
 

 

 

 

 

 

 

秋の彼岸を境に気温が落ち着き、過ごしやすくなってきましたね。活動がしやすい季節、いつもなら    

スポーツや食べ歩きをしたいところですが、今年はお家でゆっくり読書をしながら過ごしてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月のお話し会 
 

絵本の読み聞かせや紙芝居をしています。 

ぜひ親子でご参加ください。事前申込みは不要

です。時間途中の出入りも自由です。 

【絵本の読み聞かせ／土曜日】 

 日時／10 月 3 日､10 日､17 日、24 日、31 日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／10 月 11 日 11:00～11:45 

会場／図書館内 
協力／絵本読み聞かせの会｢おむすびころりん｣ 

おはなしの会「ぴいかぶう」 

     よみきかせの会｢ひよこちゃん｣ 

図書館(本館)カレンダー 

１０月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
〈開館時間〉 

･平 日:10:00～19:00 

･土日祝:10:00～17:00 

〈休館日〉 

･月曜日(祝日の場合は翌平日) 

･第４木曜日…館内整理日 

 (祝日の場合は翌日) 

槻木分室カレンダー 

１０月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

〈開館日及び開館時間〉 

･火曜日～土曜日:10:00～17:00  

〈休館日〉 

･日曜日、祝日 

･第４木曜日…館内整理日 

 (祝日の場合は当日及び翌日) 

 

８月の実績 

（柴田町図書館） 

〇開館日数 25 日 

○貸出冊数 

7,891 冊 

(1 日平均  316 冊) 

○来館者数 

     2,036 人 

(1 日平均 81 人) 

８月の実績 

（槻木分室） 

〇開館日数 19 日 

○貸出冊数 

753 冊 

(1 日平均  40 冊) 

○来館者数 

        317 人 

(1 日平均   17 人) 

柴田町図書館だより ２０２０年１０月号 

みんなの図書館 
《本館》〒989-1603 柴田町船岡西 1 丁目 6-26 

TEL 0224-86-3820 FAX 0224-86-3821 

《分室》〒989-1752 柴田町槻木下町 3-1-60 

TEL 0224-87-8290 FAX 0224-87-8293 

Email:library@town.shibata.miyagi.jp 
http://www.shibata.miyagi.jp/index.cfm/6,0,101,html 

 

 

 

 読書会 

 

 

 

毎年 10 月に開催している「図書館まつり」は、新型 

コロナウイルス感染症拡大を防止ため、中止とさせて 

いただきます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

「図書館まつり」中止のお知らせ 

図書館では「継続読書のすすめ」と題し、図書館にある小説からシリーズものを集めて展示をして 

います。 

読書の楽しみは、新しい世界との出会いでもあります。いろいろな作品をたくさん読むのも良い  

ですが、多くの読者から愛され、長く続く作品の魅力に触れてみませんか？ 

読んだシリーズを記録しておける読書手帳もご用意しました。ご活用ください♪ 

（読書手帳はトピックスコーナーに置いてあります） 

期間：10月 27 日～11 月 9 日 読書週間標語：「ラストページまで駆け抜けて」 

10月の読書会は 

お休みします。 



 

【９月の新着図書（一般書）】 

分類 タイトル 著者名 出版社 請求記号 

1-哲学・宗教 1 は赤い。そして世界は緑と青でできている。 望月 菜南子 飛鳥新社 141.2 モチ 

2-歴史・地理 アメリカが見た山本五十六 上･下 ディック・レイア 原書房 253.0 レイ 

3-社会科学 長期政権のあと 佐藤 優 祥伝社 312.1 サト 

武器としての「資本論」 白井 聡 東洋経済新報社 331.6 シラ 

在宅HACKS! 小山 龍介 東洋経済新報社 336 コヤ 

ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳 小学館 379.7 ウメ 

4-自然科学 魔法の科学実験図鑑 市岡 元気 宝島社 407 イチ 

世界を変えた微生物と感染症 左巻 健男 祥伝社 465.0 サマ 

5-技術・家政 世界一美しい透明スイーツレシピ tomei 透明愛好家 KADOKAWA 596.65 トウ 

6-産業 園芸道具の選び方・使い方「コツ」の科学 園芸文化協会 講談社 624 エン 

7-芸術・スポーツ ベートーベンの真実 谷 克二 KADOKAWA 762.3 タニ 

愛犬の日本史 桐野 作人 平凡社 645.6 キリ 

9-文学 スキマワラシ 恩田 陸 集英社 オン 

口福のレシピ  原田 ひ香  小学館 ハラ 

四畳半タイムマシンブルース 森見 登美彦 KADOKAWA モリ 

初夏の訪問者 吉永 南央 文藝春秋 ヨシ 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】秋の夜空を見上げて… 
１０月１日は十五夜、下旬にはオリオン座流星群が夜空を鮮やかに彩ります。友人や

家族と一緒に、天体観測は楽しんでみてはいかがでしょうか？謎に満ちた宇宙のお話や、

月・星を楽しむための本を集めました。小説は、ドキドキ＆スリリングなＳＦ小説を  

集めました。ＳＦならではの不思議な世界観をお楽しみください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

広い宇宙に地球人しか見当たらない 75 の理由 スティーヴン・ウェッブ 青土社 440 ウエ 

星を楽しむ天体観測のきほん 大野 裕明 誠文堂新光社 442 オオ 

90分でブラックホールがわかる本 福江 純 大和書房 443.5 フク 

僕たちのアラル 乾 緑郎 KADOKAWA イヌ 

三体 劉 慈欣 早川書房 923.7 リウ 

他にもたくさんご準備しています。 書架 No.23 をご覧ください 

 

【槻木分室より】 

槻木分室（槻木生涯学習センター内）では、子育て世代のパパ・ママに役立つ本を中心に所蔵しています。 

分室の本を本館に、本館の本を分室に取り寄せることもできますよ。 

★新着図書イチ押し！ 

『非認知能力が育つ 3〜6歳児のあそび図鑑』 

（原坂 一郎/監修 モチコ/イラスト 池田書店） 

いま注目されている「非認知能力」の養成。 

親子で楽しく遊びながら非認知能力が育つ遊びを、 

かわいいイラストとともに紹介します。 

ここに掲載している図書は一部です。柴田町図書館の 

ホームページでは、すべての新着図書を検索できます。 

http://www.shibata-town-library.jp/Libraly 


