
 

 

 

 

 

 

 

絵本専門士 阿部
あ べ

弘子
ひ ろ こ

氏 講演会 

～心もほっこり～ 

絵本っていいね！ 
日時：２月１６日（日）１０：００～１１：３０ 

会場：しばたの郷土館 研修室 

 

全国でも数少ない絵本専門士から、絵本の魅力や様々な 

形態の絵本を紹介してもらいます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場無料、途中の出入り自由です。お気軽にお越しください。 

２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／2月 1日､8日､15日、22日、29日 

10:30～11:30 

【紙芝居／第２日曜日】 

日時／2月 9 日 11:00～11:45 

会場／児童コーナー または 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 

２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 

〈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 

２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 
〈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) 

 

柴田町図書館だより ２０２０年２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 

 

 

１２月の実績 

（槻木分室） 
〇開館日数 18 日 

○貸出冊数 

1,886 冊 

(1 日平均  105 冊) 

○来館者数 

        691 人 

(1 日平均   38 人) 

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「医療小説」 

日時／２月１６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「医療小説」を１冊 

ご持参ください。事前の申込は不要です。 

臨時休館のお知らせ 
 

図書館の管理システム更新のため、柴田町図書

館と槻木分室は、下記のとおり休館いたします。

休館期間中、Ｗｅｂ検索およびＷｅｂ予約はご利

用できません。図書の返却には、「返却ポスト」

をご利用ください。ご不便をおかけしますが、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

期間／２月１９日（水）～２月２１日（金） 

スクリーン 

+絵本 

しかけ絵本 世界の絵本 

おもしろ絵本 

音楽+絵本 



 

 

【１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 データの世紀 日本経済新聞データエコノミー取材班 日本経済新聞出版社 007.3 テタ 

1-哲学・宗教 ほんとうの「哲学」の話をしよう 岡本 裕一朗 中央公論新社 104 オカ 

2-歴史・地理 3万年前の航海の謎を解く NHK クローズアップ現代+制作班 徳間書店 210.2 サン 

スノーデン独白 エドワード・スノーデン 河出書房新社 289.3 スノ 

3-社会科学 話しベタさんでも伝わるプレゼン 清水 久三子 翔泳社 336.4 シミ 

#KuToo 靴から考える本気のフェミニズム 石川 優実 現代書館 367.2 イシ 

災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム ぎょうせい 369.3 サイ 

4-自然科学 オリジン・ストーリー 138 億年全史 デイヴィッド・クリスチャン 筑摩書房 440 クリ 

5-技術・家政 5Gでビジネスはどう変わるのか クロサカ タツヤ 日経 BP 547.5 クロ 

6-産業 薪を焚く ラーシュ・ミッティング 晶文社 658.2 ミツ 

7-芸術・スポーツ 野生動物の描き方 ティム・ポンド ホビージャパン 724.5 ホン 

8-言語 日本語をつかまえろ! 飯間 浩明 毎日新聞出版 810.4 イイ 

9-文学 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部 彩図社 910.2 フン 

大名倒産 （上・下） 浅田 次郎 文藝春秋 アサ 

花咲小路一丁目の髪結いの亭主 小路 幸也 ポプラ社 シヨ 

書架 No.1 をご覧ください 

 

【今月の特集】健康 

冬本番のこの季節は、インフルエンザが猛威を振るう季節でもあります。最近では新型

コロナウィルスが日本でも確認され、この冬は一層体調管理に気をつけて過ごしていき

たいですね。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 中野ジェームズ修一 日経 BP 社 492.5 ナカ 

貧血大国・日本 放置されてきた国民病の原因と対策 山本 佳奈 光文社 493.1 ヤマ 

カレーの匂いがわからなくなったら読む本 三輪 高喜 主婦の友社 496.7 カレ 

わたしをみつけて 中脇 初枝 ポプラ社 ナカ 

サイレント・ブレス 看取りのカルテ 南 杏子 幻冬舎 Bミナ 

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！ 

『なんとかする工作』 （青木 亮作/著 玄光社） 

子どもからの「あれやりたい！」「なんかつくって」という 

突然の要望に、その場にあるものだけで“なんとかした”父親の 

工作記録。夢中になって遊ぶ、子どもたちの表情もかわいい！ 

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 


