
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

西条図書館 1１月号 NO.4２ 

 

 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

２０１２ 書 館 だ よ り 図 

読書会 

囲碁講座 おはなし会 

童謡詩講座 囲碁講座 
おはなし会 

文学講座 

月末休館日 

１０／２７（土）～１１／９（金） 

２０１２年 第６６回 読書週間です 

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込が必要です＊ 
 

文学講座 『古典文学～源氏物語』定員５０人 

１１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 
１１月１０日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座 『誮でもわかる！入門編・初級編』 

１１月１０日・２４日（土）入門編 １４時分～ １５時 

             初級編 １４時３０分～１６時 

童謡詩講座 『みんなで詩をつくろう』定員３０人 

１１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 

 

★第１３回ふるさと出前塾 受講者募集中★ 

「地域金融の役割とこれからの西条市」 

日時：１１月２４日（土）１３時３０分～１５時 

場所：西条図書館２階 会議室 

講師：愛媛信用金庫理事長 

   弓山 慎也（ゆみやま・しんや）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    １１月１０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       １１月２１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 

ふるさと出前塾 

西条図書館に寄贈いただいた史料から、十河

先生の功績と内なる思いをご紹介します。 

ぜひご覧下さい。 

期間：平成２４年１１月１日（木） 
～１１月２９日（木） 

時間：９時～１９時 
場所：西条図書館 １階  

エントランスホール 

『寄贈史料から見た十河信二
～その功績と内なる思い～』 
展示スタート！ 



山岳フェア 「百名山」 
今回は、日本百名山最終回、九州・沖縄編です。雪が降

る前に、ぜひ登山に行ってみてください。帰りはあたた

かい温泉はいかがでしょうか♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆今月のフェア☆ 

一般フェア 「心とからだを整える」 
急速に冬が深まりつつある時節柄、身体の疲れ、丌調だけ

でなく、心の丌調も感じやすい時期でもあります。 

そんな折に、身体だけでなく心も癒していただけるような

図書はいかがでしょうか？ 

身体を整える意味で、マクロビオティックやデトックスレ

シピなどの料理本や、マッサージやアロマテラピーなどの

ガイド本の他、こころを癒す意味で、ティータイムのすす

めや、バスタイムのすすめなどもご紹介しています。 

特設フェア「世界の絵本賞」 
今月の１０月２７日（土）～１１月９日（金）は、 

２０１２・第６６回 『読書週間』です。 

子どもから大人まで楽しめる絵本をメインに、実はあまり

知られていない世界の三大絵本賞の紹介と、日本絵本賞、

ＭＯＥ絵本屋さん大賞に輝いた絵本をご紹介します。 

みなさまの読書に、ぜひご活用ください★ 

 

児童フェア 「１１月１日は ワン ワン ワン」 
１１月１日は「ワン ワン ワン」でイヌの日です。 

犬は子どもたちにとって、とても身近な存在です。 

ときには兄弟のようであり、友のようでもあります。

絵本にも、犬との楽しい時間を描いたものや、犬の気

持ちを考えるものがたくさん。犬がでてくるたのしい

絵本をご紹介します。 

 

 

 

ＹＡフェア「男女別ＹＡベストリーダー発表！」 

２０１１年１０月 1 日から２０１２年９月３０日まで

のヤングアダルト年間貸出回数を男女別で調べました。 

ベストリーダーに輝いた５位までを男女別に発表。 

男女でどんな違いがあるのか、意外な買出し上位の本

は何かなどを発表します。また、新着本のおすすめ図

書も併せてご紹介します。 

 

『鈴の神さま』 

知野みさき／著 2012.7 ポプラ社 

豊かな自然に恵まれた山間の小さな町・高野町。

この町を守ってくれているのは、鈴の神さまだ

という…。四国ののどかな田園を舞台に、やわ

らかく紡ぐ 5 つの物語。 

 一般文学 『生きるぼくら』 

原田マハ／著 2012.９ 徳間書店 

いじめを受け、ひきこもりだった麻生人生。蓼

科でひとりぐらしを続ける人生の祖母、中村真

朝。対人恐怖症の中村つぼみ。田んぼから 3 人

は前をむいて歩み始めた…。『日本農業新聞』

連載を単行本化。 

 一般文学 

『137 億年の物語 
   宇宙が始まってから今日までの全歴史』 
クリストファー・ロイド／著 野中香方子訳

201２.９ 文藝春秋 

生命はどこから来たか。文明はなぜ生まれ、滅

びるのか…。137 億年前から現在まで、地球

上で起きたあらゆるできごとを、42 のテーマ

で解説。アジア、南アメリカ、少数民族、イス

ラムなど多元的な視点で紹介する。 

『３びきこりすのケーキやさん』 

権田章江／作・絵 2012.８ 教育画劇 

森の中には、3 匹のこりすがやっている小さな

小さなケーキ屋さんがあります。ここのケーキ

を食べると、困りごとがなくなるというので

す。ある日、風邪でつらそうにしている、くま

さんがやって来て…。 

1 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ１                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         （新潮社）                                             

1 １Ｑ８４  ＢＯＯＫ２                                                                                                                                                                                                                             村上 春樹                                         （新潮社）                                             

3 聖女の救済                                                                                                                                                                                                                              東野 圭吾                                         （文藝春秋）                                           

3 新参者                                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         （講談社）                                             

5 カッコウの卵は誮のもの                                                                                                                                                                                                                           東野 圭吾                                         （光文社）                                             

 

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

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

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

3 バムとケロのにちようび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

3 バムとケロのおかいもの                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         （文渓堂）                                             

3 おおきな木                                                                                                                                                                                                                                       シェル・シルヴァスタイン                           （あすなろ書房）                                       

 

絵本 小説 

お家であったか♪ 

新着本のご紹介 

 一般技術 

 絵 本 


