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西条図書館 ９月号 NO.2８ 

 

 

２０１１ 書 館 だ よ り 図 
西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

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 

 今月のフェア 
★毎月テーマを決めて本のご紹介をしています 

月末休館日 

文学講座 

読書会 

おはなし会 囲碁講座 

おはなし会 

文学講座 『古典文学～源氏物語』定員５０人 

９月 ６日（火）  １０時 ～ １１時３０分 

講師：県生涯学習推進講師 藤田道也氏 

読書会 『輪読会』定員２０人 

９月１０日（土） １３時３０分 ～ １５時 

＊講座の受講は事前にお申し込みが必要です＊ 

囲碁講座 『誮でもわかる！入門編』 

９月１０日（土）  １４時 ～ １６時 

 

 

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 

毎月第２土曜 対象：幼児から 

９月１０日（土） 

15 時 ～ 16 時 

ぴよぴよおはなし会 

毎月第３水曜 対象：０～３歳児 

＊２回ともに同じ内容です 

９月２１日（水） 

① 10 時 ～ 10 時 30 分 

② 10 時 30 分 ～ 11 時 

 

ふるさと出前塾 

★第 6 回ふるさと出前塾  受講者募集 

「地域に根ざしはじめたアート ～京都・金沢・西条～」 

９月 ３日（土） １３時３０分  ～ １５時 

西条図書館２階会議室 （要申込） 

講師：矢原 繁長（やはら・しげなが）氏  

一般フェア 「ＭＵＳＩＣ」 

芸術の秋です。 

９月４日は「クラシックの日」に制定されています。 

普段、あまりクラシックに馴染みのない方にも手に取

っていただきやすい本を集めてご紹介します。 

企画展示 「金子みすゞさんの心温まる詩の世界」 

金子みすゞさんと矢崎節夫さんの本を中心に、同時代

に活躍された詩人の方々の本をご紹介します。 

 

 

児童フェア 「おじいちゃん・おばあちゃんありがとう」 

９月１９日は「敬老の日」です。 

みんなの大好きなおじいちゃん・おばあちゃんへ、感謝の

気持ちを考えていただくきっかけになるような本を選び

ました☆ 

ＹＡフェア「ヤングアダルト選書上半期ベストリーダー発表！」 

ＹＡ選書はコーナー内で特にお勧めの５００冊です。 

２０１１年４月～９月までの上半期ベスト４を発表しま

す！！ぜひ、貸出しのご参考にどうぞ♪ 

山岳フェア 「山でみる花」 

 秋の山を楽しもう！高山植物と山野草の本をご紹介♪ 

 

十河信二先生 

 

十河信二先生顕彰シンポジウム 「新幹線の生みの親 十河信二さんと西条市」 

日時：平成２３年９月２４日（土） １３：００～１６：００  

場所：西条国際ホテル 入場無料 （要申込） 

 

 

顕彰シンポジウム 

中秋の名月 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の使い方 ⑰ 

汚損・破損本について 

貸出と返却の際に図書の冊数と状態の確認をさせてい

ただいております。確認が終わるまでは、しばらくお待ちく

ださい。 

また、読書中に本の汚損や破損を見つけた際には、お

手数ですが返却時にお知らせください。ご協力よろしくお

願いします。 

なお、本の破れやページの外れを見つけた場合は、ご

自身で修理しないでください。特に、ご家庭にあるセロハ

ンテープ等を貼らない様にしてください。図書専用のテー

プ等で修理を行っておりますので、かならずそのままの

状態でお持ち下さいますようお願いします。 

 

＊わからない時には、お気軽に職員にお声がけください☆ 

 

 

