
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1   2   3  

 4   5   6   7   8 立秋  9 10 

11 山の日 12 振替休日 13 14 15 16 17 

18  19  20  21  22  23 処暑 24 

25  26  27  28  29  30  31  

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 西条図書館 ８月号 NO.１２３ 

おはなし会 

やさしい詩講座 

おはなし会 

囲碁講座 

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     ８月１０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     ８月２８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  

＊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 ※通常毎月第２土曜 

 ８月は休講です 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』 

 ８月 ３・２４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 

 ８月２４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 

現在受講生の募集はしておりません 

 
○展示関連の教室と講演のおしらせ○ 

場所＊西条図書館２階会議室  入場無料・申込不要 

８月１日（木） １３時～１５時 動物愛護教室（命の授業） 

８月１０日（土） 講演 講師：斉藤喜美子氏 

 （愛玩動物飼養管理士・ふぁーむとぎぃ代表・家庭犬しつけインストラクター） 

◎【午前の部】 １０時～１１時３０分  

 『なぜなの？どうしたらいいの？吠える、噛みつく、犬の問題行動』 

◎【午後の部】 １３時～１４時３０分 

 『大雨、地震 その時アナタとペットはどうする？』 

８月２５日（日） １３時～１５時 動物愛護教室（命の授業） 

 

●動物愛護に関する展示と関連本のご紹介● 

 日時 2019年 8月 1日（木）～8月 30日（金）  

     9:00～22:00 

 場所 西条図書館１階 アクアフォーラム 

 内容 『なんでかわいそうになったん？ 

             さいごまでちゃんと飼おう!!』 

 主催 動物愛護教室（命の授業）から命を考える会（えひめ） 

月末休館日 

囲碁講座 

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★ 

 

 

 

 
 
   

  

  

  

  

８/１～８/３０ アクアフォーラム 

動物愛護関連の展示を開催します 

『なんでかわいそうになったん？さいごまでちゃんと飼おう!!』展 



 

『本の声を聞きました』 
 

ささき みお／絵 
２０１９．６  少年写真新聞社 

放課後の学校。誰もいないはずの図書館で、汚れてい
たり、どこか傷んでいたりする本たちが、口々に悲し
い気持ちを語り合い…。学校図書館初心者の子どもた
ちに、図書館の本の大切さと扱い方をやさしく伝える
絵本。 

『つづくをつくる』 
 

ナガオカ ケンメイ／著 
２０１９．６  日経ＢＰ 

長くつづく商品には、必ずその理由がある。コクヨ
「キャンパスノート」、アサヒ飲料「カルピス」、
崎陽軒「シウマイ弁当」など、ロングセラー商品を
持つ企業を訪ね、その秘密を探る。『日経デザイン』
等掲載に加筆・修正。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般フェア「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ」 
夏本番。暑い日が続いていますがみなさんどうお過ごしでしょ

うか。夏といえば、花火、風鈴、カキ氷など日本特有のものを

連想する方も多いと思います。日本人は昔から季節に寄り添い

四季折々の楽しみ方をしてきました。そんな日本人特有の感性

や文化なども外国人から見ると新鮮で魅力的なようです。今月

は「外国人がクールととらえる日本の魅力」をテーマにいろん

な日本を感じられる本をご紹介します。 

特設フェア 
『ふるさとの戦争の記憶』 
長い年月の中で、戦争の記憶は薄れつつあります。しかし、戦

争は遠くではなく、わたしたちの身近なふるさとでも起こって

いたことです。 

今回、「ふるさとの戦争の記憶」というテーマのもと、わたし

たちのふるさと西条、四国、瀬戸内海、そして中国地方での戦

争当時の様子がわかる本を集めました。 

これらの本を読まれて、ふるさとで起きた悲しい様々な出来事

や、人々がどのように生きたかを知ることが、新しい時代の平

和や郷土について考える助けになれば幸いです。 

山岳フェア「『山の日』とか」 
8 月は山に関係のある記念日が多いようです。日本記念日協会によりま

すと。まず、8 月 11 日は、国民の祝日「山の日」です。祝日法では、

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としていま

す。そしてこの日は、「きのこの山」を発売する株式会社明治が制定し

た、「きのこの山の日」だそうです。8月 5日は、「山ごはんの日」。「山

ごはん」の美味しさと楽しさをより多くの人に知ってもらい、体験して

もらうのが目的とのこと。8月 10 日は、「服部植物研究所・コケの日」。

より多くの人にコケに関心を持ってもらい、蘚苔類学の普及と発展の願

いが込められているそうです。（8月 10 日の誕生花も、苔だそうです。）

ちなみに、毎月 13 日は、「石井スポーツグループ 登山の日」一人でも

多くの人に山に登っていただき、地球の大自然を肌で感じ「登山」の素

晴らしさを体験していただきたいとの思いから制定されたとあります。

8 月はぜひ、山に色んな面から山に親しんでください。 

ＹＡフェア「夏休みに」 
夏まっさかりで、毎日暑いですね。しかし夏休みには楽しいこ

ともたくさんできます。旅行、アウトドア、花火など・・・。

植物や動物、昆虫を育てて、毎日記録を付けていくのもいいで

すね。そんな暑い夏にこそ、読んでほしい本を紹介します。今

年の夏はどうやって過しますか。 

児童フェア「読んで、すずもう」 
毎日暑い日が続きますね。 

今月は、読めばすずしく感じる絵本を紹介します。 

つめたくておいしいアイスクリームやスイカの絵本、プールや

海に行って泳ぐ絵本、そして、ひやりとするおばけの絵本な

ど・・・。絵本を読んで、暑い夏を涼しく過ごしましょう。 

『いちばんさいしょのプログラミングえほん』 
 

オオノ マサフミ／柄 
２０１９．６  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

アルゴリズム？ デバッグ？ 迷子になった主人
公「ぼく」のちょっとした冒険をとおして、プログ
ラミングの考え方にふれることができる知育絵本。
大人向けに、「ぼく」の体験とプログラミングの考
え方の関連も解説する。 

『図書室』 
 

岸 政彦／著 
２０１９．６  新潮社 

定職も貯金もある。一人暮らしだけど不満はな
い。思い出されるのは、小学生の頃に通った、あ
の古い公民館の小さな図書室のこと－。ひとりの
女性の追憶を描いた『新潮』掲載の表題作に、書
下ろし自伝エッセイ「給水塔」を併録。 

えほん 

 

一般文学 

 

児童総記 

 

一般技術 

 

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                                           

３ 火花                                                                                                                                                                                                                             又吉 直樹                                         文藝春秋                                              

３ ひと                                                                                                                                                                                                                                       小野寺 史宜                                       祥伝社 

５ 盤上の向日葵                                                                                                                                                                                                                                 柚月 裕子 中央公論新社                                             

 

１ ルパン三世カリオストロの城                                                                                                                                                                                                                          モンキー・パンチ                                         徳間書店                                             

１ １４ひきのあさごはん                                                                                                                                                                                                                     いわむら かずお                                    童心社                                           

１ ノンタンボールまてまてまて                                                                                                                                                                                                                       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                                                                                                                                                                                                                            トロル                                   ポプラ社                                             

 

おしりたんてい  ププッおし

りたんていがふたりいる！？ 


