
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田町図書館だより ２０２２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 丁目 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 

 

１１月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 24 日 

○貸出冊数 

7,396 冊 

(1 日平均  308 冊 ) 

○来館者数 

     2,658 人 

(1 日平均 111 人) 

１１月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 18 日 

○貸出冊数 

877 冊 

(1 日平均   49 冊) 

○来館者数 

        393 人 

(1 日平均  22 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。 

事前の申込みは不要です。 

 

☆毎週土曜日 10:30～11:00 

【絵本の読み聞かせ】 

 日時／1 月 8 日、15 日、29 日 

【紙芝居】 

日時／1 月 22 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／1 月 16 日（日）14：00～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「家族小説」を１冊ご持参

ください。事前の申込みは不要です。 

読書会 
◆今月のテーマ◆ 

「家族小説」 

日時／令和 4 年 1月 22 日（土） 

   13：00～14：30 

講師／田中 伸哉 氏（福島県白河市立図書館 前館長） 

会場／柴田町図書館 2階多目的ホール 

定員／30 名（申込不要） 

入場料／無料 

 

 

 

 

https://youtu.be/rrGVRC5Q_50 

 

 

 

～図書館の魅力と活用法～ 

柴田町図書館講演会 

 

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 

インターネットでのライブ配信も

行いますので、パソコンやスマート

フォンでも視聴することができ 

ます。(定員なし) 



 

 

【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 IoT モノのインターネット 高安 篤史 創元社 007.3 タカ 

1-哲学・宗教 歎異抄ってなんだろう 高森 光晴 1 万年堂出版 188.7 タカ 

2-歴史・地理 ガラシャ 山田 貴司 平凡社 289.1 ホソ 

3-社会科学 タリバン復権の真実 中田 考 ベストセラーズ 302.2 ナカ 

給与明細から読み解くお金のしくみ 高橋 創／監修 日東書院本社 366.4 キユ 

4-自然科学 地形散歩のすすめ 新之介 学芸出版社 454.9 シン 

5-技術・家政 世界を変える 100の技術 日経 BP／編 日経 BP 504 セカ 

6-産業 タクシードライバーぐるぐる日記 内田 正治 三五館シンシャ 685.5 ウチ 

7-芸術・スポーツ 嫌われた監督 鈴木 忠平 文藝春秋 783.7 スス 

9-文学 就活ザムライの大誤算 安藤 祐介 光文社 アン 

チグリジアの雨 小林 由香 角川春樹事務所 コハ 

星を掬う 町田 そのこ 中央公論新社 マチ 

戦神の裔（すえ） 矢野 隆 中央公論新社 ヤノ 

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】 こころとからだをあたためる 

今月は『こころとからだをあたためる』をテーマに、体を温めるレシピや健康法が

書かれた本、あったか小物やファッションを紹介した本、心がほっこり温かくなるよ

うな家族小説などを特集しています。“冷えは万病のもと”とも言われますので、体の

内と外から温めて、この冬を乗りきりましょう！ 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

冷えとりの専門医が教える病気を防ぐカラダの温め方 川嶋 朗／監修 日東書院本社 493.1 ヒエ 

腸からあたたまるたなかれいこ的料理のきほん  たなか れいこ 朝日新聞出版 596 タナ 

あったかスイーツ  福田 淳子 主婦の友社 596.65 フク 

雲を紡ぐ 伊吹 有喜 文藝春秋 イフ 

ははのれんあい 窪 美澄 KADOKAWA クホ 

スイート・ホーム  原田 マハ ポプラ社 ハラ 

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 

 

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 
 

梅（ウメ） 

【ピックアップ花言葉】 

 忠実  

大宰府へ左遷された菅原 

道真の後を追って 

空を飛んだと 

いう伝説に由来。 

 

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！ 

『比べない子育て』 

（田宮 由美／著 1 万年堂出版） 

「心の根っこ」を育みながら、意欲や折れない

心、そして学力も伸ばす子育て法を紹介します。 

【槻木分室より】 


