
   

柴田町図書館だより ２０１９年５月号 

５月のお話し会 
 

絵本の読み聞かせや紙芝居をやっています。

ぜひ親子でご参加ください。事前申込みは不

要です。時間途中の出入りも自由です。 

【絵本の読み聞かせ／土曜日】 

 日時／5月 4日､11日､18日 10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／5月 12日 11:00～11:45 

会場／図書館 1F集会室 1 
協力／絵本読み聞かせの会｢おむすびころりん｣ 

おはなしの会「ぴいかぶう」 

     よみきかせの会｢ひよこちゃん｣ 

図書館(本館)カレンダー 

5 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  
 

槻木分室カレンダー 

5 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 

･第４木曜日…館内整理日 

 (祝日の場合は当日及び翌日) 

 

３月の実績 

（柴田町図書館） 

〇開館日数 26 日 

○貸出冊数 

10,564冊 

(1 日平均  406 冊) 

○来館者数 

      3,782人 

(1 日平均 153 人) 

〈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) 

 

３月の実績 

（槻木分室） 

〇開館日数 20 日 

○貸出冊数 

1,308 冊 

(1 日平均  65冊) 

○来館者数 

        628 人 

(1 日平均  31人) 

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 0224-86-8321 

《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 

 

 

開館９周年記念 図書館誕生祭 ５月２６日（日）１０：００～１６：００ 

柴田町図書館は平成２２年５月に開館し、今年で開館９周年を迎えました。多くのみなさまに支え

られて育てられ、この９年間で延べ４２万人の方々に足を運んでいただきました。本当にありがとう

ございました。これからも利用者のみなさまのニーズに応えられる図書館運営に努めてまいります。 

 日ごろのご愛顧への感謝を込めて、今年も図書館誕生祭を開催します。この日はさまざまなイベン

トでお待ちしております。お楽しみください。 

★図書館古本市・・・・保存期限が過ぎた雑誌や除籍本を提供します 

★一日お話し会・・・・町内の読み聞かせグループが集合！一日中お楽しみください 

★おもちゃ病院・・・・おもちゃドクターが壊れたおもちゃを診察してくれます 

★透明ブックカバー体験・・透明ブックカバーをかけます。大切な一冊をお持ちください（要事前予約。先着 10名） 

★紙製ブックカバー作り・・切り絵や消しゴムはんこでオリジナルのブックカバーを作ります 

☆しばた Jam＋Jam手作り市・・手作り品の販売や、グルメブースが楽しめます 

柴田町図書館の駐車場が 

整備されました 

 

柴田町図書館（しばたの郷土館ふるさと文化伝承

館内）の駐車場として、建物北側の敷地を整備し

ました。それに伴い、しばたの郷土館前（西側）

の道路用地（路肩部分）は駐車禁止となりました。 

ご来館の際は、北側駐車場をご利用ください。 



 

 

【４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 悪のAI論 平 和博／著 朝日新聞出版 007.3 タイ 

1-哲学・宗教 仏像の光と闇 宮澤 やすみ／著 水王舎 186.8 ミヤ 

2-歴史・地理 「抗日」中国の起源 武藤 秀太郎／著 筑摩書房 222.0 ムト 

3-社会科学 このままだと、日本に未来はないよね。 ひろゆき／著 洋泉社 304ニシ 

「承認欲求」の呪縛  太田 肇／著 新潮社 336.4 オオ 

4-自然科学 狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか エリ・H.ラディンガー／著 築地書館 489.5 ラテ 

5-技術・家政 人はだれでもエンジニア ヘンリー・ペトロスキ／著 パンローリング 504ヘト 

６-産業 ヒミツのヒミツの猫集会 沖 昌之／写真 天夢人 645.7 オキ 

7-芸術・スポーツ ブレないスポーツ報道 津田 俊樹／著 言視舎 780.4 ツタ 

8-言語 このことわざ、科学的に立証されているんです 堀田 秀吾／著 主婦と生活社 814.4 ホツ 

9-文学 教室が、ひとりになるまで 浅倉 秋成／著 KADOKAWA アサ 

お茶壺道中 梶 よう子/著 KADOKAWA カシ 

エスケープ・トレイン 熊谷 達也/著 光文社 クマ 

迷路の外には何がある? スペンサー・ジョンソン／著 扶桑社 9337 シヨ 

書架 No.01 をご覧ください 

 

【今月の特集】外へ出かけよう！ 

満開だった桜の花びらも徐々に散り、気がつけばあたたかく過ごしやすい季節となりました。

今年の５月は新天皇即位の関係で、ゴールデンウィークがとても長いので、旅行に出かける方

も多いでしょうね。また、お休み以外でも、天気が良ければ外へ体を動かしに行くのも楽しい

ですね。そこで今月の特集は「外へ出かけよう！」です。全国各地の旅行誌や写真の撮り方の

本、はたまたスポーツ小説などを読み、さわやかな季節をお過ごしください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

ローカル線で温泉ひとりたび たかぎなおこ／著 メディアファクトリー 291.0 タカ 

名所・旧跡の解剖図鑑 スタジオワーク／著 エクスナレッジ 521メイ 

SNS時代の写真ルールとマナー 日本写真家協会／編 朝日新聞出版 743エス 

ウィメンズマラソン 坂井 希久子／著 角川春樹事務所 サカ 

マシュマロ・ナイン 横関 大／著 KADOKAWA ヨコ 

書架 No.23 をご覧ください 

 

【展示 発掘本】 

「別に隠れていたわけじゃない。ずっと棚にならんでいたのに…。隣の本は借りられていくのに…。 

このままでは、日の目を見ずに廃棄されてしまう…。そんなのは嫌だ！」 

 という、本たちの叫びが聞こえてきそうな新企画「発掘本」コーナー。開館当初から、ずっと棚に並んでいる

のに、一度も借りられていない本たちを集めました。どんな本が並んでいるかは、ぜひ、その目で確かめてみて

ください。掘り出しものがあるかも！？ 

 ※「図書館記念日」「図書館振興の月」「子どもの読書週間・子ども読書の日」「柴田町図書館誕生祭」合同企画 

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、すべての所蔵図書を検索できます。 

http://www.shibata-town-library.jp/Libraly 


