
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.７０ 

２０１５ 書 館 た 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★ 

 
＊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』 

３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 

３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 

●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 ／ 初級編 若干名 ／ 中級編 若干名                    

●講 師●  梶本 環 氏 

 

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    ３月１4 日（土） 

毎月第２土曜 対象：幼児から   15 時～16 時 
 

ぴよぴよおはなし会     ３月１８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 

 

☆西条図書館 第５回市民講座受講者募集中！ 

「「台湾電力の父」松木 幹一郎の生涯 

～西条市出身の先人に学ぶ～」 

日 時：平成 2７年 ３月 ７日（土）  

1３：３０～１５：00 

場 所：西条図書館 2階会議室 

講 師：愛媛県職員 阿部 成久  氏 

楠河歴史研究会 松木 芳 氏 

※１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

おはなし会 
囲碁講座 

読書会 

やさしい詩講座 

囲碁講座 

月末休館日 

★２月の休館日 

２/２１（土）～２/２８（土）特別整理期間 

★３月の休館日 ３/３１（火）月末休館日 

☆市民講座 
「「台湾電力の父」 

松木 幹一郎の生涯 

おはなし会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童フェア「生まれる」 

春はそこまで来ています。 

自然が動き出し、新しいいのちも生まれるとき。 

そんな季節にふさわしい、自然や人・生きもの誕

生をテーマに絵本を集めました。 

4 月からの新しい生活を前に、心も明るくなるよ

うな絵本をそろえています。 

特設フェア「変えるもの×変わらないもの」 
お正月を迎えると新しい一年のはじまりです。 

変えたい！そのアクションの手助けになるアイデ

アの詰まった本をご紹介。今のライフスタイルに

自由な発想や新しい考え方を取り入れてみません

か？ 同時にご提案するのは、変わらないものの大

切さ。みなさんにとってのベーシック。オールド

ファッションであっても、居心地のよいホンモノ

を見極めるたのしさを見つけていただけるような

本をお届けします。 

今年もすばらしい一年になりますように。 

ＹＡフェア「働く」 
将来、やりたいことがある人も、まだ今は何にも

思いつかない人も。今から準備していても遅くは

ありません。こんな仕事があるんだ！この仕事に

つくには、こんな学校に行った方がいいんだな。

こんな仕事やってみたい！ということを思い浮

かべながら読んでみてください。 

山岳フェア「山で働く」 
山で働いている人は、どんな仕事をしているので

しょうか。山を生業にしている人の本を選んでみ

ます。 

一般フェア「行ってみたい日本の城」 

今、天空の城や各地で築城記念などが催され、城

に対しての関心が高まっています。 

県内でも「行ってよかった日本の城ランキング

2014」で松山城が 2位に選ばれています。 

今年３月には、国宝姫路城大天守保存修理工事が

終了し、再び姫路城の大天守が一般公開されま

す。観光の名所でもある、現存天守の城や今も姿

形が残っている城、すぐ観にいける城を中心に展

示し、より知識と理解を深めてもらえるよう、

色々な角度から城にまつわる本を紹介します。 

『３・１１と１・１７』 
 

小林 正典／著 
201１.１１ ビレッジプレス 

２０１１年３月１１日、東日本大震災。１９９
５年１月１７日、阪神・淡路大震災。世界の難
民・飢餓・子どもの問題を発表してきたフォト
ジャーナリスト小林正典が写した、２つの大震
災の写真をまとめる。 

『ほうれんそうはないています』 
鎌田 實／文 

長谷川 義史／絵 
201４.３ ポプラ社 

すくすく、すくすく。ほおら、ぼくら、こんな
に大きくなったよ。でも、ほうれんそうも、米
も、かれいも、食べてもらえません。あの日、
ナニカが降ってきたから…。原発事故がもたら
す大きな哀しみ、痛みを伝える絵本。 

一般社会 えほん 

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 ２日（月）～３月１０（火） 

小松温芳図書館 

３月１１日（水）～３月１９日（木） 

 

1 舟を編む                                                                                                                                                                                                                                         三浦 しをん                                       光文社                                             

2 脱・限界集落株式会社                                                                                                                                                                                                                             黒野 伸一                                         小学館                                             

3 海賊とよばれた男 上                                                                                                                                                                                                                             百田 尚樹                                         講談社                                             

3 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

3 サラバ！  下                                                                                                                                                                                                                                     西 加奈子                                         小学館                                             

 

1 まるまるころころ                                                                                                                                                                                                                                 得田 之久                                         童心社                                             

2 まるまる                                                                                                                                                                                                                                         もも                              岩崎書店                                           

2 崖の上のポニョ                                                                                                                                                                                                                                   宮崎 駿                                           徳間書店                                           

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

2 ともだちごっこ                                                                                                                                                                                                                                   内田 麟太郎                                       偕成社                                             


