
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田町図書館だより ２０２1年１月号 

みんなの図書館 

図書館(本館)カレンダー 

１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 

１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、および槻木  

生涯学習センター休館日 

･月曜日(祝日の場合は翌平日) 

･第４木曜日…館内整理日 

 (祝日の場合は当日及び翌日) 

《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 

https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/

81,27114,157,283,html 

 

           本を読む喜びや楽しさを 

            一緒に語り合いませんか。 
 

 

 

日時／1 月 17 日（日）14：00～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「東野 圭吾」作品を１冊

ご持参ください。事前の申込は不要です。 

読書会 
◆今月のテーマ◆ 

「東野 圭吾」 

１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／1月 9日､16日､23日､30 日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／1月 10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｣ 

１１月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 24 日 

○貸出冊数 

6,991 冊 

(1 日平均  291 冊 ) 

○来館者数 

     2,420人 

(1 日平均 100 人) 

１１月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 17 日 

○貸出冊数 

737冊 

(1 日平均  43 冊) 

○来館者数 

        290 人 

(1 日平均  17人) 

彼の功績とともに、歴代受賞作を紹介しています。 

司書による作品解説もお楽しみください。 

展示期間：1月 31日（日）まで 

場  所：しばたの郷土館 思源閣 2階企画展示室 

開館時間：午前 9時～午後 5時 ※最終入館は午後 4時 30 分 

休 館 日：月曜日 ※月曜が祝日の場合は翌日休館 

入館無料 

しばたの郷土館・柴田町図書館 合同企画展 

 

 

柴田町出身の直木賞作家 大池唯雄没後50年記念企画 

 

 

司書がテーマごとに選んだ本が、各袋に入って

います。どんな本が入っているのかは、開けて

のお楽しみ♪ 

 児童書…5冊（絵本またはよみもの） 

 一般書…3冊（小説 2冊、実用書 1冊） 

実施期間：1月 11日（月）まで 

※販売ではなく貸出です 



 

 

【１２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 

0-総記 基本がわかる SQL入門  西村 めぐみ 技術評論社 007.6 ニシ 

1-哲学・宗教 マンガ歎異抄をひらく 和田 清人・太田 寿 1 万年堂出版 188.7 マン 

2-歴史・地理 「悪」が変えた世界史 上・下 ヴィクトル・バタジオン 原書房 280.4 アク 

3-社会科学 カカ・ムラド〜ナカムラのおじさん ガフワラ 双葉社 333.8 カカ 

全集伝え継ぐ日本の家庭料理 日本調理科学会 農山漁村文化協会 383.8 セン 

4-自然科学 「色のふしぎ」と不思議な社会 川端 裕人 筑摩書房 496.4 カワ 

5-技術・家政 くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ エダジュン 家の光協会 596.33 エタ 

自炊。何にしようか 高山 なおみ 朝日新聞出版 596 タカ 

6-産業 サブスクリプション 小宮 紳一 創元社 675 コミ 

7-芸術・スポーツ 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川 一美 誠文堂新光社 728 ウタ 

8-言語 声が通らない! 新保 信長 文藝春秋 809.2 シン 

9-文学 藤原定家『明月記』の世界 村井 康彦 岩波書店 911.1 フシ 

銀の夜 角田 光代 光文社 カク 

湖の女たち 吉田 修一 新潮社 ヨシ 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】 冬の醍醐味 

蔵王山も雪化粧して、すっかり冬の装いですね。 

みなさんの冬ならではの楽しみは何ですか？ 

今月は鍋物や編み物、ウィンタースポーツなど寒さを楽しむ本を集めました。 

小説は食べ物にまつわるものです。おいしい物語をお楽しみください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

たくさん編める棒針編み BOOK 成美堂出版編集部 成美堂出版 594.3 タク 

基本調味料で作る鍋 市瀬 悦子 主婦と生活社 596 イチ 

いまから始める山スキー入門 山と溪谷社 山と溪谷社 784.3 イマ 

あつあつを召し上がれ 小川 糸 新潮社 オカ 

語らいサンドイッチ 谷 瑞恵 KADOKAWA タニ 

キッチン風見鶏 森沢 明夫 角川春樹事務所 モリ 

他にもたくさん準備しています。 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！ 

『ようこそ!子育てキッチンへ』 （村上 三保子/著 みらいパブリッシング） 

子どもの自立と心の成長を「いっしょに料理」で叶えよう!  

いっしょに料理をすることで、親子が共に育つ「キッチン育児」を提唱する著者が、 

その始め方や秘訣を紹介。子どもと楽しみながら作るカンタンレシピも収録。 

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。 

https://www.town.shibata.miyagi.jp/index. 

cfm/81,27114,157,283,html 
 


