
 

＊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１０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』 

 ３月１０・２４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２４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★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1   2   3  

 4   5   6 啓蟄  7  8  9 10 

11  12  13  14  15  16  17  

18 彼岸 19 20 

 

21 春分の日 

春分 
22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  

西条図書館 ３月号 NO.１０６ 

西条市大町 1590 

TEL   0897-56-266８ 

FAX   0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

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１０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 14 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   ※今月は第２水曜開催 

★休館日にご注意ください 

【２月】 ２／２１～２／２８ 特別整理期間（月末休館日含む） 

【３月】 ３／３１  月末休館日 

書 館 よ り 図 だ 
２０１８ 

月末休館日 

●毎 月● 第２・第４土曜日（毎月２回） 

           ※一年間を通しての講座になります 

○時 間○  １３時～１４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 （定員に達し次第終了）                  

●講 師●  梶本 環 氏 

 

 
ルールの 

わからない方対象！ 

おはなし会 
囲碁講座 

やさしい詩講座 

おはなし会 

読書会 

囲碁講座 

「十河文書研究会  

第７回連続講座 」 

 」 

★十河文書研究会連続講座 第７回受講者募集★ 
 

「鉄道人物列伝 

～井上勝・島安次郎・小林一三・五島慶太・十河信二～」 

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３０年 ３月２４日（土）  

  1３時３0 分～15 時０0 分 

場 所 ： 西条図書館 2 階会議室 

講 師 ：十河信二文書研究会 代表 

鉄道百五十年史 編集委員長 

東京大学名誉教授      原 朗氏 



『かたあしの母すずめ』 
 

椋 鳩十／作 大島 妙子／絵 
２０１８．１  理論社 

かたあしのすずめの巣がへびに荒らされ、たまごを
とられた。それから３日目の朝、かたあしのすずめ
はとなりの空き家のふろ場の煙突の中に巣をつく
り、せっせと仕事をしていたが…。気鋭の画家の絵
で味わう、椋鳩十の絵本。 

『みんなで！ひとりで！ 
たのしいトランプあそび』 

 
草場 純／ほか監修 

２０１８．２  ナツメ社 
ババ抜き、神経衰弱といった、だれでも楽しめる
有名なゲームから、家族や友だちと盛り上がれる
ゲーム、ひとりトランプ遊びまで、さまざまなト
ランプゲームのルールと進め方をイラストで紹
介。トランプマジック＆占いも掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア 
「本と３０年 これまでとこれから」 
今年で平成３０年となります。３０年という時間の

長さは、身近なようで遠く、月日の流れの早さを実

感している方も多いかと思います。 

過ぎ去った時間に想いをはせる、または、この３０

年で何が起こりどう変わったのかを知るために、さ

らには、これからの３０年のために必要な知識を得

るために、様々な角度からたくさんの本を紹介した

いと思います。 

これらの本を読まれて、みなさまが過去や未来への

想いや見識を深めていただければ幸いです。 

山岳フェア「はじめての登山」 
春なので、新しいことをはじめてみましょう。 
今年は、登山などはじめてみてはいかがでしょうか。 
初心者の方にうってつけの本を集めてみました。 

一般フェア「Ｔｈｅ☆伝説」 

３月は一年の総決算である年度末です。今年度も

人びとの記憶に残る様々な出来事がありました。

１０月には、えひめ国体も開催され、歴史・記憶

ともに残る出来事となりました。 

今回は長い歴史の中で語りつがれ、伝説となった

ものや、長い間第一線で活躍するスポーツ選手、

いわゆる「レジェンド」と呼ばれる人びと、また

これから伝説になるであろう近未来の技術など、

広く「伝説」を追体験できる本をご紹介します。 

ＹＡフェア「さようなら。」 
三月は「去る」。あっという間に過ぎていく毎日で
すが、でも名残惜しい、愛おしい日々でもあります。
３月の慌しさの中に別れや惜別の寂しさがあり、桜
の花の待ち焦がれる季節でもあります。色々な場面
でのさようならを取り上げて、フェア本を集めまし
た。どうぞ読んでください。 

児童フェア「ことばあそびえほん」 
今月は言葉のおもしろさを楽しめる絵本を集めま
した。 
同じ言葉で違う意味になったり、リズムにのって読
みたくなる早口言葉やしりとりなど、楽しい言葉あ
そびがいっぱいです。 
思わず口に出したくなることばあそびえほんで、親
子いっしょに楽しんでみませんか。 

『星空の谷川俊太郎質問箱』 
 

谷川 俊太郎／著 
２０１８．１  ほぼ日 

いい体って? 気持ちはどこへ去っていく? 人
は何をしに生まれてくるのか? 64 の質問に詩
人・谷川俊太郎が答える。詩やイラストも収録。
『ほぼ日刊イトイ新聞』掲載の質問と回答に書
きおろしを加えて単行本化。 

『もじ鉄』 
書体で読み解く日本全国全鉄道の駅名標 

 
石川 祐基／著 

２０１８．１  三才ブックス 
札幌市営地下鉄、東京メトロ、えちぜん鉄道、
土佐くろしお鉄道、沖縄都市モノレール…。日
本全国、北海道から沖縄まで、全 166社(路線)
の駅名標を書体とともに紹介。駅名標デザイン
のスタイル別アイコンも掲載する。 

一般文学 

 

児童芸術 

 

えほん 

 

鉄道ｺｰﾅｰ 

 

1 羊と鋼の森                                                                                                                                                                                                                                       宮下 奈都                                         文藝春秋                                           

1 マスカレード・ナイト                                                                                                                                                                                                                             東野 圭吾                                         集英社                                             

3 私の漂流記                                                                                                                                                                                                                                       曾野 綾子                                         河出書房新社                                       

3 みかづき                                                                                                                                                                                                                                         森 絵都                                           集英社                                             

3 ＡＸ                                                                                                                                                                                                                                             伊坂 幸太郎                                       ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

 

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

2 へんしんかいじゅう                                                                                                                                                                                                                               あきやま ただし                                   金の星社                                           

2 なわとびしましょ                                                                                                                                                                                                                                 長谷川 義史                                       復刊ドットコム                                     

2 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス                                                                                                                                                                                                             黒川 みつひろ                                     小峰書店                                           

2 がんばれ！ルルロロ おばけたいじ                                                                                                                                                                                                                 あいはら ひろゆき                                 ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

 

  
  


