
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 清明 

6 7 8 9 10 11 12 

13 
  

14  15  16  17 春の土用入り 18  19  

20 穀雨 21 22 23 24 25 26 

27  28  29 昭和の日 30   

２０１４ 書 館 だ よ り 図 

西条図書館 ４月号 NO.５９ 

 

 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

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★ 

 
 

●毎 月● 第２・第４土曜日（月２回） 

○時 間○ 入門編 １３時～１４時 ／ 初級編 １４時～１５時 ／  

中級編 １５時～１６時 

●対 象● 小学生以上   一般の方も受講いただけます 

○定 員○ 入門編 ２０名 ／ 初級編 ５名 ／ 中級編 ６名                     

●講 師●  梶本 環 氏 

 

 

文学講座 

おはなし会 読書会 

囲碁講座 

囲碁講座 

やさしい詩講座 おはなし会 

月末休館日 

201４年第 5６回  
こどもの読書週間  

子ども読書の日 

＊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 

４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 
４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』 

４月１２日・２６日（土） 入門編 １３時～ １４時 

              初級編 １４時～１５時 

                中級編 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 

４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 

 

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     ４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      ４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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳フェア「花を見に、山へ」 
春が来ると、花が咲きはじめます。山に咲いている

花の名前を覚えたり、花を見るために山に登るのも

いい季節になります。山に登る楽しみを一つ増やし

て、山に登るきっかけにしてみましょう。 

児童フェア「はじめて」 
４月、新学期もはじまり、あたらしい生活がスタ

ートします。こどもたちはひとつ学年が上がり、

いろいろはじめて体験することが多い時期です。

はじめてのことは、とまどうこともあるけれどド

キドキ・ワクワクしますよね！！そんなはじめて

の体験を一緒にできるような絵本を集めました。 

 

特設フェア「愛されつづける絵本」 
４月２３日は「子ども読書の日」 

４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」

です。世代が変わっても愛されつづける絵本を、

主役のこどもたちと一緒に、大人の方にも読んで

もらいたいという願いを込めて選びました。読書

の魅力をこどもたちに伝えていただければと思

います。この機会にぜひ、日常に絵本を♪ 
 
 

一般フェア「新生活にカンパイ！ 
         ～０からはじめよう～」 
新しい年度の始まり、４月のフェアということも

あり、起業・転職・転身など、“ゼロから何かを始

める”人に役立つ、またそんな新人たちを応援・

サポートするテーマにしました。 

ＹＡフェア「４月からスタート！ 
       ＹＡ向き図書館の使い方①」 
新年度を迎え、西条図書館ヤングアダルトコーナ

ーもますます充実しました。そこで、今までご利

用のなかった方にも是非ご利用いただくため、Ｙ

Ａコーナーのみならず、図書館の使い方を、毎月

シリーズでご紹介いたします。 

『ラブ・オールウェイズ』 
小手鞠 るい／著 
201４.２ 祥伝社 

ふっと君が消えてしまうんじゃないかと思って-。
涙がでるほど恋してる。急逝した絵本作家・伊藤
正道の遺作と共に贈る、20 年にわたって恋人たち
が書き紡いだ物語。『FeelLove』連載を単行本化。 
 

一般文学 

『園児べんとう 
はじめてママも OK!まいにち完食!』 

長谷川 りえ／著 
201４.２ 枻出版社 

自分のおべんとうを作ったことのあるママでも、
園児のとなると戸惑うこともいっぱい。そんなマ
マの不安を解消する、基本のおべんとう作りや、
おべんとうのおかず&ご飯を紹介します。1 か月
おべんとうカレンダーも掲載。 

一般技術 

『はじめまして』 
近藤 薫美子／作・絵 

201４.２ 偕成社 
春、夏、秋、冬。季節はめぐりますが、どんな 1
日も、晴れやかな「はじめまして」に満ちていま
す-。1 本の桜の木をめぐるさまざまな「はじめま
して」を、豊かに、たからかに描いた絵本。 

えほん 

『京都さくら散歩』 
水野 克比呂／著 

201２.３ 光村推古書院 
平安京の時代から「花の都」と称えられる京都。
古社寺の典雅な建造物を背景にくりひろげられる
艶やかな桜風景の数々を紹介する。各写真に簡単
な解説と、古社寺の所在地・拝観時間・アクセス
等のデータ付き。 

一般芸術 

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

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                                             

1 恐竜トリケラトプスの大めいろ                                                                                                                                                                                                                     黒川 みつひろ                                     小峰書店                                           

1 ミッケ！  ８                                                                                                                                                                                                                                     ウォルター・ウィック                               小学館                                             

1 バムとケロのもりのこや                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文溪堂                                             

 

1 小さいおうち                                                                                                                                                                                                                                     中島 京子                           文藝春秋                                           

1 プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         幻冬舎                                             

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

4 くじけないで                                                                                                                                                                                                                                     柴田 トヨ                                         飛鳥新社                                           

4 利休にたずねよ                                                                                                                                                                                                                                   山本 兼一                                         ＰＨＰ研究所                                       

4 ストーリー・セラー                                                                                                                                                                                                                               有川 浩                                           新潮社                                             

 


