
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田町図書館だより ２０２１年９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 

 

 

図書館(本館)カレンダー 

９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〉 

･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 

９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) 

 

 

７月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 26 日 

○貸出冊数 

8,537 冊 

(1 日平均  328 冊) 

○来館者数 

      2,725 人 

(1 日平均 105 人) 

７月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 20 日 

○貸出冊数 

 978 冊 

(1 日平均   49 冊) 

○来館者数 

        347 人 

(1 日平均   17 人) 

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／9月 11 日、18日、25日 

【紙芝居】 

日時／9月 4 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／9月 19日（日）14：00～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「仕事小説」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◆ 

「仕事小説」 

日中は夏と変わらず汗ばむ日が続いていますが、夜には秋の虫の鳴き声が聞こえはじめ、少しずつ秋の気配を

感じる季節になりました。過ごしやすい季節までもう少し。体調に気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日 程 時間／10：30～12：00 

第 1回 9月 16日（木） 

第 2回 10月 21日（木） 

第 3回 11月 18日（木） 

第 4回 12月 16日（木） 

第 5回 R4. 1月 20日（木） 

第 6回 2月 17日（木） 

 

●会 場／しばたの郷土館 研修室 

●対象者／20歳以上で、柴田町にお住いの方 

●定 員／5名（定員になり次第締め切り。6回全てに参加 

できる方優先。） 

●申 込／9月 3日（金）まで 

（定員に達していなければ追加募集行います） 

※お子さんを連れての参加も可能です。 

 

参加者同士で絵本の読み聞かせをし、読んだ 

絵本についての思い出や感想を語り合いながら、 

楽しいひとときをすごしませんか？ 

 



 

 

【８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 ものの見方が変わるシン・読書術 渡邊 康弘 サンマーク出版 019.1ワタ 

2-歴史・地理 北海道・北東北の縄文遺跡群を旅するガイド  昭文社 291.1ホツ 

3-社会科学 ミャンマー危機 永杉 豊 扶桑社 312.2ナカ 

#若者の本音図鑑 椎名 雄一 学びリンク 361.6シイ 

47都道府県・発酵文化百科 北本 勝ひこ 丸善出版 383.8キタ 

4-自然科学 生きている化石図鑑 土屋 健 笠倉出版社 457ツチ 

5-技術・家政 よくわかる最新半導体の基本と仕組み 西久保 靖彦 秀和システム 549.8ニシ 

6-産業 森林で日本は蘇る 白井 裕子 新潮社 641.1シラ 

7-芸術・スポーツ 散歩が楽しくなる日本の色手帳 日本色彩学会／監修 東京書籍 757.3サン 

アスリートのためのスポーツ栄養学 柳沢 香絵／監修 学研プラス 780.1アス 

8-言語 話力 1日 10分集中講義 日本話し方協会 毎日新聞出版 809.2ワリ 

9-文学 変な家 雨穴 飛鳥新社 ウケ 

枝の家 黒井 千次 文藝春秋 クロ 

婿どの相逢席 西條 奈加 幻冬舎 サイ 

ヒトコブラクダ層ぜっと 上下 万城目 学 幻冬舎 マキ 

JAGAE 織田信長伝奇行 夢枕 獏 祥伝社 ユメ 

書架 No.1 をご覧ください 

【今月の特集】あなたのお仕事応援します！ 

今月の特集は「あなたのお仕事応援します！」です。新しいことにチャレンジしたい方、

ステップアップしたい方などへ、仕事の様々なシーンで役立つビジネス関連の本を揃え  

ました。小説は、これにあわせて仕事を題材にしたものです。物語を通していろいろな職業

を疑似体験してみませんか？ 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

ひとり起業の教科書 藤原 恭子 WAVE出版 335フシ 

21世紀の新しい職業図鑑 武井 一巳 秀和システム 366.2タケ 

POP1年生 山口 茂 すばる舎 674.5ヤマ 

MR 久坂部 羊 幻冬舎 クサ 

店長がバカすぎて  早見 和真 角川春樹事務所 ハヤ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

『じママの全力おうち遊び』 

（じママ／著 ブティック社） 

【槻木分室より】 

曼殊沙華（ﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ） 

【ピックアップ花言葉】 

 情 熱  

炎をイメージさせる 

花の形と深みの 

ある赤い色彩で 

あることから。 

 


