                                                    わかやま けん                                          こぐま社                                          

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

４ ノンタンがんばるもん                                                                                                                                                                                                                                 キヨノ サチコ                                   偕成社                                           

 

 10 月１９日付 
ランキングです★ 

小説 

えほん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「東京２０２０オリンピック」 
２０１３年９月８日、東京でのオリンピック・バラ
リンピック開催が決定しました。 
プレゼンテーションで使われた「おもてなし」とい
う言葉も流行り、開催に向け活気づいています。 
オリンピックが東京で行われるのは２回目。  
過去だけでなく、オリンピックの魅力をもっと知っ
てもらうための資料と、開催地である東京の魅力を
知ってもらうためのガイド本を揃えました。 

ＹＡフェア「地域★活性化」 
東京でのオリンピック・パラリンピック開催が決定。
東京のみならず、日本全体の活性化につながる吉報
に日本中が沸きました。中・校生であるヤングアダ
ルト世代にもきっとできること、それは地域の活性
化です。地方であればある程に、若者の力が、とて
も意味を持ちます。どんどん地方愛に目覚めていた
だいて、どんどん地域を活性化してください。 

児童フェア「この絵本、かいたの だあれ？」 
作家の素顔に迫る読書推進コーナーとの連動企画第
２段として、今月は、人気のタレントさんが描いた
絵本や、人気の絵本作家の方々の経歴を紹介します。
職業の経験を生かして描かれた絵本もあれば、ちょ
っと意外な職業にびっくり!?な作家さんも。 
秋の読書週間に、お気に入りの絵本、お気に入りの
作家さんを見つけてみませんか？ 
 
 
 

 

『ゼツメツ少年』 
重松清／著 

201３.９ 新潮社 
小説家のもとに、少年から謎の手紙が届く。そこ
には「僕たちはゼツメツしてしまいます」とあっ
た。少年 2 人、少女 1 人の生き延びるための旅が
始まる-。『小説新潮』連載を大幅に加筆修正し単
行本化。 

  『やおきん公認 うまい棒大百科』 
うまい棒同盟／監修 

201３.８ 河出書房新社 
10 円で買えるキング・オブ・駄菓子、うまい棒。
マニアックな味、パッケージのバリエーション、
グッズの多彩さ、そして、うまい棒をとりまく人
たち…。壮大なうまい棒ワールドの全貌を明らか
にする。角田光代の寄稿等も収録。 

『ちょうちょ』 
江國香織／文 松田奈那子／絵 

201３.９ 白泉社 
ちょちょはどこにでも行かれる。そして世界をあ
じわう。その匂いを、色を、形を…。江國香織の
みずみずしい言葉と、「第 1 回白泉社 MOE 絵本グ
ランプリ」受賞作家が織りなす、詩情あふれる絵
本。 

山岳フェア「山の写真集」 
１１月にもなると、山には雪が降り始めます。 
雪山には、危険が伴います。でも、山が恋しい…とな
ると、写真集をみて、心を満足させましょう。素晴ら
しい写真の数々で、心はいやされるはず。 

『歩くような速さで』 
是枝裕和／著 

201３.９ ポプラ社 
作品と呼ばれるものが、水の底に静かに沈殿され
たものだとするならば、まだそれ以前の水中をゆ
っくりと漂っている土つぶのようなもの…。気鋭
の映画監督が綴った珠玉のエッセイ集。『西日本新
聞』連載を単行本化。 

 

『美しい日本の原風景 
 いまも残る古きよき日本のふるさと百景  
里山、棚田、農山漁村、古民家、ローカル線…』 

201３.１０ 洋泉社 
郷愁あふれる鉄道情景、里の桜と残雪の富士、秋
の風物詩「柿すだれ」、茜色に輝く海辺の棚田…。
いまも各地に残る、古きよき日本の「原風景」を
美麗な写真とともに訪ねる。大林宣彦、原武史の
インタビューも収録。 

 西条市や今治市の風景
も載っています！ 
必見！！ 

『元気に暮らす健康レシピ 

      おばあちゃんの台所』 
テレビせとうち『おばあちゃんの台所』 

プロジェクトチーム／編 
201３.９ イースト・プレス 

牛煮こごり、おたふく豆、カツカレー…。元気な
30 人のおばあちゃんの家庭的でカラダに優しい
レシピを紹介。昔ながらの知恵とぬくもりが詰ま
った料理がいっぱい。テレビせとうち「おばあち
ゃんの台所」をもとに書籍化。 

えほん 

一般文学 一般文学 

一般技術 

一般歴史 
一般技術 


