
だ 書 館 よ り 図 
２０１９ 

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  

 ３月 ９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 ９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２３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.１１８ 

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 ９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２０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  

月末休館日 

「十河文書研究会  

第１０回連続講座 」 

 」 

おはなし会 

やさしい詩講座 

読書会 

おはなし会 

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。 

丹原図書館  

２月１１日（月）～２月１７日（日） 

西条図書館  

２月２１日（木）～２月２８日（木） 

東予図書館 

３月 １日（金）～３月１５日（金） 
照明・トイレ更新工事のため、例年より長期休館します 

小松温芳図書館 

３月 ８日（金）～３月１４日（木） 

 

★休館日にご注意ください 

【２月】 ２／２１（木）～ ２／２８（木） 特別整理期間（月末休館日含む） 

【３月】 ３／３１（日）  月末休館日 

  

 

  

３／１（金）～３／３０（土） 西条図書館１階アクアフォーラム 
『自殺対策強化月間』 特別展 

３月は自殺対策強化月間です 

西条図書館においても、高齢の方へのこころのサポ

ートを中心に、困ったときや悩みを抱えた時に、そ

っと寄り添ってくれるような本のご紹介をします。 

 

●期間 ３月１日（金）～３月３０日（土） 

●場所 西条図書館１階アクアフォーラム 

みんなで支えあい、かけがえのないいのちを守りま

しょう 

 
   

  
 

 

 

囲碁講座 



『いちばんどりいちぬけた』 
 

日隈 みさき／作 
２０１９．１  あかね書房 

朝を知らせるいちばんどりが、ある日、鳴くのをや
めちゃった！？ いちばんどりの一族が、一列にな
ってどんどん進み…。いちばんどりの旅を「いち」
づくしで楽しむ絵本。 

『まなざしが出会う場所へ』 
 

渋谷 敦志／著 
２０１９．１  新泉社 

どうして見つめ返すのか。困難を生きる人びとの
眼を…。紛争や災害の現場を取材し、困難を生き
る人びととわかりあえないことに苦悩しつつ、
「共にいられる世界」を切実に求めて旅する著者
が自らに問うルポルタージュ。 

『たまご×ワタナベマキ=ソース』 
 

ワタナベ マキ／著 
２０１９．１  誠文堂新光社 

たまごは「ソース」感覚で料理にまとわせること
で、さまざまな味わいに変化する。野菜、肉、魚
介、ごはん、めんとたまごソースを組み合わせた
レシピを多数紹介する。「たまごサンドブック」
「たまごおやつブック」も収録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 １４ひきのぴくにっく いわむら かずお                                   童心社                                             1986 

1 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる                                       こぐま社                                           1978 

3 おべんとうバス 真珠 まりこ                                       ひさかたチャイルド                                 2006 

３ 恐竜トリケラトプスうみをわたる 黒川 みつひろ                                     小峰書店                                           2013 

3 かえってきたへんしんトンネル あきやま ただし                                   金の星社                                           2014 

 

山岳フェア「登山史」 
日本では、古来より山は「神」とされ、山に登ることは、

ｽﾎﾟｰﾂや、娯楽ではなく、信仰の一つの形でした。 

そしてその後、明治初期に、今のような近代登山がはじ

まり、現在では、それぞれの人が、いろいろな登山の楽

しみ方をしています。 

そんな登山の歴史を紐解いてみましょう。 

一般フェア「一流は一流を知る」 

３月は年度末総決算の月。 

一年を振り返り反省している人や、もう既に前を向い

て新たな目標を掲げている人もいるのではないでし

ょうか。４月からの新たなスタートの準備のために 

またステップアップのひとつとして多分野で活躍す

る「一流」といわれている方からの教えや、その道の

プロの方からの技や物の紹介をします。 

「一流」のものに触れることで「一流」の刺激をうけ 

今後に生かしてみてはいかがでしょう。 

ＹＡフェア「家族」 
近年ここ西条市でも、国際交流の場として、日本に滞在する外

国人を受け入れる家庭、ホスト・ファミリーの輪を広げたり、

国際結婚なども増えてきました。母子家庭、父子家庭、三世代

家族に、核家族（父母子のみ）など家族の形も多様化していま

す。家の中のことは家のものしか分からない。隣の家族がどん

な家族か、どんなつながりがあり、どんな愛の形があるの

か・・・。分からないながらも本を通して想像し、何かしら考

えが変わることもあると思います。 

「家族」という永遠のテーマを取り上げました。ご覧下さい。 

児童フェア「成長をかんじるえほん」 
卒園や卒業の３月。来月からはひとつ上の学年になりま

す。毎日の生活の中で、洋服のサイズが合わなくなった

り、できなかったことができるようになったりして、大

きくなったなと思う瞬間はありましたか。 

今月は、心も体も大きくなるこどもたちの成長が感じら

れる絵本を集めました。 

親子で読んで今年一年でどれだけ成長したか振り返っ

てみてはいかがでしょうか。 

特設フェア 
「わたしを動かすもの」 
あたらしい年のはじまりはいつも希望に満ち溢れて

います。 

今回のテーマは「わたしを動かすもの」 

いつもそばにいる人やモノ、それともあこがれの誰

かでしょうか。思い浮かぶそれを深めてみたり、無

限の可能性に想いを馳せてみたり… 

あなたを動かすものは何ですか？ 

『散歩するネコ』 
 

群 ようこ／著 
２０１９．１  角川春樹事務所 

しっかり者で親切なクマガイさん、「旅人」を
していたコナツさん…。個性的で優しい「れん
げ荘」の住人たちに囲まれて、キョウコは今日
ものんびり幸せに暮らしています－。「れんげ
荘」シリーズ第４弾。 

えほん 

 
一般技術 

 

一般文学 

 

一般文学 

 

1 コンビニ人間                                                                                                                                                                                                                                     村田 沙耶香                                       文藝春秋                                           2016 

2 マスカレード・ナイト                                                                                                                                                                                                                             東野 圭吾                                         集英社                                             2017 

3 マスカレード・ホテル                                                                                                                                                                                                                             東野 圭吾                                         集英社                                             2011 

3 サラバ！  上                                                                                                                                                                                                                                     西 加奈子                                         小学館                                             2014 

3 人魚の眠る家                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         幻冬舎                                             2015 

 

 
 
   

  

  

  

 


