
＊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 
 ７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・中級編』 

 ７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 

 ７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 

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 半夏生  3  4  5  6  7 小暑 

 8  9 10 11 12 13 14 

15  16 海の日 17  18  19  20 
夏の土用入り 

21  

22  23 大暑 24 25 26 27 28 

29  30  31   

西条図書館 ７月号 NO.１１０ 

書 館 よ り 図 だ 
２０１８ 

月末休館日 

おはなし会 
囲碁講座 

おはなし会 

読書会 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

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     ７月１４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     ７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 

●開催場所：２階会議室 

★２０１８年 小・中・高等学校 課題図書について★ 

貸出が集中する時期になりますので、予約・回送（他館からの取り寄せ）・延長・

団体貸出は中止とさせていただきます。 

所蔵館の「書架」にある場合のみ貸出可能です。 

 

西条市大町 1590 

TEL   0897-56-266８ 

FAX   0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 【移動図書館 カワセミ号】 

７月２１日～８月は、夏の特別巡回スケジュ

ールに変更になります。休館、時間変更の場所が

ありますのでご注意ください。 

詳しくは運行スケジュール、図書館ホームページ

をご覧ください。 

  ★十河文書研究会連続講座 第８回受講者募集★ 
 

 「新聞記事からみた戦前の十河信二」 

日 時 ： 平成３０年 ７月 ７日（土）  

  1４時３0分～1６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  

愛媛大学社会共創学部教授 山口 由等氏 

１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

「十河文書研究会  

第８回連続講座 」 

 」 

「西条市・フエ市 

友好都市提携記念パ

ネル展 ７／３０まで」 



『たなばたのねがいごと』 
 

村中 李衣／作  
えがしら みちこ／絵 

２０１８．６  世界文化社 
本当にすてきなねがいごとは、時間がたっても、こ
われたりなくなったりしないもの。それって、なん
だろう？ あおいがたなばたの短冊にこめたねが
いとは…。家族のつながりを描いた絵本。 

『１０歳までに身につけたい 
一生困らない子どものマナー』 

 
西出 ひろ子・川道 映里／著 
２０１８．６  青春出版社 

靴をぬいだら、どうする？ 和室でやってはいけ
ないことは？ 謝るときはどう言う？ どこに
行っても、恥をかかないためのマナー（礼儀）を、
子どもにもわかりやすい言葉で、イラストを交え
て紹介します。 

『冷凍フルーツのひんやりスイーツ』 
 

あまこ ようこ／著 
２０１８．６  主婦の友社 

コンビニやスーパーで手に入る冷凍フルーツを
使ったスイーツを紹介。いちごミルク、マンゴー
プリン、豆乳メロンアイス、オレンジとトマトの
スムージーなど、家にある道具で作れる６７レシ
ピを収録する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア 
「戦争を知り 平和を築く。」 
今年、日本は戦後７３年を迎えます。 

戦争を知らない世代が増えていくなかで、過去の戦争の

記憶は薄れ、戦争に対する意識にも変化が見られるよう

になりました。時代は移り行き、私達を取り巻く環境や

状況は日々変化していきますが、世界から戦争がなくな

らない現状があります。 

ご紹介した本をきっかけに、過去の戦争や日本をはじめ

とする世界の現状、平和について考える機会になればと

思います。 

山岳フェア「冒険」 
今までに、世界でいろんな冒険家がいました。彼らは、
いろいろな困難の中たくさんの挑戦をしてきました。 
日本の冒険家、世界の冒険家についての本を紹介しま
す。 

一般フェア「エコライフ」 
暑い中、クーラーをつけると私たちの生活は快適になり

ますが、一方で気になるのは地球の温暖化です。温暖化

を防止するために家庭で出来る事は限られてきますが

私たち個人にも出来る事もあるはずです。まずは温暖化

についての知識を深め、省エネについて考えてはみませ

んか。一人一人が意識して、物を大切に使ったり、でき

るだけ不要なものを買わず、再利用やリサイクルを心が

ける事だけでも、地球に優しいライフスタイルがおくれ

るのではないでしょうか。 

ＹＡフェア「ヘンな本」 
毎年秋に「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」

や風変わりな研究、社会的事件などを起こした 10 の個

人やグループに対し、時には笑いと賞賛を込めて授与さ

れるイグノーベル賞。賞が創設されて以来日本は繰り返

し受賞しており、イグノーベル賞常連国になっていま

す。一見、ヘンだ、おかしい、と思われるもののなかに

も深い情熱や、こだわり、たくさんの不思議がつまって

います。せっかくの夏休み、あらゆる角度から集めたヘ

ンな本を読んで、もっと深く面白く、自分の世界を広げ

てください。 

児童フェア「夏のおでかけ 海へ山へ」 
７月といえば、長い夏休みが始まります。 
家族で一緒に海水浴に行ったり、登山をしたり、キャ
ンプをしたりと、長いお休みを利用しておでかけの機
会がふえる時期です。 
今月はたのしい夏のおでかけをテーマにした絵本を
ご案内します。暑さに負けず、夏を楽しみましょう。 

『虚の聖域』 
 

松嶋 智左／著 
２０１８．５  講談社 

元警官の探偵・凪子は、犬猿の仲である姉から、
警察が自殺と判断した息子・輝也の死の捜査を
依頼される。責任を認めない教師、なにかを隠
している姉、不可解な行動を繰り返す輝也の同
級生。すべての鍵は、心のなかの聖域に…。 

えほん 

 

一般社会 

 

一般文学 

 

一般技術 

 

1 棲月                                                                                                                                                                                                                                             今野 敏                                           新潮社                                             

2 ラプラスの魔女                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

2 おらおらでひとりいぐも                                                                                                                                                                                                                           若竹 千佐子                                       河出書房新社                                       

4 銀河鉄道の父                                                                                                                                                                                                                                     門井 慶喜                                         講談社                                             

4 崩れる脳を抱きしめて                                                                                                                                                                                                                             知念 実希人                                       実業之日本社         

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

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

1 ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう                                                                                                                                                                                                                     キヨノ サチコ                                     偕成社                                             

4 １００万回生きたねこ                                                                                                                                                                                                                             佐野 洋子                                         講談社                                             

4 かぐや姫の物語                                                                                                                                                                                                                                   高畑 勲                                           徳間書店                                           


