
＊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 
 ９月 ８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』 

 ９月 ８・２２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 

 ９月２２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 二百十日 

 2  3  4  5  6  7  8 白露 

 9 10 11 12 13 14 15 

16  17 敬老の日 18  19  20 彼岸 21 22 

23 秋分の日 
秋分 

24 振替休日 

中秋の名月 
25 26 27 28 29 

30   

★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 ９月２９日（土）  

  1３時３0分～1５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） 

 

※台風のため延期となった講座です 

 

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 

おはなし会 

読書会 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

月末休館日 

臨時休館日 

※休館日にご注意ください 
９／ ３（月）臨時休館日【館内整備（ワックスがけ）のため】 
９／３０（日）月末休館日 

自殺予防週間（９月１０日～９月１６日） 

９月１０日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年９

月１０日からの１週間を「自殺予防週間」と設定し、

国、地方公共団体、民間団体などが連携して啓発活

動を推進しています。 

西条図書館においても、若年層の自殺予防を中心に、

困ったときや悩みを抱えた時に、そっと寄り添って

くれるような本のご紹介をします。 

●期間 ９月１日（土）～９月２９日（土） 

●場所 西条図書館１階 アクアフォーラム 

 みんなで支えあい、かけがえのないいのちを守りましょう 

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     ９月 ８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     ９月１９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 

 
   

  
 

 

西条図書館 ９月号 NO.１１２ 

書 館 よ り 図 だ 
２０１８ 

９／１（土）～９／２９（土） アクアフォーラム 
『自殺予防週間（９月１０日～９月１６日）』 特別展 

「十河文書研究会  

第８回連続講座 」 

 」 



『おうさまがかえってくる１００びょうまえ！』 
 

柏原 佳世子／作  
２０１８．７  えほんの杜 

王さまが出かけた部屋で、散らかし放題に遊んでいた
家来たち。ところが王さまが帰ってきた！ 部屋に着
くまであと１００秒。１、２、３…とカウントが進む
中、部屋をきれいにできるかな？ 見返しにまちがい
探しの絵と文あり。 

『走り続ける力』 
 

山中 伸弥／著 
２０１８．７  毎日新聞出版 

ｉＰＳ細胞による再生医療の実現に向け、苦闘す
る日々。患者を救うべく、山中伸弥は今日も走り
続ける－。ノーベル賞科学者の栄光と挫折を、山
中伸弥が自ら語る。『毎日新聞』連載に対談等を
加え書籍化。 

『家族がよろこぶダンボール工作』 
 

ｐｉｋａ／著 
２０１８．８  日本ヴォーグ社 

ミニデスク＆チェア、おままごと用のレンジ＆ト
ースター、おむつストッカー、リモコンラック…。
簡単に作れて、暮らしに役立つダンボール工作
を、写真とイラストでわかりやすく紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳フェア「健康第一」 
山に登ると、心身ともにスッキリします。健康にな
った気がします。登山は、体力づくりになります。
山に登るために、まずは体作りからはじめて見まし
ょう。からだがげんきになる本を読んでみましょ
う。 

一般フェア「カラフル」 
少しずつ秋の気配が感じられる季節がやってきまし

た。山は赤や黄に染まり緑の木々と色を競い、抜ける

ような青空に白い雲が浮び、夜には漆黒の空に明るい

月が浮かぶ…秋はそんな色鮮やかな季節です。そこで

今月は、赤・黄・緑・青・白・黒の各色をテーマに本

をご紹介します。それぞれの色から連想されるものは

何でしょうか。あなたはどんな色が好きですか。 

ＹＡフェア「中高生の不調を解決」 
季節は秋。残暑に、ちょっぴり北風の肌寒い日もあり、

体調を整えるのが難しい時期でもあります。体育祭に、

祭りに、文化祭と、何かと忙しい秋。なんとなく不調を

感じる人も多いかもしれませんね。特に、中高生は部活

に塾に忙しくて睡眠不足になったり、ついつい簡単な食

事で過ごしてしまったりと、健康がおざなりになりがち

です。是非是非、ピックアップした本をお供に、心も体

も元気にしてください。 

児童フェア「かぞくの絵本」 
親子やきょうだい、おじいちゃん・おばあちゃんに
しんせき・・・家族のかたちはいろいろあります。 
そんな家族の存在は元気のもと！大きな愛情を感
じると心も温かくなります。 
今月は、家族のつながりや絆が感じられる絵本がせ
いぞろいです。 

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。 

『セーヌ川の書店主』 
 

ニーナ・ゲオルゲ／著 
遠山 明子／訳 

２０１８．７  集英社 
パリのセーヌ河畔の船上で、悩める人々に本を
“処方”する書店主ペルデュ。彼はある古い手
紙をきっかけに、自らの心の傷を治す船出を決
意する。目指すはプロヴァンス、かつて愛した
あのひとの故郷…。喪失と再生の物語。 

えほん 

 

ラン 

 

一般文学 

 

一般芸術 

 

1 火花                                                                                                                                                                                                                                             又吉 直樹                                         文藝春秋                                           

2 虚ろな十字架                                                                                                                                                                                                                                     東野 圭吾                                         光文社                                             

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

2 蜜蜂と遠雷                                                                                                                                                                                                                                       恩田 陸                                           幻冬舎                                             

2 未来                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         双葉社                                             

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

2 １４ひきのあさごはん                                                                                                                                                                                                                             いわむら かずお                                   童心社                                             

3 となりのトトロ                                                                                                                                                                                                                                   宮崎 駿                                           徳間書店                                           

3 バムとケロのそらのたび                                                                                                                                                                                                                           島田 ゆか                                         文渓堂                                             

5 
おしりたんてい  

ププッきえたおべんとうのなぞ！                                                                                                                                                                                                   
トロル                                             ポプラ社                                           


