
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２か月間の改修工事を経て、いよいよ児童コーナーが 

リニューアルオープンいたしました。 

新聞などの閲覧席との間に仕切りを設け、独立したスペース 

を確保し、周囲に気兼ねなく読み聞かせや読書を楽しむこと 

ができるようになりました。 

利用者の皆さまには、長期にわたる休館となり、大変ご不便 

をおかけしました。これからも、皆さまに親しまれ、 

利用しやすい図書館となるよう取り組んでまいります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

柴田町図書館だより ２０２０年１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 

 

 

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) 

  ･年末年始（12/28～1/6） 

･ 

１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／1月 11 日､18 日､25 日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／1月 12日 11:00～11:45 

会場／図書館 児童コーナー 
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「私の愛読書」 

日時／１月１９日（日）14：00～15：30 

会場／図書館１階 集会室１ 

あなたの愛読書を１冊ご持参ください。 

事前の申込は不要です。 

１１月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 20 日 

○貸出冊数 

     1,936 冊 

(1 日平均   97 冊) 

○来館者数 

        441 人 

(1 日平均   22 人) 

司書のつぶやき 
新年あけましておめでとうござい

ます。 

長らくお待たせいたしましたが、

どうにか児童コーナーをリニュー

アルオープンすることができまし

た。改修工事中は、本を運び出し

たり、書棚や机を移動したり、工

事後はまた元に戻したり…。司書

たちは慣れない力仕事に悪戦苦闘

の日々でしたが、利用者の皆さま

の笑顔を想像しては作業に取り組

みました。気に入っていただける

といいなぁ。     （S） 



 

 

【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 奇書の世界史 三崎 律日 KADOKAWA 024.0 ミサ 

2-歴史・地理 ワールドフラッグス世界 196カ国完全データ図鑑 ワールドフラッグス 宝島社 290 ワル 

3-社会科学 二重国籍と日本 国籍問題研究会 筑摩書房 329.9 ニシ 

真夜中の陽だまり ルポ・夜間保育園 三宅 玲子 文藝春秋 369.4 ミヤ 

4-自然科学 誰が科学を殺すのか 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班 毎日新聞出版 409.1 タレ 

スポーツでのばす健康寿命 深代 千之 東京大学出版会 498.3 スホ 

5-技術・家政 冬つまみ 重信 初江 池田書店 596 シケ 

6-産業 図解誰でもできる石積み入門 真田 純子 農山漁村文化協会 614.6 サナ 

7-芸術・スポーツ 国宝ロストワールド 岡塚 章子 小学館 709.1 コク 

8-言語 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷 裕子 東京堂出版 815.8 ニシ 

9-文学 ねこもかぞく ほんのり俳句コミック 堀本 裕樹 さくら舎 911.3 ホリ 

シャガクに訊け! 大石 大 光文社 オオ 

彼女たちの犯罪 横関 大 幻冬舎 ヨコ 

ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子 新潮社 916 ノフ 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】冬の醍醐味 

寒さが厳しい季節ですが、心も体もあたたかく過ごしていきたいですね。 

今年最初の特集では、鍋や編み物、ウィンタースポーツなど、冬を楽しく健康的に 

乗り切るために役立つ本を集めました。 

小説は、“司書おすすめ本”の特集です。手作りのポップもぜひご覧ください。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

雪の結晶モチーフ 100 レース針で編む ケイトリン・セイニオ 主婦の友社 594.3 セイ 

ポンチョ&スヌード+ショール  日本ヴォーグ社 594.3 ホン 

体を温めるしょうがレシピ 川嶋 朗 アスペクト 596 カワ 

絶対食べたい!ごちそう鍋レシピ 74 夏梅 美智子 朝日新聞出版 596 セツ 

テクニックで魅せる!スノーボードレベルアップのコツ 50 相澤 盛夫 メイツ出版 784.3 テク 

蒼い炎 羽生 結弦 扶桑社 784.6 ハニ 

他にもたくさん準備しています。 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！ 

『探検家とペネロペちゃん』 （角幡 唯介/著 幻冬舎） 

世界の最果てを旅した探検家が挑んだのは、「育児」という未知の世界でした。 

“異様にかわいい娘”ペネロペちゃんとの日々を、ユーモアたっぷりに、 

あふれ出す愛情を抑えることなく綴った、父親目線の育児エッセイ。 

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 