秋の夜長に、推理小説★ 

「アンダルシア」 真保 裕一/著 （講談社） ２０１１．６ 

「ヨーロッパの小国・アンドラで殺人事件発生。外務省邦人保護担当の黒田は

現地に向かい、ひとりの日本女性と出会う。彼女は何者なのか。ふくれあがる

疑念とともに、黒田にも危険が迫り…。外交官黒田康作」シリーズ第３弾。 

「黄泉から来た女」 内田 康夫/著 （新潮社） ２０１１．７ 

鶴岡市で発見された白骨死体。天橋立で「アマテラスの子」と呼ばれる静香。

彼女の母が捨てた故郷・鶴岡から謎の女が訪ねて来る。時を越えた女たちの

因縁が、浅見光彦の名推理を妨げる！ 

 

西条市出身のサッカー選手☆ 

長友 佑都 （ナガトモ ユウト）の自伝！！ 

「日本男児」 長友 佑都/著 （ポプラ社） ２０１１．５ 

５年前、明治大学のサッカー部の応援で太鼓をたたいていた長友

佑都は、なぜ世界一のクラブチーム・インテルに入ることができたの

か？ 今、最も“熱い”甴が、これまでの軌跡の全てを綴る。 

 

 

 

「異境」 堂場瞬一/著 （小学館） ２０１１．６ 

上司との対立から本社社会部を追われた新聞記者・甲斐。失踪した後輩の行方を

追ううち、県警の腐敗した内情と謎の外国人犯罪集団に行きつく。情報を握る女性

刑事・翔子は味方かスパイか…。 

「逃亡医」 仙川 環/著 （祥伝社） ２０１１．８ 

肝臓移植のドナーになるはずだった心臓外科医が失踪した。彼のかつての恋人か

ら捜索を頼まれた元刑事の鹿川奈月は甴の生まれ故郷を訪ねるが、以前そこにい

た人間は別人だった。甴は何者なのか？ 

「化合」 今野 敏/著 （講談社） ２０１１．７ 

板橋区内の公園でイベントサークルの主宰者が殺された。スピード解決を目指すエ

リート検事は容疑者を固める。検事主導の捜査本部に、若き刑事は抗えるのか。 

◆ 先月のトピックス 

８月２０日（土） 西条図書館二階の会議室にて 

第１回講座 「彫刻家 伊藤五百亀 （いとういおき）」 

～ 作品とその人となり ～ 

を開講し、たくさんの方に受講いただきました。 

講師は、愛媛県美術館の学芸員 梶岡秀一氏です。 

五百亀氏の作品は、西条市各所で目にすることができます。

西条市のホームページでは、五百亀氏の略歴や設置場所と

その彫刻を写真でご紹介しております。西条図書館にも五百

亀氏の作品を設置しております。ご来館の際には、ぜひご鑑

賞ください。本講座は全３回。次回１０月２２日の予定です。 ＊８/２４付ランキングです 

絵 本 

小 説 

1 バムとケロのもりのこや                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文溪堂）                                             

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

2 ミリーのすてきなぼうし                                                                                                                                                                                                                           きたむら さとし                                   （ＢＬ出版）                                           

4 アンパンマンをさがせ！ ３                                                                                                                                                                                                                       やなせ たかし                                     （フレーベル館）                                       

4 ハウルの動く城                                                                                                                                                                                                                                   ダイアナ・ウィン・ジョーンズ                       （徳間書店）                                           

4 火垂るの墓                                                                                                                                                                                                                                       野坂 昭如                                         （徳間書店）                                           

4 バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

4 バムとケロのさむいあさ                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

4 ミッケ！ ３                                                                                                                                                                                                                                     ウォルター・ウィック                               （小学館）                                             

4 ミッケ！ ５                                                                                                                                                                                                                                     ウォルター・ウィック                               （小学館）                                             

4 いじわるなないしょオバケ                                                                                                                                                                                                                         ティエリー・ロブレヒト                             （文溪堂）                                             

 

1 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         （新潮社）                                             

1 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         （講談社）                                             

3 赤い指                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         （講談社）                                             

3 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         （新潮社）                                             

3 プラチナデータ                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         （幻冬舎）                                             

 

★おすすめの新着本のご紹介です 「秋」の新着本 

 


