
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１0／15（水）は17時までの開館、  

10／16（木）臨時休館いたします。 

ご注意ください。 

 1   2   3   4  

 5   6   7   8 寒露  9 10 11 

12  13 体育の日 14  15  16  17  18  

19  20 秋の土用入り 21  22  23 霜降 24 25  

26  27  28  29  30  31    

 

西条図書館 １０月号 NO.６５ 

２０１４ 書 館 だ よ り 図 

開館17時まで 臨時休館日 

月末休館日 

※10／15（水）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（木）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。 

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１１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２２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 

 

おはなし会 

 

おはなし会 

 

読書会 

囲碁講座 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

※入門編の受付は終了しました 

●10／15（水）17 時まで開館  

●10／16（木）臨時休館日 

●10／31（金）月末休館日 

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★ 

 

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＊ 
 

読書会 『輪読会』定員２０人 
１０月１１日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

１０月１１日・２５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 

１０月２５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 市民講座受講者募集中！ 

「病気を予防してより健康に生きるために 

～生活習慣病を予防するために注意することは？～」 

日 時：平成 26年 10月 5日（日）  

14：00～16：00 

場 所：西条図書館 2階会議室 

講 師：帝京大学薬学部教授 薬学博士  金子 希代子 氏 

※１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

かねこ きよこ 

【ぴよぴよおはなし会】会場は 

１階おはなし室になります♪ 

☆市民講座 
「病気を予防してより 

健康に生きるために」 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般フェア「生命のごちそう いただきます！」 

カキ、クリ、イチジク、サンマ…１０月は実りの

秋、美味しい食べ物をたくさん食べたいものです。

しかし、今その「食」が揺らいでいます。 

不規則な食事や偏食、食品添加物の問題や食品偽

装、「食」の海外への依存など様々な問題が起きて

います。本当に美味しい食べ物とは何でしょうか。 

「食欲の秋」のこの季節、身近な「食」について 

見つめ直してみませんか。 

児童フェア「親子で楽しむ絵本」 

絵本の中には、子どもだけでなく、大人の心を掴

む絵本もたくさんあります。 

１０月は、読書週間のはじまる月。 

今月は、親子で楽しんでもらえるような絵本を紹

介します。 

特設フェア「わたしの一冊」に出会う本棚  
１０月２７日～１１月９日は、第６８回読書週間

です。今年の標語は「めくる めぐる 本の世界」 

さまざまなテーマの本棚をご用意しました。 

あなたにとっての、あの場面、あの瞬間、今の気

持ちに、そっと寄り添ってくれるような本と出会

い、その先にある本の世界の入り口へご案内でき

ればと思います☆♪ 

ＹＡフェア「ＳＦ」 
秋の夜長に、腰をすえてＳＦを読んでみません

か。ＳＦは、好き嫌いが大きく分かれます。読ま

ず嫌いをせずに、読んでみてはどうでしょう。 

ＳＦでも、ちゃんと恋愛あり、推理あり、冒険あ

りなのです。 

山岳フェア「山の小説」 
秋の夜長に、山岳小説を。 

あんな山、こんな山。行ったことのある山、行っ

たことのない山想像しながらわくわくしながら読

んでください。 

★一般★ ★児童★ 

『流転の歌人柳原白蓮』 
馬場 あき子／著 
林 真理子／著 

201４.８ ＮＨＫ出版 
明治・大正・昭和という時代に翻弄されながら、
美貌の歌人として生き、自らの人生を切り拓い
た女性・柳原白蓮の生涯を写真とともに紹介。
馬場あき子選１００余首、林真理子×東直子の
対談も収録。 

『荒神絵巻』 
宮部 みゆき／原作 

  こうの 史代／絵と文 
201４.８ 朝日新聞出版 

『朝日新聞』で連載された宮部みゆきの小説「荒
神」の挿絵４０３点全点と描き下ろしの絵を、
書き下ろしの文章と共にオールカラーで収録す
る。もうひとつの「荒神」の世界が楽しめるス
トーリーブック。 

『じつはよるのほんだなは』 
 

澤野 秋文／作 
201４.８ 講談社 

夜の本棚を見た事がありますか？ 実は、本か
ら挿絵の動物や登場人物が飛びだして大騒ぎ。
見張りの犬張子のこたろうが居眠りをしてしま
ったので、自分の本に戻らない挿絵がいて…。 

『どうぶつまぜこぜあそび』 
サトシン／さく 
ドーリー／え 

201４.８ そうえん社 
どうぶつたちがまぜこぜあそびをしているよ。
「ぼく、こあらいおん」「おいら、あざらっこ」
「ぼくは、ぱんだるー」「わたし、きつねずみ」 
なにとなにがいっしょになったか、わかるか
な？ 

 

一般文学 

一般文学 

えほん 

えほん 

 1 舟を編む                                                                                                                                                                                                                                         三浦 しをん                                       光文社                                             

2 プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         幻冬舎                                             

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

2 少女像（ブロンズ）は泣かなかった  上                                                                                                                                                                                                             内田 康夫                                         埼玉福祉会                                         

5 春遠からじ                                                                                                                                                                                                                                       北原 亞以子                                       ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

5 村上海賊の娘  下巻                                                                                                                                                                                                                               和田 竜                                           新潮社                                             

 

 1 １４ひきのおつきみ                                                                                                                                                                                                                               いわむら かずお                                   童心社                                             

2 おつきさまこんばんは                                                                                                                                                                                                                             林 明子                                           福音館書店                                         

2 借りぐらしのアリエッティ                                                                                                                                                                                                                         メアリー・ノートン                                 徳間書店                                           

4 くものこくーのかぞくでおでかけ                                                                                                                                                                                                                   さとう めぐみ                                     教育画劇                                           

4 ニンジャさるとびすすけ                                                                                                                                                                                                                           みやにし たつや                                   ほるぷ出版                                         

4 赤毛のアン                                                                                                                                                                                                                                       Ｌ・Ｍ・モンゴメリー                               徳間書店                                           

 


