
 

 

 

 

 

 

 

梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、７月といえば、夏休みが始まる季節でもありますね。 

図書館の本を眺めながら、夏休みの計画を立てるのはいかがでしょうか？  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７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／7月 6日､13日､20日､27 日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／7月 14日 11:00～11:45 

会場／図書館１階 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 

７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 

７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) 

 

５月の実績 

（柴田町図書館） 

〇開館日数 26 日 

○貸出冊数 

8,258 冊 

(1 日平均  318 冊) 

○来館者数 

      3,598人 

(1 日平均  138人) 

５月の実績 

（槻木分室） 

〇開館日数 17 日 

○貸出冊数 

770冊 

(1 日平均   45 冊) 

○来館者数 

        366 人 

(1 日平均   22 人) 

柴田町図書館だより ２０１９年７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 0224-86-8321 

《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 

 

 

読書会 
本を読む喜びや楽しさを 

一緒に語り合いませんか。 

 

◆今月のテーマ「動物」 

日時／７月２１日（日）14：00～15：30 

会場／図書館１階 集会室１ 

あなたのおすすめの「動物に関する本」を１冊 

ご持参ください。事前の申込は不要です。 

弁護士による身近な法律のおはなし 

第２回「“子育て”についてー子の視点からー」 

 

日時／７月２４日（水） １０：００～１１：３０ 

場所／しばたの郷土館 ２階 多目的ホール 

講師／弁護士 奥林 潔 氏（千本桜法律事務所） 

参加費／無料  定員／２０名（先着順） 

申込〆切／７月１９日（金） 

 

身近で基本的な法律について、法律の専門家からお話

しを聞いてみませんか？第２回目は、子育てに関する

法的な悩みについてお話しいただきます。 

詳しくは館内ポスターをご覧ください。 

 

7 月 20 日（土）のお話し会は 

夏休み特別企画 課題図書ブックトーク です。 
 

読書感想文の課題図書でブックトーク（本の紹介）を 

行います。何を読んだら良いか迷ったら、ぜひ、聞きに 

来てくださいね。大人の方もどうぞ。 



 

 

【６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 

1-哲学・宗教 オオカミは大神 青柳 健二／著 天夢人 175.5 アオ 

2-歴史・地理 皇后雅子 妃から后への三十年 石井 勤／著 講談社 288.4 コウ 

3-社会科学 平成家族 理想と現実の狭間で揺れる人たち 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 367.3 ヘイ 

“今”からできる!日常防災 永田 宏和／監修 池田書店 369.3 イマ 

4-自然科学 大人のための恐竜教室 真鍋 真／著 ウェッジ 457.8 マナ 

爆発する歯、鼻から尿 トマス・モリス／著 柏書房 490.4 モリ 

5-技術・家政 Q&A 雨仕舞のはなし 石川 廣三／著 彰国社 524.8 イシ 

まいにち冷奴 小林 まさみ／著 成美堂出版 596.3 コハ 

６-産業 飢えと食の日本史 菊池 勇夫／著 吉川弘文館 611.3 キク 

7-芸術・スポーツ 女性アスリートの教科書 須永 美歌子／著 主婦の友社 780.1 スナ 

8-言語 県別方言感覚表現辞典 真田 信治／編 東京堂出版 R818.0 ケン 

9-文学 戦神 赤神 諒／著 角川春樹事務所 アカ 

百花 川村 元気／著 文藝春秋 カワ 

人類最年長 島田 雅彦／著 文藝春秋 シマ 

チャイムが鳴った 日和 聡子／著 新潮社 ヒワ 

マンモスを再生せよ ベン・メズリック／著 文藝春秋 936 メス 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】海 

夏服の作り方や、海釣りのテクニック、海辺の生き物や水族館などの本を準備しました。 

小説は、海の生き物だけでなく、陸地にも焦点を当てて、いろいろな動物が出てくるお話を集めま

した。涼しげな本を手に取り、暑気払いにお役立てください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

水族館の文化史 溝井 裕一／著 勉誠出版 480.7 ミソ 

世界で一番美しいイカとタコの図鑑 窪寺 恒己／監修 エクスナレッジ 484.7 セカ 

眺望絶佳の打ち上げ花火 金武 武／著 玄光社 575.9 カネ 

お家でいただく、ごちそうかき氷 石附 浩太郎／著 メディアファクトリー 596.65 イシ 

ペットショップボーイズ 竹吉 優輔／著 光文社 タケ 

書架 No.23 をご覧ください 

 

【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。 

★新着図書イチ押し！ 

『きょう、ほいくえんでね…！！』（てぃ先生/著 マガジンハウス） 

男性保育士・てぃ先生が、日々子どもたちと接する中での、 

ほっこりエピソードが満載。子育てが楽しくなりそうな１冊です。 

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 


