
＊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 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』 

 １２月１５・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 

 １２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  

 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 天皇誕生日 24 
振替休日 

25 26 27 28 29 

30  31   

★十河文書研究会連続講座 第９回受講者募集★ 
 

「伊予西条地区の鉄道の展開と 

四国鉄道文化館・十河信二記念館」 

日 時 ： 平成３０年１２月２３日（日）  

  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  

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） 

 

書 館 よ り 図 だ 
２０１８ 

おはなし会 

囲碁講座 

囲碁講座 

やさしい詩講座 

読書会 

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 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     １２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：１階おはなし室  

★クリスマスおはなし会 
＆ワークショップ★ 

日時：12 月 ８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１３時～１３時４５分 

「ステンドグラス風オーナメントをつくろう！ 」 

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 1４時～1５時 ♪申込不要 

 

月末休館日 

年末年始休館日１／３まで 

★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。 

●年末年始休館日にご注意ください（月末休館日含む） 

１２月２８日（金）～１月３日（木） 

「十河文書研究会  

第９回連続講座 」 

 」 

クリスマスおはなし会 
＆ワークショップ 

おはなし会 

西条市大町 1590 

TEL   0897-56-266８ 

FAX   0897-56-3188 

開館時間 9:00 ～ 22:00 西条図書館 １２月号 NO.１１５ 

 

 

  

  

 
  

 
   

 

 
  

  



『クリスマスツリーをかざろう』 
 

パトリシア・トート／文 
ジャーヴィス／絵 

２０１８．１１  ＢＬ出版 
ほんものの木を買ってきて、とっておきのクリスマ
スツリーをつくりませんか。クリスマスツリーをつ
くる家族の物語を読みながら、お手入れのしかた
や、かざりつけのコツ、もっとたのしむポイントが
わかる絵本。 

『神社のどうぶつ図鑑』 
 

茂木 貞純／監修 
２０１８．１１  二見書房 

神社の像や装飾、お札、おみくじにひしめく動物
たちに隠されたひみつとは。動物・霊獣の由来・
ご利益とともに、動物パワーで福を呼ぶ神社１６
２社を紹介する。データ：２０１８年１０月現在。 

『花と料理』 
 

平井 かずみ・渡辺 有子・ 
大段 まちこ／著 

２０１８．１０  リトルモア 
フラワースタイリスト、料理家、フォトグラファ
ーが「部活」と称してはじめたとっておきのスタ
イリング。まいにちひとつ、季節の食材と料理や
おやつ、ブーケやリースの作り方、花のしつらい
を、美しい写真で紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳フェア「観天望気」 
観天望気（かんてんぼうき）とは生物の行動や自然現象を観察

して天気を予想することです。山の天気は、登山を楽しむ上で

大変重要なもののひとつです。最近は、アプリなどでも山の天

気を知ることができますが、いざというときに、自分でも判断

できるようになっておくと、安心です。 

一般フェア「＃2018 トピックス」 
今年も、いろいろな話題やニュースがありました。 

ふだん、私たちは、テレビやインターネット、新聞、本

などのメディアや、身近な人達からニュースなどを知る

ことが多いと思います。そして、そのとき、他人事とし

て見るのではなく、自分のこととして見て、積極的に考

えると、気づきや学びの機会になるのではないでしょう

か。2018 年を振り返り、幅広いトピックスに関連した

本をご紹介します。 

ＹＡフェア「食べる」 
生きていくうえで食べることはとても楽しみなことの一つで

す。思い出に残る味、これから思い出になる味。誰かの思い出

の中にある味。食べたことないけど、食べられないかもしてな

いけれど、映画や小説にでてきたあの料理。そんな食べ物を、

いろんな本をとおして味わってみましょう。 

児童フェア「Merry Christmas！」 
今年も楽しいクリスマスがやってきます。 

サンタさんにどんなプレゼントをお願いしますか。 

ほしい物をお手紙に書いてみるのもいいですね。何を届

けてくれるのか、ドキドキしますね。 

プレゼントを運んできてくれるサンタさんは、子どもた

ちの憧れです。クリスマス絵本の他にも、サンタさんが

活躍する絵本も紹介します。 

特設フェア 
「日本古典への誘い」 
１０月２７日から１１月９日は、「読書週間」です。 

皆さんは、「古典」と聞いてどんな印象を受けますか。 

私たちが生まれる前の大昔のことで、何だか小難しく感じるか

もしれません。しかし現代の私たちにも通じるものがたくさん

あります。今回の読書推進コーナーでは、わかりやすい日本の

古典文学を中心に、文化や芸術などをご紹介します。昔から読

み継がれている物語を読むことで、その時代の文化や時代背

景、そしてその時代を生きた人々のものの見方や感じ方を味わ

うことができます。秋の夜長、虫の音を聞きながら、先人が残

した物語を通じて、その時代に生きた人々の息吹に触れてみま

せんか。 

一般文学 

 

『雨上がりの川』 
 

森沢 明夫／著 
２０１８．１０  幻冬舎 

サラリーマンの川合淳は、妻・杏子、娘・春香
とともに穏やかに暮らしていた。しかし、春香
がいじめにあったことで「ふつうの幸せ」を失
う。家族の絆を救ったのは、まさかの…。『茨
城新聞』ほか地方紙連載を加筆し単行本化。 

一般技術 

 

一般哲学 

 

えほん 

 

    
  

 

1 君の膵臓をたべたい                                                                                                                                                                                                                               住野 よる                                         双葉社                                             

1 危険なビーナス                                                                                                                                                                                                                                   東野 圭吾                                         講談社                                             

1 魔力の胎動                                                                                                                                                                                                                                       東野 圭吾                                         ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

1 未来                                                                                                                                                                                                                                             湊 かなえ                                         双葉社                                             

5 コーヒーが冷めないうちに                                                                                                                                                                                                                         川口 俊和                                         サンマーク出版                                     

 

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

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

3 １００万回生きたねこ                                                                                                                                                                                                                             佐野 洋子                                         講談社                                             

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

5 がんばれ！ルルロロ あわあわおばけ                                                                                                                                                                                                               あいはら ひろゆき                                 ＫＡＤＯＫＡＷＡ                                   

 

 
   


