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２０１４ 書 館 だ よ り 図 
西条図書館 ２月号 NO.５７ 

 

 

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 

２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 

２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』 

２月 ８日・１５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 

２月１５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 

 

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 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      ２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 

小松温芳図書館 

２月１０日（月）～２月１９日（水） 

東予図書館 

３月 ２日（日）～３月１０（月） 

丹原図書館 

３月１１日（火）～３月１８日（火） 

 

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★ 

 
 

館内資料点検のため、図書館は休館となります。 

休館中のブックポストへのご返却は、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。 

特別整理期間（21 日～27 日） 月末休館日 

囲碁講座 

囲碁講座 

おはなし会 

やさしい詩講座 

文学講座 読書会 

おはなし会 

期間：２月 １日（土）～ ２月２０日（木） 

場所：西条図書館 １階 エントランスホール 

内容：パネル展示 

★別子銅山 J r マイスターによるパネルガイド解説 

２月 ９日（日）１３時～１６時 

 



 

 

 

 

児童フェア「節分・鬼の絵本」 
２月３日は節分の日。豆をまいて鬼を追いだします。
でも…。絵本に出てくる鬼は、悪い鬼や怖い鬼だけ
ではないんですよ。 
優しい鬼、泣き虫な鬼、気のいい鬼… 
節分行事がわかる本、鬼の登場する絵本をご紹介し
ます♪ 
 
 
 

 

特設フェア「新年お薦め本」 
新年に読んで欲しい、若い人に贈る本。 
読み残しはないですか？２０１３年の各月の話題本。
をお届けします。成人に贈る本と共に、昨年を振り返
る意味で、２０１３年にドラマ化や映画化、メディア
などで話題になり、予約貸出が多数あった本を、各月
ごとにご紹介します♪ 
 

一般フェア「スウィーツ・コレクション」 
冬はお菓子づくりに最適な季節♪ 
特に２月からはバレンタインデーやホワイトデーな
ど、さまざまなイベントが続きます。可愛くて食べた
くなる❤お菓子作りの本、ラッピングのアイディアや
メッセージカード作りの本を集めました。 
この機会に自分だけのオリジナルスウィーツを、誮か
にプレゼントしてみませんか？ ❤ ❤ ❤ 
 

 

山岳フェア「地図」 
登山に出かける時に、地図は必需だと思います。ち
ゃんと地図が読めると、それだけで安心感はアップ
します。安全な登山のためにも、地図のちゃんとし
た読み方・使い方を、ぜひマスターして頂きたいと
思います☆ 
 

 

『面倒だから、しよう』 
渡辺 和子／著 

201３.１２ 幻冬舎 
小さなことこそ、心をこめて、ていねいに。幸せ
は、いつもあなたの心が決めるのです…。ノート
ルダム清心学園理事長が、自分を見つめなおし、
毎日をあたらしく、ていねいに生きるための言葉
を紹介します。 

 

『ペテロの葬列』 
宮部 みゆき／著 

201３.１２ 集英社 
拳銃を持った老人によるバスジャックに遭遇した
杉村。あっけなく解決したかに見えた事件の動機
の裏側には、深い闇が隠されていた…。「誮か」「名
もなき每」に続く杉村三郎シリーズ第３弾。 
 
 

『ウマ大図鑑』 
日本ウマ科学会／監修 

201３.１２ ＰＨＰ研究所 
昔から身近な存在で、人のために役立ってきたウ
マ。ウマの種類から、からだのつくりやびっくり
能力、人とウマの歴史まで、ウマについて知りた
いことを豊富な写真とともにわかりやすく解説し
ます。 

 

『神様の値段 戦力外捜査官 ２』 
似鳥 鶏／著 

201３.１１ 河出書房新社 
捜査一誯の海月警部は、方向音痴、天然ボケ、運
動神経は皆無で車の運転は壊滅的だが、時折鋭い
思考を見せる。海月のお守り役・設楽の妹が、ハ
ルマゲドンをたくらむ怪しい宗教団体に入信して
しまい…。 

 一般文学  一般文学 

 一般哲学  児童産業 

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

2 ポケモンをさがせ！クリスタル                                                                                                                                                                                                                     相原 和典                                         小学館                                             

3 くれよんのくろくん                                                                                                                                                                                                                               なかや みわ                                       童心社                                             

3 ごあいさつあそび                                                                                                                                                                                                                                 きむら ゆういち                                   偕成社                                             

3 おふろだいすき！ぷっぺ                                                                                                                                                                                                                           よしなが こうたく                                 小学館                                             

3 チリとチリリゆきのひのおはなし                                                                                                                                                                                                                   どい かや                                         アリス館                                           

3 まわるおすし                                                                                                                                                                                                                                     長谷川 義史                                       ブロンズ新社                                       

3 風立ちぬ                                                                                                                                                                                                                                         宮崎 駿                                           徳間書店                                           

 

1 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

2 赤い指                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         講談社                                             

2 プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         幻冬舎                                             

4 海賊とよばれた男  下                                                                                                                                                                                                                             百田 尚樹                                         講談社                                             

4 白ゆき姫殺人事件                                                                                                                                                                                                                                 湊 かなえ                                         集英社                                             

4 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

 

小 説 絵 本 

ＹＡフェア「ミステリーが好き！」 
「このミステリーがすごい！大賞」の書籍化される
１月。日本人は本当にミステリー好き。どんどんレ
ベルが上がって謎解きも難しくなっています。 
ミステリー初心者の方でも楽しめる。そして段階を
おって難読ミステリーにも挑戦できるように、ミス
テリーお勧め本や、ミステリー本の紹介本をそろえ
てみました♪ 
 
 


