
＊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 
３月１２日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

３月１２・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 

３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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1   2   3   4   5 啓蟄 

 6  7  8  9 10 11 12 

13  14  15  16  17 彼岸 18 19 

20 春分の日 

春分 
21 振替休日 22 23 24 25 26 

27  28  29  30  31   

西条図書館 ３月号 NO.８２ 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

２０１６ 書 館 だ よ り 図 

おはなし会のおしらせ（西条ひかりの子文庫） 
 

ぴょんぴょんおはなし会    ３月１２日（土） 

毎月第２土曜 対象：幼児から   15 時～16 時 

●開催場所：１階おはなし室 
 

ぴよぴよおはなし会    ３月１６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 

●開催場所：１階おはなし室 

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★ 

 

「連続講座 第 2 回目 

十河信二文書で読む鉄道史」 

★十河文書研究会連続講座 受講者募集★ 

十河信二が教えてくれるもの 

～資料と共に過去から未来へ～ 

連続講座 第２回目 

「十河信二文書で読む鉄道史  

 ～昭和３０年代前半の日本国有鉄道～」 

１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

日 時 ： 平成 2８年 ３月 ５日（土）  

  13：30 ～ 15：00 

場 所 ： 西条図書館 2 階会議室 

講 師 ：                 加藤 新一 先生 

 

鉄道史研究家 

十河文書研究会 

●毎 月● 第２・第４土曜日（毎月２回の講座です） 

○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 １０名 ／中級編 若干名                    

●講 師●  梶本 環 氏 

 

 初級編の募集は終了 

読書会 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

おはなし会 

おはなし会 

囲碁講座 

月末休館日 

★２月の休館日 

２/２２（月）～２/２９（月） 

特別整理期間（休館日含む） 

 

★３月の休館日  

３/３１（木）月末休館日 

   
  

   
  

   
  

     
   
  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 舟を編む                                                                                                                                                                                                                                         三浦 しをん                                       光文社                                             

2 日暮らし 下                                                                                                                                                                                                                                     宮部 みゆき                                       講談社                                             

2 死神の精度                                                                                                                                                                                                                                       伊坂 幸太郎                                       文藝春秋                                           

2 パラドックス１３                                                                                                                                                                                                                                 東野 圭吾                                         毎日新聞社                                         

2 村上海賊の娘  上巻                                                                                                                                                                                                                               和田 竜                                           新潮社                                             

 

特設フェア「Let’s Challenge！」 
２０１６年、新たな一年が始まります。 

気持ちも新たに、「何かはじめよう」と目標を立て

る人も多いのではないでしょうか。 

そこで、様々な分野から初心者でも分かりやすい入

門書をご紹介します。 

自分の生活をより快適に、さらには人生がより豊か

になるような、そんな一冊を見つけてみませんか。 

山岳フェア「山の楽しみ再発見！」 
「山に登る」と一言で言っても、楽しみ方は十人
十色。山頂に到達した時の達成感はもちろん、山
で見るもの、感じるものは様々あります。今月は
そんな山の楽しみについての本をご紹介します。
あなたなりの山の楽しみを探してみませんか。 

ＹＡフェア「旅にでよう！」 
別れや出会いがもうそこに来ている。そんな、な
んとなく、落ち着かない季節になりました。そん
なときには旅に出てみましょう。 
もちろん、本当の旅に出てもいいのですが、本を
読んで旅に出た気分を味わってみませんか？そし
て、いろんな人の視線でみたあれやこれや。きっ
と楽しいと思います。 

一般フェア「五感で楽しむ本の旅」 

本を読むとき、私たちは色々な感覚を研ぎ澄ましてそ

の世界に入り込んでいます。 

文字で描かれた風景を眺め、おいしそうな料理を味わ

い、そのあたたかさに触れることができます。 

今回は、その「感覚」に焦点をあてて本をご紹介しま

す。 

私たちの中にある五感、「味覚」、「触覚」、「視覚」、「聴

覚」、「嗅覚」をキーワードに、それぞれを使って楽し

んで頂ける本を集めました。 

様々な感覚、様々な視点で、本の世界を自由に楽しん

でいただければと思います。 

児童フェア「卒園･入学おめでとう！」 

春から小学生になるこどもたち、ご卒園･ご入学お
めでとうございます。あと１ヶ月で小学生。入学
の準備はできていますか？小学校ってどんなとこ
ろかな？お友だちできるかな？期待に胸をふくら
ませながらも、不安がいっぱいのこの時期、不安
を解消して学校に行くのが楽しみになるような絵
本を集めました。絵本で心の準備もしっかりして、
入学に備えましょう。 

『はたらく船大図鑑 ３』 
 

池田 良穂／監修 
２０１６．１ 汐文社 

人びとの生活を支える「はたらく船」。３

は、地球深部探査船や南極観測船、海洋観

測船など、調査する船を取り上げ、写真や

データとともに紹介する。海の安全をまも

る船、ミニ知識なども収録。 

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。 

東予図書館 

３月 １日（火）～３月 ８（火） 

小松温芳図書館 

３月 ９日（水）～３月１７日（木） 

 

『異類婚姻譚』 
 

本谷 有希子／著 
２０１６．１ 講談社 

専業主婦の私は、ある日、自分の顔が夫と

そっくりになっていることに気付き…。「夫

婦」という形式への違和を軽妙洒脱に描い

た表題作ほか、自由奔放な想像力で日常を

異化する全４編を収録。 

児童技術 一般文学 

 

第１５４回 芥川賞・直木賞受賞作品

が決定しました！ 

 

●直木賞受賞 

「つまをめとらば」 青山文平 

2015.7 文藝春秋  

●芥川賞受賞 

「死んでいない者」 滝口悠生 

2016.1 文藝春秋 

「異類婚姻譚」 本谷有希子 

2016.1 講談社 

 

1 くろくんとなぞのおばけ                                                                                                                                                                                                                           なかや みわ                                       童心社                                             

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

3 千と千尋の神隠し                                                                                                                                                                                                                                 宮崎 駿                                           徳間書店                                           

3 からすのおかしやさん                                                                                                                                                                                                                             かこ さとし                                       偕成社                                             

3 ミルクこぼしちゃだめよ！                                                                                                                                                                                                                         スティーヴン・デイヴィーズ                         ほるぷ出版                                         

 


