
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  14 日 

○貸出冊数 

5,447 冊 

(1 日平均  389) 

○来館者数 

       1,524 人 

(1 日平均  109 人) 

４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 

        287 人 

(1 日平均   17 人) 

柴田町図書館だより ２０２２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 丁目 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 11:00～11:30 
【絵本の読み聞かせ】 

 日時／6 月 11 日、18 日、25 日 

【紙芝居】 

日時／6 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／6 月 19 日（日）14：30～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの「宇宙」に関する本を  

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◆ 

「宇宙」 

 気温が高くなり、夏日になる日もありますが、夏の前に梅雨がやってきますね。今年の予報では雨が多く  

なるようです。雨の日は雨音を聞きながら、のんびり読書をしてみはいかがでしょうか。 

柴田町図書館の誕生日である 5 月 29 日に、ミニイベ

ントを開催しました。一日おはなし会や司書による読書

会のデモンストレーション、しおり作り体験、図書館 

オープン当時のベストセラーなどを振り返る企画展示

を行いました。 

 例年の図書館誕生祭より規模を縮小しての開催でし

たが、久々のイベントに来館された皆さんの笑顔が  

見られ、うれしい一日となりました。 

  

常設しています。ご利用ください。 

図書館での役目を終えた本をお譲りしてい 

ます。掘り出し物があるかも…。ご来館の際

はチェックしてみてくださいね。 

<一日おはなし会> 

次はどんなお話し

かな？わくわく♪ 

<しおり作り> 

材料をのりで貼って、 

オリジナルのしおりを 

作成。世界にひとつだけ

の素敵なしおりができ 

ました♪ 



 

 

【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 図解まるわかり AI のしくみ 三津村 直貴 翔泳社 007.1 ミツ 

2-歴史・地理 古代遺跡大図鑑 森谷 公俊／監修 ニュートンプレス 202.5 コタ 

鎌倉幕府と室町幕府 山田 徹 光文社 210.4 カマ 

3-社会科学 親ガチャという病 池田 清彦 宝島社 304 オヤ 

一斉休校 末冨 芳／編著 明石書店 372.1 スエ 

現代ロシアの軍事戦略 小泉 悠 筑摩書房 392.3 コイ 

4-自然科学 人新世の科学 オズワルド・シュミッツ 岩波書店 468 シユ 

5-技術・家政 世界 2.0 メタバースの歩き方と創り方 佐藤 航陽 幻冬舎 547.4 サト 

干し野菜百科 濱田 美里 河出書房新社 596.37 ハマ 

６-産業 桑の文化誌 ピーター・コールズ 原書房 636 コル 

7-芸術・スポーツ いままでとこれから 堀米 雄斗 KADOKAWA 786.8 ホリ 

9-文学 幸村を討て 今村 翔吾 中央公論新社 イマ 

おしゃべりな部屋 川村 元気 中央公論新社 カワ 

阿茶 村木 嵐 幻冬舎 ムラ 

風の港 村山 早紀 徳間書店 ムラ 

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】快適おうち時間 
 

 

 

 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

「お家にある材料」でおもしろ科学の実験図鑑 セルゲイ・ウルバン 原書房 407 ウル 

はじめてのガラスペン  武田 健 実務教育出版 589.7 タケ 

いちばんわかりやすい紙バンドで作るかご編みの教科書 古木 明美 河出書房新社 754.9 フル 

N 道尾 秀介 集英社 ミチ 

念入りに殺された男 エルザ・マルポ 早川書房 953.7 マル 

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。 

★新着図書のイチオシ！ 

『いざ！に備える遊びで防災体験 BOOK』 

（神谷 明宏／著 いかだ社） 

1903年 6月 22日生まれ 
 

代表作：『樅ノ木は残った』 
 

山本周五郎はペンネーム。

住込みで働いていた質店

の店主の名前が由来。 

山
やま

本
もと

 周
しゅう

五
ご

郎
ろう

 

おうちにいてもできる趣味や、おうち時間を快適に、楽しく過ごすために役立ちそうな本

を集めました。また小説は、推理・ミステリーものを揃えました。増えたおうち時間を利用

して、じっくり読んでみてはいかがでしょうか。 


