
 

 

 

 

 

 

 

まだまだ残暑が厳しい季節ですが、朝晩は冷え込みますので、体調管理に気をつけて過ごしたいですね。 

今月の図書館特集コーナーのテーマは「宇宙」です。月や星、惑星などにちなんだ本を集めましたので、 

どうぞご利用ください。また、図書館があるしばたの郷土館では、９月１３日に中庭観月会が開催されます。

天体望遠鏡で眺める中秋の名月は、格別ですよ。ぜひ、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９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／9月 7日､14日､21日､28 日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／9月 8 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｣ 

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「SF」 

日時／９月１５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「SF 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。 

柴田町図書館だより ２０１９年９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 

 

 

弁護士による身近な法律のおはなし 

第３回 「夫婦間の悩み」 

日時／９月２５日（水） １０：００～１１：３０ 

場所／しばたの郷土館 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／９月２０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３回目は、夫婦間の悩みに

ついて、法的な観点から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。 

 

 

新しく中高生向けの特集コーナーが誕生しました。 

ヤングアダルトコーナー（１１の棚）にありますよ。 

何を読んだら良いかわからない方は、参考にしてみてく

ださいね。テーマは定期的に変わるので、お楽しみに♪ 

「ＹＡ特集」コーナー！！ 

図書館(本館)カレンダー 

９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〉 

･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 

９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 

･第４木曜日…館内整理日 

 (祝日の場合は当日及び翌日) 

 

７月の実績 

（柴田町図書館） 

〇開館日数 25 日 

○貸出冊数 

9,394 冊 

(1 日平均  376 冊) 

○来館者数 

      4,253 人 

(1 日平均 159 人) 

７月の実績 

（槻木分室） 

〇開館日数 20 日 

○貸出冊数 

1,286 冊 

(1 日平均   46 冊) 

○来館者数 

        551 人 

(1 日平均   28 人) 

司書のつぶやき 
「夜のおはなし会」にはたくさんの方にご参加いただき、 

ありがとうございました。お子さんたちには、こわい絵本の読み

聞かせと、おばけさがしのゲームを楽しんでもらいました。 

大人向けには、登山に関する本のブックトークと、怪談の朗読を

行いました。これからも、皆様に楽しんでいただける内容のもの

を企画していきたいと思います。           （S） 



 

 

【８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 アレクサ vs.シリ ジェイムズ・ブラホス 日経 BP 007.1フラ 

1-哲学・宗教 逆境に生きる子たち トラウマと回復の心理学 メグ・ジェイ 早川書房 146.2シエ 

2-歴史・地理 世界史のなかの蒙古襲来 宮脇 淳子 扶桑社 210.4ミヤ 

地図にない国を行く 宮崎 正弘 海竜社 290.9ミヤ 

3-社会科学 仕事ごっこ その“あたりまえ”、いまどき必要ですか? 沢渡 あまね 技術評論社 336.2サワ 

オタク中年女子のすすめ 河崎 環 プレジデント社 367.2カワ 

宮本常一 宮本 常一 平凡社 380.4ミヤ 

4-自然科学 電車に乗れない人たち 松本 桂樹 WAVE出版 493.7マツ 

5-技術・家政 なにしろ、親のごはんが気になるもので。 金子 文恵 家の光協会 596カネ 

6-産業 観光公害 インバウンド 4000万人時代の副作用 佐滝 剛弘 祥伝社 689.2サタ 

7-芸術・スポーツ シェアする美術 洞田貫 晋一朗 翔泳社 706.9トウ 

9-文学 K2 笹本 稜平 祥伝社 ササ 

線は、僕を描く 砥上 裕將 講談社 トカ 

慟哭は聴こえない デフ・ヴォイス 丸山 正樹 東京創元社 マル 

桂歌丸口伝圓朝怪談噺 三遊亭 圓朝 竹書房 913.7サン 

刑罰 フェルディナント・フォン・シーラッハ 東京創元社 943.7シラ 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】未知なる宇宙 

月が綺麗な季節になりました。月を見上げながら、遠い宇宙に思いをはせる夜を過ごし

てみてはいかがでしょうか？月・星・銀河、そして宇宙の話の本を集めました。 

また、宇宙のように未知なる世界が広がる「ＳＦ小説」も一緒にお楽しみください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

星空の楽しい話をしましょう。 駒井 仁南子 誠文堂新光社 440.4コマ 

広い宇宙に地球人しか見当たらない 75の理由 スティーヴン・ウェッブ 青土社 440ウエ 

住んでみたい宇宙の話 竹内 薫 キノブックス 538.9タケ 

僕たちのアラル 乾 緑郎 KADOKAWA イヌ 

ピアリス 萩尾 望都 河出書房新社 ハキ 

他にもたくさんご準備しています。 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！ 

『かわいくて便利な移動ポケット』（ブティック社） 

ポケットがついていない服でも、ハンカチやティッシュを持ち歩き 

たい時に便利な移動ポケット。今や必需品となりましたよね。 

でも、既製品ではかわいいのもが見つからない…。 

それなら、作ってしまいましょう！大人用のデザインも収録。 

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 


