
＊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 ９日（土） １３時３０分 ～ １５時 

囲碁講座『誰でもわかる！入門編・初級編』 

７月 ９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２３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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 半夏生  2 

 3   4   5   6   7 小暑  8  9 

10  11  12  13  14  15  16  

17  18 
海の日 

19 
夏の土用入り 

20  21  22 大暑 23 

24  25  26  27  28  29  30  

31   

２０１６ 書 館 だ よ り 図 
西条図書館 ７月号 NO.８６ 

★２０１６年 小・中・高等学校 課題図書について★ 

予約・回送（他館からの取り寄せ）・延長・団体貸出はできません。「書架」にある場合のみ貸出可 

 【移動図書館 カワセミ号】 

８月中は、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、広報さいじょう８月

号、図書館ホームページをご覧ください。 

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 ９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２０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 

月末休館日 

西条市大町 1590 

TEL  0897-56-266８ 

FAX  0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 

 

おはなし会 囲碁講座 

読書会 

やさしい詩講座 おはなし会 

児童コーナーに 「調べ学習コーナー」 を新設しました。 

夏休みの宿題に、ぜひご活用ください♪ 

図書館職員によるワークショップ 

やってみよう自由研究＆工作 

芳香剤をつくろう 
日時：７月３０日（土） 

１３時３０分 ～ 1４時３０分 

場所：西条図書館２階ワークショップ室 

対象：小学生対象 ★定員１５名 

※１階メインカウンターでお申込ください 

西条図書館   

ワークショップ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設フェア「歴史を旅する ～戦争遺跡を歩く～」 
今年、日本は戦後７１年目を迎えます。 

体験者の高齢化が進み、戦争の記憶の風化が懸念さ

れています。 

“戦争”を遠い歴史や過去のことと捉えるのではな

く、すこしでも身近なものとして感じていただけれ

ばと、実際に戦争遺跡を見て回ることのできるよう

な本を中心に集めました。現在の平和のあり方をし

っかりと見つめるきっかけになればと願います。 
山岳フェア「山に泊まる。」 
緑美しい夏の山。日帰りも良いけれど、１泊して
みませんか。山でごはんを食べ、星や夜景を見て
眠りにつく。お泊り登山にはそんな魅力がいっぱ
いです。お泊り登山を安全に楽しむための本をご
紹介します。 

ＹＡフェア「あなたの清き一票を！」 
昨年6月に選挙権年齢を現在の２０歳以上から１
８歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立しま
した。今年夏の参院選から適用され、18、19歳
の約 240 万人が新たに有権者になります。選挙
権年齢が変更されるのは、25 歳以上から 20 歳
以上に引き下げた1945年以来70年ぶりとなり
ます。そこで今月は 18歳選挙権に関連した本を
紹介します。併せて課題図書も紹介します。 

児童フェア「たなばた・ほしの絵本」 

７月７日はたなばたの日です。 
年に一度、織姫と彦星が会える日です。 
笹にいっぱいかざりをつけて、お星様にお願いご
とをして、たなばたのイベントを楽しみましょう。 
今月はたなばたにちなんで、星にまつわる本を集
めました。 
夏休みも始まる７月、ちょっと遅くまで起きてい
た夜は、星空を見上げてみませんか？ 

一般芸術  

『夏目漱石博物館』 
 

石崎 等・中山 繁信／著 
２０１６．６ 彰国社 

夏目漱石が生活した町、名作を生んだ家、そし
て「吾輩は猫である」「坊っちやん」「三四郎」
などの作品の舞台は、どのようなところだった
のか？ 資料をもとに町や建築空間をイラスト
化し、作品世界と漱石の生涯を検証する。 

『ファーブル先生の昆虫教室』 
 

奥本 大三郎／文・やました こうへい／絵 
２０１６．６ ポプラ社 

スカラベの食べっぷり、世界のクワガタムシ、ア
リの通り道…。やさしい文章とたのしいイラスト
で昆虫の本能の「かしこさ」と「おろかさ」を紹
介する、抄訳版「ファーブル昆虫記」。『朝日小
学生新聞』連載をもとに書籍化。 

『戦地の図書館』 
 

モリー・グプティル・マニング／著 
松尾 恭子／訳 

２０１６．５ 東京創元社 
戦場の兵士に本を送れ－。第二次世界大戦中、
図書館員・米軍・出版業界が展開した史上最大
の図書作戦。全米で行われた本の寄付運動、兵
士用に独自に開発されたペーパーバック〈兵隊
文庫〉などについて余すところなく描く。 

『遊んで育つ手づくりおもちゃ』 
 

大江 委久子／著 
２０１６．５ クリエイツかもがわ 

子どもの発達を助けるおもちゃを手づくりして
みませんか？ 身近な素材でつくれる伝承おも
ちゃをテーマごとに紹介。発達障害の子どもの療
育の助けとなる布おもちゃのつくり方も掲載す
る。『京都新聞』連載を書籍化。 

1 手紙                                                                                                                                                                                                                                             東野 圭吾                                         毎日新聞社                                         

1 世界から猫が消えたなら                                                                                                                                                                                                                           川村 元気                                         マガジンハウス                                     

1 母性                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         新潮社                                             

1 人魚の眠る家                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾    幻冬舎                                             

5 64 横山 秀夫                                         文藝春秋                                           

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

2 ポケモンをさがせ！ゆうえんちはおおさわぎ                                                                                                                                                                                                         相原 和典                                         小学館                                             

3 そらまめくんとめだかのこ                                                                                                                                                                                                                         なかや みわ                                       福音館書店                                         

3 １４ひきのせんたく                                                                                                                                                                                                                               いわむら かずお    童心社                                             

3 まめうしくんとものまね－                                                                                                                                                                                                                         あきやま ただし                                   ＰＨＰ研究所                                       

 

児童自然 

一般総記 一般郷土・文学 

一般フェア「夏涼み」 

今年も暑い夏がやってきます。今年の夏は西日本を中

心に厳しい暑さが訪れると予想されているようです。 

近年では熱中症で救急搬送される人も増加し、連日ニ

ュースで見聞きするようになりました。 

そこで今回は熱中症や夏バテ対策の本も含め、読んで

いてひんやりできる本など、暑い日が続く夏を安全

に、少しでも快適に過ごすことができるような本を集

めました。 


