
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館(本館)カレンダー 

６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    

〈開館時間及び開館時間〉 

･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 

６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    
〈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) 

４月の実績 

（柴田町図書館） 

〇開館日数  4日 

○貸出冊数 

2,190 冊 

(1 日平均  548 冊) 

○来館者数 

       562 人 

(1 日平均  141人) 

４月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 3日 

○貸出冊数 

223冊 

(1 日平均   74 冊) 

○来館者数 

        73人 

(1 日平均   24 人) 

柴田町図書館だより ２０２1年６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 

 

 

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。 

 

☆毎週土曜日 10:30～11:00 

【絵本の読み聞かせ】 

 日時／6月 12 日、19日、26日 

【紙芝居】 

日時／6月 5 日 

 

会場／図書館内 

協力／ よみきかせの会｢ひよこちゃん｣ 

おはなしの会「ぴいかぶう」 

           本を読む喜びや楽しさを 

            一緒に語り合いませんか。 

 

 

 

日時／6月 20日（日）14：00～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「恋愛小説」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◆ 

「恋愛小説」 

・短時間での利用 

・マスク、せきエチケット 

・手指消毒 

・ソーシャルディスタンス 

みなさまへおねがい  傘の出番が増える季節になりました。木々の緑が雨に 

濡れ、よりいっそう深みを増しています。今年は梅雨入り

が早まり、長梅雨になりそうとの予報もあります。そんな

時は、晴耕雨読。図書館で気持ちがスッキリする本を   

探してみませんか？ 
ワクチン接種をされた方も

ご協力お願いします。 

 

 

 

町内の小中学校とコラボ特集第 1弾！ 

6 月は小中学校の図書室内で企画している特集

「本から世界を見てみよう」と同じテーマの本を 

選んで特集しています。YA（ヤングアダルト）  

コーナーでは中高生向けの本、児童コーナーでは 

小学生向けの本を集めました。学校の図書室には 

ない本もありますので、どうぞご覧ください。 

 今回は海外小説や絵本、海外の食事や文化を知る

ことができる内容の本で、舞台となっている国の 

ことを知ったうえで物語を読むと、作品をより  

楽しむことができますよ♪ 

 大人のみなさんも新しい発見があるかもしれ 

ません♪ぜひご利用ください。 

ＹＡ特集・児童書特集 



 

 

【５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 難しい本をどう読むか 齋藤 孝 草思社 019.1サイ 

1-哲学・宗教 血の日本思想史 西田 知己 筑摩書房 121.0ニシ 

「利他」とは何か 伊藤 亜紗／編 他 集英社 151.5リタ 

2-歴史・地理 教会と千歳飴 上野 誠 小学館 210.0ウエ 

日本の装束解剖図鑑 八條 忠基 エクスナレッジ 210.0ハチ 

3-社会科学 ポスト社会主義の政治 松里 公孝 筑摩書房 312.3マツ 

できるはんこレス入門 清水 理史 他 インプレス 336.5シミ 

4-自然科学 なぞとき深海 1万メートル 蒲生 俊敬 講談社 452カモ 

5-技術・家政 富岳 世界 4冠スパコンが日本を救う 日経クロステック／編集 日経 BP 548.2フカ 

６-産業 はじめての野の草花寄せ植え 都築 ますみ／監修 成美堂出版 627.8ハシ 

7-芸術・スポーツ 大相撲 40年史 私のテレビ桟敷 小谷野 敦 筑摩書房 788.1コヤ 

9-文学 正欲 朝井 リョウ 新潮社 アサ 

偶然の家族 落合 恵子 東京新聞 オチ 

風巻 伊豆春嵐譜 鳴神 響一 早川書房 ナル 

青い孤島 森沢 明夫 双葉社 モリ 

書架 No.1 をご覧ください 

Ｗｅｂカスタマーサイト「マイページ」または槻木分室、各生涯学習センター等で予約・受取ができます。 

柴田町図書館のカウンターでも予約の受付、貸出を行っております。詳しくは図書館までお問い合わせください。 

 

【今月の特集】おうち時間で“自分磨き” 
スキンケアやダイエット、マナーや言葉遣いなど、素敵な大人になるために役立ちそうな

本を集めました。 

小説は様々なかたちの恋模様を描いた恋愛小説です。甘く切な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 

はじめてのやせ筋トレ  とがわ 愛 KADOKAWA 595.6トカ 

モノが減ると心は潤う簡単「断捨離」生活  やました ひでこ 大和書房 597.5ヤマ 

品よく美しく伝わる「大和言葉」たしなみ帖 吉田 裕子‖監修 永岡書店 810.4ヒン 

ラストは初めから決まっていた  小手鞠 るい ポプラ社 913.6コテ 

試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。  尾形 真理子 幻冬舎 B913.6オカ 

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】 

 

 

  

 

 

 

 

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 

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。 

★新着図書のイチ押し！ 

『主婦業 9割削減宣言』 

（唐仁原 けいこ／著 中央公論新社） 

紫陽花（あじさい） 

【ピックアップ花言葉】 

団らん 

小さな花がひしめき合って

咲いているように見える 

ことに由来して 

います。 


