
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田町図書館だより ２０２３年１月号 
《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 

 

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。 

事前の申込みは不要です。 

 

☆毎週土曜日 11:00～11:30 

【絵本の読み聞かせ】 

 開催日／14 日、21 日、28 日 

【紙芝居】 

開催日／7 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」 

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) 

１１月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 25 日 

○貸出冊数 

7,264 冊 

(1日平均  291冊 ) 

○来館者数 

      2,717 人 

(1日平均  109人) 

１１月の実績 

（槻木分室） 

〇開館日数 14 日 

○貸出冊数 

706 冊 

(1 日平均   50 冊) 

○来館者数 

        311 人 

(1 日平均  22 人) 

           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 15日（日）14：30～15：30 

会場／図書館内 

あなたのおすすめの本（ジャンル自由）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◆ 

「動物」 場 所  ２階 多目的ホール 

 
講 師   

山崎 博樹 氏 

対象者   

 

当日の様子は、下記の期間 

インターネット配信しますので、柴田町 

図書館ホームページをご覧ください。 



 

【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 「専門家」とは誰か 村上 陽一郎／編 晶文社 002セン 

1-哲学・宗教 日本語からの哲学 平尾 昌宏 晶文社 104ヒラ 

2-歴史・地理 武士とは何か 呉座 勇一 新潮社 210.4コサ 

3-社会科学 はてなの国際法 岩本 誠吾 晃洋書房 329イワ 

ニュータウンに住み続ける 三浦 展／編 而立書房 361.7ニユ 

4-自然科学 宇宙の終わりに何が起こるのか ケイティ・マック 講談社 443.9マツ 

5-技術・家政 いくつも編みたいソックス&ミトン  NHK出版 594.3イク 

6-産業 ウシのげっぷを退治しろ 大谷 智通 旬報社 645.3オオ 

7-芸術・スポーツ サッカー外す解剖図鑑 風間 八宏 エクスナレッジ 783.4カサ 

8-言語 うつりゆく日本語をよむ 今野 真二 岩波書店 810.4コン 

9-文学 葵のしずく 奥山 景布子 文藝春秋 オク 

清浄島 河崎 秋子 双葉社 カワ 

闇の聖域 佐々木 譲 KADOKAWA ササ 

ばくうどの悪夢 澤村 伊智 KADOKAWA サワ 

十三夜の焰 月村 了衛 集英社 ツキ 

書架 No.1 をご覧ください 

柴田町図書館や槻木分室のカウンターで予約の受付、貸出を行っております。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も予約・受取ができます。詳しくは図書館までお問い合わせください。 
 

【今月の特集】おうちであったまろう 

 

 

 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

図解でわかる!エアコン 1台で心地よい家をつくる方法 岡田 八十彦／監修 エクスナレッジ 527スカ 

かぎ針と棒針で編むはじめてのマフラーとポカポカ小物 寺西 恵里子 日東書院本社 594.3テラ 

朝 10分でできるスープ弁当 有賀 薫 マガジンハウス 596.4アリ 

うちの父が運転をやめません  垣谷 美雨 KADOKAWA カキ 

水の月  中江 有里 潮出版社 ナカ 

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 

 

体を温めるストレッチや健康法などが書かれた本や、温かい飲み物や料理を紹介した

本、読んで心がほっこりするよう家族小説など、心も体も温かくなりそうな本を集め 

ました。寒さを吹き飛ばして、今年の冬も元気に過ごしましょう♪ 

【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。 

 

★新着図書のイチオシ！ 

『やる気と集中力を養う 3〜6歳児の育脳ごはん』 

（小山 浩子、成田 奈緒子／著 池田書店 ） 

子どもの脳の成長をサポートする栄養素を含み、簡単

に楽しくつくり続けられるレシピを紹介。 

池波 正太郎 

1923年 1月 25日生まれ 
 

代表作：『鬼平犯科帳』 
 

大中小の三種類、違う金額が

入っているポチ袋を常に 

持ち、様々な場面で心づけと

して手渡していたそうです。 


