
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1   2   3   4   5   6   7 大雪 

 8   9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  

22 冬至 23 24 25 26 27 28 

29  30  31   

クリスマスおはなし会 
＆ワークショップ 

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     １２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     １２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：１階おはなし室  

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★ 

 
 

おはなし会 

★ＡＶ資料 ／ 紙芝居 ／ 付録ＣＤ付き資料について★ 

上記資料は破損等の恐れがあるため 
ブックポストへご返却いただけません。 
開館時にカウンターへのご返却をお願い致します。 

西条図書館 １２月号 NO.１２７ 

 

 

 

＊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  

 １２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』 

 １２月１４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 

 １２月２１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 

 

書 館 よ り 図 だ 
２０１９ 

西条市大町 1590 

TEL   0897-56-266８ 

FAX   0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

やさしい詩講座 

読書会 

囲碁講座 

おはなし会 

年末年始休館日１／３まで 

月末休館日 

 

  

★十河文書研究会連続講座 第１２回受講者募集★ 
 

『鉄道人としての松木幹一郎』 
日 時   １２月 ８日（日）  

     １３：３０分～１５時１０分    

場 所 西条図書館 2 階会議室 

「“西条鉄道物語”の可能性  
～明治期鉄道院時代の松木幹一郎を中心に矢野亮一・ 

村上享一・大倉粂馬～」 

講 師 十河信二文書研究会特別協力員 阿部 成久氏 

「鉄道国有体制の形成と松木幹一郎」 

講 師 十河文書研究会・鉄道史研究家 加藤 新一氏 

 
１階メインカウンターでお申込みください（要申込） 

 

【企画展示同時開催】 

「鉄道人としての松木幹一郎：西条市所蔵文物から」 

期 間：12 月８日（日）～ 1 月 30 日（木） 

場 所：西条図書館 1 階アクアフォーラム 

 

★クリスマスおはなし会＆ワークショップ★ 

日 時：１２月 ７日（土） 

場 所：西条図書館２階（ワークショップ・会議室） 

★ワークショップ※要申込１０時～１０時４５分 

「カードケースをつくろう！」 

定員１０名（一人で工作ができるお子様が対象です） 

※定員に達し次第、受付終了となります 

★おはなし会 1１時～1２時 ♪申込不要 

 
 

「十河文書研究会  

第１２回連続講座 」 

 」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月１２日付ランキングです 

一般フェア「本の本」 
今年も終わりに近づいてきました。 

今年一年どんな本を読みましたか。 

普段何気なく手に取っている本も、よく見ると一冊一冊にたく

さんの違いが発見できます。内容や表紙はもちろん、紙やとじ

方の違い、文字の書体など、本によって様々です。今月はそん

な奥深い本に関する本を紹介します。来年もみなさんの元にた

くさんの本が届けられますように。 

児童フェア「クリスマスって？」 
今年も楽しいクリスマスがやってきます。 

みなさん、クリスマスについて知っていますか？なぜ１２月２

５日と決まっているのでしょうか？どうしてクリスマスパーテ

ィーをするのでしょうか？ 

今回はクリスマスのことが分かる絵本を紹介します 

特設フェア 
『育てる』 
創造性やひらめきを育てる場であることも図書館の大切な役

割のひとつです。 

同じテーマも０～９の分類を活用することで、より多くの可能

性に繋がります。 

今のあなたにとって、大切なものを育てるチカラになってくれ

るような本を集めました。 

さまざまな「育てる」本棚をご用意しています。 

ぜひご覧下さい。 

 

山岳フェア「山の災害」 
山に登るときに大事なことの一つは、天気です。雨や雪も気になります

が、噴火等の災害も考えなくてはならない要素の一つです。噴火は、登

山者の命を脅かすだけでなく、地球の環境、気候にも影響を与えること

があります。 

1960 年に起きたチリ地震では、津波から逃げた人々が山に逃げたと

ころ、山崩れがおき、海に押し戻されたそうです。 

過去に、噴火等の災害で気候が変化し、大きく歴史が動いたこともあり

ます。そんな山に関する気象や、災害について考えてみましょう。 

ＹＡフェア「こころ」 
師走の日々はあわただしく過ぎて行きます。 

みなさんのこころは元気ですか。 

こころはストレスを感じます。こころは病気にもなります。 

今月は、こころと上手に付き合うための本や、疲れたこころを

癒す本を紹介します。 

2019 年の終わりに、自分のこころと向き合ってみませんか。 

『日本のスゴイ科学者』 
 

日本科学未来館・朝日小学生新聞／編著 
２０１９．１０  朝日学生新聞社 

医学から生物学、地学まで、スゴイ発見や発明を
した２９人の日本人科学者を取り上げ、研究の最
前線を紹介。その思いや人となりを伝える子ども
記者のインタビューや豆知識付き。『朝日小学生
新聞』連載に加筆・修正し再構成。 

『掌篇歳時記 秋冬』 
 

西村 賢太・重松 清・町田 康／ほか著 
２０１９．１０  講談社 

乃東枯（なつかれくさかるる）、玄鳥去（つば
めさる）、地始凍（ちはじめてこおる）…。西
村賢太ら、１２人の作家の想像力で、「二十四
節気七十二候」が現代の物語に生まれ変わった
小説集。『群像』掲載を単行本化。 

『クリスマスマーケットのふしぎなよる』 
 

たなか 鮎子／作 
２０１９．１０  講談社 

はじめてクリスマスマーケットにでかけたヨハ
ン。お星さまが、いじわるな北風に吹きとばされ
てツリーのてっぺんから落ちてしまったと聞き、
くるみ割り人形たちと協力してお星さまを助ける
ことに…。 

『「賛否両論」おせちの本完全版』 
 

笠原 将弘／著 
２０１９．１０  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

日本料理店「賛否両論」の店主が、田作り、黒
豆、栗きんとんといった「昔ながらのおせち」
と、鴨ロース、和風ローストビーフなどの「ごち
そうになるおせち」のレシピを紹介。おせちの盛
り方、雑煮のレシピも掲載。 

 
   

 

 

一般文学 

 

児童自然 

 

一般技術 

 

えほん 

 

    
  

 

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

2 そして、バトンは渡された                                                                                                                                                                                                                         瀬尾 まいこ                                       文藝春秋                                           

2 未来                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         双葉社                                             

4 屍人荘の殺人                                                                                                                                                                                                                                     今村 昌弘                                         東京創元社                                         

4 キラキラ共和国                                                                                                                                                                                                                                   小川 糸                                           幻冬舎                                             

 

1 バムとケロのおかいもの                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

1 恐竜トリケラトプスとひみつの湖                                                                                                                                                                                                                   黒川 みつひろ                                     小峰書店                                           

1 天空の城ラピュタ                                                                                                                                                                                                                                 宮崎 駿                                           徳間書店                                           

1 ぐりとぐら                                                                                                                                                                                                                                       中川 李枝子                                       福音館書店                                         

1 おしりたんてい                                                                                                                                                                                                                                   トロル                                             ポプラ社                                           

 


