
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月・１２月のお話し会はお休みです。 

９月の実績 

（柴田町図書館） 
〇開館日数 24 日 

○貸出冊数 

8,006 冊 

(1 日平均  333 冊) 

○来館者数 

      3,887 人 

(1 日平均 162 人) 

９月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 17 日 

○貸出冊数 

819冊 

(1 日平均   48 冊) 

○来館者数 

        403 人 

(1 日平均   24 人) 

柴田町図書館だより ２０１９年１１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 3-1-60 

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 

 

 

柴田町図書館休館のお知らせ 
 

期間／１１月１日（月）～令和２年１月６日（月）（年末年始の休館を含みます） 
 

 児童コーナーを快適に、利用しやすくするための図書館の改修工事を行います。 

 工事期間中は図書館の利用ができません。ご不便をおかけいたしますが、ご理解と 

ご協力をお願いいたします。 

なお、休館中でも予約した本（絵本・児童書を除く）の受取り・返却、新聞の閲覧は 

できます。（利用時間は 10時～17時 日曜・月曜・祝日及び第４木曜日を除きます） 

本の返却は、外の返却箱に入れていただいても結構です。 
 

 

※槻木分室は通常どおり開館しますので、ご利用ください。 

※工事期間中は、東側口（和室側）から出入りをお願いします。 

★Ｗｅｂサイト『マイページ』で簡単予約 
利用状況がリアルタイムで確認できるほか、柴田町図書館所蔵資料の貸出予約や延長手続きなどがＷｅｂ上で行える、 

図書館利用者個人のＷｅｂカスタマーサイトです。 

上記の休館期間中も、本の予約ができますので、どうぞご利用ください。 

詳しくは、図書館のホームページをご確認ください。 

★生涯学習センター等で図書館の本が借りられます 

図書館の本を、各生涯学習センター、公民館等から貸出・返却できるサービスを行っています。 

読みたい本があれば、生涯学習センター等備え付けの用紙に記入して「本をリクエスト」し、図書館の本を借りる 

サービスを、どうぞご利用ください。 

 

１1月・１２月の読書会はお休みです。 

図書館(本館)カレンダー 

１１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 

〈返却・予約本の受取〉 

･平日：10:00～17:00 
（日曜・月曜・祝日・第 4 木曜日を除く） 

槻木分室カレンダー 

１１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) 

 

司書のつぶやき 
台風１９号の被害に遭われたみなさまには、心よりお見舞い

申し上げます。図書館でも、町内の状況を鑑み、「図書館ま

つり」を中止することとなり、楽しみにしていただいたみな

さまには、ご迷惑をお掛けいたしました。リニューアルオー

プンの際には、みんなが楽しい気持ちになれるようなイベン

トを計画中です。               （Ｓ） 



 

 

【１０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 仕事で役立つ！ＰＤＦ完全マニュアル 桑名 由美 秀和システム 007.6 クワ 

2-歴史・地理 神秘の古代遺産 並木 伸一郎 学研プラス 209.3 ナミ 

仙台の杜カフェ海カフェ 阿部 和美 書肆侃侃房 291.2 アヘ 

3-社会科学 日本の海が盗まれる 山田 吉彦 文藝春秋 319.1 ヤマ 

初期費用ゼロで始める定年プチ起業 田口 智隆 水王舎 335 タク 

ロヒンギャ問題とは何か 日下部 尚徳 明石書店 369.3 ロヒ 

消えた山人 昭和の伝統マタギ 千葉 克介 農山漁村文化協会 384.3 チハ 

自衛隊はトイレットペーパーを「自腹」で買う 小笠原 理恵 扶桑社 392.1 オカ 

4-自然科学 虚数はなぜ人を惑わせるのか 竹内 薫 朝日新聞出版 412 タケ 

5-技術・家政 親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ Ｅｍｉ 白夜書房 597.5 エミ 

6-産業 カスハラ ＮＨＫ「クローズアップ現代＋」取材班 文藝春秋 673.3 カス 

7-芸術・スポーツ スタートラインに続く日々 今村 彩子 桜山社 778.2 イマ 

国境を越えたスクラム 山川 徹 中央公論新社 783.4 ヤマ 

8-言語 スピーチや会話の「えーっと」がなくなる本 高津 和彦 フォレスト出版 809.4 コウ 

9-文学 老父よ、帰れ 久坂部 羊 朝日新聞出版 クサ 

おわりもん 高須 光聖 幻冬舎 タカ 

無実の君が裁かれる理由 友井 羊 祥伝社 トモ 

ロマンチック・ドリンカー 長山 靖生/編 彩流舎 ロマ 

ラヴクラフトの怪物たち 上 エレン・ダトロウ/編 新紀元社 933.7 ラフ 

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。 

 

【「大活字本」をご利用ください】 

 「大活字本」とは、通常の本よりも、大きな文字で書かれている本のことです。 

 小さな文字が見づらいな、という方に、読みやすくなっています。 

 どなたでもご利用いただけますので、一度お手に取ってみてください。 

 ○新しく入った大活字本 
  ・本能寺の変 431 年目の真実［３分冊］（明智 憲三郎/著 大活字文化普及協会） 

  ・海の見える理髪店［３分冊］（荻原 浩/著 大活字文化普及協会） 

  ・冬姫［３分冊］（葉室 麟/著 大活字文化普及協会） 

  ・マスカレード・イブ［３分冊］（東野 圭吾/著 大活字文化普及協会） 

  ・マスカレード・ホテル［３分冊］（東野 圭吾/著 大活字文化普及協会） 

 

【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！ 

『僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと思う』 

（常見 陽平/著 自由国民社） 

男性目線から、育児や家事へのかかわり方、夫婦のあり方に 

ついて書いた本です。夫婦で読んでほしい一冊です。 

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 


