
＊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 
１月１４日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編・中級編』 

１月１４・２８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 

１月２８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 

 

＊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 
２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・中級編』 

２月１１・１８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 

２月１８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 節分  4 立春 

 5  6  7  8  9 10 11 建国記念の日 

12  13  14  15  16  17  18 雨水 

19 20 21 22 23 24 25 

26  27  28   

西条図書館 ２月号 NO９３ 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

２０１７ 書 館 だ よ り 図 

館内資料点検のため、図書館は休館となります。 
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２日（木）～３月８日（水） 

丹原図書館  

３月１２日（日）～３月１８日（土） 

（小松温芳図書館は終了しました） 

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    ２月 ４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    ２月１５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★ 

 

おはなし会 

読書会 

おはなし会 

特別整理期間（2１日～2７日） 

月末休館日 

★休館中のブックポストご利用の注意★ 

以下の資料は破損等の恐れがあるため、ブックポストへご返却いただけません。 

あらかじめご了承ください。開館時にカウンターでのご返却をお願い致します。 

ＡＶ資料 ／ 紙芝居 ／ 付録ＣＤ付き資料 

★休館日にご注意ください 

２／２１～２／２７ 特別整理期間 

２／２８ 月末休館日 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

囲碁講座 

おにはそと 

ふくはうち 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア「答えはいつも、図書館の中に。」 
図書館の「秘密」をご存知ですか？ 

ここには世界中のすべてが０～９の分類に分かれ

て、詰まっているということ。ずっと探し続けてい

た答えが、本棚に眠るあの本の一文に書かれている

かもしれません。 

毎日を心地よく過ごすために、変化し続ける世界と

日本を多面的に見つめ直す本。知らずにいた社会生

活の基本やマナーを知る本をご紹介。その答えを自

分で導き出していただくヒントになればと思いま

す。今年もあなたにとって大切な本に出会う、あた

らしい旅のスタートです。 

山岳フェア「山×科学」 
山は自然の学校。学べることはたくさんあります。今
月は、そんな中から気象や動植物、地形の成り立ちな
ど山と科学に関する本をご紹介します。知れば納得、
登山の楽しみが増えるかも？ 

ＹＡフェア「海外文学がアツイ！」 
２０１６年１１月『ハリー・ポッターと呪いの子』が
出版されて話題になりましたが、海外から入ってくる
書籍は、海外で受賞して、注目を集めている本が多い
ため、その内容も充実した面白さですし、訳される方
にとっても腕の見せ所で、読みやすくわかりやすい文
章が魅力的だったりします。 
 ぜひ、メジャーなものだけでなく、この機会に海外
の文学にふれて、海外文学を身近なものに感じてくだ
さい。 

児童フェア 
「王さま・女王さまのえほん」 
たまごがだいすきな王さま、よくばりな王さま、とて
も心のやさしい王さま・・・絵本に登場する王さまは、
ちょっとわがままだったり、なまけものだったりする
けれどとても魅力的。遠くかけ離れた存在のはずなの
に、不思議と親近感がわきます。 
今月は、そんな魅力のつまった王さまのえほんを紹介
します。 

一般フェア「挑戦の扉」 

2月は受験やマラソンなどチャレンジの多い月です。

やってみたいけど何となくできていないこと、チャレ

ンジしてみたいけど難しそうだなと思っていること

は、たくさんあるのではないでしょうか。今月は、そ

んな最初の一歩を踏み出すために役立つ本をご紹介

します。 

『オオカミから犬へ！』 
 

ハドソン・タルボット／作・絵 
真木 文絵／訳 

２０１６．１２ 岩崎書店 
人と犬はどうして親友になったの？ はじまり
は、ずっとずっと昔のこと。少年と子どもオオカ
ミの、こんな出会いだったのかもしれません…。
人と犬の出会いと進化の旅を描いた物語。 

『お母さん、旅はじめました』 
 

後藤 由紀子／著  
２０１６．１２ 光文社 

子育てもひと段落したお母さんの久々の旅。気
持ちよく出かけるためには？ 静岡県沼津市の
雑貨店「ｈａｌ」オーナーによる、お母さんの
視点から見た旅の指南書。予算から持ち物まで、
すべてお見せします。 

『ペンギンが教えてくれたこと』 
 

キャメロン・ブルーム／著 
ブラッドリー・トレバー・グリーヴ／著 

２０１６．１２ マガジンハウス 
事故で脊髄を損傷したサム。絶望の淵に立たさ
れた彼女と家族の心を救ったのは、同じように
けがを負いながら立派に回復してみせた鳥だっ
た－。人生の意味、心の絆とは何かを問う温か
なノンフィクション。写真も豊富に掲載。 

『マカロンはマカロン』 
 

近藤 史恵／著 
２０１６．１２ 東京創元社 

下町のフレンチレストラン、ビストロ・パ・マ
ルのシェフは謎を鮮やかに解く名探偵。ブーダ
ン・ノワール、豚足料理、マカロン、ベリーの
タルト…。絶品料理の数々と極上のミステリを
どうぞ！ 『ミステリーズ！』掲載を書籍化。 

一般歴史 えほん 

一般文学 一般文学 食いしん坊 
万歳 

1 となりのトトロ                                                                                                                                                                                                                                   宮崎 駿                                           徳間書店                                           

2 猫の恩返し                                                                                                                                                                                                                                       柊 あおい                                         徳間書店                                           

3 １４ひきのぴくにっく                                                                                                                                                                                                                             いわむら かずお                                   童心社                                             

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

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

 

1 下町ロケット                                                                                                                                                                                                                                     池井戸 潤                                         小学館                                             

1 望郷                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         文藝春秋                                           

1 村上海賊の娘  上巻                                                                                                                                                                                                                               和田 竜                                           新潮社                                             

1 羊と鋼の森                                                                                                                                                                                                                                       宮下 奈都                                         文藝春秋                                           

1 人魚の眠る家                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         幻冬舎                                             

 


